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 『新生讃美歌』（2003）の発刊後、2006年から「全国礼拝音楽研修会」はスタートし

ました。「収録された682曲の賛美歌を『礼拝』でどのように用いていくか」という課題

から、あらためて「礼拝とは」「賛美とは」が問い直され、「礼拝」研修の重要性と必

要性が明らかにされていきました。そして、「礼拝」を中心とした学び合いとその取り

組みをはじめていったのです。以来、基調講演の講師の先生方、また地方連合開催の担

当者と、教会の状況やニーズを教会音楽専門委員会議で分かち合いながら、毎回、主題

テーマを丁寧にたてあげていきました。 

  

 今回のテーマは2015年10月の教会音楽専門委員会議で検討されました。夏には憲法改

悪に反対する抗議集会が国会議事堂前で連日もたれており、9月には安全保障関連法案が

成立した直後でした。会議に集まった委員の中にも、今「平和」を求めアクションする

ことの緊急性が語られていました。それだけでなく、テロの脅威や社会の生み出す格

差、子ども達を取り囲む劣悪な環境、東日本大震災から5年、先の見えない復興と原発汚

染の問題、沖縄に押し付けてきた基地課題等、今、世界の人々の叫びとうめきから目を

背けることはできません。そのような、大きな障壁を目の前にして、私たちは、何より

もまず、「礼拝」に希望を置くことからはじめていくことが示されました。そして、主

を「礼拝」するものとして生きること、その実践から「平和」がはじまることをあらた

めて確認しあい、「礼拝をいきる －へいわの息吹－」を今回の研修会の柱とすることを

決定したのです。  

 このテーマを具体的に表わしたのが2日目の夜「みんなで礼拝をつくろう」の礼拝で

す。世界を取り巻く苦難と叫びの映像からはじまり、詩編の中の叫び、各分科会参加者

による祈りの言葉の紡ぎあい、子ども達による「平和ってなに？」の問いへの応答、ハ

ングル語、日本語で歌う賛美の経験、宣教による問いかけと「青少年の賛美と集会」分

科会のリードによる「平和」の応答賛美をささげました。司式者をたてずに導かれた礼

拝は、みなが主体的に礼拝にのぞみ、「平和ってなに？」という問いかけを、それぞれ

が自分自身への問いとして受けた礼拝となりました。  

 また、3日目の「わかちあい」では一人一人が「パネル」に今回研修会で受けた経験を

ことばにして表わし、グループで分かち合っていきました。3日間受けた「礼拝」の学び

の中から受けた経験を一人一人が応答し、礼拝の実践を通して「主の平和」に生きるこ

とを確認していきました。  

  

 子どもから高齢者まで139名もの予想を超える参加者、スタッフあわせて総勢170名が

一堂に会しての研修は大きな祝福と喜びとなり、一つ一つの学びあいと実践は、すべて

が「礼拝をいきる」ことにつながり、「礼拝」から「平和」が起こされていくことの意

味を豊かに分かちあうときとなりました。この3日間の出来事すべてが、「礼拝をいき

る」ことを共に求めあう営みとなったことを感謝し、ここにご報告いたします。  

 この『報告書』が諸教会・伝道所の礼拝をたてあげる歩みに、用いていただけました

ら幸いです。  

 

2016.10 江原美歌子 

 はじめに 
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 Ⅰ・研修会プログラム 
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開会礼拝・基調講演       司会：江原美歌⼦  宣教：藤井秀⼀   

賛美指揮：⼭中臨在  奏楽：岩下星南、堀井美和⼦ 

礼拝 

前奏 「わが魂たたえよ あまつみ神を」                                      オルガン 

賛美 新⽣讃美歌113「わが魂たたえよ あまつみ神を（B）」             ⼀  同     

祈り                                                                                           司 会 者 

賛美 「共に」 1節、6節                                                       講師⼀同 

聖書 詩編133編１節 

宣教 「なんという恵み なんという喜び」             藤井秀⼀ 

祈り 

賛美 「共に」 2節（北）北海道、東北、北関東  

       ３節（東）東京 

     4節（⻄）神奈川         

                          5節（南）⻄関東、中部、関⻄、中国四国、九州 

献⾦ 協⼒伝道、熊本地震被災地を覚えて 

祈り         

歓迎 

賛美 「共に」 １、6節                                                           ⼀  同 

（実技分団Ｈキッズは移動） 

 

基調講演 

講師紹介 

聖書  詩編150編6節               

基調講演 「ハレルヤ！ 主を賛美せよ」        朴思郁宣教研究所 所⻑ 

質疑応答 

賛美 新⽣讃美歌272「神の息よ」                                                ⼀  同 

各集会プログラム 
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５⽉４⽇ 新⽣讃美歌を歌おう!（宣教部ステーション） 
 キャスター：⼭中臨在、井形英絵 
 レポーター：森 洋⼦、藤井秀⼀ 

 アシスタント：⼩松澤恵 
紹介される『新⽣讃美歌』賛美歌 

✦アジアの曲 

546番 「真暗き夜に⾵たちて」 

152番 「あがめます主を」 

✦ほか海外の曲 

44番 「まことの主をあおいで」 

73番  「善き⼒にわれ囲まれ」 

560番 「夜は更けゆき」 

✦新⽣讃美歌プレゼンテーション（パワーポイントによる歴史と特徴紹介） 

✦⽇本の賛美歌 

320番 「輝いて⽣きる」 

Q&A コーナー 

新⽣讃美歌の歌い⽅ （⾼い⾳の歌い⽅、発声練習） 

伴奏法の⼯夫 （ウクレレ、ピアニカ、箱ドラム伴奏） 

✦ 431番 「いつくしみ深き」 

✦ 523番「主われを愛す」 
 

最後に 

✦ 24番 「歌え歌え キリストの愛を」⽇本語と英語でチャレンジ！ 
 Sing praise, sing praise, sing praises for Godʼs great love, 
 Sing praise, sing praise, sing praises for Godʼs great love, 

  For our sins a sacrifice, on the cross He paid the price, 

  Bless-ed Redeemer Saviour King, With our voices His praises sing 

  Sing Praises for Godʼs great love, sing praises for Godʼs great love 

  Lift your voice in praise, Lift your voice in praise. 

  Sing Godʼs praise. 
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５⽉５⽇ 朝の礼拝 
 司会：藤井秀⼀ 

 奏楽：堀井美和⼦（オルガン） 

 美登 恭⼦（ピ ア ノ） 

前奏                                                                                             オルガン 

賛美 新⽣讃美歌61 「さわやかな朝となり」                                    ⼀  同 

聖書 詩編5:2－4                                                                         司 会 者 

祈り 司 会 者 

証し                                                                                  庄司恭⼦（⽔⼾） 

賛美 新⽣讃美歌360 「喜びの⽇よ 光の⽇よ」1節                               ⼀  同 

証し                                                                            ⽯渡路⼦（清⽔栄光） 

賛美 新⽣讃美歌360 「喜びの⽇よ 光の⽇よ」3節           ⼀  同 

祈り （それぞれの⼼の内に） 

主の祈り 

後奏                                                                                            ピ ア ノ 

「賛美歌 ことばのフォーラム」 
 

司  会：中⽥義直（市川⼤野・賛美歌検討委員） 

パネラー：⽚桐健司（品川） 部落差別問題特別委員会 

服部浩⺒（恵泉）   

加藤美代⼦（四⽇市）  
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「みんなで礼拝をつくろう」 
奏楽：⼩松澤恵（ピアノ）、加藤美代⼦（オルガン）、⻄野修平（ギター） 

   

礼拝のそなえ                                                                                江原美歌⼦ 
 

世界の叫びと祈り                                                                            映  像 

聖書 詩編120編1－7節                                                           「司式」分科会 

「世界はこんなにも憂いている」                                                 「司式」分科会 

聖書 詩編42編1－7節                                                           「司式」分科会 

「さあだから礼拝しよう！」                                                      「キッズ」分団 

賛美 新⽣讃美歌452 「主 いましたまえ」            服部浩⺒（恵泉） 

聖書 イザヤ43章1節                                                                「キッズ」分団 

賛美 新⽣讃美歌８ 「主の呼びかけに」１，2節                               ⼀  同 

祈り                                                     「今へいわをつくる礼拝とは」分科会 

賛美 新⽣讃美歌428 「主よ今われらの罪をゆるし」１，２，３節           ⼀  同 

祈り                                           「⽇本語以外のことばで礼拝する教会」分科会 

賛美 新⽣讃美歌334 「来ませ来ませ」 

                     １節 「⽇本語以外のことばで礼拝する教会」分科会 

                         ２節 ハングル語で                                               ⼀  同 

                         ３節 ⽇本語で                                                    ⼀  同 

交読 「平和ってなに？」                               「⼦どもとともなる礼拝」分科会 

                                                                                               「キッズ」分団 

  賛美 新⽣讃美歌132 「主よおことばをください」1，2番                     ⼀  同 

  聖書  詩編85編8－14節 

  宣教 平和をつくる礼拝「正義と平和の⼝づけ」         朴 思郁 宣教研究所所⻑              

  賛美 「あなたの平和の」                                  「⻘少年の賛美と集会」分科会 

主の祈り                                                                                       ⼀  同 

  賛美 新⽣讃美歌679 「ベネディクション」                                         ⼀  同 
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5⽉6⽇ わかちあい      
                                                               司会：宇都宮 毅 

 奏楽：中澤のぞみ（横須賀⻑沢） 
     

前奏                                                                                               岩下星南 

① 基調講演の応答 

② 分科会・分団参加者の感想 

③ パネル記⼊ 

④ グループでのわかちあい （賛美歌ことばのフォーラムと同じグループで） 

賛美   新⽣讃美歌301 「いかなるめぐみぞ」            ⼀  同 

派遣礼拝                司会：「司式」分科会 

                                宣教：中⽥義直   

                                                                                賛美指揮：「指揮」分団 

   奏楽：「電⼦オルガン」分団  

                                                                                       「ピアノ応⽤」分団  

 

開会唱 「主の息からもれるものはない」                                   「聖歌隊」分団 

祈り                                                                                                司 会 者 

賛美       新⽣讃美歌347番 「わたしは⼒あたえ」                                  ⼀  同 

献⾦                                                                              奏楽：「ギター」分団 

聖書       エゼキエル書37章9節 

宣教      「⽣きる者となれ」                                                           中⽥義直 

賛美       新⽣讃美歌363番 「キリスト教会の主よ」                            ⼀  同 

祝祷                                                                                               中⽥義直 

後奏                                                                                                オルガン 
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 Ⅱ・講演録 

    基調講演レジュメ 

    基調講演 
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基調講演レジュメ 

 

「ハレルヤ！主を賛美せよ」 

 

息あるものはこぞって主を賛美せよ。ハレルヤ！ 

詩編150：6 

礼拝は人類のとり得る も栄光ある行動である。 

カール・バルト 

Ⅰ．はじめに 

来年「連盟結成70年」の節目を迎えるにあたり、これまでの歩みを振り返りながら「我らバプ

テストのアイデンティティー」を改めて考えなければならないときです。 

今回の研修会では、礼拝をささげられるべきお方に対する理解、すなわち「神理解」を新たに

することによって、礼拝者である私たちの姿勢を整え、「礼拝」こそ「へいわをつくりだす」(マ

タイ5:9)「シャロームの実践」であることをみんなで確認しましょう。 

 

