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序文 

 

2006 年の神言修道会第十六回総会はこう命じました。 

「向こう 3 年の間に、アーノルド・ヤンセン霊性センター

の助けのもと、諸管区と相談をしながら、我々の修道会の祈

り（十五分ごとの祈りなど）、信心（初金、第三月曜日、聖

母など）、典礼祭儀（祭日や守護者の記念日など）などを現

代に適応した形で発行し、我々の修道共同体や養成機関、黙

想の家や集いの研修所に限らず、我々の小教区や学校、他の

使徒的活動の場でも用いられるようにすること。出来る限

り、ヴァデメクムも会固有の聖人・福者のミサと朝晩の祈り

の本も、ヨーロッパ文化の文脈のみならず、他のゾーンの祈

りの実践をも含まなければならない。」（決議２．７．） 

この決議に対する答えとして、創立者帰天 100 周年を祝

う 2009 年 1 月 15 日に、神言修道会ヴァデメクムの改訂

版が英語とスペイン語で出版されました。 

英語版とスペイン語版は、それぞれ別のメンバーでチー

ムを作り、それぞれの編集作業を行ったため、それぞれの個

性が出ていますが、改訂委員会には次のような共通した 3

つの基本方針がありました。 
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（1）神言修道会における創立者の霊性の伝統に根差してい

ること。 

（2）多様な文化表現に対して開かれていること。 

（3）我々の使徒職のためにも、現場の人々のためにも、神

言修道会の共同体のためにも用いること。 

聖霊奉侍布教修道女会の姉妹と合同の日本管区の AJST

（アーノルド・ヤンセン霊性チーム）は、2009 年改訂版の

序文にある「他の言語にヴァデメクムを翻訳したいと望む

他の諸管区や地区の皆さんが、これらの本のどちらかから

選んでも、あるいは双方とも選んでも、自由です。さらには、

皆さんの文脈や特定の現場にとって、特に意味のあると思

われる他の祈りを追加していただいても結構です」との言

葉に基づきつつ、なるべく聖アーノルド本人に通じるもの

を選び、皆さんと共有しようということにしました。 

 「この新しい神言修道会のヴァデメクムを、全員に使って

いただき、神のみことばが、絶えず呼び求められ、わたした

ちの生活と宣教の歩みにおけるたゆまぬ同伴者でいてくだ

さいますように」（A・M・ペルニア師による序文の結語）。 

 

神言修道会・聖霊奉侍布教修道女会 

アーノルド・ヤンセン霊性チーム 



 

 

 

 

 

 

 

第一部 
 

伝統的な祈り 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 第一部：伝統的な祈り 
 

１．十五分ごとの祈り（聖アーノルド作） 

 

回想のためのみことば: 

体は一つ、霊は一つです。それは、あなたがたが、一つの

希望にあずかるようにと招かれているのと同じです。主は

一人、信仰は一つ、洗礼は一つ、すべてのものの父である神

は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを

通して働き、すべてのものの内におられます。 

（エフェソ 4 章 4－6 節） 

 

聖アーノルド・ヤンセンの言葉： 

わたしたちは信仰にあふれて生きようとしなければなり

ません。そのために何よりもまず、三位一体に対する祈りを

ささげ、また聖なる三位のそれぞれの位格に対する祈りを

ささげるのです。 

 

先： 永遠の真理である神よ、 

答： あなたを信じます。 

先： わたしたちの力と救いである神よ、 

答： あなたに希望をおきます。 
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先： 限りない いつくしみである神よ。 

答： 心を尽くしてあなたを愛します。 

先： 世の救い主としてみことばをお遣わしになった神よ、 

答： みことばにおいてわたしたちを一つにしてください。 

先： おん子の霊でわたしたちを満たしてください。 

答： あなたのみ名がたたえられますように。アーメン。 

 

 

２．保護の聖人への祈り（聖アーノルド作、改編） 

 

神言会会憲のことば： 

他の諸聖人の中で、われわれは特に聖ヨゼフ、また創立者

によって勧められた聖人、およびわれわれが住んでいる国

の聖人を仰ぐ。（会憲 406） 

 

先： 人となられた神のみことば、 

答： あなたの霊でわたしたちを生かしてください。 

先： 主の汚れないおん母、 

答： すべての人をおん子に導いてください。 

先： 聖ミカエル、ガブリエル、ラファエル、 

答： 地上で神の国を守ってください。 
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先： 聖ヨセフ、ヨアキム、アンナ、 

答： 福音の奉仕者を増やしてくださるよう 

神に祈ってください。 

先： 聖ペトロ、パウロ、ヨハネ、アンデレ、 

答： 信仰を宣べ伝える人たちを  助けてください。 

先： 聖グレゴリオ、アウグスチノ、ビンセンチオ、 

答： 教会のすべての信徒、修道者、 

教役者のために祈ってください。 

先： 聖アーノルドとヨセフ、 

答： すべての人にわたしたちの心を開かせてください。 

先： 福者マリア・ヘレナ、ヨゼファ、神言会の殉教者、 

答： 宣教的奉仕に努めるわたしたちを助けてください。 

先： 幼いイエスの聖テレジア、聖フランシスコ・ザビエル、 

聖なる日本の殉教者、 

答： 宣教への熱意を 

わたしたちの心に燃え立たせてください。 

先： みことばの光と聖霊の恵みによって、 

罪の暗闇と不信仰の夜は消えうせ、 

答： イエスのみ心がすべての人の心の内に生きますように。 

アーメン。 
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３．イエスの み心、愛のしるし（初金曜日の祈り） 

（聖アーノルド・ヤンセンが作った祈りをもとにした祈り） 

 

先： 主イエス・キリスト、あなたはその無限の愛を示すた

めに、み心を見える形で表されました。 

答： 神の永遠のことばでありながら、しもべの条件を受け

入れ、わたしたちに似た者となられたあなたの愛を仰

ぎます。 

先： おん父をたたえ、地においてその み旨を果たしてやま

なかった聖なる愛の炎を認めます。あなたはその愛を

通して奉仕し、わたしたちを救うため、おん父への無償

のささげものとして、ご自身を捧げてくださいました。 

答： 聖霊のうちに満ち溢れる喜びを身にまとい、あなたの

魂が死に至るまでの悲しみに沈んだとき、人々とあな

た自身がわかちあった人間的愛を仰ぎます。 

先： あなたが神であり永遠の愛でありながら、その人間的

な心をもっておん父を愛し、人々をご自分の兄弟姉妹

として愛されたことを仰ぎます。 
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答： 感謝と信頼に満ちて、わたしたちは聖なるあなたに自

らを捧げます。主よ、誰も、また何ものも、あなたのう

ちにある愛からわたしたちを引き離すことがなくなり

ますように。 

先： あなたは渇きつつ、救いの泉から生きた水をくむため

に喜んでやってきた人々に、いのちの水の川をもたら

すことを約束してくださいました。 

答： 何よりも聖霊をわたしたちの心の中に注ぎ、あなたの

愛という偉大な賜物をお与えください。あなたに促さ

れて、心を尽くし、魂を尽くし、愛情を尽くし、力を尽

くして、愛されたいとどれほど熱くあなたが切望して

いるかをわたしたちは理解します。 

先： あなたの助けによって、新しい愛の掟である兄弟愛を

生きることにより、わたしたちが、自ら告げている福音

を生きながら、あなたの弟子であり宣教師であること

を、すべての人が知ることになるのです。 

答： イエスの聖なる み心、あなたに信頼します。 

 

 

 

 



13 
 

 

４．聖霊の愛を受けるために（第三月曜日の祈り） 

（聖アーノルド・ヤンセンが作った祈りをもとにした祈り） 

 

先： 聖霊、わたしたちの弁護者、聖性の比類なき泉、あな

たの愛の豊かさから湧き出る賜物と実りをお与えくだ

さい。 

答： 心構えの賜物を与え、あなたとおん父とおん子の栄光

のため、また人類の救いのために備え、あなたの摂理が

わたしたちに示す奉仕を快く受け入れることができる

ようにしてください。 

先： わたしたちの心に連帯と理解に満ちた愛を注いでくだ

さい。人類の喜びや希望、痛みや苦しみに連帯しながら

あなたの栄光を、さらに輝かせることができますように。 

答： あなたはしばしば、特に祈りと秘跡を通してその賜物

を伝えます。あなたの普遍的愛を伝える愛徳と兄弟愛、

喜びの成長のために、精一杯生きる恵みをお与えくださ

い。 

先： 「死に至るまで忠実でありなさい。そうすればあなた

に命の冠を授けよう」という約束がわたしたちの中で成

就しますように。 
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答： 聖霊、同じ洗礼を告白するすべての者、神を信じない

者も、罪人も、すべて思い起こしてください。父と子と

共に、あなたのうちに真の幸福の唯一の泉を見いだし、

まっすぐな心であなたを愛することができますように。

死者を慰め、あなたの慈しみと恵みの流れで力づけてく

ださい。アーメン。 

 

 

５．創り主なる聖霊（ヴェニ・クレアトール・スピリトゥス） 

（聖霊会訳） 

 

回想のためのみことば： 

「すると、玉座に座っておられる方が、『見よ、わたしは万

物を新しくする』と言った」 

（ヨハネの黙示録 21 章 5 節） 

 

聖アーノルド・ヤンセンの言葉 

「父のもとからわたしたちに聖霊を遣わし、その聖なるイン

スピレーションをはっきりと認識し、忍耐強くこれに従

うことができるようにしてください。」 
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１）創り主なる聖霊よ、来たりたまえ。 

われらの精神をおとずれ、 

おん身の創りたまえる心のうちに、 

豊かに聖ちょうを注ぎたまえ。 

 

２）慰め主と呼ばれるおん身は いと高き神の賜物、 

活ける泉、火にして愛、 霊の塗油なり。 

 

３）おん身こそ七つの賜物の霊にして、おん父の右手のみ指、 

おん父に約束されし真理の霊、 

われらの心に霊感を与えたもう守りなれ。 

 

４）光明をわれらの五感にもたらして、 

おん愛をわれらの心に注ぎたまえ。 

われらの肉身の弱ければ、 

おん身みずからの力もて強めたまえ。 

 

５）われらより敵を遠く退けて、 

今よりはおん身の平安を与えたまえ。 

われらがおん身を導きて、すすめとして、 

全ての悪と過ちとを避くるを得しめたまえ。 



16 第一部：伝統的な祈り 
 

６）われらにおん父を知らしめ、 

唯一のおん子を証したまえ。 

滅びなき信仰をもって、 

父と子との霊たるおん身をば信ぜしめたまえ。 

 

７）み親なる神に栄えあれ、 

よみがえりしおん子に栄えあれ。 

慰め主なる聖霊に栄えあれ、 

今もいつも世々に至るまで。アーメン。 

 

先： 神よ、あなたの息吹を送って、すべてを造り、 

答： 地の面を新たにしてください。 

 

先： 神よ、  

答： あなたは聖霊の光によって、信じる人々の心を照らし

てくださいました。聖霊のうちにあって、わたしたちが

正しいことを愛し、その慰めによって、よろこびに満た

されますように。わたしたちの主イエス・キリストによ

って。アーメン。 
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１）Veni, Creator Spiritus, Mentes tuòrum vìsita, 

Imple supérna gràtia, Quae Tu créasti péctora. 

２）Qui dìceris Paràclitus, Altissimi dònum Déi, 

Fons vivus, Ignis, Càritas, Et spiritàlis ùnctio. 

３）Tu septifòrmis mùnere, Dìgitus patérnae déxterae, 

Tu rite promìssum Patris Sermòne ditans gùttura. 

４）Accénde lumen sénsibus, Infùnde amòrem còrdibus; 

Infìrma nostri còrporis, Virtùte firmans pérpeti. 

５）Hostem repéllas longius, Pacèmque dones pròtinus; 

Ductòre sic Te praévio, Vitémus omne nòxium. 

６）Per Te sciàmus da Patrem, Noscàmus atque Fìlium, 

Teque utriùsque Spìritum, Credàmus omni témpore. 

７）Deo Patri sit glòria, Et Fìlio, qui a mòrtuis 

Surréxit, ac Paràclito, In saeculòrum saécula. Amen. 

 

V. Emitte Spìritum tuum et creabùntur. 

R. Et renovàbis fàciem terrae. 

Oremus:  

Deus, qui corda fidelium Sancti Spìritus illustratione docuisti, da 

nobis in eodem Spìritu recta sàpere, et de eius semper consolatione 

gaudere. Per Christum Dòminum nostrum.  Amen. 
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６．信仰宣言、主の祈り、アヴェ・マリアの祈り、栄唱 
 

 ニケア・コンスタンチノープル信条 

わたしは信じます。唯一の神、全能の父、天と地、 

見えるもの、見えないもの、すべてのものの造り主を。 

 

わたしは信じます。唯一の主イエス・キリストを。 

主は神のひとり子、すべてに先立って父より生まれ、 

神よりの神、光よりの光、まことの神よりのまことの神、 

造られることなく生まれ、父と一体。 

すべては主によって造られました。 

主は、わたしたち人類のため、 

わたしたちの救いのために天からくだり、聖霊によって、 

おとめマリアよりからだを受け、人となられました。 

ポンティオ・ピラトのもとで、わたしたちのために 

十字架につけられ、苦しみを受け、葬られ、 

聖書にあるとおり三日目に復活し、天に昇り、 

父の右の座に着いておられます。 

主は、生者と死者を裁くために栄光のうちに 

再び来られます。その国は終わることがありません。 
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わたしは信じます。主であり、いのちの与え主である聖霊を。 

聖霊は、父と子から出て、父と子とともに礼拝され、 

栄光を受け、また預言者をとおして語られました。 

わたしは、聖なる、普遍の、使徒的、唯一の教会を信じます。 

罪のゆるしをもたらす唯一の洗礼を認め、 

死者の復活と来世のいのちを待ち望みます。アーメン。 

 

 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、わたしたちの主イエス・キリストを信じます。 

主は聖霊によってやどり、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、陰府に下り、 

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、 

罪のゆるし、からだの復活、永遠のいのちを信じます。 

アーメン。 
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 主の祈り 

天におられるわたしたちの父よ、 

み名が聖とされますように。み国が来ますように。 

み心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ゆるしください。 

わたしたちも人をゆるします。 

わたしたちを誘惑におちいらせず、 

悪からお救いください。 

アーメン。 

 

 アヴェ・マリアの祈り 

アヴェ・マリア、恵みに満ちた方、 

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、 

ご胎内のおん子イエスも祝福されています。 

神の母聖マリア、 

わたしたち罪びとのために、 

今も、死を迎える時も、お祈りください。 

アーメン。 
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 栄唱 

栄光は、父と子と聖霊に。 

初めのように今もいつも世々に アーメン。 

 

 

７．守護の天使への祈り 

いつもともにいてくださるやさしい守護の天使、 

夜も昼も、わたしから目を離さないでください。 

わたしを一人にしないでください。 

ひとりでは迷ってしまいます。 

すべての聖人とイエス様、マリア様のいる 

平和と喜びに満ちたその場所に行く日まで、 

わたしはむしろあなたのものである 

わたしの心と魂をあなたにおささげいたします。 

アーメン。 
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８．ザカリアの歌（朝の祈りの福音の歌） 

神をほめたたえよ、イスラエルの神を。 

神は民を訪れてあがない、 

わたしたちのために力強い救い主を、 

しもべダビデの家に立てられた。 

神は昔、預言者によって語られたように、 

わたしたちに逆らう者、うらみをいだく者の手から、 

わたしたちを救い、祖先をあわれみ、 

とうとい契約を心に留められた。 

神は先祖アブラハムに約束されたとおり、 

逆らう者から わたしたちを救われた。 

生涯を きよく正しく平和に送り、 

神に仕えることができるように。 

幼な子よ、おまえも神の預言者と呼ばれ、 

主の前を歩み、その道をととのえ、 

罪のゆるしによる救いを その民に知らせる。 

すべては神のあわれみのこころによる。 

神の深いあわれみにより、 

夜明けの太陽は わたしたちに臨み、 

やみと死の陰にある人を照らし、 

わたしたちの歩みを平和に導く。 栄唱 
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９．マリアの賛歌（晩の祈りの福音の歌） 

わたしは神をあがめ、 

わたしの心は神の救いに喜びおどる。 

神は卑しい はしためを顧みられ、 

いつの代の人も わたしを しあわせな者と呼ぶ。 

神は わたしに偉大なわざを行われた。 

その名は とうとく、 

あわれみは代々、神をおそれ敬う人の上に。 

 

神はその力を現わし、 

思いあがる者をうち砕き、 

権力をふるう者を その座からおろし、 

見捨てられた人を高められる。 

飢えに苦しむ人は よいもので満たされ、 

おごり暮らす者は むなしくなって帰る。 

 

神は いつくしみを忘れることなく、 

しもべイスラエルを助けられた。 

わたしたちの祖先、 

アブラハムと その子孫に約束されたように。 栄唱 
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１０．諸国の民の光 

（シメオンの賛歌：寝る前の祈りの福音の歌） 

 

起きている時も、眠っている時も、 

神よ、わたしを救い、守ってください。 

キリストのうちに いつも目ざめ、 

平和のうちに いこうことができるように。（アレルヤ） 

 

神よ、いまこそ あなたは おことばのとおり、 

しもべを安らかに行かせてくださる。 

わたしは この目で あなたの救いを見た。 

あなたが万民の前に備えられた救い、 

諸国の民を照らす光、 

あなたの民イスラエルの光栄。 栄唱  

          

起きている時も、眠っている時も、 

神よ、わたしを救い、守ってください。 

キリストのうちに いつも目ざめ、 

平和のうちに いこうことができるように。（アレルヤ） 

 



 

 

 

 

 

 

 

