復活の主日・「復活の聖なる徹夜祭」
古来の伝統に基づき、今夜は神のために守る徹夜（出 12・42）とされている。福音（ルカ
12・35 以下）にすすめられているように、信者はあかりをともして主の帰りを待つ。こうして、
主の帰られる時、目をさましているのを見いだされ、主とともに食卓に着くよう招かれるのであ
る。
光の祭儀（第一部）の後、聖なる教会は、神が始めからご自分の民のために行われた偉大なわ
ざをしのびつつ、また、神のことばと約束に信頼しつつ徹夜を行い（第二部 ことばの祭儀）、
やがて復活の日が近づき、洗礼によって生まれた新しい教会の成員（第三部）とともに、主が死
と復活を通してわたしたちのために準備された食卓に招かれる（第四部）まで続ける。
復活徹夜察は全部、夜、行われる。すなわち日没前に始めてはならず、また主日の夜明け前に
終わらねばならない。夜のミサは、たとえ真夜中以前にささげられても、それは復活の主日のミ
サである。夜のミサにあずかった人は、日中のミサでもう一度聖体拝領することができる。夜の
ミサを司式あるいは共同司式する司祭は、日中のミサをもう一度司式することも、共同司式する
こともできる。）
司祭と助祭は、ミサと同様、白の祭服を着用する。参加者全員のためにろうそくを用意する。

第 1 部

光の祭儀

 導入のことば
司祭：皆さん、主イエス・キリストが死から生命へお移りになったこの最も聖なる夜、母であ
る教会は、皆が一つに集まって祈りのうちに徹夜するように呼びかけています。わたし
たちは神のことばを聞き、洗礼と感謝の祭儀によって主の過越を記念します。こうして、
わたしたちはキリストとともに死に打ち勝ち、神のうちに生きる希望を持つのでありま
す。

 火の祝福
司祭：祈りましょう。
御子を世の光としてわたしたちに与えられた神よ、新しい火を祝福してください。この
過越の祭りによってわたしたちが新しい希望に燃え、清い心で永遠の光を受けることが
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。
会衆：アーメン。

 復活のロウソクの祝福
司祭：キリストは、きのうときょう
時間も 永遠も、かれのもの

はじめと終わり アルファと
オメガ
栄光と支配はかれに 世々とこしえに。アーメン。

その聖なる 栄光ある傷によって、
主・キリスト。アーメン。

わたしたちを支え、 守ってくださる

輝かしく復活したキリストの光が、心のやみを照らしますように。

 光の行列
助祭：キリストの光、
会衆：神に感謝。
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 復活賛歌

/典礼聖歌 342「復活賛歌」

助祭：神の使いよ天に集い、声高らかに喜び歌え。
会衆：偉大な王の勝利を祝って角笛を吹きならし、救いの業をほめたたえよ。
助祭：まばゆい光をあびた大地よ、喜びおどれ。
会衆：永遠の王の輝きは地を照らし、世界を覆うやみは消えうせた。
助祭：母なる教会よ、救いの光をあびて喜び歌え。
会衆：この神の家も、人々の賛美をこだませよ。
助祭：主は皆さんとともに。
会衆：また司祭とともに。
助祭：心をこめて神を仰ぎ、
会衆：賛美と感謝をささげましょう。
助祭：目に見えない神、全能の父と、神のひとり子、主イエス・キリストを、心を尽くし、声
を限りにたたえることは、まことにとうとい大切な務め。キリストはわたしたちのため
に血を流して、永遠の父に、アダムの罪の負債を返し、その重荷を解いてくださった。
きょうこそ、まことの過越の祝い、神の小羊がほふられ、信じるものはその血によって
神の民となる。
会衆：この夜、神はイスラエルの民をエジプトから救い出し、無事に紅海を渡らせてくださっ
た。この夜、神は火の柱の輝きによって、罪のやみを打ちはらわれた。この夜、キリス
トを信じる全世界の人々は、罪のくらやみから解放されて、救いの恵みを受け、聖霊の
交わりに加えられる。この夜、キリストは死のかせを打ち砕き、勝利の王として、死の
国から立ち上がられた。
助祭：いつくしみ深い父よ、あなたの愛は限りなく、奴隷の民を救うために、ひとり子を渡さ
れた。アダムの罪、キリストの死によってあがなわれた罪。栄光の救い主をもたらした
この神秘よ。この聖なる夜、悪は打ちはらわれ、罪は清められ、恵みが注がれて、喜び
が満ちあふれる。聖なる父よ、天と地、神と人とが結ばれたこのとうとい夜、あなたの
教会が奉仕者の手を通してささげるこのロウソクを、賛美のいけにえとしてお受けくだ
さい。このロウソクが絶えず輝き、夜のくらやみが打ちはらわれますように。その光は、
星空にとどき、沈むことを知らぬ明けの星、キリストとひとつに結ばれますように。キ
リストは、死者のうちから復活し、
会衆：人類を照らす光。世々に至るまで。アーメン

