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受刑者とともに捧げるミサ 

皆様、どうか受刑者の皆さんと 

ともにお祈り下さい。 

 

 

 

主司式： 菊地功大司教（東京大司教区） 

 

共同司式：  英隆一朗神父（麹町教会） 

藤田薫神父  （熊谷教会） 
 

 

 

 

 

【カトリック麹町教会 主聖堂】 

2021年 10月16日（土） 午後２時 

オンライン中継での開催です。 

 

  主催   

  特定非営利活動法人 マザーハウス 

                  

（N 刑務所の受刑者が描いた絵です。タイトル：「十字架のイエス」） 
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入祭の歌 『愛といのち』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司教のあいさつ・回心 

司教： 父と子と聖霊のみ名によって。（一同、十字のしるしをします。） 

一同： アーメン。 

司教： 主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんとともに。 

一同： また司祭とともに。 

 

司教： 皆さん、神聖な祭りを祝う前に、わたしたちのおかした罪を認めましょ 

う。全能の神と、 

一同： 兄弟の皆さんに告白します。わたしは、思い、ことば、行い、怠りによ 

ってたびたび罪をおかしました。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。 

司教： 全能の神がわたしたちをあわれみ、罪をゆるし、永遠のいのちに導いて 

くださいますように。 

一同： アーメン。 
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あわれみの賛歌 

聖歌隊： 主よ、あわれみたまえ。 

 主よ、あわれみたまえ。 

 

 キリスト、あわれみたまえ。 

 キリスト、あわれみたまえ。 

 

 主よ、あわれみたまえ。 

 主よ、あわれみたまえ。 

 

 

集会祈願 

司教： 祈りましょう。  

恵み豊かな父よ、苦しみの淵からあなたに叫ぶわたしたちを顧み、重荷 

を取り除いてください。あなたのいつくしみ深いはからいに、いつも心か 

ら信頼することができますように。聖霊の交わりの中で、あなたとともに 

世々に生き、支配しておられる御子、わたしたちの主イエス・キリストに 

よって。 

一同： アーメン。 

 

 

第一朗読 『コレヘトの言葉』（３章１～１１節） 

何事にも時があり 天の下の出来事にはすべて定められた時がある。生まれる

時、死ぬ時 植える時、植えたものを抜く時 殺す時、癒す時 破壊する時、建て

る時 泣く時、笑う時 嘆く時、踊る時 石を放つ時、石を集める時 抱擁の時、

抱擁を遠ざける時 求める時、失う時 保つ時、放つ時 裂く時、縫う時 黙する

時、語る時 愛する時、憎む時 戦いの時、平和の時。 

人が労苦してみたところで何になろう。わたしは、神が人の子らにお与えになっ

た務めを見極めた。神はすべてを時宜にかなうように造り、また、永遠を思う心を

人に与えられる。それでもなお、神のなさる業を始めから終りまで見極めることは

許されていない。 
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答唱詩編 『神のはからいは』（詩編１３９） 

 

【答唱（上の楽譜をご参照下さい）】 

聖歌隊：神よ あなたはわたしを こころにかけ わたしのすべてを 知っておられる 

わたしがすわるのも立つのも知り 遠くから わたしの思いを 見とおされる 

【答唱（上の楽譜をご参照下さい）】 

聖歌隊：歩む時も休む時も見守り わたしの行いを すべて知っておられる 

くちびるに ことばがのぼるまえに 神よ あなたはすべてを知っておられる 

【答唱（上の楽譜をご参照下さい）】 

 

 

アレルヤ唱 

 

 

福音朗読 『マタイによる福音』（７章７～１２節） 

司教： 主は皆さんとともに。 

一同： また司祭とともに。 

司教： マタイによる福音。 

一同： 主に栄光。（一同、額・口・胸の順に、十字のしるしをします。） 

 

「求めなさい。そうすれば、与えられる。探しなさい。そうすれば、見つかる。

門をたたきなさい。そうすれば、開かれる。だれでも、求める者は受け、探す者は

見つけ、門をたたく者には開かれる。あなたがたのだれが、パンを欲しがる自分の

子供に、石を与えるだろうか。魚を欲しがるのに、蛇を与えるだろうか。 

天と地の主である父はたたえられます      ように 

あなたは神の国のことを小さい人々に   現してくださった 
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このように、あなたがたは悪い者でありながらも、自分の子供には良い物を与え

ることを知っている。まして、あなたがたの天の父は、求める者に良い物をくださ

るにちがいない。だから、人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも

人にしなさい。これこそ律法と預言者である。」 

 

 司教： キリストに賛美。 

 一同： キリストに賛美。 

 

 

説教（菊地功大司教より） 

 

 

共同祈願 

司教： わたしたちの父である神に信頼して祈りましょう。 

 