第二部 
 

三位一体への祈り 
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聖アーノルド・ヤンセン 

三位一体に身をささげた人 

  

アントン・ヒルガー神父は、1925 年の講演会で、何度も次

のような引用をしました。「もしまさにそのような聖性が、

英雄的レベルで実践された諸徳に支えられ、わたしたちの

主である神に対する、意識的で親密で持続的な信頼と支え

に落ち着くならば、わたしにはそのような意味を上回るこ

とのできた聖人など いたかどうか思い浮かびもしません」。

その神に親密に支えを見いだしていたことが、彼を、傑出し

た「一」であり「三」である神を前に、揺るがぬ信仰に基づ

いた、深い畏敬の念に導いたのでした。これは同様に、神の 

み旨にまったく捧げ尽くすという個人的な献身にも導きま

した。 

 聖アーノルド・ヤンセンはこの深い宗教的態度を、父親の

家庭で伝授されました。このことは聖アーノルドが司祭と

しての最初の数年に、教師としての活動と、祈りの使徒職の

精神における使徒的活動とを、同時に引き受けることへと

促したのでした。また、長い回想と祈りのあとでようやく、

「神はわたしが宣教の神学校を創立するようにと望んでお

られる！」と言えるようになる確信へと導いたのです。 
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 この確信が、わたしたちが知っている通り、その後待ち受

けていた全生活と活動を決定づけたのでした。神への大い

なる信頼と、事業のために派遣された意識と、責任感とで 

聖アーノルドの身を固めました。シュタイルの宣教事業の

発展と方向づけのために、倦むことなく努力するようにと

聖アーノルドを動かしました。こうして聖アーノルドは、そ

の人柄からはまったく期待されなかった、知的な努力と幅

広い視野を持つようになりました。 

数多くの容赦のない試練や障害のただ中で、聖アーノル

ドは力づけられ、そのような深い宗教的態度によって鼓舞

され、ヒルガー神父の表現を借りれば、「この世の憐れな時

勢にその身体を完全に沈潜させつつ、その思考はほぼ永続

的に、超自然的な世界に住まい続ける」、そのような男に、

聖アーノルドはなったのでした。 

 

ヤコブ・ロイター、『Cautivado y enviado por el Espíritu（聖霊

の虜になり派遣された男）』, Verbo Divino, Estella, 1996, 113. 
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１１．三位一体の祝福を求める祈り 

 

先： 神である天のおん父、わたしたちを子として受け入れ

てくださったその愛でわたしたちを祝福してください。 

答： 神である永遠のおん子、言い表し得ないみ心のやさし

さ、わたしたちを生かすために命を犠牲にされたやさ

しさを通して、わたしたちを祝福してください。 

先： 神である聖霊、造られたものの中でわたしたちを特別

に愛し、神の子としてくださったその愛で、わたしたち

を祝福してください。 

答： 聖なる三位一体、その祝福でわたしたちの心を満たし、

あらゆる良い働きを実現できるようにしてください。 

先： 命をもたらす神の愛が、嘆く人々を慰め、病む人を力

づけ、困っている人を恵みで支えてくださいますよう

に。 

答： 神の祝福がわたしたちと、わたしたちの愛する人々す

べてにもたらされますように。 

先： いつくしみ深い全能の神、父と子と聖霊が、わたした

ちを祝福してくださいますように。 

答： アーメン。 
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１２．三位一体の神は知られ､称えられ､崇められよ 
（聖アーノルド・ヤンセンの作った祈りをもとにした祈り） 

 

先： 三位一体の神、おん父の全能、おん子の知恵、聖霊の

愛は知られ、称えられ、崇められますように。 

答： 栄光は父と子と聖霊に、はじめのように今もいつも 

世々に。アーメン。 

先： いつくしみ深い父である主よ、わたしたちの祈りに耳

を傾けてください。 

答： 三位一体の神よ、教会を祝福してください。あらゆる

国でキリストのうちに あなたの栄光が示されます。あ

なたの愛のわざによって、わたしたちを見守り 答えて

ください。全世界に福音が広まり、福音を告げることで、

ゆるがない信仰を保ち続けることができますように。 

 世々に生き、支配しておられるあなたに祈ります。 

アーメン。 

先： イエスの み心、わたしたちを 一つにしてください。 

答： 神の子イエス、人類の未来とあらゆる民の権利は御手

にあります。教会や国々の指導者と共にいてください。

その恵みによって、全世界で平和と発展、あらゆる民族

の宗教的自由が実現しますように。 → 
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おん父と聖霊と共に世々に生き支配しておられるあな

たに祈ります。アーメン。 

先： 聖霊、人を生かすあなたの恵みをわたしたちに送って

ください。 

答： 愛の霊である神よ、あなたは教会を実り豊かなものと

してくださいます。聖アーノルドのもとに集まる家族の

信仰と知恵を増してください。兄弟姉妹、司祭、生徒、

教師、信徒、青年、子ども、家族、宣教を行っているす

べての人にあなたの賜物を注いでください。その献身に

聖霊の助けをもたらし、神の国が全人類に広まるように

してください。おん父とおん子と共に世々に生き支配し

ておられるあなたに祈ります。アーメン。 

先： わたしたちの救いのために受肉した神のみことばであ

るイエス、 

答： わたしたちの会、その全会員、修練者、志願者、高齢

会員、病人に助けを与えてください。わたしたちが落ち

込む時にはあなたの霊を与えてください。わたしたちの

主イエス・キリストによって。アーメン。 
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先： イエスのみ心の忠実な鏡であるマリアのみ心、 

答： 三位一体の神よ、生きている家族や亡くなった家族、

特にわたしたちの両親、兄弟姉妹、その他の親族、恩人、

わたしたちに祈りを託している人々すべてに あなたの

あわれみの眼差しを注いでください。わたしたちの主イ

エス・キリストによって。アーメン。 

先： 三位一体の神がわたしたちの心の中で、またすべての

人の心の中で生きますように！ 

答： 三位一体の神よ、わたしたち自身のために、へりくだ

って願います。わたしたちが何にも増して み旨を求め、

これを忠実に果たし、み国に加わることができますよう

に。世々に生き支配しておられるあなたに祈ります。 

アーメン。 

先： みことばの光と聖霊の恵みによって、罪の暗闇と不信

仰の夜は消え失せ、 

答： イエスのみ心がすべての人の心の内に生きますように。

アーメン。 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

第三部 
 

おん父への祈り 
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聖アーノルド・ヤンセン、 

父である神の神秘に心奪われて 

 

神学の分野でのより奥行きのある仕事とあらゆるものを

統べ治める神の偉大さに満たされていると、ますます感じ

るようになったことで、徐々に形を変えていったのは、聖ア

ーノルド・ヤンセンの祈りの仕方だけではありません。その

考え方すべてに手が加えられ、ついに、その行動の仕方にも

変化がもたらされました。信仰の光のもと、早速、その神の

存在の偉大さを観想する仕方に変化が見られました。「わた

しは世のありとあらゆるものの主であり、わたしの命の主

である至高なる方を崇拝し、そのみ旨を果たしながら奉仕

しよう。」 

実に聖アーノルド・ヤンセンは、神のこの上ない偉大さに

心奪われ、そこで１８６５年に、その司祭としての生活で、

これまでとは別の針路を取り始めました。より司祭らしく

司牧的な路線で力を注ぐために、イエスのみ心をたたえた

「祈りの使徒職」の推進者になり、のちに（1869 年には）そ

の教区担当者になりました。「イエスのみ心の大いなる意向」

にすべての時間をささげるために、ボッホルトでの教師職

から退き、『クライナー・ヘルツ＝イェズ＝ボーテ（イエス
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のみ心の小使者）』という宣教向けの雑誌を創刊しました。

ドイツ起源の、信仰の使者をより多く得たいという思いで、

聖アーノルドはついに、宣教事業の創立者となるという、自

分に与えられた神の召し出しを認識するに至ったのでした。 

 

ヤコブ・ロイター、『Cautivado y enviado por el Espíritu（聖霊

の虜になり派遣された男）』, Verbo Divino, Estella, 1996, 27. 

 

 

１３．ある宣教者の「主の祈り」（聖霊奉侍布教修道女会） 

回想のためのみことば： 

イエスはある所で祈っておられた。祈りが終わると、弟子

の一人がイエスに、「主よ、ヨハネが弟子たちに教えたよう

に、私たちにも祈りを教えてください」と言った。そこで、

イエスは言われた。「祈るときには、こう言いなさい。『父よ、

皆があがめられますように。み国が来ますように。私たちに

必要な糧を毎日与えてください。私たちの罪を赦してくだ

さい、私たちも自分に負い目のある人を皆赦しますから。私

たちを誘惑に遭わせないでください。』」 

（ルカ 11 章 1―4 節） 
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聖アーノルド・ヤンセンの言葉： 

宣教者は神の愛の伝達者です。神の大事業を示し、神の愛

のみ国がまだ存在しない場所ならどこでもこれをうち建て

なければなりません。 

 

「天におられるわたしたちの父よ」：神よ、わたしたちは

あなたがわたしたちの父であることを信じます。イエスが

そのように明かしてくださったからです。けれどまだおん

父の心を知らず、おん子みずからがわたしたちに教えてく

ださった祈りを知らない人々が数多くいます。 

「み名が聖とされますように」：父よ、み名のうちにあな

たの愛のメッセージとわたしたちの救いの歴史が込められ

ています。あなたが父であることを民に告げ知らせながら、

宣教する教会は、あなたのこと、あなたから送られたイエ

ス・キリストのことを知らせます。 

「み国が来ますように」：なぜならみ国においてのみ、わ

たしたちはあなたの子になり、わたしたちも互いに兄弟姉

妹になることができるからです。人類の心に宣教師たちが

植える、平和のみ国、信仰のみ国、愛のみ国が来ますように。 
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「み心が行われますように」：あなたを知り、キリストの

内にあなたを認め、聖霊のうちにあなたを愛すること、これ

があなたのみ旨です。父よ、わたしたちを救ってください。

そうすればわたしたちの兄弟姉妹を救うことができ、そう

しておん子の願いが果たされるでしょう。「こうして、羊は

一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる」のです。 

「わたしたちの日毎の糧を今日お与えください」：「人は

パンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つ

の言葉で生き」、このあなたのみことばという糧を世は要求

しています。正義と愛に飢え渇く多くの人を満たすために

福音宣教者を派遣してください。 

「わたしたちの負い目、罪をゆるしてください」：わたし

たちは無償で受けた信仰を、あなたを知らない人々に運ぶ

というこの義務をほとんど考えて来なかったからです。主

よ、わたしたちをゆるしてください。わたしたちは最も困っ

ている人々に向けるあわれみの偉大さをまだ理解していな

いからです。 

「わたしたちを誘惑に陥らせないでください」：わたした

ちのためにおん子が十字架で死んでからほぼ二千年経った

今、信仰に疑いを抱いて揺れる誘惑、信じない人々を前にし

てあなたの愛に満ちた摂理を信じられなくなる誘惑に。 
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「わたしたちを悪からお救いください」：まだあなたのこ

とを知らない人々の必要性に対する無感覚という悪から、

この無関心という悪から、主よ、わたしたちを解放しお救い

ください。アーメン。 

 

 

１４．主の祈りとわたしたちの祈り 

先： 天におられるわたしたちの父よ。 

答： 「父」と呼ばせてくださる親しみ深い神よ。 

先： み名が聖とされますように。 

答： わたしたちは万物の主であるあなたを礼拝します。 

先： み国が来ますように。 

答： 自由で解放された人々の共同体になりますように。 

先： み心が行われますように。 

答： わたしたちがいつでも、受け入れがたい時でさえも、

愛と信頼を保ち、わたしたちの望みがみ旨にかなうも

のとなりますように。 

先： 天に行われるとおり地にも。 

答： わたしたちの心と世界があなたの計画との完全な調和

のうちにあるようにしてください。 



39 
 

 

先： わたしたちの日毎の糧を今日お与えください。 

答： わたしたちが一度きりの人生を、日々受け入れること

ができますように。 

先： わたしたちの罪をおゆるしください。 

答： 主よ、わたしたちの罪は多いけれど、あなたのいつく

しみははるかにそれを超えています。 

先： わたしたちも、わたしたちに罪を犯す人をゆるします。 

答： 人々がわたしたちを傷つけるとき、それをゆるすのは

本当に難しいことです。 

先： わたしたちを誘惑に陥らせず。 

答： 試みにあってもしっかりと立っていられるようにして

ください。 

先： わたしたちを悪からお救いください。 

答： 悪、わたしたちの間にある悪、わたしたちを奴隷とし

内なる自由への道を妨げる自己中心主義、傲慢、嫉妬

からお救いください。アーメン。 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

第四部 
 

おん子イエスへの祈り 
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聖アーノルド・ヤンセンと 

みことばによる派遣 

 

 聖なる三位の位格のうち、聖アーノルド・ヤンセンは受肉

した永遠の神の動詞（言葉）を好んで崇拝していました。そ

して、引き続いて、受肉した動詞の座す場であるイエスの御

心をも崇拝していました。他の諸局面同様、ここでも家族か

ら伝授したものが見いだされます。家庭で祈祷文の形であ

れほどしばしば読まれた聖ヨハネの福音のはじめ、「はじめ

に動詞（言
ことば

）があった」という部分が聖アーノルドの心に

刻み付けられなかったわけがありません。そしてその父ゲ

ルハルト氏が神の動詞の最高な偉大さについて語った賛辞

も同様です。そこから見ると、宣教の家の創立者がその組織

を「神の 動詞
こ と ば

の会（神言修道会）」と呼んだのもとてもふさ

わしく理解に足りると思われます。そしてその頃、１８７４

年の宣教雑誌のタイトル『イエスのみ心の小使者』に倣って

イエスのみ心に関係した名前をつけるのではないかと誰も

が期待していた中でのことです。 

 （…）そのようにして聖アーノルド・ヤンセンが個人的に

神の 動詞
こ と ば

の受肉の神秘を完全なものとする熱意は、降誕祭

の行列においてのみならず一般的な、ヨハネの序文に対す
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る高い評価や、類似した形で受肉を記念した『アンジェルス

（お告げの祈り）』にも示されました。そうして、ことある

ごとに神の動詞
こ と ば

への崇敬とイエスのみ心への崇敬を一つに

し、同様の線で受肉した 動詞
こ と ば

を神の永遠のみことばとおん

父、聖霊、いわば三位一体のすべてと極めて密に関わらせま

した。イエスのみ心に祈りを捧げる際、神の動詞(ことば)、

言い換えれば、イエスの心を聖化し人類を救うために派遣

された聖霊にも同時に祈りを捧げることを好んだものでし

た。  
ヤコブ・ロイター、『Cautivado y enviado por el Espíritu（聖霊

の虜になり派遣された男）』、Verbo Divino、Estella、1996、27。 

 

 

１５．わたしたちと共にお留まりください 

回想のためのみことば： 

一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こ

うとされる様子だった。二人が、『一緒にお泊まりください。

そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますから』と

言って、無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家

に入られた。（ルカ 24 章 28－29 節） 
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神言会 1898 年会憲の言葉： 

われらの主イエス・キリストは肉を身に帯びた神のみこ

とばであり、イエスのうちに父と子と聖霊の愛が示された。

それゆえ、われらの心にある愛を彼にささげよう。彼がわれ

らの最高の模範となられたのだから彼に従おう。 

 

わたしたちと共にお留まりください。 

あなたがわたしたちのそばにおられないと 

わたしたちの命は衰えてしまいます。 

 

わたしたちと共に留まり、 

わたしたちの希望が滅びることなく 

わたしたちが散り散りに、さまよい、 

あてもなく歩むことがないようにしてください。 

 

わたしたちと共に留まり、 

愚かに救世主になったつもりになることや  

わたしたちに ついて回る多くの無知から 

わたしたちを立ち直らせてください。 
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わたしたちと共に留まり、 

あなたがわたしたちの人生の内に生き、 

わたしたちの悲しみを喜びに変え 

わたしたちの悲しく退屈な時を 

献身と緊急性の形をとった 

衰えることのない希望に変えておられることを 

知ることができるようにしてください。 

 

わたしたちの食卓につき、わたしたちが初心に返り 

挫けた計画に再び取り組み 

こわれた友情を、築き直せるようにしてください。 

 

わたしたちのためにパンを割き、 

わたしたちの目がひらけ あなたこそ 

わたしたちの死んだような時を命で満たす 

生きた方であることに気付けるようにしてください。 

  

わたしたちのためにパンを割き、 

たとえ少なからず控えめではあっても、 

新しく、刺激的で、愛情に満ちたあなたの現存を 

近くに見出すことができるようにしてください。 
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わたしたちのためにパンを割き、 

あなたが復活して近くにおられることを見出し、 

わたしたちの心が喜び躍るようにしてください。 

 

主よ、あなたはたたえられますように、 

あなたがわたしたちの歩みを見放すことはないからです。 

主よ、あなたはたたえられますように、 

確かな目標に導くことのないわたしたちの迷いに 

あなたは飽きることなく向き合い、 

わたしたちを正しい小道へと 

忍耐強く導いてくださるからです。 

 

主よ、あなたはたたえられますように、 

あなたは知性に語りかける前に 

心に語りかけてくださるからです。 

 

主よ、あなたはたたえられますように、 

あなたの光のことばは照らし、温め、励まし、 

このわたしたちの、そしてあなたの地上で、 

いつまでも わたしたちの間に留まってくださるからです。 

アーメン。 
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１６．はじめに（神言会ホセ・フェレイラ神父） 

回想のためのみことば： 

初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。 

（ヨハネ 1 章 1 節） 

 

聖アーノルド・ヤンセンの言葉： 

神の動詞－神の言葉－は、世に来るすべての人を照らす 

力強くまばゆい光です。」 

 