Ⅱ.「礼拝」を改めて考える 

１．「象徴」の機能 

    ①「象徴」と「実在」との関係 

    ②「神人同型論」の貢献と限界 

    ③「脱」「家父長制」の課題 

 

２．神理解について：創造モデルを通して 

   ① 製作モデル 

   「君主」「超越」「支配」「分離」※人間の自己中心的思想、無神論の種 

   ② 出産モデル  

   「母親」「内在」「きずな」「連帯」※差別と排除の克服、環境保全の根拠 

 

３．礼拝者理解について 

  ①「ゲスト」意識 

   「存在への招き」（創世記1：27）、「暗闇から光の中へと招き入れ」(ペトロⅠ2：9) 

  ②「共に」意識 

      「全被造物と共に礼拝する」(創世記1：31)、「息あるものはこぞって」(詩150：6) 

  ③「シャローム」意識 

   「へいわをつくり出す」(マタイ5：9)、「イエスの視線をもつ」(ルカ19：5) 

 基調講演レジュメ 
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基調講演レジュメ 

 

Ⅲ．礼拝をいきる―へいわの息吹― 

１．礼拝を生きる 

  ①「生活の座」としての礼拝 

  ②「生き様」としての礼拝 

  ③「生の原動力」としての礼拝 

   「生の全領域において、礼拝する姿勢、生き様を貫き、シャロームを実践ことである。」 

 

２．へいわの息吹：「息（ネシャマー）あるもの」 

① 霊なるもの－神の神性をもっている人間（創2：7） 

② 造られたもの－神の被造物である人間（創1：27） 

③ 被造物すべてのもの－神の創造物（創1：31） 

Ⅳ. 今日における「礼拝」を考える 

１．「キリスト中心」の礼拝：十字架と復活の出来事 

   時代と共に変わりつつある礼拝の要素 

 

２．集まる礼拝、散らばる礼拝：エクレシアとディアスポラ 

 「主の祈り」と「主の晩餐」の精神 

 

３．「シャローム」を実現する礼拝：平等と包容 

   礼拝の構成から現代の多様な課題への対応まで  

 

Ⅴ. おわりに 

「礼拝」は、ある概念や神学に基づく特定のモデルに固定化されることなく、常に時代と共に変革し

ていくことによって「生の全領域において」「シャローム」を回復することです。そのために、怠らず

に、新たな「神理解」とそれに伴う「礼拝者意識」を深めていくことが大切です。この時代に必要な

「礼拝の実践」を通して、それぞれの信仰生活をはじめ、教会共同体、そして「生の全領域」において

「シャローム」を実現していこうではありませんか。 
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Ⅰ．はじめに 
 来年「連盟結成70年」の節目を迎えるにあた
り、これまでの歩みを振り返りながら「我らバプ
テストのアイデンティティー」を改めて考えなけ
ればならないときです。 
 今回の研修会では、礼拝をささげられるべきお
方に対する理解、すなわち「神理解」を新たにす
ることによって、礼拝者である私たちの姿勢を整
え、「礼拝」こそ「へいわをつくりだす」(マタイ
5:9)「シャロームの実践」であることをみんなで
確認しましょう。 
 
 みなさん、こんにちは。宣教研究所の朴思郁と

申します。ゴールデンウイークのときに、天城山

荘に集まって頂き、全国礼拝音楽研修会を共に迎

えることができることを嬉しく思っています。去

年の9月の連休はシルバーウイークと言いました

が、今回のようにこの天城山荘で開かれた「全国

教会学校のつどい」の講師として参加していまし

た。その時の原稿をめくってみたら、参加者の

方々に連休を用いて参加されたことが報われる時

になれば、と 初の言葉をしていました。今回も

同じ言葉を皆さんに申し上げたいと思っていま

す。ゴールデンウイークが、単なる連休の長さで

はなく、時間の質において、クオリティーの面で

ゴールデンウイークになれば、と期待していま

す。それは、受け身として、誰かがそのようにし

てくれることを期待するとの意味ではないと思い

ます。この三日間、積極的にプログラムに関わっ

ていくことによって、みんなでこの三日間の時間

のクオリティーを高めていく、という姿勢で楽し

く過ごしていきましょう。 
 
 初をどのように始めようかと思っていました

が、皆さんにクイズを出したいと思いました。ま

ず、皆さんに、私のスマートフォンからのある一

曲を聞いて頂きたいと思います。 
 
 皆さんいかがでしたか。それでは、先ず、この

曲のタイトルをご存知の方？ 正解は「Time To 
Say Goodbye」です。それから、この曲を歌った

歌手は誰でしょうか？ サラ・ブライトマンで

す。問題は、それではもう一人は？ 正解は、ア

ンドレア・ボチェッリです。もう一個の質問で

す。それから、アンドレア・ボチェッリの職業は

何でしょうか？正解は弁護士です。 

 彼は生まれながら緑内障を患っていて、12歳の

時に視力を完全に失うこ

とになりましたが、法学

を専攻して弁護士になっ

たのです。彼は次のよう

に言ったことがありま

す。「私は法律の本を読

んだことで、弁護士にな

りました。そして、私が

このように音楽家になれ

たのは、古典を読んだお

かげです。」彼にとっての古典というのは、文

学、歴史、哲学を意味するのですが、特に彼は、

ロシアの二人の文豪、ドストエフスキーやトルス

トイの作品を好んで読んでいたと言います。その

ような作品を通して、ボチェッリは、人生につい

て、また人間について学ぶことができ、感性豊か

な歌を披露することができるようになったという

のです。 
 何を皆さんに申し上げようとしているかと言う

と、音楽を理解するのは、単なるスキルとか好み

の次元ではなく、人間の内面の成熟に関わる事柄

であることをアンドレア・ボチェッリが証してい

るかのような気がしているので、この講演の冒頭

で皆さんと分かち合いたいと思いました。ちなみ

にこの曲「Time to Say Goodbye」という意味

は、何となく恋人同士のお別れの曲のように聞こ

えますが、歌詞を見てみますと決してそうではあ

りません。何に対して「さよなら」を告げるの

か。その歌詞を読んでみますと、これまで二人で

経験したことのない未知の世界に対してのお別れ

を告げる内容です。これからは二人で行きますか

ら、これまでの未知の世界に別れを告げる。ある

種の相手に堅い信頼を示す曲です。もとのタイト

ルは、「I will go with You！」だと言います。な

かなか意味深い、とても詩的な歌詞だなと感心し

ています。恋人同士だけではなく、夫婦の間に

も、特に信仰の事柄としても、いろいろと適用可

能な歌詞ではないかと思います。 
 
 ここに集まっている私たちは、「日本バプテス

ト連盟」という一つのアイデンティティーを持っ

ています。日本バプテスト連盟は、来年「連盟結

成70年」という節目を迎えます。これは単なる記

念ではなく、この70年という年月を経て、私たち

は今どこにいて、どこへ向かっているのかを考え

なければならない、と思っています。 

 近、よく耳にしているのは、「教勢が落ちて

いるから大変だ」と。このままでは「教会は潰れ

基調講演 
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てしまうかもしれない」「だから伝道して若い人

をたくさん集めなきゃ」「若い人をたくさん集め

るためには何か良い方法はないだろうか」そのよ

うな焦りから「若い人が好む礼拝に変えたほうが

良いのではないか」など、話題になっていると思

います。もしかしたら、この研修会に来られた皆

さんの中にも、何らかの「コツ」「ハウツー」を

期待して参加された方もいらっしゃるかもしれま

せん。 
 確かに、礼拝を豊かにするために、音楽をどの

ように用いるかというのも大切なテーマになると

思います。もちろんそれも大事であると思います

が、私たちは、まず、礼拝そのものに対する理解

を改めて考えなければならないと思います。つま

り、私たちは、誰に向かって礼拝を捧げているの

か、その礼拝を捧げられるべきお方にどんな姿勢

で礼拝をささげなければならないのか、など、私

たちの礼拝に対する理解を改めて考えることが大

切であると思います。 
 もちろん、礼拝に伴う様々な要素、特に礼拝に

おける音楽の重要性についても考えなければなり

ません。そのために実技の分科会も行われると思

います。 
 
 
 
Ⅱ.「礼拝」を改めて考える 
１．「象徴」の機能 
 ①「象徴」と「実在」との関係 
 ②「神人同型論」の貢献と限界 

  ③「脱」「家父長制」の課題 
 
 礼拝を改めて考える際に、私たちが考えなけれ

ばならない幾つかの事柄をあげてみます。まず、

その一つは「象徴」についてです。「シンボル」

というのが馴染むかもしれませんが、「象徴」も

しくは「シンボル」とは果たして何でしょうか。 
定義としては、具体的でない考えや事柄を分かり

やすく説明するために、その物とは別のものを代

わりに用いるもの、またその意味を間接的に表現

し、知らしめる方法と言いましょう。 
 たとえば、「ハト」は、平和、または穏健派の

象徴であると一般的に言われています。一方、

「タカ」は、戦いや強硬派の象徴として用いられ

ています。 

 いつからハトが平和の象徴になったのかについ

ては、様々な説があります。たとえばノアの洪水

の物語の中、ノアがハトを外に出して、洪水の程

度をはかる内容がありますが、そのためではない

かという話があります。しかしノアはハトだけで

はなく、カラスを出したということも書いてあり

ます。また、ギリシャ神話では、愛と美の女神で

あるアプロディテの手に座っていることで、平和

の象徴となったと言います。 
 反面、タカが強硬派の象徴となったのは、アメ

リカの第3代大統領であるトマス・ジェファーソ

ン が 1798 年 に、戦 争 論 者 を 指 し て、「war 
hawk」と言ったのが、その始まりであると言い

ます。英語で、ハトはdove、タカはhawkで、

dove+hawk＝dawkというのは、消極的反戦論者

を言います。 
  要するに、私たちはそのシンボルによって、あ

る考えを表すことができて、集団的に、文化的に

共通の認識をまとめることができるというメリッ

トがあるのです。様々な象徴を通して、共通のア

イデンティティーを固めることができるのです。

それが、象徴の持っている大きな機能であると言

えると思います。しかし覚えておかなければなら

ないのは、象徴はあくまでも象徴にすぎないもの

であるということです。 
 どういう意味なのかというと、たとえば、ハト

は平和の象徴として知られていますが、ハトその

ものが平和であるかのように、ハト＝平和になっ

てしまうと、話が違います。皆さんは、ハトで

困ったことはありませんか。私の友人のマンショ

ンのベランダに、鳩の巣がいつの間にかできて、

友人は全く気付かずにかなり時間が経ってから、

その悪臭で大変なことになって、自分で掃除がで

きなくて、結局清掃業者に頼んで処理をしてから

も暫くベランダには出られなかったと言っていま

した。友人にとっては、ハトは平和の象徴ではな

く、迷惑の象徴です。 
 つまり、ハトのある部分を用いて平和の象徴と

して用いたわけですが、ハトの何もかも、平和と

結びつけてしまうと、論理的に成り立たなくなる

ということです。あくまでも、象徴は、ある概念

をサポートするイメージであって、それ自体が

「実在」ではないことを覚えることが大切である

と思います。 
 
 これは聖書理解にも同じく当てはめられます。

聖書は、あらゆる象徴に満ち溢れています。たと

えば、どんな象徴があげられますか。たとえば、

福音書には、イエスを「小羊」（ヨハネ1:29)、ま

た聖霊を「鳩」 (マタイ3:16)として記していま

す。さらにヨハネの黙示録には、数え切れないほ

どのありとあらゆる象徴に満ち溢れています。こ

れらは、聖書が書かれた時代、文化におけるシン

ボルであって、実在ではないのです。ですから、

その象徴を理解するためには、その時代と文化を

理解して象徴の意味を考えなければならないと思

います。 
 特に、私たちが聖書に基づいて私たちの信仰を

考えるときに、 も重要な事柄は、いわゆる「神

人同型論」という理解です。ギリシャ神話でもよ

く見られるものですが、神聖な存在を人格化する
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ことは、古代からの宗教にはごく普通のことでし