第 2 部

ことばの典礼

司祭：皆さん、これから心静かに神のことばを聞き神が人類の歴史を通して、どのようにご自
分の民をお救いになったかまた、時が満ちてどのようにご自分の子を救い主としてお遣
わしになったか黙想しましょう。

 第一朗読（旧約書）
［創世記/人間の創造］（創世記 1･1、26-31a)
答唱詩編 /典礼聖歌 46「神の注がれる目は」
第一祈願
司祭：祈りましょう。
聖なる父よ、あなたは人間をすぐれた方法でお造りになりましたが、さらに すぐれ
た方法であがなってくださいました。わたしたちが力を尽くし誘惑と戦い、永遠の喜
びに入ることができるよう導いてください。わたしたちの主イエス・キリストによっ
て。
会衆：アーメン。

2

 第二朗読（旧約書）
［創世記/アブラハムの犠牲］（創世記 22･1-18、または 22･1-2、9a、10-13、15-18)
答唱詩編 /典礼聖歌 98「しあわせな人」
第二祈願
司祭：祈りましょう。
信じる者の父である神よ、過越の神秘によって今、神の民は全世界にふえ、アブラハ
ムは約束された通り、すべての民の父となりました。わたしたちも、あなたの招きに
こたえて信仰の恵みに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。
会衆：アーメン。

 第三朗読（旧約書）
［出エジプト記/エジプトからの脱出］（出エジプト記 14･15～15･1a）
答唱詩編 /典礼聖歌 79「神よ あなたは わたしの力」
第三祈願
司祭：祈りましょう。
救いの業を、今もわたしたちの間に続けてくださる全能の神よ。選ばれた民をファラ
オの迫害から解放されたように、あなたは今、洗礼の水によって人々を救いに導いて
くださいます。アブラハムの子孫に約束された栄光に、全世界の人々があずかること
ができますように。救いの源である神よ、あなたは旧約の奇跡の意味を新約の光で解
きあかし、紅海が洗礼の泉をかたどり、解放された民はキリスト信者の姿を表わすこ
とを教えてくださいました。すべての人が、選ばれた民に約束された祝福に信仰によ
ってあずかり、あなたの霊を受けて新しく生まれ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。
会衆：アーメン。

 第四朗読（旧約書）
［イザヤの預言/新しいエルサレム］（イザヤ 54･5－14）
答唱詩編 /典礼聖歌 65「神は わたしを救われる」
第四祈願
司祭：祈りましょう。
全能永遠の神よ、信仰の先駆者に与えられた約束の通り、あなたの子どもたちをふや
してください。預言者の待ち望んでいたことがここに実現していることを教会が悟り、
信仰の喜びを新たにす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。
会衆：アーメン。

 第五朗読（旧約書）
［イザヤの預言/無償で与えられる救い］（イザヤ 55･1－11）
答唱詩編 /典礼聖歌 164「喜びに心をはずませ」
第五祈願
司祭：祈りましょう。
全世界の希望である神よ、今晩祝う神秘の意味を、あなたは預言者によって明らかに
してくださいました。あなたのいぶきによって、わたしたちのうちに救いの神秘を豊
かに実らせてください。わたしたちの主イエス・キリストによって。
会衆：アーメン。
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 第六朗読（旧約書）
［バルクの預言/知恵の泉］（バルク 3･9－15、32～4･4）
答唱詩編 /典礼聖歌 124「主よ あなたは永遠のことば」
第六祈願
司祭：祈りましょう。
諸国の民を招いて教会を成長させてくださる神よ、わたしたちの祈りに耳を傾け、洗
礼によって新しく生まれる人をいつもお守りください。わたしたちの主イエス・キリ
ストによって。
会衆：アーメン。

 第七朗読（旧約書）
［エゼキエルの預言/新しい心と新しい霊］（エゼキエル 36･16-17a、18-28）
答唱詩編 /典礼聖歌 ７「あなたのいぶきをうけて」
第七祈願
司祭：祈りましょう。
全能永遠の神よ、これから行われる秘跡によって、洗礼志願者の上に聖霊を注ぎ、洗
礼の泉から生まれる人々をあなたの子どもとしてください。永遠の光である神よ、全
教会を顧み、救いの計画を力強くすすめてください。倒れた人を起こし、古いものを
新たにし、キリストによってすべてを一つに集めてくださいますように。わたしたち
の主イエス・キリストによって。
会衆：アーメン。