はじめに沈黙があった。 

沈黙のうちに神がおられた。 

やさしく なでるような柔らかさをもって 

繊細でありながら濃厚なささやきが 

混沌を調和させて秩序となし 

すべては生じた。 

 

三位一体の親密な交わりのうちに 

温もりに満ちた対話が宇宙万物を練り出した。 

命、光、愛がはじけ、 

存在したものはどれも美しかった。 
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輝きを放つ人類は 

歴史の中で巡礼の旅を始めた。 

旅路もたけなわとなると 

さらに素晴らしい賜物がもたらされた。 

 

わたしたちの源である みことばが 

わたしたちの間にその住まいを据え 

それを境に歴史を二分した。 

 

もはやただの被造物ではなく、子らとして、 

わたしたちをあなたの愛から生まれた子とされた。 

恵みの上の更なる恵み、祝福の上の更なる祝福、 

成就した約束と贖いがあった。 

 

みことばの主、あなたに感謝します。 

命、光、愛の主、 

あなたに感謝します。 

宇宙万物の主、あなたに感謝します。 

あなたのくださった賜物に感謝します。 

アーメン。 
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１７．聖アーノルドの好んだ祈り 

先： 主、イエス・キリスト、 

答： あなたを神の子として拝みます。そしてあなたの最も

甘美なる御母を通して願います。わたしの無知を照ら

すために、あなたの愛に満ちた み心の豊かさから聖霊

の恵みを送ってください。わたしの罪深い心を清め、聖

化し、聖なる愛のうちにわたしを確かな者としてくだ

さい。おん父の愛と聖霊により、あなたの無限のいつく

しみの豊かさにより、あなたの諸聖人すべての功徳に

よって願います。アーメン。 

 

 

１８．苦しむ救い主への祈り（聖アーノルド作） 

先： だれよりも柔和なイエス、全能をかくし、わたしたち

のために無力となられたあなたの無限な力をたたえ、賛

美します。 

答： だれよりも忍耐強いイエス、自らあざけられ、馬鹿に

されることを受け止めるあなたの偉大な知恵をたたえ、

賛美します。 
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先： だれよりも苦悶しておられるイエス、不当に憎まれる

ことを受け止めるあなたの深い愛をたたえ、賛美します。 

答： だれよりも悲しみに満ちたイエス、残虐で不正な死刑

宣告を受け入れるあなたの無限のいつくしみをたたえ、

賛美します。 

先： だれよりも見捨てられたイエス、わたしたちのために

恥じらいに満ちた死を耐えられたあなたの、愛に満ちた

善意をたたえ、賛美します。 

答： 主イエス、神の栄光をより偉大なものとし、わたした

ちを救うために、聖なる受難の間にあなたが受けたすべ

ての傷を、あなたの天のおん父にお捧げください。あな

たの無限の愛と忍耐が、永遠にたたえられますように。 

先： 主イエス、 

答： あなたは十字架の死までへりくだり、寛大で謙遜な心

の者に、み国を約束されました。わたしたちが喜んで、

あなたの負いやすい 軛
くびき

を受け、いつくしみと誠実な心

をもってあなたを探し求めるすべての人に、天のおん父

からの救いが与えられますように。おん父と聖霊と共に

世々に生き支配しておられる唯一の神、おん子イエスに

よって。アーメン。 
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１９．イエスへの 33 の嘆願 

先： 永遠の父のみことばイエス、わたしたちを回心させて

ください。 

答： マリアの子イエス、わたしたちをマリアにふさわしい

子どもとしてください。 

先： わたしたちの師イエス、わたしたちに教えてください。 

答： 平和の王子イエス、内なる平和を与えてください。 

先： わたしたちの逃れ場イエス、わたしたちを受け入れて

ください。 

答： わたしたちの牧者イエス、わたしたちに糧を与えてく

ださい。 

先： 忍耐の模範イエス、わたしたちに聖霊による気付きと

促しを与えてください。 

答： 心の柔和で謙遜なイエス、わたしたちがあなたのよう

になれるようにしてください。 

先： わたしたちのあがない主イエス、わたしたちを救って

ください。 

答： わたしたちとすべてのものの神であるイエス、わたし

たちをあなたのものにしてください。 
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先： まことの道イエス、わたしたちを導いてください。 

答： 永遠の真理であるイエス、わたしたちをさとしてくだ

さい。 

先： まことに幸福な者の命であるイエス、あなたのうちに

生かしてください。 

答： わたしたちの支えであるイエス、わたしたちを力づけ

てください。 

先： わたしたちの正義であるイエス、わたしたちを正しい

者としてください。 

答： 父とわたしたちの仲介者イエス、わたしたちを和解さ

せてください。 

先： わたしたちの医者であるイエス、わたしたちを癒して

ください。 

答： わたしたちの裁き主イエス、わたしたちをゆるしてく

ださい。 

先： わたしたちの王であるイエス、わたしたちを治めてく

ださい。 

答： 聖なる主イエス、わたしたちを聖なる者としてくださ

い。 
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先： 限りない善であるイエス、あなたの善性を体験させて

ください。 

答： 天からの生きたパンであるイエス、わたしたちを満た

してください。 

先： いなくなった息子を受け入れるおん父の子イエス、わ

たしたちが戻れるようにおん父に願ってください。 

答： わたしたちの喜び、慰め主イエス、わたしたちをさわ

やかにしてください。 

先： わたしたちの助け主イエス、わたしたちと共にいてく

ださい。 

答： 愛の磁場であるイエス、わたしたちを引き寄せてくだ

さい。 

先： わたしたちの守護者イエス、わたしたちを守ってくだ

さい。 

答： わたしたちの希望であるイエス、わたしたちに勇気を

与えてください。 

先： わたしたちの愛であるイエス、わたしたちにあなたの

霊を与えてください。 

答： 命の泉であるイエス、わたしたちを清め、さわやかに

してください。 
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先： わたしたちの罪の犠牲者イエス、わたしたちに犠牲の

精神を与えてください。 

答： わたしたちの目的であるイエス、いつまでもあなたを

手にすることが出来るようにしてください。 

先： わたしたちの栄光であり報酬であるイエス、わたした

ちを栄光ある者とし、わたしたちの唯一の報酬となって

ください。 

答： 栄光は父と子と聖霊に。 

はじめのように今もいつも世々に。アーメン。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

第五部 
 

み心への祈り 
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２０．み心への祈り（聖アーノルド作） 

先： イエスの聖なるみ心、 

答： わたしたちの中にあるすべてのおごりを砕き、 

まことの謙遜をお与えください。 

わたしたちから愛徳の欠如をすべて取り除き、 

まことの相互愛をお与えください。 

わたしたちの心から憤りと怒りをすべて抜き取り、 

まことの柔和をお与えください。 

わたしたちの中にある霊的怠惰をすべて打ち壊し、 

慎重な熱意をお与えください。 

わたしたちの中にある悪意の息の根を止め、 

寛大な心をお与えください。 

わたしたちが自分の望みを制御できるようにし、 

節制の愛をお与えください。 

わたしたちから悪いものをすべて追い出し、 

あなたと一つになった命をお与えください。 

アーメン。 
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２１．イエスのみ心への賛美（聖アーノルド作） 

先： わたしたちの主であり救い主イエス・キリストの聖な

るみ心、心の底から尊敬をもってあなたを礼拝します。

あなたは天のあらゆる霊からの愛と礼拝にふさわしい

方です。わたしたちは彼らの礼拝とわたしたちの礼拝を

一つにします。 

答： イエスの聖なるみ心、あなたに賛美、愛、感謝があり

ますように！ 

先： あらゆる良い物の かれることのない泉である、イエス

の聖なるみ心は賛美されますように。 

答： イエスの最も聖なるみ心があらゆる場所で愛されます

ように。 

先： イエスの優しいみ心、あなたを信頼する人々の命にこ

れまでもこれからも流れ込む限りない恵みゆえに、賛美

されますように。 

答： イエスの聖なるみ心、すべてはあなたのためです。 

先： イエスの親切なみ心、慰めをもって敬虔な心をさわや

かにする愛ゆえに、賛美されますように。 

答： イエスのみ心が、いつでも時の終わりまでも賛美され、

礼拝され、愛され、感謝されますように。 
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先： 聖霊によって天の恵みをもって愛され、形作られ、豊

かにされた イエスの驚くべき み心は賛美されますよ

うに。 

答： イエスの聖なるみ心が知られ、愛され、模倣されます

ように。 

先： 実に寛大で純粋で恵みに満ちたイエスの愛すべきみ心

が賛美されますように。 

答： わたしたちへの愛に燃えているイエスのみ心があなた

の愛をもってわたしたちの心を燃え立たせますように。 

先： 死と罪に勝利し、生きる者と死んだ者にまさるイエス

の王たるみ心は賛美されますように。 

答： 祭壇の聖なる秘跡におられるイエスの聖なるみ心と尊

い御血は賛美され、たたえられますように。 

先： 実に貧しくなおも豊かなみ心、あらゆる地上的富をむ

なしい者とみなし、あらゆる地上的名誉を拒まれたこと

ゆえに、賛美されますように。 

答： 柔和で謙遜なイエスのみ心、わたしたちの心をあなた

のようにしてください。 

先： 神のみ旨の成就に飢え、神のより偉大な栄光とあらゆ

る人々の救いに渇く従順なイエスのみ心は賛美されま

すように。 
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答： イエスのみ心、わたしたちの中で信仰、希望、愛をは

ぐくんでください。 

先： わたしたち自身の栄光を求めないイエスの寛大なみ心、

ひどい中傷を耐え忍んだ忍耐強いみ心、十字架を望み、

愛をもって抱擁した無償のみ心は賛美されますように。 

答： イエスのみ心、わたしたちが寛大で、忍耐強く、自己

を顧みないようにしてください。 

先： イエスの聖なるみ心、わたしたちの心を尽くしてあな

たを愛せるように教え、わたしたちにあるわずかな力に

従ってあなたの崇高な諸徳に倣うことができますよう

に。 

答： マリアと共に、イエスのみ心を礼拝し、感謝し、嘆願

し、慰めさせてください。 

先： 栄光は父と子と聖霊に 

答： はじめのように今もいつも世々に。アーメン。 
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２２．聖なる み心への祈り（聖アーノルド作） 

先： 最も聖なるみ心、 

答： あなたはわたしたちに、兄弟の心をもってご自身をさ

さげてくださいました。あなたは豊かでわたしたちにそ

の豊かさを分かち合ってくださいます。あなたは幸せで

わたしたちを幸せにしてくださいます。あなたは祝福さ

れておりわたしたちを祝福してくださいます。あなたの

苦しみによって恵みと共感をもってわたしたちに接し

てください。あなたへの神の愛をすべての人々にお与え

ください。そうすれば彼らもすべての人の救いと聖化の

ためのあなたの望みを成就し、真理と愛のみ国を広め、

あなたのためにわたしたち自身を聖化するために役立

つことになるでしょう。アーメン。 

 

２３．自らを み心にささげる祈り 

（アルゼンチン北西部要理担当者連盟） 

回想のためのみことば： 

もはや、わたしはあなたがたを僕とは呼ばない。僕は主人

が何をしているか知らないからである。わたしはあなたが
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たを友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなたがたに知

らせたからである。あなたがたがわたしを選んだのではな

い。わたしがあなたがたを選んだ。あなたがたが出かけて行

って実を結び、その実が残るようにと、また、わたしの名に

よって父に願うものは何でも与えられるようにと、わたし

があなたがたを任命したのである。 

（ヨハネ 15 章 15－16 節） 

 

聖アーノルド・ヤンセンの言葉： 

主よ、み心が行われますように！ 人生の闘いはこれまで

心から求め、また懐かしんできたものの多くを犠牲にする

ことにあります。 

 

わたしのイエス、 

わたしの感謝の証しと 

わたしの不実に対する償いのために、 

わたしの心を差し上げます。 

わたしのすべてをささげます。 

あなたの恵みの助けによって 

二度とあなたに逆らうことがありませんように。 

アーメン。 



 



 

 

 

 

 

 

 

第六部 
 

聖霊への祈り 
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聖アーノルド・ヤンセンと 

その聖霊への奉献 

 

聖アーノルド・ヤンセンは神に示された目的なら何でも

果たすことができるように、意識的に聖霊の導きのもとに

自らを置きました。こうして、１８８７年１０月３日、まさ

に聖ガブリエル神学院を創立するための許可取得へと導く

ウィーン市における幾度にも及ぶ手続きの真っ最中に、自

分自身をラザロ会の教会（メディチ家が住んでいたところ）

で聖霊に奉献しました。 

 「わたしは彼（聖霊）に体と魂の完全ないけにえとして奉

献し（カイザー通りのラザロ会の教会にて、１９８７年１０

月３日月曜日）、その愛の壮大さへの気づき、また聖霊のた

めだけに生きまた死ぬための恵みを求めました。この人生

を罪から離れて清く歩むため、また神の聖なるみ旨にすべ

てにおいて完璧にふさわしく応えるために、聖霊がしっか

りと、わたしのいるところにいてくださいますように」。 

 留まることなく増していった実り豊かな活動で刻まれた 

これに続く２０年の間、聖アーノルド・ヤンセンがますます

聖霊の導きのもとに意識的に生きるようになったのは疑う

余地もありません。『十五分ごとの祈り』において、毎回次
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のように祈り求めました。「父のもとから聖霊を送ってくだ

さい。聖なるインスピレーションにはっきりと気づき、それ

に忍耐強く従うことができるようにしてください」。文通で

忙しい時にも、しばしば口述を中断し、最適の表現を見出せ

るようにとよく聖霊に祈ったものです。すでに述べたよう

に、毎年、聖ガブリエル神学院で様々な意向のために『聖霊

に敬意を表して』のミサを７回ささげました。第７回目のミ

サは『自分自身のため。知恵、愛徳、柔和、善意を求めるた

め。聖霊を決して悲しませず、その聖なるみ旨を忠実に果た

す恵みを求めるため』という意向でした。毎日の一日の流れ

の中で、光と慰め、清さと神の事柄に従事する熱意、そして

できるだけよくその命令に答えることができるために、す

べての聖霊の賜物を願い求める聖霊降臨祭の続唱『聖霊来

てください』を祈るのが特に好きでした。どれほど意識的に

創立者が聖霊によって導かれ、聖化されるに任せていたか

が感じ取られます。 

 

ヤコブ・ロイター、『Cautivado y enviado por el Espíritu（聖霊

の虜になり派遣された男）』、Verbo Divino, 1996, 131. 
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２４．聖霊の続唱（ヴェニ・サンクテ・スピリトゥス） 

（典礼聖歌集３５２番） 

回想のためのみことば： 

霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば、決して肉の欲

望を満足させるようなことはありません。…しかし、霊に導

かれているなら、あなたがたは、律法の下にはいません。 

（ガラテヤ 5 章 16、18 節） 

 

聖アーノルド・ヤンセンの言葉： 

聖霊はキリストの働きを完成します。聖霊は教会を活気

づけ、特に救いの源である秘跡を通して、真理の教師、命の

分配者にします。 

 

聖霊来てください。 

あなたの光の輝きで、 

わたしたちを照らしてください。 

 

貧しい人の父、心の光、証の力を注ぐ方。 

やさしい心の友、さわやかな憩い、 

ゆるぐことのないよりどころ。 
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苦しむ時の励まし、暑さの安らい、憂いの時の慰め。 

恵み溢れる光、信じる者の心を満たす光よ。 

 

あなたの助けがなければ、すべてははかなく消えてゆき、 

だれも清く生きてはゆけない。 

 

汚れたものを清め、すさみを潤し、受けた痛手をいやす方。 

固い心を和らげ、冷たさを温め、乱れた心を正す方。 

 

あなたのことばを信じてより頼む者に、尊い力を授ける方。 

あなたはわたしの支え、恵みの力で、救いの道を歩み続け、 

終わりなく喜ぶことができますように。アーメン。 

 

 

２５．聖霊の賜物と実り 

回想のためのみことば（イザヤ十一章一―二節） 

エッサイの株からひとつの芽が萌えいで その根からひ

とつの若枝が育ち その上に主の霊がとどまる。 知恵と識

別の霊 思慮と勇気の霊 主を知り、畏れ 敬う霊。 

（イザヤ 11 章 1－2 節） 
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聖アーノルド・ヤンセンの言葉： 

聖霊を あがめればあがめるほど、わたしたちはその恵み

にふさわしいものになっていきます。 

 

聖なる霊よ、あなたの賜物と実りの豊かさによって 

わたしの魂を改めて満たしてください。 

 

上知の賜物によって 真実と見た目の違いを見極め、 

見せかけに惑わされないようにしてください。 

 

聡明の賜物によって 信仰の神秘を見出し、 

生活に活かせるようにしてください。 

 

賢慮の賜物によって  

自らを聖化し、根気を保ち、救いにあずからせるために 

最良の方法を見出せるようにしてください。 

 

勇気の賜物によって 

キリスト者としての生き方をはばむ 

あらゆる障害に打ち勝てるようにしてください。 
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知識の賜物によって 善と悪の違いをはっきりと識別し、 

悪の欺きに苦しむことのないようにしてください。 

 

孝愛の賜物によって 神を父として愛し、 

隣人にいつくしみ深く接することが 

できるようにしてください。 

 

主への畏敬の賜物によって 主の戒めを守り  

そこに込められた善を 見出せるようにしてください。 

 

聖なるあなたの愛でわたしを満たしてください。 

それがわたしの霊的生活すべての 

原動力となりますように。 

神の油注ぎの力に満たされ  

とりわけわたしの模範を通して 

啓示の美しさとみ旨の甘美を教え、 

これを人々が理解できるようにしてください。アーメン。 
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２６．聖霊への賛美（聖アーノルド作） 