た。それは、できるだけ多くの人々がよりよく神

を理解するためでした。それによって、一緒に生

きている同じ文化、その共同体のアイデンティ

ティーを保つことができるからです。神的な存在

を人間のように人格化することで、誰もがわかり

やすく理解することができ、共通の信仰を保つこ

とができるのです。例えば、神は「不動の動者

(Unmoved Mover)」であり、「絶対他者」である

という説明よりは、「父なる神」という説明が、

すっと頭に入ってくるでしょう。 
 聖書に書かれている神についても同じように理

解することが大事なのです。ごく普通の人でも神

を理解することができるように、神が人間のよう

に描かれているのです。時には喜ぶ。時には怒

る。そして時には後悔する。あたかも人間のよう

であるかのように描いている、それが「神人同型

論」なのです。その代表的なのが、創世記6:5-6 
「主は、地上に人の悪が増し、常に悪いことばか

りを心に思い計っているのを御覧になって、地上

に人を造ったことを後悔し、心を痛められた」と

書いているところです。ここには、あたかも神が

人間のように感情を表しています。ここを読みま

すと、いろいろと説明がなくても、何となく神様

の気持ちが分かるような気がします。もちろんこ

の箇所には、神学的な論争に持ち込もうとすれ

ば、いくらでもできる隙間がありますが、しかし

覚えておかなければならないのは、これは散文で

はなく、詩的な表現であることです。詩的な表現

は、理性で読むのではなく、感性で読まなければ

ならないのです。 
 聖書の著者たちは、なぜ「神人同型論」を用い

たのでしょうか。この「神人同型論」は、人間誰

もがわかりやすく神を理解することができるメ

リットがあります。あまり深く考えなくても、

「父なる神様」と思い浮かべれば、よくわかりま

す。逐一その意味を頭を抱えながら考えなくても

良いのです。「父なる神様」という一言で、自分

と神様とのつながりが、まるで親子のように思い

描くことができるのです。 
 しかし、そのような神理解は、時が経つにつ

れ、今度はわかりやすくするために人間のように

表した表現自体が、あたかも本物の「実在」のよ

うに思われてしまい、そこからが問題になるので

す。あくまでもわかりやすくするために人格化し

たはずなのに、今度はその表現から、つまり人間

の性質から神を想像することになってしまうので

す。人格化したそのままを事実として、実在とし

て受け止めてしまうのです。そして、それを断定

して、絶対化してしまうことで問題が大きくなる

のです。 
 

 アメリカの牧会カウンセリング学者が面白い調

査をしたことがあります。同じキリスト教を信じ

ても、いつも暗い顔をしている人々がいる反面、

明るく信仰生活をしている人がいる理由はなぜな

のか、についての研究でした。その人は、まずい

つも暗い顔をしている人たちの教会の説教を調べ

たところ、牧師の説教が律法主義的で、罪や罰、

地獄など、いつも重くて厳しい主題だったと言い

ます。反面、明るく信仰生活をしている人たちが

通っている教会の牧師の説教は、恵み、ゆるし、

喜び、希望などの内容が多かったことに気付かさ

れたのです。 

 その学者は、その調査にとどまらず、それぞれ

の牧師たちの生い立ちにも注目したところ、とて

も示唆に富む結果が出ました。つまり、幼い頃、

厳格な父親のもとで育った牧師は、その影響なの

か、信仰の関心事は、神は厳しい方なので、いつ

裁かれるか分からない、という信仰理解をしてい

る傾向が強かったということです。 
 そしてそれは自分だけにとどまらず、牧師に

なってからは、厳しい神、満足させなければなら

ない神という理解が根底にある説教をしていて、

それを聞いている教会の人たちは、知らず知らず

に、「厳しくて怖い」神理解をしていて、そのよ

うな理解が結局その人の性格や生活にネガティブ

な影響を与えていたのではないかということで

す。逆に、明るく信仰生活をしている人たちの教

会の牧師は、父親と信頼関係の中で育った場合が

多かったということでした。そのためなのか、そ

の牧師の神理解は、自分の父親との関係からの影

響を受けて、信頼に満ちた神理解をしていたとの

ことでした。そして、説教の主題もそのような関

係が影響を及ぼしていた、という主張でした。 
 
 その調査結果を参考にさせて頂きますと、牧師

の生い立ちから、神理解が出来上がってしまい、

それが牧師個人の信仰だけではなく、教会員の信

仰にも影響が及んでいるということを考えると、

一人の神理解がどれほど重要なのかを改めて思わ

されるのです。そして、私たち一人ひとりの神理

解が、いろいろな影響を受けていることを念頭に

おいて、それが本当に聖書から示される神様の性

質なのかを確かめながら、私たちの神理解を深め

ていかなければならないと思っています。 
 特に、ここで申し上げたいのは、私たちが「父

なる神」ということにこだわりすぎて、それを膨

らませてしまい、歪んだ解釈をしてしまうことに

関してのことです。聖書は、歴史の中で書かれた

ものとして、ある時代と文化に制限されると言え

ると思います。言い換えれば、聖書が書かれた時

代の文化、習慣を抜きにして聖書をそのまま読ん

で、そのまま当てはめることには無理があるとい
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うことです。なぜなら「父なる神」という神の男

性性が強調されたのは、男性中心的な社会と文

化、そして家父長制的な秩序が重視されていた環

境の中で、それに合わせて書かれたということを

念頭において理解しなければならないと思うから

です。聖書の背景になる中近東の文化は、男性中

心的かつ家父長制的な文化でしたし、その中で書

かれた聖書は、その文化の言葉、慣習を用いて書

かれたことで神の男性性が強調されただけであっ

て、聖書はその文化、その時代を普遍的なものと

して認めていないのに、聖書に書いてあるからと

いってますますその男性中心的かつ家父長制的な

側面を強化してきたというのが事実です。 
 キリスト教の歴史を振り返ってみますと、それ

によってどれほどの過ちを犯してきたのか、信仰

の名の下で、数え切れないほどの無垢な人々が、

人権が蹂躙され、抑圧と暴力の中で、時には命を

奪われてしまったのか、聖書の歴史から、またキ

リスト教の歴史から、学ばなければならないと思

います。 
 
 今日、私は聖書の一か所を紹介したいと思いま

す。 

 
士師記19:24「ここに処女であるわたしの娘と、

あの人の側女がいる。この二人を連れ出すから、

辱め、思いどおりにするがよい。だがあの人には

非道なふるまいをしてはならない。」 

 
 この悲劇の内容を少し紹介しますと、ベニヤミ

ン族の地域で起きたことで、あるレビ族の人が側

女と一緒に宿をとったところで、その地域のなら

ず者たちがその家に襲い掛かってきて暴行を加え

ようとしたときに、レビ人が自分の安全のため

に、自分の側女を彼らに引き渡して、彼女は一晩

中レイプされ続けた末に死んでしまう、「強姦殺

人事件」が起きたのです。私は、この箇所を読み

返しながら不思議に思ったのは、 初の宿の主人

の提案では、自分の愛娘とレビ人の側女、二人を

引き渡すつもりだったのが、なぜか、側女だけが

引き渡されたことでした。それはなぜなのか。こ

の辺を思いめぐらしながら、私がつかんだヒント

は、19章の 初のところでした。 

 
19:1,2 「イスラエルに王がいなかったそのころ、

エフライムの山地の奥に一人のレビ人が滞在して

いた。彼はユダのベツレヘムから一人の女を側女

として迎え入れた。しかし、その側女は主人を裏

切り(口語訳－怒って、新改訳－きらって）、その

もとを去ってユダのベツレヘムの父の家に帰り、

四か月ほどそこにいた。」 
 
 ここに男性中心的社会における多重的な差別の

構造があるのです。宿屋の主人の娘より、「守る

価値のない」、ステータスの低い側女を出すとい

う行為に、抑圧されている女性に対する二重的な

差別の構造が示されている事例であると思いま

す。 
 男性中心的かつ家父長制的な社会の中で抑圧さ

れて、しかもその女性の中でも側女という差別を

受けている、この人の悲惨な人生の物語を通し

て、私は、従軍慰安婦のハルモニたちの顔を思い

浮かべざるを得ませんでした。植民地時代、そし

て儒教的な家父長制的な社会の中で、抑圧され

て、人権が蹂躙され続け、わけのわからないうち

に、日本の軍隊のために自国の国民より劣ってい

るとみなされる植民地の女性たちが従軍慰安婦

（実は、慰安婦という言葉にも違和感があります

が、話が長くなりますので）として連れられて行

き、幼い女の人たちが、異国の地で、昼も夜も性

奴隷として強いられ、たくさんの女性たちが命を

落とされました。そのうち、九死に一生を得て生

き残って帰ってきた人たちは、今度は自国の人々

に差別され、沈黙を強いられてきました。まさに

士師記の男性中心社会の中で、多重の差別構造の

中で苦しみを強いられていた側女の物語からハル

モニたちの顔を思い浮かべたのです。 
 士師記の内容をもう少し話させてください。士

師記の内容に憤りを覚えるのは、ただ単に彼女が

命を落としたということだけではありません。そ

の後、レビ人がとった行動です。 

 
19:29 「家に着くと、彼は刃物をとって側女をつ

かみ、その体を十二の部分に切り離し、イスラエ

ルの全土に送りつけた。」 

 
 人権が蹂躙され、声をあげることもできず、レ

イプされ、殺された女の人は、今度は静かに眠る

こともできず、その遺体はバラバラにされ、各地

に送られてしまった、ということです。言い換え

れば、政治的に利用されてしまったことにほかな

りません。レビ人の頭の中には、側女という人の

人権なんかあるものか、とにかく、自分のレビ人

という政治的立場のために、彼女の遺体を利用し

なければならない、と思ったのでしょう。人間は

どれだけ自分の利益、立場を守るために、ほかの

人の人権を侵害することができるのかを明らかに

示した出来事でした。 
 まさに、昨年の暮れに、日韓両国の間に合意し

たと言われる、いわゆる慰安婦問題に関する「

終的かつ不可逆的解決」の合意そのものの構造と

あまり変わらないものであると思わざるを得ませ

ん。日韓両国の政権は、被害当事者のハルモニた

ちの意見を聞こうとせず、政治的談合によって一

方的に解決を図ったというのは、ハルモニたちの
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人権より自国の政権のための政治的カードとして