 栄光の賛歌
 集会祈願
司祭：祈りましょう。
この神聖な夜を、主イエスの復活の光で照らしてくださる神、あなたの家族に加えられ
る人々が、神の子どもとされる霊を受け、新しい人となってあなたに仕えることができ
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。
会衆：アーメン。

 使徒書の朗読
［使徒パウロの手紙/罪に死にキリストに生きる］

（ローマ 6･3－11）

 アレルヤ唱
 福音の崇敬
 福音の朗読 Ａ年（マタイ 28･1-10）Ｂ年（マルコ 16･1-7）Ｃ年（ルカ 24･1-12）
 説 教
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第 3 部

入信の秘跡の祭儀

/

洗礼の儀

司祭：洗礼志願者は代父母といっしょに前に出てください。
司祭：皆さん、ここにおられる方（がた）は、ご存じのように、キリスト信者になるために長い
準備をして来られました。きょう、大きな希望を持って入信の秘跡を受けようとしておら
れます。全能の神が、いつくしみと愛によってこの方（がた）を支えてくださいますよう
に。

 連 願

/典礼聖歌 343「諸聖人の連願」

 水の祝福
[第一形式]
司祭：秘跡のしるしを通して救いの恵みを与えてくださる全能の神よ、あなたは旧約の歴史
の中で、水によって洗礼の恵みを表してくださいました。天地の初めに、あなたの霊は
水のおもてをおおい、人を聖とする力を水にお与えになりました。ノアの洪水の時、水
をあふれさせて、罪の終わりと新しいいのちの始まりである洗礼のかたどりとしてくだ
さいました。アブラハムの子孫がエジプト脱出の時、海の中に乾いた道を備えて約束の
地に渡らせ、ファラオの奴隷から解放して、この民を洗礼を受ける人々のしるしとして
くださいました。あなたのひとり子は、ヨルダン川でヨハネから洗礼の水を注がれて聖
霊を受け、十字架の上では、貫かれたわきから血と水を流し、復活の後、弟子に仰せに
なりました。「すべての国に行って人々に教え、父と子と聖霊の み名によって洗礼を授
けなさい。」
恵み豊かな神よ、今あなたの教会を顧み、洗礼の泉をわき出させてください。御ひとり
子の恵みが、この水によって与えられるように聖霊を遣わしてください。あなたの似姿
として造られた人間が洗礼の秘跡においてすべての罪の汚れを清められ、水と聖霊によ
って、神の子として新たに生まれることができますように
全能の神よ、御子キリストによって、聖霊の力をこの洗礼の泉に満たしてください。洗
礼によって、すべての人がキリストとともに葬られ、キリストとともに新しいいのちに
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

 悪霊の拒否
司祭：あなたがたは、神の子の自由に生きるために罪のわざを退けますか。
答：退けます。
司祭：罪に支配されることがないように、悪を退けますか。
答：退けます。
司祭：神に反するすべてのものを退けますか。
答：退けます。

 信仰宣言
司祭：◯◯◯◯さん、あなたは天地の創造主、全能の、神である父を信じますか。
答：信じます。
司祭：父のひとり子、おとめマリアから生まれ、苦しみを受けて葬られ、死者のうちから復活
して、父の右におられる主イエス・キリストを信じますか。
答：信じます。
司祭：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
のちを信じますか。
答：信じます。
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 洗 礼
司祭：〇〇〇〇（姓名）、わたしは父と子と聖霊の み名によって、あなたに洗礼を授けます。

 聖香油の塗油
司祭：わたしたちの主イエス・キリストの父、全能の神は、あなたを罪から解放し、水と聖霊
によって新しいいのちを与えてくださいました。神の民に加えられたあなたがたは、神
ご自身から救いの香油を注がれて大祭司、預言者、王であるキリストに結ばれ、その使
命に生きるものとなります。
答：アーメン。

 白衣の授与
司祭：白い衣を受けなさい。

＊代父母は受洗者に白衣を着せる。

司祭：あなた（がた）は新しい人となり、キリストを着る者となりました。神の国の完成を待
ち望みながら、キリストに従って歩みなさい。

 ロウソクの授与
司祭：代父、代母の皆さん、キリストの光から火をともし、今、洗礼を受けた人に渡してくだ
さい。
＊代父母は、復活のロウソクから各自のロウソクに火をつけ受洗者に渡す。
司祭：あなた（がた）は、キリストの光をもたらす者となりました。主イエス・キリストが来
られる時、すべての聖人とともに喜んで主を迎えることができるよう、いつも光の子と
して歩みなさい。