先： 神である聖霊、永遠の父の子であるイエスはあなたの

かぎりない主権を信じ、理解を定める三位一体の第三位

格であるあなたを心からあがめるようにと教えてくだ

さいました。 

答： 喜びに満たされて、人類の創造、贖い、聖化に携わっ

たあなたの愛をたたえて歌います。 

先： 聖霊、父と子と共にひとつであるあなたをたたえます。 

答： 神である聖霊、永遠から父と子より発出したあなたを

たたえます。 

先： 造り主である聖霊、まったくの無からすべてを創造し

たあなたの力をたたえます。 

答： この上なく愛すべき聖霊、天使の合唱に命を与えられ

るはかりしれないあなたの善をたたえます。 

先： 神の芸術家、天と地を創造しこれをとても美しく飾っ

てくださったあなたのすばらしい知恵をたたえます。 

答： 永遠の恵みの泉、すべての始めから人類のあがないを

ととのえておられたあなたの無限のいつくしみをたた

えます。 
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先： 美の霊、あなたの無原罪の妻とするためにおとめマリ

アを選び美しくしたあなたのおしみない寛大さをたた

えます。 

答： 油注ぎの神の霊、イエスの人性を創造し、導き、栄光

へと帰したその愛をたたえます。 

先： 永遠の愛の火、使徒たちがエルサレムに集まっていた

時に彼らを立てられたその紳士的な力をたたえます。 

答： 聖化する聖霊、聖なる洗礼を通してわたしたちの心に

住み始めるすばらしい愛ゆえにあなたをたたえます。 

先： 神の弁護者、堅信の秘跡を通してわたしたちにたまわ

る七重の強さゆえにあなたをたたえます。 

答： はかりしれない善、祭壇の秘跡でわたしたちにくださ

るパンのゆえに あなたをたたえます。 

先： いつくしみ豊かな霊、ゆるしの秘跡においてわたした

ちを清め、聖化するあなたの恵みの宝をたたえます。 

答： 貧しい人、病む人の父、病む人を回復させる秘跡的な

祝福と塗油ゆえにあなたをたたえます。 

先： 王である霊、叙階の秘跡において選ばれし者に神の力

をくださる驚くべき愛をたたえます。 

 

 



72 第六部：聖霊への祈り 
 

答： 命の与え主である聖霊、秘跡的な婚姻の生活に呼び掛

けた人々に天の知識の道を開かれる恵みの賜物ゆえに

あなたをたたえます。 

先： あらゆる人々の導き手、地上の正しい人すべてがあな

たに従うその愛ゆえにあなたをたたえます。 

答： 真の聖性の満たしである聖霊、天のすべての聖人があ

なたを抱きしめる永遠の愛ゆえにあなたをたたえます。 

先： 天のエルサレムの喜びである聖霊、聖なるセラフィム

や歌う天使の群れがあなたを愛するその永遠の愛ゆえ

にあなたをたたえます。 

答： 愛において美しいすべての泉、たゆむことなく清い婚

姻に注がれる分かたれぬ愛ゆえにあなたをたたえます。 

先： 寛大な恵みの与え主、イエスのみ心が決してあなたを

愛するのをやめない計り知れない愛をたたえます。 

答： 父の霊、素材なく、永遠の始めからあなたを呼吸する

父である神と共にある無限の喜びをたたえます。 

先： おん子の霊、神のみことばが永遠の始めからあなたを

呼吸するその無限の喜びをたたえます。 

答： おん父とおん子の愛、三位一体の崩されない絆と無限

の喜びである聖霊、永遠にあなたをたたえ、賛美します。 

アーメン。 
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２７．聖霊への感謝（聖アーノルド作） 

先： あらゆる善意の神である聖霊、あなたはわたしたちの

命そのもの、最高善です。あなたを通してわたしたちは

おん父の子、イエス・キリストの成員、三位一体の神殿

になります。 

全： あなたは天の賜物をもってわたしたちを豊かにし、そ

の恵みをもって神の命の分け前をわたしたちにくださ

います。 

先： あなたはわたしたちの目に光をもたらし、働く時も悩

む時も助け、嘆きの時に慰め、世が平和をもたらすこと

ができない時に あなたは平和をくださいます。 

全： あなたはあらゆる賜物の中でも最もとうといもの、す

なわち永遠の喜びの心そのものであるあなたご自身を

わたしたちにくださいます。これほどまでに畏れ多い賜

物に感謝しつくすことはできません。 

先： 「わたしの魂は主をあがめ、わたしの霊は救い主であ

る神を喜びたたえます。」 

全： 「あなたの慈しみとまことのゆえにみ名に感謝をささ

げます。主の慈しみをとこしえにわたしは歌います」 

アーメン。 
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２８．聖霊の連祷（聖アーノルド作） 

先： 聖霊、 

答： わたしたちを励ましてください。 

先： おん父の霊、 

答： わたしたちを活かしてください。 

先： おん子の霊、 

答： わたしたちをあがなってください。 

先： 永遠の愛、 

答： わたしたちの心にしみ通ってください。 

先： あなたの炎をもって 

答： わたしたちを燃え立たせてください。 

先： あなたの恵みをもって 

答： わたしたちを照らしてください。 

先： 生きる泉、 

答： わたしたちのいのちを新たにしてください。 

先： すべての罪より 

答： わたしたちを清めてください。 

先： 甘美な油注ぎをもって 

答： わたしたちを強めてください。 
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先： 聖なる慰め主、 

答： わたしたちを聖なるものとしてください。 

先： あなたの恵みによって 

答： わたしたちを支えてください。 

先： あなたの天使を通して 

答： わたしたちを護ってください。 

先： あなたの恵みをもって 

答： わたしたちのうちに留まってください。 

先： 神である聖霊、 

答： わたしたちに耳を傾けてください。 

先： あなたの光によって 

答： わたしたちを導いてください。 

先： あなたの徳を 

答： わたしたちに注いでください。 

先： あなたの賜物をもって 

答： わたしたちを力づけてください。 

先： あなたの実りをもって 

答： わたしたちを新たにしてください。 

先： 悪しき敵から 

答： わたしたちを守ってください。 
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先： 最後の試練にそなえて 

答： わたしたちを強めてください。 

先： 臨終のときにそばにいて 

答： わたしたちを支えてください。 

先： みもとに帰る時、わたしたちを迎え入れてください。 

答： 諸聖人とともに、勝利の声をもって永遠に、 

父と子と恵み深い慰め主聖霊、あなたをたたえます。 

アーメン。 

 

 

２９．聖霊への祈り（聖アーノルド作） 

先： 主イエス・キリスト、 

答： わたしたちはあなたを神の子として礼拝します。聖母

マリアの取次ぎにより、あなたの愛に満ちたそのみ心の

満ちあふれからわたしたちに聖霊の恵みを送り、わたし

たちの罪深き体と心を清め、聖なるものとし、わたした

ちをあなたの聖なる愛の中で確かなものとし続けてく

ださい。おん父と聖霊の愛とあなたの限りない憐れみの

豊かさ、あらゆる聖人聖女の祈りによって。アーメン。 



 

 

 

 

 

 

 

第七部 
 

朝・晩の祈り 
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３０．朝の祈り 

 

１）造り主なる聖霊（14 ページ参照） 

 

２）お告げの祈り／アレルヤの祈り 

 お告げの祈り（復活節以外） 

先： 主のみ使いのお告げを受けて 

答： マリアは聖霊によって神のおん子を宿された。 

先： アヴェ・マリア、恵みに満ちた方、 

主はあなたと共におられます。 

あなたは女のうちで祝福され、 

ご胎内のおん子イエスも祝福されています。 

答： 神の母、聖マリア、わたしたち罪びとのために 

今も、死を迎える時も、お祈りください。アーメン。 

先： わたしは主のはしため、    

答： お言葉通りになりますように。 

先： アヴェ・マリア…  答： 神の母… 

先： みことばは人となり、  

答： わたしたちのうちに住まわれた。 

先： アヴェ・マリア…  答： 神の母… 
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先： 神の母聖マリア、わたしたちのために祈ってください。 

答： キリストの約束にかなうものとなりますように。 

先： 神よ、   

答： み使いのお告げによって  

おん子が人となられたことを知ったわたしたちが、 

キリストの受難と十字架を通して  

復活の栄光に達することができるよう、 

恵みを注いでください。 

わたしたちの主イエス・キリストによって。アーメン。  

 

 

 アレルヤの祈り（復活節） 

先： 天の元后
神 の 母 聖 マ リ ア

、お喜びください。アレルヤ。 

答： あなたに宿られた方は。アレルヤ。 

先： おことばどおりに復活されました。アレルヤ。 

答： わたしたちのためにお祈りください。アレルヤ。 

先： 聖マリア、お喜びください。アレルヤ。 

答： 主はまことに復活されました。アレルヤ。 
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先： 神よ、   

答： あなたはおん子キリストの復活によって、世界に喜び

をお与えになりました。 

キリストの母、聖マリアにならい、わたしたちも永遠

のいのちの喜びを得ることができますように。 

わたしたちの主イエス・キリストによって。アーメン。 

 

 

３）聖母への祈り 

先： わたしたちの元后、 

答： わたしたちの母マリア、わたしたちがまことにあなた

のものであることを思い出してください。あなたの手

にあるものとして、わたしたちを守ってください。 

 

 

４）崇敬の祈り 

先：この上なく聖なる三位一体、あなたがここに  

本当におられることをわたしたちは信じています。 

答： 聖母マリア、すべての天使、聖人と心を一つにし、 

深い謙遜のうちに、わたしたちの永遠の大祭司である 

イエス・キリストを通して、あなたを崇めます。 



81 
 

 

先： すべてを知っておられる神よ、あなたを崇めます。 

答： わたしたちの うちに秘められた考えも、 

言葉にならない切なるあこがれも すべて、 

あなたには明らかです。 

先： この上なく愛に満ちた神よ、あなたを崇めます。 

答： あなたはその息子ら、娘らに  

あなたの愛を 降り注ぎ続けておられます。 

先： この上なく聖なる神よ、あなたを崇めます。 

答： あなたは わたしたちが罪から解放されて生き、 

あなたの望まれる通り  

完全な者となるために励むよう 命じられます。 

 

 

５）感謝の祈り 

先： この上なく聖なる三位一体、 

わたしたちはあなたをたたえ、感謝します。 

答： あなたの すべてを越える優しさのうちに、 

わたしたちを あがなわれただけではなく、 

息子ら、娘らとして、 

あなたの養子にしてくださったからです。 
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先： 特に、まさに この今日という日が来るために、 

賢くやさしい父として わたしたちを導き、 

わたしたちを宣教師としての召し出しのために 

選んでくださったことに感謝します。 

答： 昨夜 寝ている間にも わたしたちを見守り、 

この新しい日という贈り物をくださったことに、 

感謝します。 

 

 

６）朝の奉献の祈り 

先： 神である主よ、今日 わたしたちは あなたに捧げます、 

答： わたしたちが考えること、なすこと、口にすることを。 

このすべてを導いてください。 

それがあなたの栄光に役立ち、あなたの愛の み国が  

地上で広がって行きますように。 

先： わたしたちの心を恵みで満たし、 

わたしたちのなすこと、なさぬことを 

あなたのみ旨に かなうものとしてください。 

答： 心を尽くし、魂を尽くし、 

思いを尽くし、力を尽くして 

あなたを愛することができますように。 
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先： 今日 わたしたちの前に示される はたらきを、 

あらゆる祭壇でキリストがささげている犠牲と 

一つにしてください。 

答：み名がたたえられ、愛され、崇められ、 

すべての人があなたを知り、 

愛するようになりますように。 

 

 

７）祈願 

先： 神である主よ、 

あなたの祝福でわたしたちを満たしてください。 

答： わたしたちの家族、親せき、友人、 

聖アーノルドのもとにある会員家族、そして 

祈りや犠牲とささげをもってこれを支えている 

すべての人々を祝福してください。 

わたしたちの上長たちとその顧問を祝福してください。 

先： 全能、永遠の神よ、 

答： わたしたちと キリストのうちに 

新たな いのちに生まれた すべての人々の上に、 

弁護者 聖霊と、その七つの賜物を注いでください。 
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先： わたしたちを上知と聡明の霊で満たしてください。 

答： アーメン。 

先： わたしたちを賢慮と勇気の霊で満たしてください。 

答： アーメン。 

先： わたしたちを知識と孝愛の霊で満たしてください。 

答： アーメン。 

先： 主キリストを通して、 

主への畏敬の霊でわたしたちを満たしてください。 

答： アーメン。 

先： 主よ、キリスト教徒の間での不和が消え、 

特に わたしたちが働く あらゆるところで 

信仰が芽生え、また育ちますように。 

答： 神よ、わたしたちに耳を傾けてください。あなたのも

とから迷い出た人を みな呼び戻し、信仰を持たない

人々をすべて 福音の光へと導いてください。 

先： 善意あるすべての人の 必要と熱意を神に託しながら 

主ご自身が わたしたちに教えてくださった主の祈り

を唱えましょう。 
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８）マリアと天使、聖人たちへの祈り 

先： この上なく聖なるおとめマリア、 

イエス・キリストのおん母、 

答： あなたはわたしたち すべての母です。 

わたしたちから あらゆる罪を退けてください。 

あらゆる危険から わたしたちを守ってください。 

神への奉仕に まことに捧げている人としての 

義務を 今日 果たせるように助けてください。 

あなたの取り次ぎによって、召し出しを続ける恵み、 

またその栄光のために育ち続ける熱心を 

与えてくださるように、神に祈ってください。 

先： 神の天使たち、 

答： わたしたちの守護者となるようにと 

主が定められた天使たち、今日、この日に  

わたしたちを照らし、守り、導き、治めてください。 

先： イエスの養護者および庇護者となられた聖ヨセフ、 

神言会の聖なる守護者たち、 

答： 今も、いつも、死を迎える時も 

わたしたちを見守ってください。 

先： 神の聖人聖女、特に今日 教会が尊敬する 

聖人たちを たたえましょう。 
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答： 栄光は父と子と聖霊に、 

始めのように今もいつも世々に。アーメン。 

 

 

９）司祭による祝福（もしくは先唱者が十字をリード） 

 

（ミサに続く場合は祝福の代わりに 

「司祭：賛美と感謝のうちに。  答：アーメン。」） 
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３１．晩の祈り 

 

１）聖霊への祈り 

先： 父と子と聖霊とのみ名によって。   

答： アーメン。 

先： 聖霊来てください。 

答： わたしたちの心を照らし、 

わたしたちの想いに働きかけ、 

ふさわしく祈れるように してください。 

 

 

２）礼拝の祈り 

先：この上なく聖なる三位一体、 

あなたが本当にここにおられることを 

わたしたちは信じます。 

答： 聖母マリアとすべての天使、聖人と心を一つにし、 

まったき謙遜をもって、 

永遠の大祭司であるイエス・キリストを通して  

あなたを崇めます。 

 



88 第七部：朝・晩の祈り 
 

３）感謝の祈り 

先： 父としての優しさをもって あなたが この一日、 

わたしたちを守り、その働きを 

祝福してくださったことに感謝します。 

答： 光をもたらされる父よ、今日 わたしたちが得たことは 

すべて、あなたからの最高の贈り物です。 

わたしたちが召し出しの務めとして行ったことは、 

すべて人に与えられた能力を目覚めさせてくださる 

あなたの恵みを通して実現されました。 

あなたは わたしたちに益となる物事の中で 

わたしたちが抱える重荷や痛みをすべて共に担い、 

あなたを愛するわたしたちとともに 働かれました。 

 

 

４）良心の糾明 

先： 心を照らす聖霊、 

答： わたしたちがあなたの光に照らされて、 

あなたの祝福に感謝し、誠実な償いをもって 

自分の過ちを正すことができますように。 

 

― 糾明のため、一分間程度の沈黙 ― 
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５）痛悔の祈り 

先： 神よ、いつくしみ深く わたしたちを かえりみ。 

答： 豊かなあわれみによって 

わたしたちの とがを ゆるしてください。 

先： わたしたちは自分の あやまちを認め 

罪はわたしたちの目の前にあります。 

答： わたしたちは あなたに罪を犯し、 

悪を行ない、あなたに背きました。 

先： あなたの もとからわたしたちを退けず、 

あなたの聖なる いぶきを取り去らないでください。 

答： 救いの喜びをわたしたちに返し、 

喜び仕える心を 支えてください。 

先： 祈りましょう。主よ、 

答： あなたを呼び求める すべての者の祈りを聞き入れ、 

あなたに信頼する者の罪を ゆるし、 

愛をもって あわれみと平和を お与えください。 

わたしたちの主キリストによって。アーメン。 
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６）嘆願と記念 

先： 主よ、新しい力に満たされて 

あなたに仕えることができるように、 

わたしたちに平和に満ちた夜の時を お与えください。 

答： あなたをいつも喜ばせることができるように、 

聖霊の炎で わたしたちを清めてください。 

先： 神よ、わたしたちの家族、親せき、恩人、友人、 

また 敵対する人々にも祝福を お与えください。 

答： 主よ、天からの助けと 

新しいエルサレムからの守りを送ってください。 

先： わたしたちの修道会のため、特に指導的立場にある 

兄弟姉妹のために祈りましょう。 

答： 全能、永遠の神よ、あなたのしもべたちと  

彼らに託された共同体に、 

救いの恵みをもって 聖霊を注いでください。 

彼らが本当の意味で 

あなたを喜ばせることができますように。 

先： 席を外している会員のために祈りましょう。 
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答： 主よ、あなたの愛に満ちた加護のしるしとして、 