利用したという批判に対して弁明の余地がないと

思います。さらに日本政府は、少女像の撤去とい

う条件付きで、10億円をハルモニたちの福祉財団

に拠出するというのは、まるで、ハルモニたちの

訴えを代弁する少女像のために日本の名誉が侵害

されているという論理のすり替えで、ハルモニた

ちが加害者であり、日本政府が被害者であるかの

ように、政治的なパフォーマンスをしているとし

か、私は思わざるを得ません。 
 
 私は、10年ほど、日韓在日連帯特別委員会、青

少年専門委員として、日韓青年交流ツアーや隣人

に出会う旅の引率をさせて頂きました。その中に

は、ハルモニたちが生活されている「ナヌムの

家」を訪ねて、もしかしたら怒られるかもしれな

いとドキドキしながらハルモニたちと話し合いを

するプログラムがありました。そして、その経験

をもとに、参加者の中の何人かが訪問先の教会の

主日礼拝で証しをするプログラムがありました。

その参加者の中には、自ら自分の言葉で謝罪をす

ることが何度もありました。とても印象深く覚え

ているのは、訪問先がいつも同じ教会だったため

に、何度も日本の青少年が自分の言葉で謝罪をす

ることを聞いていた韓国の教会の一部の人たちか

ら「可哀想だから、もういいじゃないか」という

意見がありました。それを受けて、日本側のス

タッフの間で議論になったことがあります。その

ときに、ある責任者の方が、韓国の教会の人たち

が「謝罪は、もういいじゃないですか」といって

も「被害者がいいといっても言い続けるべきもの

である」と言われた言葉でした。そのような日本

バプテスト連盟の志に感銘を受けていたことを今

も覚えています。そして、そのように も小さい

人、社会的弱者に寄り添う、それこそが私たち日

本バプテスト連盟が掲げている「和解のつとめに

仕える」ことにほかなりません。 

 日本の読売新聞と韓国の韓国日報が共同で「日

韓両国の慰安婦問題の合意に対する評価」につい

て世論調査を行いましたが、その合意を肯定的に

評価するのは、日本人が49％、韓国人は21.2％、

否定的と答えたのは、日本人が38.0％、韓国人は

73.4％という結果でした。そして、日本人の74％
は、慰安婦問題の議論は「終わりにすべきであ

る」と答えた反面、韓国人の75.4％は「継続して

議論すべきである」という結果となったと言いま

す。確かに、慰安婦問題の合意を巡る両国の温度

差を示している調査であると思います。 

 しかし、皆さんにぜひ覚えて頂きたいのは、慰

安婦問題は、単なる日韓の歴史の問題として取り

扱うのではなく、そこに現れている「絶対的弱者

に対する非人道的行為」として、その構造は日本

でも、世界のいたるところでも、今も続いている

「普遍的な課題」として受け止めなければならな

いということです。社会的構造や慣習によって人

権が蹂躙され、抑圧と差別にさらされている今の

「側女」「ハルモニたち」に対して、「イエス様

ならどうされるか」を常に問い続けていくことが

大切であると思うのです。 
 
 要するに、聖書に書いてあるからそのまま鵜呑

みにするのが敬虔な信仰ではありません。聖書は

私たちの様々な生の営みに対する「パターン化し

た答え」を示しているのではなく、私たちに様々

な問いかけを投げかけている、と受け止めること

が大切であると思います。ありとあらゆる人間の

複雑な本性が現れている聖書の物語から、私たち

は、今、ここで、どのように聖書を理解し、答え

を見出していくのかを真剣に考え、悩み続けるた

めの道具なのです。もし私たちが聖書に書かれて

いる男性中心的な文脈、家父長制的な文脈を抜き

にして聖書を読んでしまうと、とんでもないこと

を犯してしまうことにもなりかねないということ

を、ぜひ心にとめて頂きたいのです。  

 そのために、いつも聖書を「批判的」に読むこ

とが求められていると思います。聖書を批判的に

読むとは、どういうことでしょうか。ここで「批

判的」ということは、普通に使われている非難と

いう意味の「批判」とは違います。簡単に申しま

すと、「批判的」とは、「よくよく考えること」

と言いましょうか。そういう意味で批判的に聖書

を読むということは、聖書を読むときに、その時

代の文脈と著者の意図を念頭において読むこと、

そしてその時代に制限される事柄と時代を超えて

当てはめられる、いわゆる「普遍的な事柄」を見

分けること、そして今度はその「普遍的な事柄」

を今の時代に当てはめてみる、そしてそこから私

たちに問われるのは何なのかを考えること、など

を丁寧に考えながら聖書を読むことではないかと

思います。 
 
 そういう意味で、聖書における、信仰における

「脱」「家父長制」というのは、私たちの神理解

における大きな課題になると思います。家父長制

的な意識を変えるためには、まず日常の言葉に現

れている家父長的な表現を変えることが必要であ

ると思います。言ってみれば、「隠喩を直喩に」

変えることです。修辞法の中には、隠喩と直喩が

あります。隠喩は、「AはBである」という表現

であれば、直喩は、「AはBのようである」と言

います。特に、イエスは「私は命のパンである」

とか、「私は羊の門である」など、よく隠喩を用

いられました。それを直喩に変えると、「私は命

のパンのようなものである」「私は羊の門のよう
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なものである」ということです。いわば絶対化さ

れている概念を「相対化」することです。 
 
 現代神学の中で、 も注目されている一人は、

サリー・マックファグ(Sallie McFague)という神

学者です。「生態の神学」を代表するマックファ

グの神学は、「隠喩の神学」もしくは「再神話化

の神学」とも言われています。マックファグは、

今まで「男性」という隠喩を通して、神を現して

きたことに対して、これからは、「母」、「恋

人」、「友達」というメタファーを用いて、神を

理解すること、そして世界を「神の体」として理

解することなどを通して、私たちの神理解を、今

まで考えたことよりさらに広げていくことを提案

しています。私は、そのような新しい隠喩に変え

る試みも大事だと思いますが、その隠喩も絶対化

せずに、相対化して、それを直喩に変える必要が

あると思います。例えば、「父のような神」「母

ちゃんのような神」「親友のような神」「恋人の

ような神」など、「隠喩を直喩に」変えることに

よって、ますます神理解を広げていくことができ

るのではないかと思います。 
 

 
 
２．神理解について：創造モデルを通して 
  ① 製作モデル 
   「君主」「超越」「支配」「分離」 
    ※人間の自己中心的思想、無神論の種 
  ② 出産モデル  
   「母親」「内在」「きずな」「連帯」 
    ※差別と排除の克服、環境保全の根拠 
 
 
私たちの神理解は、神がこの世界とどんな関連

性を持っているか、という考え方によく現れてい

ます。例えば、神がこの世をどのようにお造りに

なったのか、もしくは神とこの世はどんな関係に

あるのかを考えてみますと、自分のもっている神

理解が見えてくるということです。 
 
その一つは、神は製作者のようにこの世をお造

りになったという理解です。いわゆる「製作モデ

ル」です。まるで、規則正しく動くように時計を

創りだして、その時計とは離れている製作者のよ

うな理解です。その製作者と作られた時計は、分

離しているのはもちろん、質的にも全然違いま

す。もちろん時計には、時計の製作者の個性やこ

だわりなどが反映されていますが、時計と製作者

は比べられないほど、違う存在です。製作者と時

計の間には、決して乗り越えられない間隔があり

ます。製作者は、時計から分離されて、超越して

います。いわゆる「絶対他者」です。 
そのような製作者モデルを私たちの神理解に当

ててみると、まさしく神はこの世をお造りになっ

た方ですが、私たちをはるかに超えて存在するお

方であるという理解です。このような神理解で

は、お造りになった被造世界を超越しておられる

神は、私たちが大変な時、祈り求めると、スー

パーマンのように飛んでこられて、私たちの問題

に介入して助けてくださるかのように理解しま

す。自然災害のように、被造世界に災難があった

場合にも神は離れておられる存在と理解するので

す。 
このモデルの難点は、神が絶対他者として超越

しておられるならば、この被造世界とは関係がな

いのではないか。従って、被造世界は私たちの領

域であるという発想が可能になり、人間の自己中

心的な思想が許されてしまうのです。そこから人

間による被造世界に対する支配と君臨、そして自

然破壊が可能となり、ついに神などいないという

無神論の考え方までに進むということです。 
 
もう一つのモデルは、存在するすべてのもの

は、神から生まれたという理解です。いわゆる

「出産モデル」です。サリー・マックファグは、

これまでは無視されてきた神の女性性、母性に注

目し始めました。そのようなメタファーを受け止

めて、いのち中心的、創造中心的神学を展開して

いくのです。これまで「父なる神」だけにとらわ

れていた私たちの神理解を、「母のような神」と

いう理解に変えてみることで、被造物が従来の制

作物のようなものではなく、子どもを産んで育て

る母親のように、父親よりも、もっと身近な分身

のような関係性を現すようになりました。母親と

子どもとの絆は、もはや二人ではなく、一人であ

るという連帯感があるのです。 
人間の言葉、イメージによって作り出されたど

んなモデルも完全に神の本質を現すことはできま

せん。ただ、そのような神理解を通して私たちの

神理解が変わることによって、私たちの信仰理解

が広がっていくと思います。マックファグは、世

界を神の体というメタファーとして受け止めて、

神の創造は、神の子宮から生まれたものであると

理解するのです。いわゆる「出産モデル」への転

換なのです。 

 
イザヤ49:15,16 「女が自分の乳飲み子を忘れる

であろうか。母親が自分の産んだ子を憐れまない

であろうか。たとえ、女たちが忘れようとも／わ

たしがあなたを忘れることは決してない。見よ、

わたしはあなたを／わたしの手のひらに刻みつけ
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る。あなたの城壁は常にわたしの前にある。」 

 
母親の憐みをメタファーとして用いているので

す。憐みというのは、英語のコンパッションとい

う言葉で、よくヘブライ語の「ヘッセド」という

言葉から由来したと言われていますが、それだけ

でなく、もう一つの言葉があります。それは、

「レヘム」と言います。「ヘッセド」が父親の

愛、契約的愛を示す反面、「レヘム」は、母親の

愛、無条件的愛を示しているというのです。この

「レヘム」は、母親の子宮、胎内を意味するので

す。まさしく、胎内で子どもを身ごもって、育て

て、生んでくださった母親の子宮のように、神は

私たちを憐れんでくださるというイメージです。 
これまで神が創られたという「製作モデル」か

ら「神から生まれた」という「出産モデル」への

転換は、「すべてが神の体の一部」という意識を

ももたらせて、神理解だけではなく、他者との関

係性においても、その影響を及ぼすことになりま

す。私たちは、存在するすべてが神から生まれた

ものであるという意識は、人間をはじめとする、

あらゆる弱い存在に対する抑圧と支配、差別と排

除を克服できる論理的根拠になるのです。また環

境問題においても、単なる支配と破壊の対象では

なく、人間と同じく神の体の一部であると意識を

持つことで、環境保全の根拠にもなるのです。 
 
この神のお造りになった被造物の世界を「神の

体」というメタファーから受け止めている出産モ

デルは、製作モデルが抱えている難点をクリアで

きるメリットがあります。母親のように、神はご

自分のお造りになった被造世界とつながってい

る。そして、いつも共にいて、一緒に力を貸して

くれている、という神との連帯意識が強められる

というメリットです。これは、製作モデルが抱え

ている弱点を補うことができるメリットがありま

す。超越的他者として被造世界とは離れて、被造

物を支配しておられる神というイメージは、むし

ろ被造世界の主導権を人間に奪われることにな

り、無神論の種になったわけですが、出産モデル

は、いつも私たちを包んでおられる母親の存在の

ように、私たちを見守り、導いていくというメ

リットがあるのです。そこには、差別もなく、排

除もなく、抑圧も、強引な支配などはありませ

ん。そこには、赦しと寛容、連帯とともに生きる

共生(トゥゲザーネス)があるのです。 
当然、神は遠く離れているお方だからといっ

て、被造世界の主導権は人間であるという自己中

心主義から、神は今ここにともにおられるとい

う、神中心主義へ変えられます。被造物も単なる

被造物ではなく、神の体の一部としての理解で

す。人間は被造世界の一部として、すべての被造

物とつながっているという連帯意識があります。

それによって自己中心的な生き方を乗り越えて生

きることができるのです。 
 
 
 
