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LGBTQ+ みんなのミサ 
 

All-Inclusive Mass 
for the LGBTQ+ Community 

 
 

 
 

Francesco Hayez (1791-1882) 
La Distruzione del Tempio di Gerusalemme (1867) 

nelle Gallerie dell’Accademia di Venezia 
 
 
 

2019年 11月 17日，年間 第 33主日 
 

司式：酒井陽介 神父様 SJ 
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Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. 
Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus. 
Sancta Maria, Mater Dei,  
ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. 
Amen 
 
 
アヴェ マリア 

恵みに満ちたかた 

主は あなたとともに 

おられます 

あなたは 

女のうちで 祝福され， 

御胎内の御子イェスも 

祝福されています 

神の母 聖マリア 

わたしたち罪人のために 

今も 死を迎えるときも 

お祈りください 

アーメン 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dante Gabriel Rossetti 
(1828-1882) 
Ecce Ancilla Domini 
(1849-1850) 
in Tate Britain 
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開祭 
 
入祭の歌：典礼聖歌 391 (pp.464-465)「ごらんよ 空の鳥」 
 
挨拶 
司祭：父と子と聖霊の御名によって． 

会衆 : Amen. 
司祭：主イェス・キリストの恵み，神の愛，聖霊の交わりが 皆さんとともに． 

会衆：また司祭とともに． 
 
回心 
司祭：皆さん，神聖な祭りを 祝う前に，わたしたちの犯した罪を 認めましょう． 

司祭：全能の神と， 

会衆：兄弟の皆さんに 告白します．わたしは，思い，言葉，行い，怠りに
よって，たびたび 罪を 犯しました．聖母マリア，すべての天使と聖人，
そして 兄弟の皆さん，罪深いわたしのために 神に祈ってください． 
司祭：全能の神が わたしたちを憐れみ，罪を赦し，永遠の命に導いてくださいますように． 

会衆 Amen. 
 
 
Kyrie : 典礼聖歌 203 (p.246) 
 
Gloria : 典礼聖歌 204 (pp.248-250) 
 
 
集会祈願 

司祭：祈りましょう...（一同，沈黙のうちに，しばらく祈ります） 

司祭：すべてのものの主である神よ，あなたは，御自分を畏れ敬う者を 助け，導
いて くださいます．みまえに集うわたしたちを，聖霊によって強めてください．
どのような試練にあっても，キリストに従うことができますように． 

聖霊の交わりのなかで，あなたとともに世々に生き，支配しておられる 御子，わ
たしたちの主 イェス・キリストによって．アーメン． 

会衆 : Amen. 
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ことばの典礼 
 
第一朗読 

朗読者：（マラキ 03,19-20a）．神の御ことば． 

会衆：神に感謝． 
 
答唱詩篇：典礼聖歌 149 (pp.178-179)「遠く地の果てまで」3, 4 節 
 
第二朗読 

朗読者：（第二テサロニケ書簡 03,07-12）．神の御ことば． 

会衆：神に感謝． 
 
Alleluia（聖書と典礼 p.4-5） 
 
福音朗読 
司祭：主は皆さんとともに． 

会衆：また司祭とともに． 
司祭：ルカによる福音． 

会衆：主に栄光（親指で，額，口，胸に，十字架の徴をする） 

司祭：（福音朗読：ルカ 21,05-19）．キリストに賛美． 

会衆：キリストに賛美． 
 
説教 
 
Credo（使徒信条）：天地の創造主，全能の父である神を 信じます． 
父のひとり子，わたしたちの主 イェス・キリストを 信じます． 
主は，聖霊によって宿り，おとめマリアから生まれ，ポンティオ・ピラト
のもとで 苦しみを受け，十字架につけられて，死に，葬られ，冥府（よみ）
にくだり，三日目に 死者のうちから復活し，天に昇って，全能の父である
神の 右の座に 着き，生者と死者を 裁くために 来られます． 
聖霊を信じ，聖なる普遍の教会，聖徒の交わり，罪の赦し，からだの復活，
永遠の命を 信じます． 
Amen. 
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共同祈願 
司祭：神のことばに信頼して，祈りましょう． 

祈願者：（わたしたちのミサにふさわしい祈りを御自由に言ってください）． 

一同：主よ，わたしたちの祈りを聞き入れてください． 

 
司祭：万物を治められる神よ，福音のことばに力づけられて，祈ります．主が来られる日を
待ち望むわたしたちが，あなたの導きと支えに いつも感謝して生きることが できますよ
うに．わたしたちの主 イェス・キリストによって． 

会衆 : Amen. 
 