彼らの働きを実りあるものとし、 

どこにいても、また体や魂に対する危険の中でも 

彼らを守ってください。 

先： 病人のために祈りましょう。 

答： 天におられる父よ、愛に満ちた あわれみをもって  

あなたの子らの やまいに目を留め、 

彼らを助けるために 力強い み手を伸ばしてください。 

病床で健康をもたらされる聖マリア、 

彼らのためにお祈りください。 

先： 福者マリア・ヘレナとヨゼファ・ヘンドリーナの 

列聖のために祈りましょう。 

答： 主よ、あなたの はしためによって  

あなたは たたえられますように。 

あなたが彼女たちを通して始められた働きを 

祝福してください。 

先： わたしたちの○○○○○○司教、教会の全司教団、 

全司祭団、男女修道者、そして司祭生活や修道生活の 

準備をしている人々のために祈りましょう。 
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答： 聖なる霊よ、わたしたちを  

あらゆる危険からお守りください。 

その考えを あふれる光で満たし、 

あなたがまさに愛と光の源であることを 

つぶさに見ることができますように。 

清さと精神力、忍耐力と謙遜において 

成長しますように。 

先： 教会が一致するため、またキリストへの信仰が 

全世界に広まるために祈りましょう。 

答： 世の救い主であるイエスよ、 

わたしたちは切に願います。 

あなたが基礎を据えられた ひとつの教会の内に 

あなたの名を信じるすべての人を集めてください。 

わたしたちのまことの牧者である あなたご自身に、 

信仰を持たない すべての人々を引き寄せてください。 

先： 善意ある すべての人の願いと希望を 

主の御手に ゆだねながら、主の祈りを唱えましょう。 

答：天におられる・・・ 

 

 

 



93 
 

 

 

先： 死に直面している人々に、またわたしたちにも 

幸福な死を迎える恵みが与えられるよう 

神に願いましょう。 

答： いつくしみ深い全能の神よ、あなたのしもべ、 

はしために 恵み豊かな まなざしを注いでください。 

あなたがお造りになった この心を満たし、 

死を迎える時には 

罪の しがらみから解放してください。 

わたしたちが天使たちによって、 

創造主であるあなたの み前に導かれますように。 

先： 信仰をもってこの世を去った人々のために 

祈りましょう。 

答： 主よ、永遠の安息を与え、 

その上に永遠の光を輝かせてください。 

先： 平和のうちに憩うことができますように。 

答： アーメン。 

 

７）司祭による祝福（もしくは先唱者が十字をリード） 
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８）季節の聖母賛歌 

 

 待降節から 2 月 2 日までの聖母賛歌 

Alma Redemptóris Mater,  

quæ pérvia caeli porta manes, et stella maris,  

succúrre cadénti súrgere qui curat pópulo : 

Tu quæ genuísti, natúra miránte, 

tuum sanctum Genitórem :  

Virgo prius ac postérius,  

Gabriélis ab ore sumens illud Ave, 

peccatórum miserére. 

 

救い主を育てた母、 

ひらかれた天の門、光り輝く海の星、 

たおれる者に走り寄り、力づけてくださるかた、 

すべての者がたたえる中で  

造り主を産んだかた、 

ガブリエルから ことばを受けた とわのおとめよ、 

罪深いわれらのために祈りたまえ。 
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 2 月 3 日から聖週間までの聖母賛歌 

Ave, Regína cœlórum, Ave, Dómina angelórum, 

Salve, radix, salve, porta, Ex qua mundo lux est orta. 

Gaude, Virgo gloriósa, Super omnes speciósa ; 

Vale, o valde decóra, Et pro nóbis Chrístum exóra. 

 

天の元后、天使たちの女王、 

世に光を生み出した いのちの泉、天の門。 

喜べおとめ、輝くおとめ、すべてにまさる とうといおとめ。 

われらのためにキリストに祈りたまえ。 

 

 復活節中の聖母賛歌 

Regína coéli laetáre, allelúia:  

Quia quem meruísti portáre, allelúia: 

Resurréxit, sicut díxit, allelúia:  

Ora pro nóbis Déum, allelúia. 

 

天の元后 E

神 の 母 聖 マ リ ア

A、喜びたまえ、アレルヤ。 

あなたにやどられたかたは、アレルヤ。 

仰せのように復活された、アレルヤ。 

われらのために祈りたまえ、アレルヤ。 
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 聖霊降臨後の月曜から王たるキリストまでの聖母賛歌 

Salve Regína, máter misericórdiae:  

Víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve. 

Ad te clamámus, éxules, fílii Hévae. 

Ad te suspirámus, geméntes et fléntes, 

in hac lacrimárum válle. 

Eia ergo, Advocáta nóstra, 

íllos túos misericórdes óculos ad nos convérte. 

Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi. 

nóbis post hoc exsílium osténde. 

O clémens: O pía:O dúlcis Vírgo María. 

 

元后あわれみの母 われらのいのち、喜び、希望。 

旅路からあなたに叫ぶエバの子。 

嘆きながら泣きながらも涙の谷にあなたを慕う。 

われらのために執り成す方。 

あわれみの目をわれらに注ぎ、 

とうといあなたの子イエスを 

旅路の果てに示してください。 

おお、いつくしみ、恵みあふれる 喜びのおとめマリア。 



 

 

 

 

 

 

 

第八部 
 

創立者に向かう祈り 
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３２．神との一致と宣教への献身の模範 

神よ、キリストにおけるあなたの愛に促されて、聖アーノ

ルドはみ旨を果たすことだけを切に求めました。聖アーノ

ルドは、たゆまぬ祈りと疲れ知らずの仕事をもって、教会に

いつでも応えようとし、救いの福音を通してあなたにたど

り着く人々が増えるようにと常に自らを捧げました。信頼

を込めて祈ります。 

聖アーノルド、あなたは神との一致の模範、イエス・キリ

ストの教会の宣教事業への献身の模範です。現代において

もあなたと同様に神への愛と隣人愛に捧げる精神を持つ

人々のために取り次いでください。キリストの霊において、

わたしたちも教会の宣教事業の継続に責任があることを意

識し、これを感謝のうちに受け入れ、聖霊の徳をもってこれ

を実現するために、勇気と継続する力を取り次いでくださ

い。 

父アーノルド、あなたの助けと取り次ぎがあることを確

信し、教会とわたしたちの益となることがもたらされます

よう祈ります。わたしたちの主イエス・キリストによって。

アーメン。 
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３３．み旨に応えるために 

先： 父である神よ、聖アーノルドは自らの体験を通して苦

痛と十字架を深く味わい、これを「永遠の喜びに味を添

える塩」と呼びました。聖アーノルドは、み旨に完全に

ゆだね教会の奉仕にささげ尽くすことに真の最上の喜

びを見いだしました。信頼を込めて聖アーノルドに祈

ります。すべての人にあなたの愛が知られるためのわ

たしたちの努力のうちに、わたしたちもあなたを信頼

することができますように。 

全： 神との深い一致と教会の宣教の必要への献身の模範で

ある聖アーノルド、現代の人々が、献身的な愛と奉仕の

精神を抱くことができるよう神に祈ってください。わ

たしたちに勇気と継続する力を与え、感謝に満ちた心

と寛大な熱意をもって、教会の宣教事業を進める責任

を受け入れ、聖霊の力をもってその責任を果たせるよ

うにしてください。わたしたちの主イエス・キリストに

よって。アーメン。 
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３４．信仰と希望、燃える愛の人 

父と子と聖霊である神、みこであるおん子に従い、すべて

の民に福音を宣べ伝えるようにと聖アーノルド・ヤンセン

を召し出してくださったことに感謝します。 

聖霊への愛で聖アーノルドを満たし、あなたの愛と平和

と正義のみ国に全く捧げるようにと促された聖霊の賜物に

感謝します。 信仰と希望、燃える愛の人、聖アーノルドの

宣教の証しに感謝します。 

父と子と聖霊である神、聖アーノルドの宣教者としての

愛をわたしたちに与え、イエスの福音を知らない人々と出

会うためにわたしたちを送り出してください。わたしたち

に聖アーノルドの熱意を与え、みことばによって全ての人

の心を開いてください。わたしたちに聖アーノルドの抱い

ていた希望を与え、同じ聖霊のうちに創られたすべてのも

のと共に、人類の交わりと兄弟愛を築くようにしてくださ

い。わたしたちにアーノルドの情熱を与え、聖体のイエスの

完全な奉献の模範を輝かせてください。わたしたちに聖ア

ーノルドの切なる望みを与え、「みことばの光と聖霊の恵み

によって罪の暗闇と不信仰の夜が消え失せ、イエスのみ心

がすべての人の心のうちに生きますように」。アーメン。 
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３５．聖アーノルドとヨセフの取り次ぎを求める祈り 

「三位一体の神、おん父の力、おん子の知恵、聖霊の愛がす

べての民に知られ、愛され、たたえられますように。」 

天の父よ、この言葉をもって聖アーノルド・ヤンセンは三

位一体に対する深い信仰と信頼を表現しました。 

この同じ精神をもって、「愛があらゆる人が理解する唯一

の言語である」ことをよく理解していた聖ヨセフ・フライナ

ーデメッツは、中国での宣教師として、祖国を離れ、中国人

の間で中国人になりました。 

主よ、ヨセフの生活をみことばへの信仰と世のすべての

国々への愛で満たしてくださったことに感謝します。 

宣教師である聖アーノルドとヨセフの取り次ぎによって、

わたしたちの必要に応じた祈りをささげます。 

（ここで、具体的な意向について言及することができる） 

あなたの愛のうちに、全き信頼をもってこの恵みを願い

ます。わたしたちの主イエス・キリストによって。アーメン。 
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３６．聖アーノルドとヨセフの連祷 

主よ、あわれんでください    （繰り返す） 

キリスト、あわれんでください  （繰り返す） 

主よ、あわれんでください    （繰り返す） 

天のおん父    わたしたちをあわれんでください 

世の贖い主、神の子イエス     〃 

命と愛の力である聖霊、      〃 

唯一の神である三位一体、     〃 

主のおん母、わたしたちの母、聖マリア、 

わたしたちのためにお祈りください 

イエスの庇護者、教会の保護者、聖ヨセフ 〃 

すべての聖なる使徒と宣教師、     〃 

すべての天使と神の聖人、       〃 

聖アーノルドとヨセフ、        〃 

信仰に満ちた人、           〃 

イエスの忠実な弟子、         〃 

福音の喜びに満ちた伝達者、      〃 

祈りの人、              〃 

謙虚なしもべ、            〃 

民の救いのための疲れ知らずの働き手、 〃 



103 
 

 

イエスのみ心の愛好者       〃 

聖霊の情熱的な崇拝者         〃 

イエスの母マリアの愛すべき子ら、   〃 

神の忠実な探求者、          〃 

み旨を知るために努めた人、      〃 

み旨に常に「はい」と答えた人、    〃 

犠牲と苦難を受け入れた人、      〃 

十字架を背負ってキリストに従った人、 〃 

わたしたちの信仰をいつも生かすために 〃 

神の愛の深さを理解するために  〃 

困難の時に希望を失わないように  〃 

み旨を行うために充分な力があるように 〃 

みことばを愛し、 

生き方でみことばを証しするために 〃 

敬意と尊重をもって自己評価するために 〃 

交わりと兄弟愛を築くために  〃 

誠実な心でゆるすために   〃 

国々や他文化、他宗教と、 

敬意をもって対話するために 〃 

貧しい人、疎外されている人々に 

近づき奉仕するために  〃 
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神の探求者、幸福の探求者に近づくために 〃 

自分の召命を喜びをもって生きるために 〃 

自分の奉献に忠実であるために  〃 

教会を愛し、その使命を分かち合うために 〃 

み国の信頼のおけるしるしとなるために 〃 

神の小羊、世の罪を取り除くイエス、 〃 

わたしたちをあわれみ共感してください 〃 

神の子羊、世の罪を取り除くイエス、  

わたしたちをあわれんでください 

神の子羊、世の罪を取り除くイエス、 

わたしたちの祈りに耳を傾けてください 

聖アーノルドとヨセフ、 

わたしたちのために祈ってください 

キリストの約束に適う者となりますように 

祈願：神よ、聖霊をもって聖アーノルドとヨセフをすべての

民への福音宣教に駆り立てた愛のおん父、二人の模範

が今日もわたしたちに気づきを与え、その取り次ぎに

よって国々が信じるようになり、わたしたちすべてに

対して持っておられる果てしない愛を認めますよう

に。わたしたちの友であり主である おん子イエス・キ

リストによって。アーメン。 
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３７．聖アーノルドに捧げるノベナ（Ｌ．リベルティ作） 

 

一日目：聖アーノルド・ヤンセンと神への信頼に満ちた愛 

 

導入：この黙想において、聖アーノルド・ヤンセン神父の精

神と心に抱かれた神への燃える信頼を思い起こし、祝い

ましょう。聖アーノルドはシンプルで謙遜な人でした。

み旨を果たせばその他のものは全て加えて与えられる

という確信に根ざす、神の業への深い信頼がありました。

この祝いの時、神の摂理的な技に信頼する恵みを求め、

わたしたちの信仰、希望、愛を新たにしてくださるよう

に祈りましょう。 

 

聖書朗読：イザヤ 43 章 1－7 節 

 

先唱：聖アーノルドが神に抱いていた信頼を忘れることは

できません。その信頼は、聖アーノルドを祈りの人にし

ただけではなく、次のような言葉へと導きました。 

・ 「わたしたちの力においてできるかぎりのことをすれば、

やり残したことを神がしてくださるでしょう」。 



106 第八部：創立者に向かう祈り 
 

・ ミゲル・コリンズ師への言葉：「そうです、神に信頼して、

元気よく、作業に取りかかりましょう」 

・ 1906 年、ポーランドでの活動設立を手掛けていた宣教

師にこうしたためました：「わたしたちのなすべきこと

を行った時には、信頼をもって、残りをわたしたちの主

である神に託すことができます」。 

 

共同祈願：みことばを朗読し黙想してきました。ここで、父

と子と聖霊である神に、聖アーノルドの取次ぎを求めて

祈りましょう。それぞれの意向に対して「わたしたちの

信仰を育ててください」と答えましょう。 

・ 父である神、わたしたちの心をあなたの愛で新たにして

ください。 

・ 生ける神の子イエス・キリスト、わたしたちの信仰を増

やしてください。 

・ 神の聖なる霊、おん子のみことばを通して、わたしたち

をおん父のもとに お連れください。 

・ 三位一体の神、わたしたちが聖アーノルドの模範に倣い、

いつもあなたのみ旨を知り、そのとおりに生きることが

できますように。 

声を合わせて祈りましょう：主の祈り、アヴェ・マリア、栄唱 
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結びの祈り 

父と子と聖霊である神よ、聖アーノルド・ヤンセンがみこ

とばであるおん子に従って すべての民に福音を告げる使

命を続けるようにと招かれたこと、聖霊への愛によって聖

アーノルドを満たし、あなたの愛と平和と正義のみ国に完

全に奉献するようにと促されたあなたの聖霊の賜物、聖ア

ーノルドの、信仰と希望と燃える愛の宣教師としての証し

に感謝します。 

 父と子と聖霊である神よ、わたしたち自身のために祈

ります。イエスの福音を知らない人々と出会いに行くため

に、聖アーノルドの宣教師としての愛をお与えください。神

のみことばが全人類の心を抱きしめるために、聖アーノル

ドの熱意をお与えください。同じ聖霊のうちに被造物と人

類との交わりと兄弟愛を打ち立てるために、聖アーノルド

の希望をお与えください。聖体祭儀におけるイエスの完全

な献身の模範が輝き出るために、聖アーノルドの情熱をお

与えください。「みことばの光と聖霊の恵みによって罪の暗

闇と不信仰の夜が消えうせ、イエスのみ心が全ての人の心

のうちに生きる」ために、聖アーノルドの強い望みをお与え

ください。アーメン。 

 



108 第八部：創立者に向かう祈り 
 

二日目：聖アーノルド・ヤンセンとイエスのみ心 

 

導入：聖アーノルド・ヤンセンは、イエスのみ心を通して、

父と子と聖霊の永遠で無限の愛が人類と被造物の上に

注がれていることを理解していました。同じ理由でこ

の上ない信頼をもって、人々のためのその神の愛が地

の果てまで届き、多くの男女がそれを知り愛するよう

になることを強く望み、神を呼び求めました。 

この祝いの時に、イエスと同じ思いを、特にわたした

ちの兄弟姉妹に対して持つことができるように、謙遜と

信頼をもってイエスのみ心に近づく恵みを神に求めま

しょう。 

 

聖書朗読：ヨハネによる福音 19 章 31－37 節 

 

先唱：イエスのみ心に関して聖アーノルド・ヤンセン神父は

次のように指摘していました。 

・ 「ですから、恵みと愛の、この偉大な聖櫃に逃げ込み、

そこから聖霊の恵みの水を飲みなさい」。 

・ 聖アーノルド・ヤンセンはみ心の祭日（1875 年 6 月 16

日）をその宣教事業の霊的誕生日とし、こう祈りました：
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「あなたの素晴らしく愛らしいみ心に応えたいとどれ

ほど説に望んでいるかを全世界を相手取ってあなたに

示すことができればと望みたいものです。そうして、力

の限り、あなたの栄光をよりすばらしく推進できますよ

うに」。 

 

共同祈願：みことばを朗読し黙想してきました。ここで、父

と子と聖霊である神に、聖アーノルドの取次ぎを求め

て祈りましょう。それぞれの意向に対して「愛するため

に広い心をお与えください」と答えましょう。 

・ 隣人の必要に大して心を開くことができるように、 

・ 柔和で謙遜な心でいられるように、 

・ イエスのみ心にある気持ちに倣い、わたしたちの心を新

たにするために、 

・ 聖アーノルドの模範に倣い、全人類の心のうちに三位一

体の神を見出すことができるように、 

 