３．礼拝者理解について 
 ①「ゲスト」意識 
  「存在への招き」（創世記1：27） 
  「暗闇から光の中へと招き入れ」 
           (ペトロⅠ2：9) 
 ②「共に」意識 
    「全被造物と共に礼拝する」(創世記1：31) 
  「息あるものはこぞって」(詩150：6) 
 ③「シャローム」意識 
  「へいわをつくり出す」(マタイ5：9) 
    「イエスの視線をもつ」(ルカ19：5) 
 
そのような神理解の広がりによって、私たちの

礼拝者としての意識も変わっていくのは言うまで

もありません。何よりも、私たちはこれまでの考

え方の中で、神が中心であるという意識をしっか

り受け止めることが大事であると思います。 
主語が変わることです。これまでは「私」が主

語だったのが、「神様」がホストであり、「私」

は「ゲスト」であるという意識です。創世記1:27 
「神は御自分にかたどって人を創造された。神に

かたどって創造された。男と女に創造された」と

いう言葉から学ばなければならないのは、私たち

は「ホスト」である神によって、存在へと招かれ

た「ゲスト」であるという意識です。さらに、ペ

トロ第一2:9「しかし、あなたがたは、選ばれた

民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のもの

となった民です。それは、あなたがたを暗闇の中

から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方

の力ある業を、あなたがたが広く伝えるためなの

です」という言葉からも、私たちは暗闇の中から

驚くべき光の中へと招き入れられた「ゲスト」で

あることが示されているのです。 
私たち一人一人が、存在へと招いてくださった

神様に、また暗闇から光の中へと招き入れてくだ

さった神様の前に立つ、という「ゲスト」意識が

何よりも大切なのです。そのようなゲスト意識を

持つとき、はじめて、私たちは神との関係、他者

の隣人との関係、また自然との関係を改めて位置

づけることができるのです。私たち人間が中心で

はなく、招かれたすべてのもの、隣人をはじめ創

られたすべてのものと一緒に、「ホスト」の神の

前に立つ、という。ここが私たちの原点なので

す。 

 そこには、国籍、人種、年齢、障がいの有

無、性志向などによる差別や排除が入る余地があ
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りません。みんなが神の前では「ゲスト」だから

です。これからの時代は、ますますこのような

「ゲスト」意識が求められると思います。あくま

でも日本人の私たちが「ホスト」であって、「外

国籍」の人たちを「ゲスト」として招き入れるの

ではありません。「健常者」が「ホスト」とし

て、「障がいをもった人たち」を「ゲスト」とし

て招き入れるのではありません。マジョリティー

の異性愛者として、性的マイノリティーの人たち

を「ゲスト」として受け入れるのではありませ

ん。私たちはホストの神の前で、みんな「ゲス

ト」である。それこそが礼拝者として持つべき姿

勢なのです。 
信仰経歴が長くなればなるほど、自分があたか

も教会のホストかのように思うのではなく、「ホ

スト」の神様に「大変お世話になっています」と

いう意識を持っている時、私たちは新しく礼拝に

来た人たちを迎える姿勢が変わると思いますし、

外国籍やいろいろなマイノリティーの人たちが来

た時の姿勢も変わっていくと思うのです。本当に

「ゲスト」意識を持っているのであれば、何らか

の理由でもっていた、社会的弱者、少数者に対す

る差別意識や排除の論理が成り立たなくなるはず

です。 
そういう礼拝者意識には、自然と「共に」とい

う意識、トゥゲザーネスが伴うでしょう。この

トゥゲザーネスというのは、人間だけではなく、

全被造物と共に、と私たちの意識を広げていくこ

とです。創世記1:31「神はお造りになったすべて

のものを御覧になった。見よ、それは極めて良

かった」と言います。神が良しとなさったありと

あらゆる被造物と一緒に生きる私たちの生の営み

すべてが、存在するすべての「ホストである神

様」にささげる礼拝そのものであるという意識を

もって生きることです。詩編150:6は、それを

「息あるものはこぞって主を賛美せよ。ハレル

ヤ」と表しているのです。そのような「生の全領

域においてすべての被造物と礼拝者として生き

る」生の営みによって、平和をつくりだすことが

できる、いわゆる「シャローム」意識を身にまと

うことができるのです。シャローム意識とは、言

い換えれば私たちは、常に存在しながら存在して

いないかのように扱われている「見えない存在」

に関心をもつことによって、平和を作り出すこと

ができるということを意識することです。 
ルカ福音書19:5は、「イエスはその場所に来る

と、上を見上げて言われた。「ザアカイ、急いで

降りて来なさい。今日は、ぜひあなたの家に泊ま

りたい。」と言います。イエスがその社会におい

て、存在しながら存在していないかのように扱わ

れていた、見えない存在のようなザアカイを見つ

け出して、彼を「存在する非存在」から「真の存

在」へと招いてくださる場面です。そのイエスの

視線を常に私たちが持つこと、それがシャローム

意識と言えるのです。それは、この世界の中で、

一緒に生きていながら、存在が認められない、沈

黙を強いられている、数々の「存在する非存在」

に対して、イエスの視線をもって受け入れること

で、「ホストの神様」に一緒に招かれていくこと

にほかなりません。 
 
 
 
Ⅲ．礼拝をいきる―へいわの息吹― 
 １．礼拝を生きる 

  ①「生活の座」としての礼拝 
  ②「生き様」としての礼拝 
  ③「生の原動力」としての礼拝 

      「生の全領域において、礼拝する姿勢、 
        生き様を貫き、シャロームを実践 
    することである。」 
 
今回私たちは、礼拝という言葉を二つの意味で

使っていることを皆さんも気づかれていらっしゃ

ると思います。礼拝を生きるという意味は果たし

て何なのか、と思われる方もいらっしゃると思い

ます。 
聖書の中には、礼拝を捧げるという意味がいく

つか使われています。例えば、ローマの信徒への

手紙12:1 「こういうわけで、兄弟たち、神の憐れ

みによってあなたがたに勧めます。自分の体を神

に喜ばれる聖なる生けるいけにえとして献げなさ

い。これこそ、あなたがたのなすべき礼拝です」

と言います。ここには、使徒パウロが旧約聖書に

ある、いけにえをささげる神殿礼拝の形式を再定

義し、いわゆる「礼拝の神学」を紹介していま

す。 
この礼拝の神学は、礼拝とは、時間的に、空間

的に制限されない、いわゆる「生の全領域におい

て礼拝者として生きる」という、私たちのすべて

の生の営み自体であるということです。私たちの

生活の座としての礼拝なのです。 
 
レジメの2ページの真ん中に一つの図表が入っ

ています。まさに生活の座としての礼拝をよく表

していると思います。礼拝というのは、常に四つ

の要素で成り立っている生活の座の中で行われる

ということです。神の言葉、礼拝の伝統としての

歴史、礼拝を実践する現場として教会、礼拝の状

況的要因として文化ということです。礼拝は、こ

れらの要素を踏まえて行わなければならないとい

うことです。そして、それらの要素が私たちの具

体的な「生活の座」になるわけです。 
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そういう意味で、礼拝を生きるということは、

そのような「生活の座」の中で、私たちそれぞれ

が励んでいる、すべての生の営みにどんな姿勢で

臨むのかが問われるのです。それは、ほかならぬ

「神の前で（コラム・デオ）」という意識をもっ

て生のすべての営みに臨むという生き様です。そ

れは、神との関係だけではなく、隣人との関係、

社会における様々な関係、世界に対しての関係に

現れる姿勢でもあるのです。そのような礼拝する

姿勢こそ、私たちの生きる力として、生の原動力

になるのです。そういう意味で、私たちが礼拝を

生きるということは、「生の全領域において、礼

拝する姿勢、生き様を貫き、シャロームを実践す

ること」であるといえるのです。 
 
 
 
２．へいわの息吹： 
    「息（ネシャマー）あるもの」 
 ① 霊なるもの－神の神性をもっている   
             人間（創2：7） 
 ② 造られたもの－神の被造物である 
            人間（創1：27） 
 ③ 被造物すべてのもの－神の創造物 
             （創1：31） 
 
へいわの息吹という言葉、特に「息吹」という

言葉を思いめぐらしました。その言語が使われる

文脈を吟味すると、まさにそこに礼拝者の私たち

の持つべき姿勢が示されています。 
第一に、霊なるものであるというのは、神の息

が吹き入れられたという隠喩には、人間の尊厳が

強調されているということです。私たちはどんな

人間でも、尊い存在であるということを教えられ

るのです。 
第二に、造られたものということから、人間は

尊い存在でありながら、限界と制限性を持ってい

るということ、造り主の神に代わって、自ら被造

物に君臨してはならない。第三に、被造物すべて

のものということから、私たちは神の造られた被

造世界の一部であり、その被造物と共に生きてい

かなければならないということを教えられるので

す。その人間をはじめとする命の尊厳、限界、被

造世界との連帯を促していくことが、シャローム

であるということを改めて覚えることができれば

と思います。 
 
 
 
Ⅳ. 今日における「礼拝」を考える 
 １．「キリスト中心」の礼拝： 
          十字架と復活の出来事 
   時代と共に変わりつつある礼拝の要素 
 
そのような大会テーマを踏まえて、今日におけ

る「礼拝」を考えてみたいと思います。私たちが

行っている礼拝の も大切なことは、「キリスト

中心」の礼拝であることです。キリスト中心とい

うのは、ほかならぬ主イエスの十字架、そして復

活の出来事の意味を常に覚えることでしょう。 
それは、単なる福音書の物語を覚えることでは

なく、今、私たちが生きている時代において、そ

の十字架と復活の意味、そのスピリットがどんな

意味をもつのかを常に確認することです。今、主

がここにおられたら、どのようにお考えになり、

対応されるだろうか。それを常に考えなければな

らないと思います。 
 

 ロシアの文豪、ドストエフスキーの「カラマー

ゾフの兄弟」には、カラマーゾフ家の次男イヴァ

ンが、三男アリョーシャに話す「大審問官」とい

う戯曲が紹介されます。それは、16世紀、異端者

が火刑とされていたスペインのセビリアを舞台に

して、イエスが再臨したことを想定して作った戯

曲です。その中で90歳の老枢機卿の「大審問官」

が、多くの奇跡を行ったため逮捕されたイエスを

尋問するのです。大審問官は、「イエスの誘惑」

（マタイ４：１～１１）について話します。つま

り、なぜイエスはサタンの提案を受け入れなかっ

たのかということです。大審問官は、「パン(物
質)の誘惑―石をパンに変えなさい。奇跡(神秘)の
誘惑―神殿から飛び降りなさい。権力(支配)の誘

惑―私を拝むなら、みんな与える。その三つの誘

惑には、人類のすべての歴史が凝縮されていて、

人間の本性がこの世で求めているものすべてが、

その三つの誘惑に現れている」と言います。さら

に大審問官は、「イエスはその誘惑を受け入れた

ら人間の自由意思が損なわれ、物質と奇跡、権力

の支配下に置かれることを懸念して、それを拒否

した。しかし、人間という存在は、神が思ってい

るほど偉大なるものではない。そこで、人間が抱

えている苦しみを解決してあげるために、イエス

の代わりに教会が、イエスが拒否した三つの悪魔

の誘惑を受け入れ、世界を支配し、統合し、彼ら
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を奴隷化して『自由による苦しみ』から解放して