① 受刑者のために 

「人の子は失われたものを探して救うために来た」と言われた主よ、反社会的行動によって刑を受けて

いるすべての人に、希望の光を注いでください。善い生き方を選ぶことが出来なかった過去を嘆き悲しん

でいるすべての人の心の痛みを、あなたはご存知です。この人々の前に、新しい生き方への扉を開き、人

生の残りの歳月を、善を選ぶ道を歩むことによって、明るいものにしてください。彼らが心と精神の健や

かさを取り戻し、苦しみの淵から立ち上がり、良い生き方を常に探す勇気をお与えくださいますように。 

一同： 主よ、わたしたちの祈りを聞き入れてください。 

 

② 少年院の子どもたちのために 

限りない慈しみをもって子どもたちの回心を待たれる父よ、家庭から、学校や社会から離れて、孤独の

うちに過ごす青少年たちを、帰るべき確かな道へと導いてください。彼らの声にならない心の叫び、願い

が真実に受け止められ、人と人との交わりの喜びのうちに、信頼をもって生きることが出来ますように。 

一同： 主よ、わたしたちの祈りを聞き入れてください。 

 

③ 入管で問題になり、収容されている外国人のために 

いつくしみの父よ、法を犯しても、日本に生きる道を求めざるを得なかった人々、故国の家族を援助す

ることを目指しても、その夢が砕かれた人々の苦しみに、御目をとめてください。彼らにあわれみの扉が

開かれ、必要な援助の手が伸べられて、ゆるしと希望が与えられますように。 
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一同： 主よ、わたしたちの祈りを聞き入れてください。 

 

④ 受刑者の家族のために 

人間の苦しみをご自分の苦しみとされる主なる神よ、罪を犯し、刑に服する人たちの家族の苦悩と孤独

を、み手に取り上げてください。人間によっては、決していやされることのない彼らの深い痛手が、真の

いやし手と出会い、苦しみを共有する善意の人々によっても、見える形で支え続けられますように。 

一同： 主よ、わたしたちの祈りを聞き入れてください。 

 

⑤ 受刑者を受け入れる教会のために 

愛とゆるしの神である主よ、私たちがゆるされているように、私たちが愛されているように、誰をも拒

まず、誰をも受け入れて行くことが出来るように、今日あらたに、愛において回心していくべきことを思

い起こさせてください。私たちの教会共同体が、愛とゆるしの場としてすべての人に開かれ、世における

み国の証人としての使命に目覚めていくことが出来ますように。 

一同： 主よ、わたしたちの祈りを聞き入れてください。 

 

⑥ 受刑者を受け入れる社会のために 

生きとし生けるものにいつくしみを注いでくださる神よ、私たちの心に他者への思いやり、互いの存在

を、尊敬をもって認め合うひろい心をお与えください。すべての絆を大切にし、共生の社会をつくる使命

に、今こそ目覚めて生きることを教え、導いてくださいますように。 

一同： 主よ、わたしたちの祈りを聞き入れてください。 

 

⑦ 被害者と遺族のために 

無償・無条件の愛の神よ、たった１回の人生の途上で、思わぬ心身の被害に遭った人々、また、取り返

しのつかないたった１つの命を失うような被害に遭った人々と、その遺族と、亡き人々のために祈りま

す。その大きな愛を信じ、その恵みに信頼し、心身に負った被害を癒されながら、そして、心の平安を願

い求めながら、人生を力強く生き抜く力をお与えください。また、今はあなたの懐に抱かれている亡き

人々が、どうぞ天国から、苦しむ被害者、遺族のため、そしてすべての人々のために、あなたの豊かな慰

めと励ましを、そしてゆるしを、取次いでくださいますように。 

一同： 主よ、わたしたちの祈りを聞き入れてください。 

 

司教： 天地の創造主である神よ、すべてのよいものの源であるあなたに信頼し 

て祈ります。御子キリストによって新しいいのちに招かれたわたしたち 

が、聖霊に導かれ、互いに尊重し合い、助け合って一日一日を生きること 

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。 

一同： アーメン。 
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奉納・奉納の歌 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奉納祈願 

司教： 皆さん、このささげもの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。 

一同： 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 

手を通しておささげするいけにえをお受けください。 

 

司教： 聖なる父よ、信頼をこめてささげるこの供え物を受け入れてください。 

今耐え忍ぶ苦しみが、キリストの奉献に結ばれますように。わたしたちの 

主イエス・キリストによって。 

一同： アーメン。 

 

 

叙唱前句・叙唱・感謝の賛歌 

 司教： 主は皆さんとともに。 

一同： また司祭とともに。 
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 司教： 心を込めて神を仰ぎ、 