声を合わせて祈りましょう：主の祈り、アヴェ・マリア、栄唱 

 

結びの祈り（107 ページ） 

 



110 第八部：創立者に向かう祈り 
 

三日目：聖アーノルド・ヤンセンと聖霊への素直な態度 

 

導入：聖アーノルド・ヤンセン神父は、神が自分に示す目的

を果たすための能力を高めるために、自らを意識的に

聖霊の導きの下に置きました。こう書いたことがあり

ます。「体と魂の完全な犠牲のうちに、わたしは聖霊に

自らを捧げ、その愛の偉大さを知り、聖霊のためだけに

生き、また死ぬことができる恵みを願いました。この人

生を、罪から清く歩み、すべてにおいて神の聖なるみ旨

に完全にふさわしく生きられるように、わたしとよく

関わってくださいますように」。 

この祝いの時に、神がわたしたちをその聖霊の賜物、

実り、恵みで覆い、聖アーノルドの模範に倣い、聖霊の

促しに素直でいられるように願いましょう。 

 

聖書朗読：使徒言行録 2 章 1－13 節 

 

先唱：聖アーノルドの聖霊に関する表現と想いをいくつか

紹介します。 

・ 「聖霊はキリストのわざを補い、教会を励まし、特に救

いの泉としての秘跡を通して、教会を真理の教師、また
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いのちの分配者にします」。 

・ 「もし聖霊をより頻繁に、より熱心に、より公然と呼び

求めるならば、聖霊は人類の歴史の流れに力強く介入し

てくるでしょう」。 

・ 「聖霊を崇拝すればするほど、わたしたちはその恵みに

よりふさわしい者となるでしょう」。 

・ 「聖霊は愛の大いなる父です。聖霊のうちに神は自らを

愛し、世を愛します。聖霊を通して神の愛はわたしたち

の心の中に注がれます」。 

 

共同祈願：みことばを朗読し黙想してきました。ここで、父

と子と聖霊である神に、聖アーノルドの取次ぎを求め

て祈りましょう。それぞれの意向に対して「聖霊は賛美

されますように」と答えましょう。 

・ 預言者に語らせた父と子の愛、 

・ その介入によってマリアを母とした父と子の愛、 

・ その油注ぎによってイエスをメシアにし預言者として

聖別した父と子の愛、 

・ 神がわたしたちの祈りに応える父と子の愛、 

・ イエスが「別の弁護者」として約束した父と子の愛、 

 



112 第八部：創立者に向かう祈り 
 

声を合わせて祈りましょう：主の祈り、アヴェ・マリア、栄唱 

 

結びの祈り（107 ページ） 

 

 

四日目：聖アーノルド・ヤンセンと神のみ旨の識別 

 

導入：聖アーノルド・ヤンセンは、親の家から神への深く意

識的で、親密でたゆまぬ信頼を受け継ぎました。その司

祭としての最初の年月に、教師の活動と並行して聖ア

ーノルドを祈りの使徒職における使徒的活動へと促し

たのはこの信頼でした。次第に神は、長い熟考と祈りの

末ではあるけれど、聖アーノルドを、「神はわたしが宣

教神学院を創立することを望んでおられる」と声にで

きる確信にも導いたのです。 

 この祝いの時に、聖アーノルドの模範に倣い、わたし

たちがみ旨を知り、それを実践できるように聖霊の賜物

に連なる者となれるよう、神に願いましょう。 

 

聖書朗読：マルコによる福音 10 章 46－51 節 
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先唱：神のみ旨の探求に関する聖アーノルドの表現や想い

をいくつか紹介します。 

・ 「神の聖なるみ旨がいつまでも称えられますように。わ

たしたちは、神を喜ばせたいのなら、このみ旨を礼拝し、

愛をもって抱き留めなければなりません」。 

・ 「勇気をもって進もう！ わたしたちの主のために努力

しましょう。神にたゆまず信頼して、いつもその聖なる

み旨を探し求めましょう」。 

・ わたしは善い神に、わたしたちがその聖なるみ旨を知る

ことができるようになり、それを果たすたための喜ばし

い落ち着きをいただけるように願っています。 

 

共同祈願：みことばを朗読し黙想してきました。ここで、父

と子と聖霊である神に、聖アーノルドの取次ぎを求め

て祈りましょう。それぞれの意向に対して「主よ、見え

るようにしてください」と答えましょう。 

・ わたしたちの目の暗さを照らせるように 

・ 隣人の必要に素直な心で耳を傾けられるように 

・ み旨に侵攻と希望と愛をもって応えられるように 

 

 



114 第八部：創立者に向かう祈り 
 

・ 聖アーノルドの模範に倣って全ての人が救われ、愛すべ

きおん子の知識に至ることを望む、神のみ旨をおこなえ

るように 

 

声を合わせて祈りましょう：主の祈り、アヴェ・マリア、栄唱 

 

結びの祈り（107 ページ） 

 

 

五日目：聖アーノルド・ヤンセンと苦悩における強さ 

 

導入：人生の過程で、聖アーノルド・ヤンセンは沈黙のうち

に苦悩を体験する一方、書簡や説教の中で、神への献身

や、犠牲、十字架、痛みに対する固有の祝福について頻

繁に言及していました。聖アーノルドは、信仰の力強さ

を通して困難を乗り越え、厳しさや辱め、反抗に耐え、

幻滅に飲み込まれないようにしました。聖アーノルド

の模範に倣い、この祝いの時に、神に従って歩む道に入

り込んでくる障害を乗り越えるために、聖霊がわたし

たちに力、勇気の賜物をくださるように願いましょう。 
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聖書朗読：マルコ 10 章 32－34 節 

 

先唱：神の力に対する信頼に関する聖アーノルドの表現や

想いをいくつか紹介します。 

・ ニュー・ギニアの宣教師を励ます言葉：「わたしにも苦し

みがあり、それはしばしば皆さんが想像し得る以上のも

のです。けれど、（ミサの）聖なる生贄の間に、わたした

ちの善い救い主と一致して、天の父への日々のいけにえ

を捧げる際、自らを捧げるよう努めています。その後で

具体的な犠牲が求められる時には、それを抱きしめ、接

吻し、神に感謝するのです」。 

・ 宣教地での上長への励ましの言葉：「苦しみや苦難を前

に決してやめてしまわず、主に感謝しなさい。主はご自

身に信頼しているかを確認するためにその奉仕者たち

を好んで試されるからです」。 

・ 修道女たちへの言葉：「神がもたらす苦しみには人の力

を越えるものはありません。もし神が苦悩を贈るという

のなら、それを耐え抜くための力と能力も賜るのです」。 

 

 

 



116 第八部：創立者に向かう祈り 
 

共同祈願：みことばを朗読し黙想してきました。ここで、わ

たしたちの日々の歩みの中で力、勇気の賜物をいただ

けるように、新たな信頼をもって聖霊に向かって祈り

ましょう。詩篇第 22 編の節ごとに、イエスがそこから

取って十字架上で表現したものと同じ言葉で祈りまし

ょう。「わたしの神よ、わたしを見捨てず、敵から救い

出してください！」 

・ わたしの神、わたしの神、どうして わたしを見捨てられ

るのか。どうして遠く離れて助けようとはせず、わたし

の叫びを聞こうとされないのか。昼、わたしが叫んでも、

あなたは答えられず、夜、叫んでも、心は安らぐことが

ない。 

・ わたしは虫けらであって人ではない。人に そしられ、民

にあなどられる。わたしを見る者は みな笑い、わたしを 

あざけって言う。「かれは神を頼みとした。神が救いに来

ればよい。神がかれを心にかけているのなら、救い出せ

ばよい。」 

・ わたしは力尽き果て、足腰も立たなくなり、心は ろうの

ように溶けた。あごは土器のかけらのようにかわき、舌

は上あごにつく。 
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・ 神よ、わたしから遠く離れず、力強く、急いで助けに来

てください。神は弱り果てた人を思いやり、顔をそむけ

ることなく、その願いを聞き入れられた。 

 

声を合わせて祈りましょう：主の祈り、アヴェ・マリア、栄唱 

 

結びの祈り（107 ページ） 

 

 

六日目：聖アーノルド・ヤンセン、 

呼びかけにいつでも応えられる謙遜な人 

 

導入：謙遜の態度や福音に応える心構えは、弱さでも、受け

身の態度でも、何か気質に関わるものでもありません。

これは分裂せずにあらゆる希望と信頼の源である神を

よりどころとする力なのです（マタイ 6 章 25－34 節）。

聖アーノルド・ヤンセンは、あらゆる善の源としての神

のうちにこの賜物があることを知り、宣教事業の要求

を実現するための能力と可能性が神から流れ出ること

に気付きながら、この賜物に与かりました。 

 



118 第八部：創立者に向かう祈り 
 

 この祝いの時に、聖アーノルドの模範に倣い、わたし

たちの心を、イエスの柔和で謙遜な心に変えていただけ

るように願いましょう。 

 

聖書朗読：ヨハネによる福音 13 章 4－17 節 

 

先唱：神のわざへの信頼に関する聖アーノルドの表現や想

いをいくつか紹介します。 

・ 主に信頼し、わたしたちにできることをするなら、主は

わたしたちをお見捨てになりません」。 

・ 「神はきっとふさわしいときに必要なものを整えてくだ

さるでしょう」。 

・ 「もしわたしたちも小さくならないのなら、神を喜ばせ

ることはできません。これこそが、聖誕の夜の偉大な教

えです」。 

・ 「謙遜が見受けられるところでは信頼してもいいですが、

謙遜がないところでは信頼しないようにしなさい」。 
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共同祈願：みことばを朗読し黙想してきました。ここで、父

と子と聖霊である神に、聖アーノルドの取次ぎを求め

て祈りましょう。それぞれの意向に対して「わたしたち

を隣人への喜びある奉仕者にしてください」と答えま

しょう。 

・ 長く待ち望まれた正義を働きかけるために、 

・ 自分のことばと行ないをもって、特に貧しい人、疎外さ

れた人たちの役に立つために、 

・ 預言的対話から、より連帯的で違いを尊重する社会を建

設するために 

・ 聖アーノルドの模範に倣い、わけへだてのない奉仕を自

分の生き方とするために、 

 

声を合わせて祈りましょう：主の祈り、アヴェ・マリア、栄唱 

 

結びの祈り（107 ページ） 

 

 

 

 

 



120 第八部：創立者に向かう祈り 
 

七日目：聖アーノルド・ヤンセンとみことばの種まき 

 

導入：聖アーノルド・ヤンセン神父は神のみことばに惚れ込

み、様々な方法でこれが様々な人々や文化の間に蒔か

れるように努めました。イエスの模範に倣い、聖アーノ

ルドは聖霊のはたらきに自らを開き、みことばが自分

自身の生き方の中で実るようにし、世界の様々な場所

で多くの人々がイエスの福音を知り、これによって養

われるために、猛烈な宣教活動を通してこれを蒔きま

した。 

この祝いの時に、みことばによる熱い熱意に浸り、こ

れをその宣教生命をもって伝達した、聖アーノルド・ヤ

ンセンという恵みの人物を与えられたことを、神に感謝

しましょう。 

 

聖書朗読：ルカによる福音 8 章 4－16 節 

 

先唱：みことばの体験に関する聖アーノルドの表現や想い

をいくつか紹介します。 
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・ 聖アーノルドの霊的遺書より：「聖書の言葉にはどれほ

どの思想が詰まっていることでしょう！ そこから会の

メンバーは、みことばを高く評価し、敬い、その教えを

宣伝する存在となるでしょう」。 

・ 宣教の家の最初の規律より：「神の動詞、すなわちみこと

ばは、おん父のみことば、すなわちおん子です。受肉し

たおん子のみことばは、イエス・キリストの福音と言っ

ても過言ではありません。それは聖書全体と預言者の言

葉をすべて理解する聖霊のみことばなのです」。 

 

共同祈願：みことばを朗読し黙想してきました。ここで、父

と子と聖霊である神に、みことばがわたしたちの心の

中で命となるように、聖アーノルドの取次ぎを求めて

祈りましょう。それぞれの意向に対して「あなたの命の

みことばに感謝します」と答えましょう。 

・ みことばをもってすべてを創られた 父なる神よ、 

・ み国の福音を宣べ伝えられた 子なる神よ、 

・ イエスのみことばを啓示し続けておられる聖霊なる神

よ、 

・ 全地にイエスのみことばの種を蒔くために聖アーノル

ドを選ばれた三位一体の神よ、 
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声を合わせて祈りましょう：主の祈り、アヴェ・マリア、栄唱 

 

結びの祈り（107 ページ） 

 

 

八日目：聖アーノルド・ヤンセンと世におけるその使命 

 

導入：弟子たちが全世界に行ってその福音を宣べ伝えるよ

うにというイエスの宣教命令は、徐々に聖アーノルド

の人生の中で展開されていき、ついに素晴らしい実を

結ばせました。この祝いの時に、イエスが教会に伝達し

た宣教への燃える熱意に浸り、自らもその偉大な推進

者たちの一人となった、聖アーノルド・ヤンセンという

恵みの人物を与えられたことを、神に感謝しましょう。 

 

聖書朗読：ヨハネの黙示 13 章 1－14 節 

 

先唱：全教会にわたる宣教命令に関する、聖アーノルドの表

現や想いをいくつか紹介します。 
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・ 「聖なる不滅の神が、地の面すべてにおいて日々さらに

より尊ばれますように。あらゆる民と国々が、そのこの

上なく聖なる名を知り、愛するようになりますように」。 

・ 「宣教師とは、神の愛の伝達者のことです。どこであれ

まだ神の業とみ国が存在しない場所で、神の偉大なわざ

を示し、神の愛のみ国をうち立てなければなりません」。 

・ 「信仰伝播の活動は、地上における神の教会の、最優先

で最終的な目的です」。 

・ 「福音の宣言は、隣人愛の、主要で最大の表現です」。 

・ 「宣教師は光ではなく、光であるキリストを示す者」。 

 

共同祈願：みことばを朗読し黙想してきました。ここで、洗

礼と、特に修道宣教者としての奉献から、わたしたちが

イエスと聖霊の使命に協力するようにと招かれている

ことを思い起こしましょう。それぞれの意向に対して

「宣教師としてささげる約束を刷新してください」と答

えましょう。 

・ わたしたちは皆、同じ霊において、民の一致と多様性の

うちに、たった一つの体をなすために洗礼を受けました、 
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・ わたしたちはイエスに従う者として、同じ聖霊のもと、

多文化的国際共同体を成しながら信仰の恵みを生きて

います。 

・ わたしたちは洗礼の時に聖霊を受け、教会の使徒的宣教

活動に参加しています。 

・ 聖アーノルドの証しと献身が、他の文化や共同体と信仰

を分かち合うよう、わたしたちを促します。 

声を合わせて祈りましょう：主の祈り、アヴェ・マリア、栄唱 

結びの祈り（107 ページ） 

 

九日目：聖アーノルド・ヤンセンと、祈りとなったその生活 

 

導入：聖アーノルド・ヤンセンは、神とのたゆまぬ接点とし

て祈りを実践していました。その旅行日誌に記された

意向が証拠です。「あなたを見つめておられる神の眼差

しのことを考え、その目を不快にしないように」。聖ア

ーノルドの生き方と働きについての証言には次のよう

に強調しているものがあります。「わたしたちの父、聖

アーノルドに傑出しているのは、神のうちに生き、神の

範疇で物事を考えていたことです。わたしが決して疑
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わなかったことは、聖アーノルドがいつも神の現存を

意識して生き、ひたすら神のみ旨に適う行動を望んで

いたことです。その姿を思い出すだけでも、聖アーノル

ドは特別に魅力的で、尊敬に値すると思います」。この

祝いの時に、神の深い愛に浸り、祈りの生活と宣教の生

活を通して教会にその愛を伝達した、聖アーノルド・ヤ

ンセンという恵みの人物を与えられたことを、神に感

謝しましょう。 

 

聖書朗読：マタイによる福音 6 章 5－15 節 

 

先唱：祈りに関する聖アーノルドの表現や想いをいくつか

紹介します。 

・ 重要な仕事を始めるにあたり勧めた祈り：「聖霊なる神

よ、わたしたちの魂、わたしたちの心に来てください。

その恵みでわたしたちを照らし、力づけ、あなたの聖な

る促しに気付き、忠実に従うことができますように」。 

・ 宣教師に対して：「真の祈りの本質は、自分自身を神に捧

げることにあります。なぜなら神はわたしたちを導き見

守ってくださるほどに偉大だからです」。 

・ 人生の終焉に差し掛かった時の聖アーノルドの祈り：
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「わたしの人生が終わりに近づいているかどうかは分

かりませんが、そのような感じがしています。わたしに

対して神はなさりたいことをおできになります。わたし

にはどの瞬間もその聖なるみ旨を果たす心構えができ

ています。かみがなさることは、いつも善いことのため

です。痛みに侵される時ですら、神は善い方であり、そ

うあり続けます。今の、わたしの手が言うことをきかず

もはや働くことができなくなったこの病の時ですら、わ

たしは神に感謝を捧げます。神が崇められ、いつまでも

たたられますように！」 

 

共同祈願： 

みことばを朗読し黙想してきました。ここで、共同体の祈

りとして、それぞれ、〈主の祈り〉の中にある祈りの一節を

声に出して祈りましょう。共同祈願のしめくくりとして、全

員で主の祈りを唱えましょう。 

 

最後に、共にアヴェ・マリアの祈りと栄唱を唱えましょう。 

 

結びの祈り（107 ページ） 



 

 

 

第九部 

 

種々の祈り 
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３８．被災者のための祈り 

父である神よ、 

すべての人に限りない慈しみを注いでくださるあなたに、 

希望と信頼をこめて祈ります。 

 