あげた」と言います。だから、大審問官はイエス

に「もう帰れ！二度と来ないで」というのが、こ

の戯曲の白眉なのです。 

鳥肌が立つほどの慧眼と洞察力に満ちたドスト

エフスキーのローマ教会、そして人間の本性に対

する分析と批判が記されているのです。イエスが

ご自分の命をささげて、人間に与えた自由を、人

間は受け入れることができず、それを放棄して、

再び、教会の権力と支配下に置かれていることを

批判するのが、その戯曲が示す内容なのです。イ

エスが十字架と復活の出来事を通して成し遂げよ

うとしていたのが何だったのか、それを常に私た

ちの実存の中で考えずに、ある主義や偏った解釈

に任せっきりになると、とんでもない結果になる

ことの警告でもあることを、「大審問官」の物語

から考えさせられるのです。 
時代と共に礼拝の形式は変わっていくのは当然

のことです。その中で、キリスト中心の礼拝にす

るために、何を心がけていかなければならないの

でしょうか。イエスの十字架と復活がもたらした

自由と恵み、そしてそれを受けての責任というの

が、今日私たちのコンテキストの中でどんな意味

を持っているのか、私たちに求められるのは果た

して何なのかを常に考える、そしてどのように実

践に繋げていけばいいのかが問われる、それこそ

が「キリスト中心の礼拝」なのです。 
 
 
 
２．集まる礼拝、散らばる礼拝：          
  エクレシアとディアスポラ 

「主の祈り」と「主の晩餐」の精神 
 

そして、もう一つ考えなければならないのは、

集まる礼拝だけではなく、散らばる礼拝と言える

と思います。エクレシアとディアスポラと付言し

たのは、集まる礼拝と散らばる礼拝を二分するの

ではなく、礼拝の中軸となるイエスを中心とし

て、エクレシアという「礼拝の求心力」とディア

スポラという「礼拝の遠心力」を現すためです。 
そもそもエクレシアは、教会を意味する言葉

で、「この世から出てきて呼び集められた群れ」

という意味です。いわゆる「聖徒」という私たち

のアイデンティティーが示されていると言えるで

しょう。そういう意味で、私たちは礼拝するたび

に、私たちは何者なのか、私たちのアイデンティ

ティーを確かめる礼拝でなければならないと思い

ます。私たちは、このエクレシアという意味を

「主の祈り」と関連付けて考えることができると

思います。 
イエス様の時代には、アラム語での祈り「カ

ディッシュ」という共同の祈りがありました。そ

の形式が「主の祈り」と似ていますが、間違いな

く「主の祈り」は「カディッシュ」の影響を受け

ていると言われています。その「カディッシュ」

の祈りは、会堂礼拝で司式者が音頭をとると、会

衆がそれに応答する形での、いわゆる「式文」で

した。 
しかし、イエスは当時の人々が慣れ親しんでき

て、マンネリ化していた「カディッシュ」を用い

て、これまでのユダヤ教の礼拝や祈りの習慣とは

違う、特定の時間や場所にとらわれないで、日常

の生活の中で、いつでも、どこでも、礼拝できる

ことを「主の祈り」で示したのです。そのイエス

によって更新された「主の祈り」を通して、私た

ちは何者なのか、というアイデンティティーを確

かめるのです。そういう意味で、主の祈りを通し

て、エクレシアとしての礼拝、イエスを中心とす

る礼拝共同体の求心力を増していくことの大切さ

を学ぶことができます。 
 
そして、ディアスポラとは、この世に出て行

く、散らばる群れという意味です。エクレシアと

しての礼拝が、イエスを中軸として求心力を増し

ていき、私たちのアイデンティティーを確かめる

ことであれば、ディアスポラは、なぜ集められた

のか、集められた目的を確かめる礼拝でなければ

ならないと思います。イエスを中軸として、確か

められた求心力に支えられ、今度は世に向かっ

て、散らばっていく遠心力としての礼拝であると

言えるでしょう。私たちは、その礼拝の遠心力と

してのディアスポラのスピリットをイエスが十字

架で死刑にされる前の晩に行われた「主の晩餐」

から学ぶことができます。 
そもそも「主の晩餐」というのは、過越祭に弟

子たちと行った食事で、私たちは、その食事のと

きにパンを裂き、ぶどう酒を飲むことで、イエス

の死を予告することとして受け止めています。し

かし私たちが覚えなければならないのは、そのパ

ンを裂き、ぶどう酒を飲む行為自体ではなく、主

が死をもって世に仕えるということを示すことで

あると思います。「命がけでこの世に仕える」そ

れこそが「主の晩餐」の も重要な意味であると

いうことを覚えなければならないと思います。マ

ルコ福音書10:35「人の子が来たのも、仕えられ

るためではなく、かえって仕えるためであり、ま

た多くの人のための、贖いの代価として、自分の

いのちを与えるためなのです」と言われたのが、

覚えなければならない「主の晩餐」の意味なので

す。 
集まる礼拝を通して聖なるものというアイデン

ティティーを確かめる。そして、散らばる礼拝を

通して、この世において、この世に仕える。その
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エクレシアの礼拝を通して求心力が強められ、そ

の求心力に支えられる遠心力によってこの世にお

けるディアスポラの礼拝がますます豊かになって

いくのです。それらを合わせると私たちのアイデ

ンティティーというのは、言ってみれば、「この

世における信仰者」という意味の「世俗的聖徒」

であると言えると思います。 
ヨハネ福音書17:15,16「わたしがお願いするの

は、彼らを世から取り去ることではなく、悪い者

から守ってくださることです。わたしが世に属し

ていないように、彼らも世に属していないので

す」には、まさに、この世にいますが、この世に

属していない、いわゆる「世俗的聖徒」を示して

いると思います。 
 
 
 
３．「シャローム」を実現する礼拝平等と包容 
  礼拝の構成から現代の多様な課題への対応 
  まで  
 
私たちは礼拝を通して何を期待するのでしょう

か。一言でいえば「神の国」をあらかじめ経験す

ることであるといえるでしょう。言い換えれば、

神との関係、いわゆる「縦の関係」を深め強める

ことだけではなく、あらゆる関係、「横の関係」

において、「シャローム」を経験することである

と思います。 
「シャローム」を実現するという表現に違和感

を覚える方もおられるかもしれません。これに関

して、近年聖書神学の中で、話題になっている二

人の神学者の間の「神の国に関する論争」を紹介

したいと思います。少しだけ、二人の神学者を紹

介したいと思いますが、お名前だけでも覚えて頂

ければと思います。 
一人は、トム・ライトと言われる、フルネーム

がNicholas Thomas Wrightというイギリス聖公

会の神学者です。そして、もう一人は、アイルラ

ンド出身のジョン・ドミニク・クロッサン（John 
Dominic Crossan）という神学者で、元カトリッ

ク 司 祭 で す。こ の 二 人 と も、「史 的 イ エ ス

(Historical Jesus)」研究に重要な役割を担ってい

ますが、二人の共通する立場は、「史的イエス」

の研究は1世紀のユダヤ教の文脈で研究しなけれ

ばならないという立場です。 
特に、復活と終末理解について、ライトは「神

の国」はイエスの復活から本格的に始まったと言

います。反面、クロッサンは、ライトの意見に共

感しながらも「神の国」はガリラヤから既に始

まったと言います。神学的用語として、徹底的終

末論（Thoroughgoing eschatology）という立場

ですが、二人の違いは、イエスの復活と再臨によ

る 完 成 ま で の 間、い わ ゆ る「す で に

（already）」と「まだ（not yet）」という間に

どのようなスタンスを取るのか、というところに

あります。 
クロッサンは、「すでに」と「まだ」の間で、

祈りと信仰的修行を重ねることを通して、神の介

入を待つという静的な姿勢ではなく、復活のイエ

スと手を合わせて、神の国の実現に積極的に参与

することを提案します。神は信仰者がひたすら待

ち望むというより、むしろ、私たちが「神の国」

の実現のために聖霊に支えられ、精一杯頑張ろう

というダイナミズムを待っておられるということ

です。神学的用語として「神人協働終末論

(Collaborative eschatology)」といって、「神と

人間とのコラボ」という意味の終末理解として、

人間の責任を促す、とても興味深い内容であると

思います。 
 
神の国の実現、言い換えれば、シャロームを実

現するということは、私たちが何もせずに、単な

る受け身として、ひたすら待つということを意味

するのではない、と私は思います。自分のできる

だけのことを積極的に行っていくことでシャロー

ムを実現していく、という姿勢が私たちに求めら

れていると思います。「礼拝はシャロームを実現

するはじまりである」ということを心がけていか

なければならないと思います。何よりも、礼拝自

体が誰もが平等に受け入れられる時間、空間でな

ければならないと思います。 
今回の研修会が、みんなで、これまでの礼拝の

あり方を改めて見つめ直しながら、この時代にふ

さわしい礼拝のあり方を具体的に考える時となれ

ばと願います。 
 
 
 
Ⅲ. おわりに 
「礼拝」は、ある概念や神学に基づく特定のモ

デルに固定化されることなく、常に時代と共に変
革していくことによって「生の全領域において」
「シャローム」を回復することです。そのため
に、怠らずに、新たな「神理解」とそれに伴う
「礼拝者意識」を深めていくことが大切です。こ
の時代に必要な「礼拝の実践」を通して、それぞ
れの信仰生活をはじめ、教会共同体、そして「生
の全領域」において「シャローム」を実現してい
こうではありませんか。 
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 Ⅲ・礼拝メッセージ・あかし 

   

   「開会礼拝」メッセージ 

  「朝の礼拝」あかし 

  「みんなで礼拝をつくろう」メッセージ 

  「派遣礼拝」メッセージ 
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開会礼拝メッセージ 

藤井 秀一（花小金井）  

 