 
感謝の典礼 
 
奉納の歌：典礼聖歌 138 (pp.164-165)「すべての人の救いを」 
 
奉納行列 
 
パンを供える祈り（省略されることがあります） 
司祭：神よ，あなたは万物の造り主，ここに供えるパンはあなたからいただいたもの．大地
の恵み，労働の実り，わたしたちの命の糧となるものです． 

会衆：神よ，あなたは万物の造り主． 
 
カリスを供える祈り（省略されることがあります） 
司祭：神よ，あなたは万物の造り主，ここに供える葡萄酒はあなたからいただいたもの．大
地の恵み，労働の実り，わたしたちの命の糧となるものです． 

会衆：神よ，あなたは万物の造り主． 
 
祈りへの招き（唱えます） 
司祭：皆さん，この献げ物を，全能の神である父が受け入れてくださるように祈りましょ
う． 

会衆：神の栄光と賛美のため，また，全教会とわたしたち自身のために，司祭の手
をとおしてお献げするいけにえを，お受けください． 
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奉納祈願 

司祭：慈しみ深い神よ，日々の働きの実りをここに供えて，祈ります．このパンと
葡萄酒が，わたしたちの歩みを支える命の糧となりますように． 

わたしたちの主イェス・キリストによって． 

会衆 : Amen. 
 
 
叙唱前句 

司祭：主は皆さんとともに． 

会衆：また司祭とともに． 
司祭：こころをこめて神を仰ぎ， 

会衆：賛美と感謝をささげましょう． 
 
 
叙唱 

司祭 : ... 
 
Sanctus : 典礼聖歌 205 (pp.255-257) 
 
 
奉献文 

司祭 : ... 
 
記念唱 

司祭：信仰の神秘． 

会衆：主の死を思い，復活をたたえよう，主が来られるまで． 
 
奉献文（続き） 

司祭 : ... 
 
栄唱 

司祭：キリストによって キリストとともに キリストのうちに，聖霊の交わりの
なかで，全能の神，父であるあなたに 

一同：すべての誉れと栄光は，世々に至るまで．Amen. 
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Communio 
 
司祭 : ... 
 
会衆：（主の祈り） 

天におられるわたしたちの父よ， 

御名が聖とされますように． 

御国が来ますように． 

御こころが天に行われるとおり地にも行われますように． 

わたしたちの日ごとの糧を今日もお与えください． 

わたしたちの罪をお赦ししください． 

わたしたちも人を赦します． 

わたしたちを誘惑に陥らせず，悪からお救いください． 
 
司祭：慈しみ深い父よ，すべての悪からわたしたちを救い，現代に平和をお与えく
ださい．あなたの憐れみに支えられ，罪から解放されて，すべての困難にうち勝つ
ことができますように．わたしたちの希望，救い主イェス・キリストが来られるの
を待ち望んでいます． 

会衆：国と力と栄光は，限りなくあなたのもの． 
 
平和の徴 

司祭：主イェス・キリスト，あなたは使徒に仰せになりました：「わたしは平和を
あなたがたに残し，わたしの平和をあなたがたに与える」．わたしたちの罪ではな
く，教会の信仰を顧み，おことばのとおり教会に平和と一致をお与えください． 

会衆 : Amen. 
 
司祭：主の平和がいつも皆さんとともに． 

会衆：また司祭とともに． 
司祭：互いに平和の挨拶をかわしましょう． 

会衆：主の平和．（より親しみを込めて，握手したり，ハグしても結構です．） 
 
Agnus Dei : 典礼聖歌 206 (p.258) 
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聖体拝領前の信仰告白 

司祭：神の小羊の食卓に招かれた者は幸い． 

一同：主よ，あなたは神の子キリスト，永遠の命の糧，あなたをおいて誰
のところに行きましょう． 
 
 
聖体拝領（未受洗の方，および，プロテスタント教派のいずれかで洗礼を受けた
後，カトリック教会への転会の手続をお取りなっていない方は，神父様から祝福
をお受けください） 
 
拝領の歌：典礼聖歌 164 (p.198)「喜びに 心をはずませ」 
 
聖体拝領後の感謝（沈黙のうちに暫く祈ります） 
 
 
拝領祈願 

司祭：光の源である神よ，わたしたちの歩みを照らしてください．困難や苦しみの
なかにあっても，終りの日まで 希望を持ち続けることができますように． 

わたしたちの主 イェス・キリストによって．アーメン． 

会衆 : Amen. 
 