東日本大震災や各地の自然災害によって 

今もなお苦しい生活を送り、 

原発事故によって不安な日々を過ごす人々の心を照らし、 

希望を失うことがないよう支えてください。 

 

亡くなられた人々には、 

永遠の安らぎをお与えください。 

 

被災地で奉仕する多くの労働者、ボランティアには健康を

お与えください。 

 

すべての人の苦しみを担われたキリストが  

いつもともにいてくださることを、 

わたしたちがあかしできますように 

わたしたちの主イエス・キリストによって。アーメン。 
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３９．ロザリオの黙想（フェレール師編） 

 ロザリオとは聖書に基づく福音の要約であり、いつでも、

どこでも、だれでも黙想し、祈ることができます。 

ロザリオの祈りの流れ 

導入：信仰宣言、主の祈り、アヴェ・マリアの祈り（３回）、栄唱 

各神秘の黙想：主の祈り、アヴェ・マリアの祈り（１０回）、栄唱 

結尾：聖母賛歌、 

教皇の意向で主の祈り、アヴェ・マリアの祈り（３回） 

 

 

１）喜びの神秘（月、土） 

・ 第一の黙想：マリア、神のお告げを受けられる。 

 天使ガブリエルはマリアに言った。「聖霊があなたに降り、

いと高い方の力があなたを包む。だから、生まれる子は聖な

る者、神の子と呼ばれる。」（ルカ 1 章 35 節） 

 

・ 第二の黙想：マリア、エリサベトを訪問される。 

 エリサベトは聖霊に満たされて、声高らかに言った。「あ

なたは女の中で祝福された方です。胎内のお子さまも祝福

されています。」（ルカ 1 章 41－42 節） 
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・ 第三の黙想：イエス、マリアからお生まれになる。 

 天使は言った。「恐れるな。わたしは、民全体に与えられ

る大きな喜びを告げる。今日ダビデの町で、あなたがたのた

めに救い主がお生まれになった。」（ルカ 2 章 10－11 節） 

 

・ 第四の黙想：イエス、神殿にささげられる。 

さて、モーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過

ぎたとき、両親はその子を主に献げるため、エルサレムに連

れて行った。…また、主の律法に言われているとおりに、山

鳩一つがいか、家鳩の雛二羽をいけにえとして献げるため

であった。」（ルカ 2 章 22，24 節） 

 

・ 第五の黙想：マリア、イエスを神殿で見いだされる。 

 三日の後、イエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座

り、話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞

いている人は皆、イエスの賢い受け答えに驚いていた。」 

（ルカ 2 章 46－47 節） 

 

 

２）光の神秘（木） 

第一の黙想：イエス、ヨルダン川で洗礼を受けられる。 
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 イエスは洗礼を受けると、すぐ水の中から立ち上がられ

た。その時、天がイエスに向かって開いた。イエスは、神の

霊が鳩のようにご自分の上に降って来るのを御覧になった。

そのとき、「これはわたしの愛する子、わたしの心に適うも

の」という声が、天から聞こえた。」 

（マタイ 3 章 16－17 節） 

 

第二の黙想：イエス、カナの婚礼で最初のしるしを行われる。 

 三日目に、ガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母が

そこにいた。…母は召し使いたちに、「この人が何か言いつ

けたら、そのとおりにしてください」と言った。 

（ヨハネ 2 章 1，5 節） 

 

第三の黙想：イエス、神の国の到来を告げ、人々を回心に招

かれる。 

 イエスはガリラヤへ行き、神の福音を宣べ伝えて、「時は

満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい」と

言われた。」（マルコ 1 章 14－15 節） 

 

第四の黙想：イエス、タボル山で栄光の姿を現される。 

 イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように
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輝き、服は光のように白くなった。…光り輝く雲が彼らを覆

った。すると「これはわたしの愛する子、わたしの心に適う

者。これに聞け」という声が雲の中から聞こえた。」 

（マタイ 17 章 2－5 節） 

 

第五の黙想：イエス、最後の晩餐で聖体の秘跡を制定される。 

 一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の

祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えながら言われた。

「とって食べなさい。これはわたしの体である。」 

（マタイ 26 章 26 節） 

 

 

３）苦しみの神秘（火、金） 

第一の黙想：イエス、ゲッセマネで苦しまれる。 

 そして、弟子たちに言われた。「わたしは死ぬばかりに悲

しい。ここを離れず、わたしと共に目を覚ましていなさい。」 

少し進んで行って、うつ伏せになり、祈って言われた。「父

よ、できることなら、この杯をわたしから過ぎ去らせてくだ

さい。しかし、わたしの願いどおりではなく、み心のままに。」 

（マタイ 26 章 38－39 節） 
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第二の黙想：イエス、むちで打たれる。 

 民衆はこぞって答えた。「その血の責任は、我々と子孫に

ある。」 そこでピラトはバラバを釈放し、イエスを鞭打って

から、十字架につけるために引き渡した。」 

（マタイ 27 章 25－26 節） 

 

第三の黙想：イエス、いばらの冠を受けられる。 

 それから、総督の兵士たちは、イエスの来ている物をはぎ

取り、赤い外套を着せ、茨の冠を編んで頭に乗せ、また、右

手に葦の棒を持たせて、その前にひざまずき、「ユダヤ人の

王、万歳」と言って、侮辱した。」（マタイ 27 章 28－29 節） 

 

第四の黙想：イエス、十字架を担って歩まれる。 

 …シモンというキレネ人が、田舎から出て来て通りかか

ったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせた。そ

して、イエスをゴルゴタという所――その意味は『されこう

べの場所』――に連れて行った。」（マルコ 15 章 21－22 節） 

 

第五の黙想：イエス、十字架の上で息を引き取られる。 

 イエスは大声で叫ばれた。「父よ、わたしの霊を み手にゆ

だねます。」 こう言って息を引き取られた。」 
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（ルカ 23 章 46 節） 

 

 

４）栄えの神秘（水、日） 

第一の黙想：イエス、死から復活される。 

 天使は婦人たちに言った。「恐れることはない。十字架に

つけられたイエスを探しているのだろうが、あの方は、ここ

にはおられない。かねて言われていたとおり、復活なさった

のだ。さあ、…急いで行って弟子たちに告げ知らせなさい。」 

（マタイ 28 章 5－7 節） 

 

第二の黙想：イエス、父のもとにのぼられる。 

 主イエスは、弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右

の座に着かれた。」（マルコ 16 章 19 節） 

 

第三の黙想：イエス、父のもとから聖霊を送られる。 

 五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、

…一同は聖霊に満たされた。」（使徒言行録 2 章 1，4 節） 

 

第四の黙想：マリア、天の栄光に上げられる。 

 今から後、いつの世の人もわたしを幸いなものというで
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しょう。力ある方が、わたしに偉大なことをなさいましたか

ら。」（ルカ 1 章 48－49 節） 

 

第五の黙想：マリア、すべての人の母となられる。 

 天に大きなしるしが現れた。一人の女が身に太陽をまと

い、月を足の下にし、頭には十二の星の冠をかぶっていた。」 

（ヨハネの黙示録 12 章 1 節） 

 

 

５）宣教の神秘（聖霊に導かれた日） 

第一の黙想：神、人となられる。 

 初めに 言
ことば

があった。言は神と共にあった。この言は、初

めに神と共にあった。…言は肉となって、わたしたちの間に

宿られた。わたしたちはその栄光を見た。」 

（ヨハネ 1 章 1，14 節） 

 

第二の黙想：神、栄光を現わされる。 

 学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみ

ると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼

子を拝んだ。（マタイ 2 章 10－11 節） 
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第三の黙想：イエス、十二弟子を呼び出される。 

 イエスが山に登って、これと思う人々を呼び寄せられる

と、彼らはそばに集まって来た。そこで、十二人を任命し、

使徒と名付けられた。彼らを自分のそばに置くため、また、

派遣して宣教させた。（マルコ 3 章 13－14 節） 

 

第四の黙想：イエス、弟子たちの足を洗われる。 

 「主であり、師であるわたしがあなたがたの足を洗ったの

だから、あなたがたも互いに足を洗い合わなければならな

い。わたしがあなたがたにしたとおりに、あなたがたもする

ようにと、模範を示したのである。」 

（ヨハネ 13 章 14－15 節） 

 

第五の黙想：イエス、弟子たちを世界宣教に派遣される。 

 「あなたがたは行って、すべての民をわたしの弟子にしな

さい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた

がたに命じておいたことをすべて守るように教えなさい。

わたしは世の終わりまで、いつもあなたがたと共にいる。」 

（マタイ 28 章 19－20 節） 
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４０．聖句に導かれて歩む十字架の道行き 

（はじめの聖歌） 

先： 威光に輝く赤い衣をまとい、勢い余って身を倒して来

るのはだれか。 

答： それは勝利を告げ、大いなる救いをもたらすわたしで

ある。 

先： なぜ、あなたの装いは赤く染まり、衣は酒ぶねを踏む

者のようなのか。 

答： わたしはただひとりで酒ぶねを踏んだ。諸国の民はだ

れひとりわたしに伴わなかった。わたしは見回したが、

助ける者はなく、驚くほど、支える者はいなかった。 

先： わたしは心に留める、主の慈しみと主の栄誉、主がわ

たしたちに賜ったすべてのことを。 

答： 主がイスラエルの家に賜った多くの恵み、憐れみと豊

かな慈しみを（イザヤ 63 章 1－3、5、7 節）。 

 

第一留 イエス、死刑を宣告される 

先： 主キリスト、あなたを礼拝し、賛美します。（礼） 

答： あなたは尊い十字架によって、世をあがなってくださ

いました。 
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先： 真夜中になるとイエスはおん父にこう言われた。「アッ

バ、父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を

わたしから取りのけてください。しかし、わたしが願う

ことではなく、み心に適うことが行われますように」（マ

ルコ 14 章 36 節）。そのわたしたちの罪をすべて、主は彼

に負わせられた（イザヤ 53 章 6 節）。ピラトの前に立ち、

イエスは楽園で神によってくだされた有罪、苦しみ、死

の判決を受け入れる（創世記 2 章 17 節）。 

（黙祷） 

先： 一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたよ

うに、 

答：一人の従順によって多くの人が正しい者とされるので

す（ローマ 5 章 19 節）。 

先： 永遠の王、 

答： 不滅で目に見えない唯一の神に、誉れと栄光が世々限

りなくありますように、アーメン（Ｉテモテ 1 章 17 節）。 

先： キリストは、死に至るまで、 

答： それも十字架の死に至るまで従順でした（フィリピ 2 章

8 節）。 
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第二留 イエス、十字架を担う 

先： 主キリスト、あなたを礼拝し、賛美します。（礼） 

答： あなたは尊い十字架によって、世をあがなってくださ

いました。 

先： わたしの後に従いたい者は、自分を捨て、自分の十字

架を背負って、わたしに従いなさい。自分の命を救いた

いと思う者は、それを失うが、わたしのため、また福音

のために命を失う者は、それを救うのである。人は、た

とえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら、何の

得があろうか。自分の命を買い戻すのに、どんな代価を

支払えようか（マルコ 8 章 34－37 節）。 

（黙祷） 

先： 神に背いたこの罪深い時代に、わたしとわたしの言葉

を恥じる者は、 

答： 人の子もまた、父の栄光に輝いて聖なる天使たちと共

に来るときに、その者を恥じる（マルコ 8 章 38 節）。 

先： 永遠の王、 

答： 不滅で目に見えない唯一の神に、誉れと栄光が世々限

りなくありますように、アーメン。 

先： キリストは、死に至るまで、 

答： それも十字架の死に至るまで従順でした。 
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第三留 イエス、初めて倒れる 

先： 主キリスト、あなたを礼拝し、賛美します。（礼） 

答： あなたは尊い十字架によって、世をあがなってくださ

いました。 

先： 彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、

病を知っている。彼はわたしたちに顔を隠し、わたした

ちは彼を軽蔑し、無視していた。彼が担ったのはわたし

たちの病、彼が負ったのはわたしたちの痛みであった

のに、わたしたちは思っていた、神の手にかかり、打た

れたから、彼は苦しんでいるのだ、と（イザヤ 53 章 3－4

節）。    

（黙祷） 

先： キリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、

あなたがたも同じ心構えで武装しなさい。 

答： 肉に苦しみを受けた者は、罪とのかかわりを絶った者

なのです。それは、もはや人間の欲望にではなく神のみ

心に従って、肉における残りの生涯を生きるようにな

るためです（Ｉペトロ 4 章 1－2 節）。 

先： 永遠の王、 

答： 不滅で目に見えない唯一の神に、誉れと栄光が世々限

りなくありますように、アーメン。 
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先： キリストは、死に至るまで、 

答： それも十字架の死に至るまで従順でした。 

 

 

第四留 イエス、母マリアに出会う 

先： 主キリスト、あなたを礼拝し、賛美します。（礼） 

答： あなたは尊い十字架によって、世をあがなってくださ

いました。 

先： 子たちよ、だれにも惑わされないようにしなさい。義

を行う者は、おん子と同じように、正しい人です。罪を

犯す者は悪魔に属します。悪魔は初めから罪を犯して

いるからです。悪魔の働きを滅ぼすためにこそ、神の子

が現れたのです（Ｉヨハネ 3 章 8 節）。たとえ罪を犯して

も、おん父のもとに弁護者、正しい方、イエス・キリス

トがおられます（Ｉヨハネ 2 章 1 節）。 

（黙祷） 

先：子らよ、神から下った怒りを耐え忍びなさい。子らよ、

勇気を出し、神に向かって叫びなさい。あなたたちを連

れ去った方は あなたたちを覚えておられます。 

答：あなたたちはかつて神からの離反をたくらみました。回
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心して、今度は十倍の熱心さで神を求めなさい。あなた

たちを救い、永遠の喜びを与えてくださいます（バルク

4 章 25－29 節）。 

先： 永遠の王、 

答： 不滅で目に見えない唯一の神に、誉れと栄光が世々限

りなくありますように、アーメン。 

先： キリストは、死に至るまで、 

答： それも十字架の死に至るまで従順でした。 

 

 

第五留 イエス、クレネのシモンの助けを受ける 

先： 主キリスト、あなたを礼拝し、賛美します。（礼） 

答： あなたは尊い十字架によって、世をあがなってくださ

いました。 

先： キリスト・イエスのものとなった人たちは、肉を欲情

や欲望もろとも十字架につけてしまったのです。わた

したちは、霊の導きに従って生きているなら、霊の導き

に従ってまた前進しましょう（ガラテヤ 5 章 24－25 節）。

互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこそ、キリス

トの律法を全うすることになるのです。このわたしに

は、わたしたちの主イエス・キリストの十字架のほかに、
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誇るものが決してあってはなりません。この十字架に

よって、世はわたしに対し、わたしは世に対してはりつ

けにされているのです（ガラテヤ 6 章 2、14 節）。      

（黙祷） 

先： だから、わたしたちは、イエスが受けられた辱めを担

い、宿営の外に出て、そのみもとに赴こうではありませ

んか。 

答： わたしたちはこの地上に永続する都を持っておらず、

来るべき都を探し求めているのです（ヘブライ 13 章 13－

14 節）。 

先： 永遠の王、 

答： 不滅で目に見えない唯一の神に、誉れと栄光が世々限

りなくありますように、アーメン。 

先： キリストは、死に至るまで、 

答： それも十字架の死に至るまで従順でした。 

 

 

第六留 イエス、ベロニカより布を受け取る 

先： 主キリスト、あなたを礼拝し、賛美します。（礼） 

答： あなたは尊い十字架によって、世をあがなってくださ

いました。 
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先： キリストは、既に実現している恵みの大祭司としてお

いでになったのですから、人間の手で造られたのでは

ない、すなわち、この世のものではない、更に大きく、

更に完全な幕屋を通り、雄山羊と若い雄牛の血によら

ないで、御自身の血によって、ただ一度聖所に入って永

遠の贖いを成し遂げられたのです。なぜなら、もし、雄

山羊と雄牛の血、また雌牛の灰が、汚れた者たちに振り

かけられて、彼らを聖なる者とし、その身を清めるなら

ば、まして、永遠の“霊”によって、御自身をきずのな

いものとして神に献げられたキリストの血は、わたし

たちの良心を死んだ業から清めて、生ける神を礼拝す

るようにさせないでしょうか（ヘブライ 9 章 11－14 節）。        

（黙祷） 

先： それで、兄弟たち、わたしたちは、イエスの血によっ

て聖所に入れると確信しています。イエスは、垂れ幕、

つまり、御自分の肉を通って、新しい生きた道をわたし

たちのために開いてくださったのです。 

答： 信頼しきって、真心から神に近づこうではありません

か（ヘブライ 10 章 19－22 節）。 

先： 永遠の王、 

答： 不滅で目に見えない唯一の神に、誉れと栄光が世々限
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りなくありますように、アーメン。 

先： キリストは、死に至るまで、 

答： それも十字架の死に至るまで従順でした。 

 

 

第七留 イエス、再び倒れる 

先： 主キリスト、あなたを礼拝し、賛美します。（礼） 

答： あなたは尊い十字架によって、世をあがなってくださ

いました。 

先： わたしたちは、四方から苦しめられても行き詰まらず、

途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、

打ち倒されても滅ぼされない。わたしたちは、いつもイ

エスの死を体にまとっています、イエスの命がこの体

に現れるために（ＩＩコリント 4 章 8－10 節）。 

（黙祷） 

先： ユダヤ人はしるしを求め、ギリシア人は知恵を探しま

すが、わたしたちは、十字架につけられたキリストを宣

べ伝えています。 

先： 召された者には、神の力、神の知恵であるキリストを

宣べ伝えているのです（Ｉコリント 1 章 22－24 節）。 
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先： 永遠の王、 