「見よ、兄弟が共に座っている。なんという

恵み、なんという喜び。」 
 この詩編１３３編の一節はこのままの歌詞で

「ヒネマトーブ」という歌になっているのです

が、ご存知の方いらっしゃいますか？ 今日は

礼拝音楽研修会ですから、わたしは普段はメッ

セージの中で歌ったりしないのですけれども、

ちょっと歌ってみます。こんな歌です。（歌

う・・） 
残念ながら私はまだ、イスラエルに行ったこ

とはないのです。行かれた方のお話を聞くと、

お祭りのときに、老いも若きもこのヒネマトー

ブを広場で歌って踊って輪になっているという

光景に出くわす事があるのだそうです。おそら

くこの詩編が歌われた当時も、遠くからエルサ

レム神殿の方に向かう巡礼の旅。困難な長旅の

末に、一人一人が集まることができ礼拝できた

喜びをこめて、ヒネマトーブを賛美し踊ったの

ではないか、と想像します。そして今回私たち

もそれぞれ遠くから天城にやってきて、無事た

どり着けたではないですか。なので一緒に歌い

ましょう、ヒネマトーブ。ヘブル語で行きます

よ。「さんはい」（会衆歌いだすが・・歌え

ず） 
何が言いたいのかといいますと、「共に捧げ

る礼拝は、本当に喜びであるのだ」という事で

す。共に座り、共に顔を合わせ礼拝を捧げられ

ることは、決してこれは当たり前のことではな

く、神の恵みによって実現した貴重な出会いな

のです。実はこの研修会はなかなか申し込みが

なく、締切数日前まで参加者数名という状態で

したが、今このようにこの場に沢山の方が集っ

てくださいました。ゴールデンウィーク中であ

りながら、みなさんここに集う事を選んでくだ

さ い ま し

た。またそ

のように導

い て く だ

さった神の

恵みに本当

に感謝して

い る の で

す。 
 神様がは

じめ、神様が導き、神様がやがて完成させてく

ださる歴史を生きているわたしたち。神様が人

と人を出会わせるなら、そこには、なにかよい

出来事が、つながりあう出来事が起こる。神の

国の完成にむけた、あらたな一歩が、変化が起

こされる。わたしたちは、そのことを期待して

この場所に集いました。ですから必ず気がつか

なくても何か良いことが起こっている。出会い

と出来事の中で色んな事が起こっていると信じ

て、３日間を過ごして頂きたいなと思います。 
昨日は憲法記念日でしたし、各地で集会がも

たれましたから、私も恵泉教会で行われた憲法

フェスティバルに参加して、そこに集う人々の

声に耳を傾けてきました。でも同じ日に違う場

所では、今度は反対に「憲法を変えるんだ！」

という人たちの集まりもありました。おそらく

それぞれの場所で違う立場の集会をしていた一

人一人が、同じ場所に集って喜び合うことは難

しい、いや不可能なこと、あり得ないことで

しょう。しかし、そういう立場の違う人々が、

平和の内に互いに同じ席に座り、互いの声に真

剣に耳を傾けるという事が起こったなら、それ

こそ、人の力ではなく神の恵みによる奇跡の現

場、和解の喜びの現場でしょう。 

この詩編133編が歌っている喜びとはまさに

そのような喜び。決して同じ場所に座る事が出

来なかった人々が兄弟として座る。そこは「平

和の息吹」が吹いている現場。そのことを私た

ちはこの研修会をとおして確認したいのです。

主イエスは言いました。山上の説教の中で「兄

弟に向かってバカといったり、愚か者といって

はならない。」また反感をもたれているという

事を思い起こしたなら、神に対する捧げ物はそ

こにおいて、まず和解してきなさい。和解が先

だといわれました。 
今、目の前にいる人と、今、隣に座っている

人との和解が実現する礼拝。それは「平和の息

吹」なる神の霊が、自分とあの人の間に、全て

の兄弟姉妹の間に吹いている現場。その確信を

いただいて、この研修会を終えそれぞれの現場

へと帰っていけますようにと、願っています。 

 
 お祈りを致しましょう。 

愛する天の父なる神様。心からあなたをあが

めて賛美を致します。あなたが私達を、一人一

人をここに招いてくださいました。あなたがこ

 開会礼拝メッセージ 
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 庄司 恭子
さきこ

（水戸） 
 

おはようございます。水戸教会の庄司と申し

ます。初天城、初参加です。そう申しますの

も、この春まで、34年間、学校に勤めていまし

たが、退職致しました。仕事から解放され、と

ても身も心も軽くなって、とてもいい気分で参

加させて頂く事が出来ました。学校を辞めよう

と思ったのは、声が出なくなってしまって、こ

の2年位歌う事も出来ず、このひどい声になっ

てしまったので、どうしようかなと考えた所

で、去年一年間頑張って退職しようという事を

決めて、退職する事が出来ました。今まで礼拝

出席、そして奏楽をさせてもらっていた事が、

なんとかの繋がりで、本当に水戸教会に何十年

もいるんですけれども、こういう場に来た事も

なくいました。今日は、水戸教会での研修と、

礼拝音楽についてお話しするように言われたの

で、少しお話をさせて頂きたいと思います。 
 まず水戸教会で行われた研修会ですけれど

も、前年度、二つの音楽研修会を行う事が出来

ました。11月には、北関東連合の茨城地区の研

修会として小松澤恵先生による奏楽者研修会が

ありました。「会衆に仕える伴奏法・ピアノア

レンジ」という事で14人の参加者、近隣の教会

に声をかけて集まった人達で、とてもアット

ホームな研修会で、とても勉強になりました。

そして２月７日には、江原美歌子先生に来て頂

いて、「新生讃美歌に親しむ会」という事で、

33人の参加者がありました。江原先生には2年
続けて来ていただく事が出来まして、とてもい

い学びが出来たと感謝しています。特に外に出

て行けない私なんかにとっては、とても良い学

びの機会となって、感謝しています。 

二つ目に水戸教会の礼拝音楽についてお話さ

せて頂きます。水戸教会では現在子ども礼拝と

二部制の礼拝を行っています。子ども礼拝は9
時30分〜10時。その後教会学校が10時〜10時
50分。第一礼拝が、11時10分〜12時10分。第

二礼拝は、夜の7時〜8時です。夜の第二礼拝で

は現代的礼拝で、音楽はバンドティームの奏楽

とヴォーカルリーダーによって進められていま

す。午前中の第一礼拝では、今、第一、第三、

第五週は伝統的な礼拝。第二、第四週は、現代

的な礼拝スタイルで行っています。伝統的な礼

拝はオルガン、またはオルガンとピアノによる

奏楽、司式者による進行で行われ、現代的な礼

拝は、夜の礼拝と同じくバンドチームとヴォー

カルリーダーによる進行です。 

四年前までは、午前中に伝統的な第一礼拝、

夜は現代的な礼拝だったんですけれども、2012
年に午前中に第一、第二礼拝、夜は第三礼拝と

いう三部礼拝に変えました。第一礼拝が10時か

ら伝統的な礼拝。11時10分から第二礼拝と、夜

の第三礼拝が現代的な礼拝でした。これは会堂

を有効に使って、教会学校と二つの礼拝をクロ

スさせて午前中に行い、

礼拝出席者を増やすため

に取られた礼拝の形でし

た。 

しかし、礼拝出席者は

あまり増えず、第二礼拝

に参加する人が、教会学

校に参加しなかったり、

第二礼拝の終了と教会学

校の終了時刻のずれが

あって、お昼の交わりの

時間が有効に使えないた

 朝の礼拝あかし 

朝の礼拝あかし 

こで新しい出来事を、新しい出会いを与えてく

ださるためです。それは和解と平和のため。そ

の事を信じ、わたしたちはこの３日間を過ごし

ます。立てられた先生方、講師の方々を祝福し

てください。また集ったお一人一人にあなたが

直接臨んでください。ここでの出会いの一つ一

つが、あなたの平和がこの地に実現していくた

めの、実りとなることに期待しつつ、三日目に

はこの山を降りていけますように。この祈りを

主イエスのみ名で祈ります。アーメン  
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めに、2015年に再び午前中と夜の二部制の礼拝

に戻しました。その時に午前中の礼拝が伝統的

な礼拝と、現代的な礼拝を交互に行う現在行っ

ているようなスタイルになりました。 

それまで私は伝統的な礼拝の奏楽を担当して

いましたので、午前中の現代的な礼拝の時間

は、教会学校に参加していて、現代的礼拝を体

験する事が出来ていませんでしたが、今のスタ

イルになって両方に参加出来るようになりまし

た。オルガンによる奏楽、あと、司式者による

進行という伝統的な礼拝スタイルもいいんです

けれども、ドラムやギター、そしてピアノによ

る奏楽とヴォーカルリーダーによる礼拝の進行

も、流れがスムーズで気持ちが良く、年配の

方々にも評判が良いようです。現代的な礼拝の

賛美曲に、ワーシップソングが取り入れられて

いて、慣れていない人にとっては、ついていけ

ない部分もあると懸念されたんですけれども、

ワーシップソングの雰囲気や、共に賛美し、共

に礼拝を捧げる雰囲気のようなものが、心地よ

い礼拝になっているように思います。小学生が

元気に賛美している姿が見られる事も感謝で

す。ワーシップソングだけでなく、『新生讃美

歌』も歌いますし、プロジェクターを見てみん

なの賛美に心を合わせる事も出来ていると思い

ます。 

伝統的な礼拝と現代的な礼拝スタイルを両方

体験する事で、両方の良さを知る事の出来る恵

みに感謝しています。礼拝出席者も少し増えて

いるようです。私はこの4月に初めて現代的な

礼拝のピアノの担当をさせてもらったのです

が、バンドと合わせる奏楽は、オルガン奏楽と

も、あとピアノ伴奏とも違って、楽器を使って

共に賛美する喜びを感じました。礼拝の中で、

音楽が担うものが大きい事を感じました。他の

教会での礼拝形式はあまり知らないので、よく

わからないのですが、神様に捧げる礼拝が、形

式的なものではなく、集められた人たちと共に

祈り、賛美し、喜びのあふれる礼拝になるとい

いなと思っています。 
 聞き苦しい声ですみませんでした。ご清聴あ

りがとうございました。 

 

 
 

 

 

 

 

石渡路子（清水栄光） 
 

藤井：石渡さんにはインタビュー形式でお応え

いただくようにお願いしていますので、私の方

から幾つか質問をさせて頂きたいと思っていま

す。 

 今回の研修会ですけれども、出席しようと

思った理由は何でしたか？ 

石渡：江原美歌子先生からお電話がありまし

て、是非、音楽研修会に出席してみません

か？ってお誘いがありました。でも、私は奏楽

をした事がありませんし、ピアノを習った事

も、オルガンも習った事もありません。音符も

パッと出るほどではないし、数えながら弾いて

みた事もあります。でも、美歌子先生が、何回

かお断りしたんですけれども、「出来ない、だ

からいいんです！」って言うんです。そして

後には、「あなただからいいんです！」って押

して押して、もう逆らう事も出来なくて（笑）

押し続けられました。 

 そして、今度は「お祈りしてます」って言い

ました。それで、２週間位お祈りしていたんで

す。オルガンの音はすごく好きです。人の息の

ような。それで、奏でる音が、その人によって

は優しくいやされるし。弾けないんだけど、聞

くのはすごく好きでした。でもそれは誰にも

言った事がないのに、なんで美歌子先生は私に

勧めるのかな、と思いました。そこで教会でだ

れも弾く人がいないので、やってみようと思い

ました。 

 そして、また電話が掛かってきたんですね。

出席するって言ったのに、また電話が掛かって

きまして。（笑） 今度は「証をしてくれ」っ

て言うんですよ。（笑）もう、ダブルパンチで

すよ。で、そしてそれがダブル「恵み」だって

事がわかったんですよ。「め・ぐ・み」ってい

う感じですね。美歌子先生はお母様の都代子先

生も少し知っていますけれども、二人とも押し

が強いし、強引だし、しつこいって言うのがあ

りました。でも、そういう事をしないと、解ら

ない者、私もいたんだという事で。それで出席

しました。 

藤井：ありがとうございます。励まされます

ね。私もそうだ！っていう方。きっといらっ

しゃると思いますけれども。二つ目の質問も、

でも応えてもらっちゃった様な感じがします

が。 リードオルガンを今回受けられるという
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のは、何か必要があったからでしょうか？ 