 一同： 賛美と感謝をささげましょう。 

司教： 聖なる父、全能永遠の神、いつどこでも主キリストによって賛美と感謝 

をささげることは、まことにとうといたいせつな務めです。あなたは人を 

愛によって造り、正義に背いて罰せられた民を、あわれみにより主キリス 

トを通してあがなってくださいました。神の栄光をたたえ権能を敬うすべ 

ての天使はともに喜び祝い、わたしたちもこれに合わせてつつしんでたた 

えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奉献文 

司教： まことにとうとくすべての聖性の源である父よ、いま聖霊によってこの 

供えものをとうといものにしてください。わたしたちのために主イエス・ 

キリストの御からだと御血になりますように。 

主イエスは、すすんで受難に向かう前に、パンを取り、感謝をささげ、 

割って弟子に与えて仰せになりました。「皆、これを取って食べなさい。 

これはあなたがたのために渡されるわたしのからだである」。食事の終わ 

りに同じように杯を取り、感謝をささげ、弟子に与えて仰せになりまし 

た。「皆、これを受けて飲みなさい。これはわたしの血の杯、あなたがた 

と多くの人のために流されて、罪のゆるしとなる新しい永遠の契約の血で 

ある。これをわたしの記念として行いなさい」。 

 

 

記念唱・栄唱 

司教： 信仰の神秘。 

一同： 主の死を思い、復活をたたえよう、主が来られるまで。 
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司教： わたしたちはいま、主イエスの死と復活の記念を行い、ここであなたに 

奉仕できることを感謝し、いのちのパンと救いの杯をささげます。キリス 

トの御からだと御血にともにあずかるわたしたちが、聖霊によって一つに 

結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こし、わたしたち 

の教皇フランシスコ、わたしたちの司教タルチシオ菊地功、すべての教役 

者をはじめ、全教会を愛の完成に導いてください。また、復活の希望をも 

って眠りについたわたしたちの兄弟と、すべての死者を心に留め、あなた 

の光の中に受け入れてください。なお、わたしたちをあわれみ、神の母お 

とめマリアと聖ヨセフ、使徒とすべての時代の聖人とともに永遠のいのち 

にあずからせてください。御子イエス・キリストを通して、あなたをほめ 

たたえることができますように。 

 

司教： 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 

りの中で、全能の神、父であるあなたに。すべての誉れと栄光は、世々に 

至るまで。 

一同： アーメン。 

 

 

主の祈り（ご一緒に唱えましょう） 

司教： 主の教えを守り、みことばに従い、つつしんで主の祈りを唱えましょう。 

一同： 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。 

 

 

副文 

司教： いつくしみ深い父よ、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。あなたのあわれみに支えられ、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 

エス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。 

一同： 国と力と栄光は、限りなくあなたのもの。 
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教会に平和を願う祈り・平和のあいさつ 

司教： 主イエス・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。 

一同： アーメン。 

 

司教： 主の平和が皆さんとともに。 

一同： また司祭とともに。 

司教： 互いに平和のあいさつを交わしましょう。 

一同： （手を合わせ、周囲の方と「主の平和」と言って挨拶を交わします。） 

 

 

平和の賛歌 

 

聖歌隊： 神の小羊、 

世の罪を除きたもう主よ、われらをあわれみたまえ。 

 神の小羊、 

 世の罪を除きたもう主よ、われらをあわれみたまえ。 

 神の小羊、 

世の罪を除きたもう主よ、われらに平安を与えたまえ。 
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司教： 神の小羊の食卓に招かれたものは幸い。 

一同： 主よ、あなたは神の子キリスト、永遠のいのちの糧、あなたをおいて誰 

のところに行きましょう。 

 

 

聖体拝領と祝福 

聖体拝領は、洗礼を受けたカトリックの信者の方に行われます。洗礼を受けておられない方は

祝福を頂けますので、お望みの方は行列にお進みになり、司祭の前で手を合わせ、頭を少し下げ

てお立ち下さい（皆様、必ずマスクを付けて頂きますよう、お願い致します）。 

拝領の歌は、①「いのち」②「主はみずべに立った」（別紙）です。 

 

 

拝領祈願 

司教： 祈りましょう。 

全能の神よ、とうとい秘跡に力づけられて祈ります。困難に対して勇気 

を持って立ち向かい、苦しみにある人にも励ましを与えることができます 

ように。わたしたちの主イエス・キリストによって。 

 一同： アーメン。 

 

 

派遣の祝福 

司教： 主は皆さんとともに。 

一同： また司祭とともに。 

司教： 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。 

一同： アーメン。 

 

 

閉祭のあいさつ 

司教： 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。 

一同： 神に感謝。 
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閉祭の歌 『わたしをお使いください』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 本日は「受刑者とともに捧げるミサ」でお祈り下さり、 

本当に有難うございました 〇 

 

愛を教えてください （マザーテレサの祈り） 

主よ、騒がしいどらや やかましいシンバルのようにではなく 愛を持った語るすべを 私に

教えてください。人を理解する能力を 山を動かすほどの信仰を私にお与えください。いつも愛

を持って。 

忍耐強く 情け深い愛を ねたまず、高ぶらず 自分の利益を求めず いらだつことを知らな

い愛を 真実を喜び すべてを忍び、すべてを信じ 望み、耐えるあの愛を 主よ、私にお与え

ください。 

万物が滅び すべてが明らかになる終末の日に 私が確信できますように。弱かったにもかか

わらず この私が 主の完全な愛を 絶えずわが身に映し続け得たということを。 