答： 不滅で目に見えない唯一の神に、誉れと栄光が世々限

りなくありますように、アーメン。 

先： キリストは、死に至るまで、 

答： それも十字架の死に至るまで従順でした。 

 

 

第八留 イエス、エルサレムの婦人を慰める 

先： 主キリスト、あなたを礼拝し、賛美します。（礼） 

答： あなたは尊い十字架によって、世をあがなってくださ

いました。 

先： わたしたちには、もろもろの天を通過された偉大な大

祭司、神の子イエスが与えられているのですから、わた

したちの公に言い表している信仰をしっかり保とうで

はありませんか。この大祭司は、わたしたちの弱さに同

情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆ

る点において、わたしたちと同様に試練に遭われたの

です。だから、憐れみを受け、恵みにあずかって、時宜

にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に

近づこうではありませんか（ヘブライ 4 章 14－16 節）。        

（黙祷） 
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先： もし、わたしたちが真理の知識を受けた後にも、故意

に罪を犯し続けるとすれば、罪のためのいけにえは、も

はや残っていません。ただ残っているのは、審判と敵対

する者たちを焼き尽くす激しい火とを、恐れつつ待つ

ことだけです。 

答： 神の子を足げにし、恵みの霊を侮辱する者は、どれほ

ど重い刑罰に値すると思いますか。生ける神の手に落

ちるのは、恐ろしいことです（ヘブライ 10 章 26－31 節）。 

先： 永遠の王、 

答： 不滅で目に見えない唯一の神に、誉れと栄光が世々限

りなくありますように、アーメン。 

先： キリストは、死に至るまで、 

答： それも十字架の死に至るまで従順でした。 

 

 

第九留 イエス、三度倒れる 

先： 主キリスト、あなたを礼拝し、賛美します。（礼） 

答： あなたは尊い十字架によって、世をあがなってくださ

いました。 

先： 実にキリストは、わたしたちがまだ弱かったころ、定

められた時に、不信心な者のために死んでくださった。
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わたしたちがまだ罪人であったとき、キリストがわた

したちのために死んでくださったことにより、神はわ

たしたちに対する愛を示されました（ローマ 5 章 6－8 節）。

その一人の方はすべての人のために死んでくださった。

その目的は、生きている人たちが、もはや自分自身のた

めに生きるのではなく、自分たちのために死んで復活

してくださった方のために生きることなのです（ＩＩコ

リント 5 章 15 節）。 

（黙祷） 

先： キリストがわたしたちを愛して、御自分を香りのよい

供え物、つまり、いけにえとしてわたしたちのために神

に献げてくださったように、 

答： あなたがたも愛によって歩みなさい（エフェソ 5 章 2 節）。 

先： 永遠の王、 

答： 不滅で目に見えない唯一の神に、誉れと栄光が世々限

りなくありますように、アーメン。 

先： キリストは、死に至るまで、 

答： それも十字架の死に至るまで従順でした。 
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第十留 イエス、衣をはがされる 

先： 主キリスト、あなたを礼拝し、賛美します。（礼） 

答： あなたは尊い十字架によって、世をあがなってくださ

いました。 

先： 地上的なもの、貪欲を捨て去りなさい。そのすべてを、

すなわち、怒り、憤り、悪意、そしり、口から出る恥ず

べき言葉を捨てなさい。互いにうそをついてはなりま

せん。古い人をその行いと共に脱ぎ捨て、造り主の姿に

倣う新しい人を身に着け、日々新たにされて、真の知識

に達するのです（コロサイ 3 章 5、8－10 節）。 

（黙祷） 

先： 苦しみのうちにも喜び、 

答： キリストの体である教会のために、キリストの苦しみ

の欠けたところを身をもって満たしなさい（コロサイ 1 章

24 節参照）。 

先： 永遠の王、 

答： 不滅で目に見えない唯一の神に、誉れと栄光が世々限

りなくありますように、アーメン。 

先： キリストは、死に至るまで、 

答： それも十字架の死に至るまで従順でした。 
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第十一留 イエス、十字架につけられる 

先： 主キリスト、あなたを礼拝し、賛美します。（礼） 

答： あなたは尊い十字架によって、世をあがなってくださ

いました。 

先： わたしたちの古い自分がキリストと共に十字架につけ

られたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の

奴隷にならないためであると知っています。死んだ者

は、罪から解放されています。わたしたちは、キリスト

と共に死んだのなら、キリストと共に生きることにも

なると信じます。このように、あなたがたも自分は罪に

対して死んでいるが、キリスト・イエスに結ばれて、神

に対して生きているのだと考えなさい（ローマ 6 章 6－11

節）。 

（黙祷） 

先： わたしは、キリストと共に十字架につけられています。

生きているのは、もはやわたしではありません。キリス

トがわたしの内に生きておられるのです。 

答： わたしが今、肉において生きているのは、わたしを愛

し、わたしのために身を献げられた神の子に対する信

仰によるものです（ガラテヤ 2 章 19－20 節）。 

先： 永遠の王、 
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答： 不滅で目に見えない唯一の神に、誉れと栄光が世々限

りなくありますように、アーメン。 

先： キリストは、死に至るまで、 

答： それも十字架の死に至るまで従順でした。 

 

 

第十二留 イエス、十字架上で息をひきとる 

先： 主キリスト、あなたを礼拝し、賛美します。（礼） 

答： あなたは尊い十字架によって、世をあがなってくださ

いました。 

先： 兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた

最初の男と、もう一人の男との足を折った。イエスのと

ころに来てみると、既に死んでおられたので、その足は

折らなかった。しかし、兵士の一人が槍でイエスのわき

腹を刺した。すると、すぐ血と水とが流れ出た（ヨハネ

19章32－34節）。イエスは、わたしたちを清めあがない、

霊を注ぐことによって、わたしたちを世に勝つ者とす

るために来られました。この方は、洗礼の水煮夜だけで

はなく、水と血の両方によって、わたしたちのために勝

利を可能にしたのです（Ｉヨハネ 5 章 4－6 節参照）。       

（黙祷） 
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先： キリストと同じ思いを抱きなさい。キリストは、神の

身分でありながら、神と等しい者であることに固執し

ようとは思わず、かえって自分を無にして、僕の身分に

なり、人間と同じ者になられました。人間の姿で現れ、 

答： へりくだって、死に至るまで、それも十字架の死に至

るまで従順でした（フィリピ 2 章 5－8 節）。 

先： 永遠の王、 

答： 不滅で目に見えない唯一の神に、誉れと栄光が世々限

りなくありますように、アーメン。 

先： キリストは、死に至るまで、 

答： それも十字架の死に至るまで従順でした。 

 

 

第十三留 イエス、十字架から降ろされる 

先： 主キリスト、あなたを礼拝し、賛美します。（礼） 

答： あなたは尊い十字架によって、世をあがなってくださ

いました。 

先： 神の霊によって導かれる者は皆、神の子なのです。あ

なたがたは、人を奴隷として再び恐れに陥れる霊では

なく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって

わたしたちは、『アッバ、父よ』と呼ぶのです。もし子
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供であれば、相続人でもあります。神の相続人、しかも

キリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむ

なら、共にその栄光をも受けるからです（ローマ 8 章 14

－17 節）。   

（黙祷） 

先： わたしたちは、自分が死から命へと移ったことを知っ

ています。兄弟を愛しているからです。愛することのな

い者は、死にとどまったままです。兄弟を憎む者は皆、

人殺しです。 

答： イエスは、わたしたちのために、命を捨ててください

ました。そのことによって、わたしたちは愛を知りまし

た。だから、わたしたちも兄弟のために命を捨てるべき

です。子たちよ、言葉や口先だけではなく、行いをもっ

て誠実に愛し合おう（Ｉヨハネ 3 章 14－18 節）。 

先： 永遠の王、 

答： 不滅で目に見えない唯一の神に、誉れと栄光が世々限

りなくありますように、アーメン。 

先： キリストは、死に至るまで、 

答： それも十字架の死に至るまで従順でした。 
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第十四留 イエス、墓に葬られる 

先： 主キリスト、あなたを礼拝し、賛美します。（礼） 

答： あなたは尊い十字架によって、世をあがなってくださ

いました。 

先： 信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら。

このイエスは、御自身の前にある喜びを捨て、恥をもい

とわないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお

座りになったのです。あなたがたが、気力を失い疲れ果

ててしまわないように、御自分に対する罪人たちのこ

のような反抗を忍耐された方のことを、よく考えなさ

い（ヘブライ 12 章 2－3 節）。 

（黙祷） 

先： わたしの主キリスト・イエスを知ることのあまりのす

ばらしさに、今では他の一切を損失とみています。 

答： キリストのゆえに、わたしはすべてを失いましたが、

それらを塵あくたと見なしています。わたしは、キリス

トとその復活の力とを知り、その苦しみにあずかって、

その死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中か

らの復活に達したいのです（フィリピ 3 章 8－11 節）。 

先： 永遠の王、 
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答： 不滅で目に見えない唯一の神に、誉れと栄光が世々限

りなくありますように、アーメン。 

先： キリストは、死に至るまで、 

答： それも十字架の死に至るまで従順でした。 

 

結び 

先：あなたがたは、キリストと共に復活させられたのですか

ら、上にあるものを求めなさい。そこでは、キリストが

神の右の座に着いておられます。上にあるものに心を

留め、地上のものに心を引かれないようにしなさい。あ

なたがたは死んだのであって、あなたがたの命は、キリ

ストと共に神の内に隠されているのです。あなたがた

の命であるキリストが現れるとき、あなたがたも、キリ

ストと共に栄光に包まれて現れるでしょう（コロサイ 3 章

1－4 節）。 

先： 永遠の王、 

答： 不滅で目に見えない唯一の神に、誉れと栄光が世々限

りなくありますように、アーメン。 

先： 教皇の意向のために祈りましょう。 

   主の祈り、アヴェ・マリアの祈り、栄唱 
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４１．聖書の分かち合い（フィリピン・ヴィガン式） 

・ 初めの祈り、もしくは聖歌 

・ 第一段階 

 聖書朗読：一人のメンバーが音読をする。 

 三分ほどの沈黙：一人一人が個人的に印象的だと感

じる言葉やフレーズ、節を選ぶ。 

 選んだ言葉、フレーズ、節のみを声に出す。 

・ 第二段階 

 聖書朗読：他のメンバーが同じ個所を音読する。 

 五分ほどの沈黙：一人一人、自分に向けられた個人

的な神のメッセージに意識的に耳を傾ける。 

 自分にとってのみ言葉の味わいを他の人に分かち

合う：グループメンバーは自分の心の中で聞いたこ

とを分かち合う。なるべく一人称単数（わたしは、

わたしの、わたしに）のみを用いるように努める。 

・ 第三段階：み言葉は反応を求める 

 聖書朗読：全員がわかち合った後で、また別のメン

バーが三度目の音読をする。 

 沈黙とみ言葉への個人的な応答：沈黙のうちに、そ

れぞれが個人的に受け取った神のみ言葉への応え
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を見出すように努める。たとえばもしみ言葉が自分

に対する何らかの約束であれば、信頼を示す。 

 応答としての自分の祈りを分かち合う：一人一人が

み言葉への自分の応答を声に出して表現する。それ

に対して、他のメンバーは「アーメン」という言葉

で受ける。 

・ 結び：賛美の祈り、感謝の祈り、聖歌、主の祈り、など

で締めくくる。 

 

 

４２．神のみことばを記念する聖書の集い 

１）入祭の歌（み言葉に関係する歌） 

 

２）あいさつ 

先：世の初めからおん父とともにおられ、わたしたちの兄弟、

救い主となるためにおとめマリアから生まれ、肉体をも

って来てくださったみことばからの祝福が皆さんととも

に。 

答：受肉した神のみ言葉、あなたの聖霊によってわたしたち

にいのちを与えてください。 
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３）導入 

先：創立者聖アーノルドは、その修道会に「神のみことば（神

言）」という名を与えるにあたり、三つの仕方でこれが理

解されるように望みました。まず、おん父の人格的な言

葉、つまり人となられた神の子として。次におん子の言

葉、つまりイエスの福音のよい知らせです。三つめは、

聖霊の言葉、つまり聖霊の特別な促しのもとで神のみこ

とばを書いた聖書著者たちすべてを含む聖書のことです。

この三局面のもとで神のみことばを祝いましょう。 

先：祈りましょう。 

答：父よ、あなたのみことばがわたしたちの間に来ることで

わたしたちは新しい光に満たされました。わたしたちが

福音のメッセージを心に留め、みことばの嘱託と聖体の

食卓の二つによって日々養われますように。主イエスの

名によって。アーメン。 

 

４）イスラエルにおける知恵、神のみことばの朗読： 

箴言 8 章 22－36 節 

 

（朗読後沈黙） 
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５）答唱詩編 

先：御言葉によって天は造られ、主の口の息吹によって天の

万象は造られた（詩篇 33:6）。 

全：全地は主を畏れ、世界に住むものは皆、主におののく。

主が仰せになると、そのように成り、主が命じられると、

そのように立つ（詩篇 33:8-9）。 

先：雨も雪も、ひとたび天から降れば、むなしく天に戻るこ

とはない。それは大地を潤す（イザ 55:10）。 

全：そのように、わたしの口から出るわたしの言葉も、むな

しくは、わたしのもとに戻らない。それはわたしの望む

ことを成し遂げ、わたしが与えた使命を必ず果たす（イ

ザヤ 55:11）。 

先：沈黙の静けさがすべてを包み、夜が速やかな歩みで半ば

に達したとき（知恵 18:14）、 

全：あなたの全能の言葉は天の王座から、地に下った（知恵

18:15）。 

先：さて、子らよ、わたしに聞き従え。わたしの道を守る者

は、いかに幸いなことか。諭しに聞き従って知恵を得よ。

なおざりにしてはならない（箴言 8:32-33）。 

全：わたしを見いだす者は命を見いだし、主に喜び迎えてい

ただくことができる（箴言 8:35）。 
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６）福音朗読 

先：立って、聖アーノルドの好んだ聖書個所に耳を傾けまし

ょう。 

 

福音箇所：ヨハネ 1 章 1-14 節 

 

（福音朗読後、説教、または沈黙） 

 

７）聖体顕示 

 

８）聖書を用いた交唱 

先：初めからあったもの、わたしたちが聞いたもの、目で見

たもの、よく見て、手で触れたものを伝えます。すなわ

ち、命の言について（一ヨハ 1:1）。 

全：この命は現れました。御父と共にあったが、わたしたち

に現れたこの永遠の命を、わたしたちは見て、あなたが

たに証しし、伝えるのです（一ヨハ 1:2）。 

先：イエスはガリラヤへ行き、神の福音を宣べ伝えて、「時

は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさ

い」と言われた（マルコ 1:14-15）。 
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全：これこそ神が、すべての人の主であるイエス・キリスト

によって平和を告げ知らせた御言葉です（使徒 10:36）。 

先：イエスは言われた。「全世界に行って、すべての造られ

たものに福音を宣べ伝えなさい」（マルコ 16:15）。 

全：弟子たちは出かけて行って、至るところで宣教した。主

は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、

それに伴うしるしによってはっきりとお示しになった

（マルコ 16:20）。 

先：そこで、十二人は弟子をすべて呼び集めて言った。「わ

たしたちが、神の言葉をないがしろにして、食事の世話

をするのは好ましくない。それで、兄弟たち、あなたが

たの中から、“霊”と知恵に満ちた評判の良い人を七人選

びなさい。彼らにその仕事を任せよう。わたしたちは、

祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。」（使徒

6:2-4） 

全：わたしたちは絶えず神に感謝しています。なぜなら、わ

たしたちから神の言葉を聞いたとき、あなたがたは、そ

れを人の言葉としてではなく、神の言葉として受け入れ

たからです。事実、それは神の言葉であり、また、信じ

ているあなたがたの中に現に働いているものです（一テ

サ 2:13）。 
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先：天におられる父は聖書の中で深い愛情をもって自分の

子らと出会い、彼らとことばを交わす。 

全：神のことばには非常に大きな力と能力が内在している

ので、教会には支えとも活力ともなり、教会の子らには

信仰の力となり、霊魂にとっては糧、霊的生活にとって

は純粋な尽きない泉となって表れる（『神の啓示に関する

教会憲章』DV 21）。 

先：あなたの御言葉は、わたしの道の光、 

全：わたしの歩みを照らすともしび（詩篇 119:105）。 

 

９）主の祈り 

先：みことばにおいてわたしたちを子どもとし、わたしたち

の父、導き手、創立者である聖アーノルド・ヤンセンの、

豊かな遺産を与えてくださったおん父に感謝して、主の

祈りを唱えましょう。 

全：天におられる… 

 

１０）聖歌 

 

１１）結びの祈願 

先：祈りましょう。 
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全：平和と愛の父よ、わたしたちは、あなたのみことばであ

り、わたしたちをあなたと和解させてくださるおん子イ

エス・キリストのうちに喜びます。聖アーノルドの取り

次ぎにより、すべての国を罪の暗闇から解放し、みこと

ばの光と恵みをもたらす聖霊によって導いてください。

わたしたちの主イエス・キリストによって。アーメン。 

 

１２）聖体による祝福 

 

 

４３．召し出しを求める祈り 

いつくしみ深い神よ、あなたは、聖アーノルド・ヤンセン

とヨセフ・フライナーデメッツ、および福者マリア・ヘレナ

とヨゼファ・ヘンドリーナに、信仰の力と聖霊の豊かな恵み

をお与えになりました。また、あなたは福音宣教において、

彼らに続く新しい協力者を絶えずお与えになりました。 

聖人たちの言葉と行いの模範に倣ってイエス・キリスト

の福音を宣べ伝える人々を、現代においても召し出してく

ださい。 

わたしたちの主イエス・キリストによって。アーメン。 
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