 洗礼名の授与
司祭：〇〇〇〇、これがあなたの洗礼名です。

 洗礼の約束の更新
＊受洗者、代父母は、内陣から自席に戻る。
＊洗礼が終わると、一同はロウソクに火をともし、洗礼の約束を更新する。
＊全ての会衆の持つロウソクが灯される。
司祭：皆さん、わたしたちは主の過越の神秘によって、キリストとともに葬られ、キリストと
ともに新しいいのちを生きる者となりました。四旬節を終えた今、悪霊を捨て神に従う
という洗礼の約束を新たにしましょう。

[使徒信条]
司祭：天地の創造主、
会衆：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。
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司祭：主イエス・キリストの父、全能の神は、水と聖霊によってわたしたちに新しいいのちを
与え、すべての罪をゆるしてくださいました。神の恵みによって、わたしたちがいつま
でも主イエス・キリストにとどまることができますように。
会衆：アーメン。
 共同祈願
助祭：キリストは全人類の救いのために罪と死にうち勝ち、輝かしい勝利を得られました。わ
たしたちに先立って栄光に移られた主に、大きな信頼と希望をもって祈りましょう。
会衆：主イエスは世を照らす光。 アレルヤ。
助祭：神である父よ、あなたは御子キリストを人類の頭として復活させ、わたしたちがキリス
トのもとに一つに結ばれることをお望みになります。主の食卓を囲んで心を合わせて祈
るわたしたちを強め、あなたの霊を豊かに注いでください。わたしたちの主イエス・キ
リストによって。
会衆：アーメン。

第 4 部

感謝の典礼

 奉納祈願
司祭：いつくしみ深い神よ、あなたの民の祈りを聞き、この供えものを受けいれてください。過
越の神秘によって始められた救いの業をわたしたちの内に完成させ、永遠の喜びに導いて
ください。わたしたちの主イエス・キリストによって。
会衆：アーメン。

 叙 唱
（復活１）－過越の神秘－
司祭：聖なる父よ、いつでもまた特にこの夜あなたをたたえ祝うことは、まことにとうといたい
せつな務め（です）。わたしたちの過越キリストは世の罪を取り除かれたまことのいけに
えの小羊、ご自分の死をもってわたしたちの死を打ち砕き、復活をもってわたしたちにい
のちをお与えになりました。神の威光をあがめ権能を敬うすべての天使とともに、わたし
たちもあなたの栄光を終りなくほめ歌います。
（復活２）－新しいいのち－
司祭：聖なる父よ、いつでもまた特にこの夜あなたをたたえ祝うことは、まことにとうといたい
せつな務め（です）。御子キリストはわたしたちの罪を身に負って十字架につけられ、そ
の死によってわたしたちの死は滅ぼされ、その復活のうちにすべてのいのちが復活します。
キリストを信じる者は光の子として生まれ、天の国の門が開かれて、永遠のいのちにあず
かる者となります。天と地は復活の喜びに満たされ、あなたをたたえるすべての天使聖人
とともに、わたしたちも感謝の賛歌をささげます。
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 聖 体 拝 領
〇

聖体拝領の方法
1. 案内にしたがって、行列して通路を進みます。拝領の直前、ご聖体に対
する尊敬を表すために、前の方が司祭の前に立っている時、手を合わせて一
礼します。
2. 前の方が脇に寄ったら、司祭の前に進みます。左の手のひらを上にし、
下に右手を重ね、この両手を司祭の前に差し出します。
3. 司祭は、ご聖体を拝領者に示しながら、「キリストの御からだ」と言い
ます。拝領者が「アーメン」と答えると、拝領者の左の手のひらの上に、ご
聖体が置かれます。
4. ご聖体を授けられた両手はそのままの姿勢で、脇に寄ってから拝領します。右手の指で
ご聖体をうやうやしく持ち上げ、左手を添えながら、ご聖体をそのまま口に入れます。そ
の場ですべてを拝領し、自席に戻ります。

〇

以下の人は、洗礼を受けて、カトリック信者になっても、聖体拝領が出来ませんので、ご
注意ください。
 自分の責任で長い間教会から遠ざかっていた人や大罪を犯している人（聖体拝領をする
ためには、ゆるしの秘跡を受けて、神と和解しなければなりません。）
 道徳に反する生活を送っている人
 聖体拝領前の断食（１時間）を守っていない人
 その日の内に、既に２回の聖体拝領をした人

 拝領祈願
司祭：祈りましょう。
恵み豊かな神よ、あなたの愛の霊を注ぎ、御子キリストの死と復活の神秘にあずかったわ
たしたちを、あなたのいつくしみのうちに一致させてください。わたしたちの主イエス・
キリストによって。
会衆：アーメン。
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