 
閉祭 
 
司祭：主は皆さんとともに． 

会衆：また司祭とともに． 
司祭：全能の神，父と子と聖霊の祝福が皆さんの上にありますように． 

会衆 : Amen. 
司祭：感謝の祭儀を終わります．行きましょう，主の平和のうちに． 

会衆：神に感謝． 
 
 
閉祭の歌：カトリック聖歌集 543 (pp.328-330) Salve Regina 
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付録 : 教皇 Francesco の LGBTQ に関する発言 
 
2013 年 3 月 13 日に選出された教皇 Francesco は，同性婚に関しては，カトリ
ック教会内に修復困難な分裂を生じさせぬよう，それを公認することは慎重に
避けている (cf. Amoris Laetitia nº 251) ものの, LGBTQ の人々のための司牧に
ついて，就任当初以来，より包容的な姿勢を積極的に打ち出している． 
 
まず彼は，2013 年 7 月 28 日，Rio de Janeiro 訪問からの帰途の機上記者会見
で，homosexuality について質問した記者への答えのなかで，こう言った： 
 

Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per 
giudicarla ? 
 
或る人が gay であり，主を探し求めており，誠意を持っているとするな
ら，いったい，わたしは，その人を断罪する何者であろうか？ 

 
それに続いて，CCE (Catechismus Catholicae Ecclesiae) nº 2358 の文面を記憶で
部分的に引用しつつ，彼はこう言った : homosexuality のゆえに差別してはな
らない．homosexual の人々を社会に迎え入れねばならない． 
 
以上の発言を取り上げ直しつつ，教皇は，2013 年 8 月，イエズス会の雑誌 La 

Civilità Cattolica によるインタヴューのなかでこう述べている： 
 

Se una persona omosessuale è di buona volontà ed è in cerca di Dio, io non sono 
nessuno per giudicarla. (...) Una volta una persona, in maniera provocatoria, mi 
chiese se approvavo l’omosessualità. Io allora le risposi con un’altra domanda : « 
Dimmi : Dio, quando guarda a una persona omosessuale, ne approva l’esistenza 
con affetto o la respinge condannandola ? » Bisogna sempre conside-rare la 
persona. Qui entriamo nel mistero dell’uomo. Nella vita Dio accompagna le 
persone, e noi dobbiamo accompagnarle a partire dalla loro condizione. Bisogna 
accompagnare con misericordia. 
 
もしここに homosexual の人がいて，彼・彼女が誠意ある人であり，神を
探し求めているなら，わたしは，その人を断罪する者では全然ない．(...) 

或るとき，わたしに挑発的にこう質問してきた人がいた：「あなたは 

homosexuality を容認するのですか？」それに対する答えとして，わたし
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は彼にこう問い返した：「ねえ，君，神は，ひとりの homosexual の人を見
て，その存在を愛情深く是認なさるだろうか，それとも，その人を断罪し
つつ退けるだろうか？」常に人間をその存在において考えねばならない．
ここでかかわっているのは，人間の神秘である．我々の人生において，神
は我々人間に寄り添ってくださっている．そのように我々も，人々に寄り
添わねばならない – 彼ら・彼女らの事情にもとづいて．慈しみ深く寄り
添わねばならない． 

 
このように，教皇 Francesco は，homosexuality を厳しく断罪する CCE nº 2357 

から，homosexual の人々の教会への包容を説く nº 2358 へ，アクセントを明
瞭に移動させている． 
 
彼は，CCE nº 2357 で述べられていることは無効だ，と宣言したわけではない．
そうではなく，「そう言われてはいても，しかし，LGBTQ の人々を神の愛し
子として教会へ包容し，彼れらに司牧的に寄り添うことが可能になるように，
聖書や伝統にもとづいて彼れらを断罪することはしないでおこう」と言っただ
けである． 
 
ただそれだけのことで，しかし，彼は，世界中の LGBTQ の人々に救いの希
望をもたらすことに成功した． 
 
彼のそのような司牧的配慮を支えているのは，ときとして無慈悲であり得る律
法中心主義を戒めつつ，人間ひとりひとりに寄り添ってくださる神の愛と慈し
みを教義の中心に措定するキリスト中心主義である． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12/12 

 
Jesus of rainbow-coloured mercy, 

I trust in you ! 
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