石渡：先ほど言いましたけど、奏楽をしてくれ

る方が誰もいなくて、リードオルガンがそのま

まずっと開けもしないで、ずーっとそのまま

だったんです。それで、あのオルガンっていう

のは、よくわからないんですけれど、笛が入っ

ていまして、弾いていかないとそこにゴミが溜

まって音が出ないって言われたんですね。何で

もいいから足を踏んで、弾いててくれって言う

んです。で、それだけだったら、もうなにか聞

いてられない自分の音楽になっているので、

リードオルガンが使えたらいいな、神様が美歌

子先生を通して、そのオルガンをなんとかしな

さい、と導かれたのでしょう。 

 そしてまたオルガンも壊れていたんです、そ

れで清水さんって言う方が、浜松から来て下

さって、そのオルガンを持って行って直してく

れました。かなり前と違いまして、足をそーっ

と押しただけでも音がすごく出るようなの。

あ〜これがオルガンなのかと思うくらいに。前

は本当に一生懸命、体中で押してました。は

い。 

藤井：はい。ありがとうございました。オルガ

ンを使うって事はまずほんと大切ですよね。教

会で今奏楽をしているということですが。 

石渡：してません。（笑）一度もしてません！ 

藤井：奏楽の時はどのようなご準備をという質

問が次だったんですけれども・・どうしようか

な。えーじゃあ、これからなさるかも知れませ

んよね。 

石渡：はい。あの、今日から始めます。（拍

手）今日教わって。言うのは簡単ですけど、は

い。 

藤井：言葉にすると、もうそれは必ず実現する

と。では 後に、この研修会を通して、期待し

ておられる事をどうぞお話ください。 

石渡：今だから出来るんだなって思いました。

本当はもっともっと早くからやっておけば何事

もいいんですけど、もう70歳に近いんですけれ

ども。きっと来年だったらもっとできないし、

十年なったらいるかどうかわからないし。本当

にやれる時にやるって言う事。それも初めての

一歩です。初めてのお使いじゃありませんけれ

ど。初めてオルガンに手を通して、心に指を通

して讃美が広がっていくし、礼拝の中で前奏を

今まではヒムプレイヤーでやってたんですけ

ど、生の奏楽が始まるって言うのを、他の教会

の経験があって、そういう事を経験したいなと

思いました。そういう事で、みんなで祈り、優

しい音楽が流れる時に、みんなと一緒に心が分

かち合うっていう事を、今まで経験したので、

またそういう事が出来たらいいなと思いまし

た。これから多少自己流になってしまうかも知

れませんけど、音楽奉仕者がこれから来るま

で、少しの間「つなぎ」をやって行きたいと思

います。こんな私でも大丈夫かしら？（笑 拍

手） 

藤井：ありがとうございました。 

石渡：ありがとうございました。 

藤井：本当に励まされました。心から感謝致し

ます。 
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朴 思郁（宣教研究所） 

 

 私たちは、今、どんな時代を生きているので

しょうか。平和な時代を生きていると言えるの

でしょうか。20世紀は、2度の世界大戦があ

り、第2次大戦後は、アメリカと旧ソ連を両軸

とする東西冷戦時代が続きました。そして、

1989年ベルリンの壁崩壊に象徴される、冷戦時

代が終わり、資本主義の勝利で、これからは平

和の時代に入るかもという期待もありました

が、今度は、アメリカと中国を両軸とする新し

い冷戦時代になりつつありますし、宗教間の対

立で、世界のいたるところで、不安な日々を過

ごしている人たちがたくさんいるのが現実で

す。 

 特に、日本においては、「戦後70年」という

節目の昨年、安倍政権は憲法違反の「戦争法」

を強行可決し、今年3月29日に施行させまし

た。そして今年7月の参議院選挙で、改憲勢力

2／3を目指すことを明言しています。憲法の明

文改憲に踏み込み、戦争のできる国づくりを完

成させようとしています。ご存知のように、

2011年に起きた3.11大震災以降、犠牲のシステ

ムによって、福島、沖縄は苦しみの中にありま

す。4年後の2020年東京オリンピックを控え

て、益々そのような傾向は強まっていくだろう

と思います。そのような現実の中で、私たちは

この詩篇を目の当たりにします。 

 この詩篇は、イスラエルの民がバビロンとい

う異国の地で屈辱と苦痛の年月を経て、希望に

満ちて、バビロン捕囚から故郷に戻った時に、

その期待とは程遠い、厳しい現実を目の当たり

にして、ある詩人が書いたものと言われていま

す。神に信頼して、神の国が実現しますように

と、心から祈り求めている私たちの期待とは程

遠い現実の中で、私たちはこの詩篇から何を聞

こうとするのでしょうか。この詩篇の詩人が

歌ったように、愛と真実が目を合わせて、正義

と平和が口づけするというのが、まさに私たち

の描いている「シャローム」「神の国」の実現

そのものであると思います。 

 このような現実の中で、私たちが、キリスト

の平和をつくりだすとは何を意味するのでしょ

うか。具体的に私たちが「へいわをつくりだ

す」ということはどういうことでしょうか。ひ

とことで申しますと、「キリストに倣いて」と

言いましょう。15世紀のトマス・ア・ケンピス

が書いた本のタイトルでもあります。 

 一つは、「キリストの生き様をもつこと」と

言いましょう。フィリピの信徒への手紙 2:5

「互いにこのことを心がけなさい。それはキリ

スト・イエスにもみられるものです」 

2:5 The attitude you should have is the 

one that Christ Jesus had: 

 

 生き様をもつということは、私たちがどのよ

うに考えるか、知性の事柄です。イエス様は、

常に、ご自分の思考がこの世の論理、主な価値

観に振り回されることなく、人々の心を見ぬか

れ、社会の不平等、権力による構造的暴力の本

質を見抜いておられました。それが、当時の宗

教権力者たちとの葛藤を及ぼし、結局十字架の

処刑によって、殺されることになりましたが、

イエスは、宗教指導者や権力者たちが、どのよ

「みんなで礼拝をつくろう」メッセージ 

 「みんなで礼拝をつくろう」メッセージ 

平和をつくる礼拝 

「正義と平和の口づけ」 

詩篇85:8-14 

85:8 主よ、慈しみをわたしたちに示し／わたしたちをお救いください。 

85:9 わたしは神が宣言なさるのを聞きます。主は平和を宣言されます／御自分の民に、主の慈

しみに生きる人々に／彼らが愚かなふるまいに戻らないように。 

85:10 主を畏れる人に救いは近く／栄光はわたしたちの地にとどまるでしょう。 

85:11 慈しみとまことは出会い／正義と平和は口づけし 

85:12 まことは地から萌えいで／正義は天から注がれます。 

85:13 主は必ず良いものをお与えになり／わたしたちの地は実りをもたらします。 

85:14 正義は御前を行き／主の進まれる道を備えます。 
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うに巧みに民衆を思考停止させて、自分たちの

思うままに、支配しているかを見ぬいておられ

たのです。 

 イエス様が 初に受けられた三つの誘惑も、

ある意味では、思考停止との熾烈な戦いだった

と言えると思います。人々に好かれる方法、ポ

ピュリズムに乗っかって、人気者になったら、

という誘惑との戦いだったと思います。 

 イエス様の山上の説教を吟味しますと、当時

の宗教関係者が行っていることをひっくり返す

ことが多く書いてあります。宗教エリートたち

によって思考停止させられて、支配下にいるこ

とすら感じることができないまま生きている民

衆に、批判的に考えることの大切さを、新しい

解釈を通して示しているのです。 

 この社会が「右傾化」していることを心配し

ている声があります。右傾化というのは、もち

ろん社会が保守化、国粋主義的になることを意

味します。そういう意味で、自分とは何も関係

ない事柄と思われるでしょう。しかし、在特会

によるヘイトスピーチのような積極的右傾化が

あれば、思考停止されている消極的右傾化もあ

るのです。今の社会の動きに何の関心も持たな

い、信仰は政治と何の関係があるのか、という

スタンスは、ある意味では「消極的右傾化」と

いえると思います。 

 常に私たちの思考が固まらないように、自分

の信仰の生き様を通して、この社会、世界を見

渡していくことが、平和をつくりだす も大切

な働きだと思います。 

 

 もう一つは、「イエスの眼差しをもつこと」

と言いましょう。イエスの眼差しをもつという

ことは何でしょうか。それは、理性よりエモー

ション、感性に関わる事柄です。 

 ルカ福音書19:9-10「イエスは言われた。

『今日、救いがこの家を訪れた。この人もアブ

ラハムの子なのだから。人の子は、失われたも

のを捜して救うために来たのである』」 

当時の社会において、存在しながら存在してい

ないかのように扱われていたザアカイを見つけ

出し、ザアカイを真の存在へと招き入れてくだ

さる、イエスの眼差し、それが私たちに求めら

れるのです。このザアカイの物語を読むと、不

思議に思うのは、背が低くてイエス様を見よう

としても人々に遮られてできないザアカイは、

いちじく桑の木の上に登らざるを得なかった。

そこにはたくさんの人々がいましたが、何故イ

エスだけがザアカイの存在に気付かされたの

か、フリドリッヒ・ニーチェが言った言葉で、

有名な言葉は、「あると思えば見える」。言い

換えれば、「ないと思えば見えない」。ニー

チェは、鋭く、現実の認識の鍵は、私たちがど

んな見方をするのかによると指摘するのです。 

 イエスの眼差しをもつというのは、この世の

主な思想や価値観によって、私たちの心の目が

遮られ、見えなくなったものに対して、視力を

取り戻すことです。その見えない存在として強

いられている存在に気付かされることです。あ

らゆる社会的弱者の存在に気付かされることで

す。いわゆる「マイノリティー」と言われてい

る人たちは、存在しながら存在していないかの

ような存在として強いられているその人たち

も、神にかたどって造られた尊い存在であり、

私たちと同じ生きる権利があるということを覚

えること、それこそが平和をつくりだすことだ

と思います。 

 

 後は、「イエスの志をもつ」ことと言いま

しょう。これは、生き様という知性、眼差しと

いう感性、そして意志に関連する事柄です。私

たちは「キリストの平和」という言葉をよく

使っていますが、それを考えるときに、私たち

は当時の状況について考えなければなりませ

ん。 

 当時は、皆さんもご存知のように、ローマ帝

国の時代でした。いわゆる「パックスロマー

ナ」と言われる「ローマの平和」の時代でし

た。そもそも「パックス」は、平和の女神で

す。しかし、「パックスロマーナ」とは、世界

市民国家を掲げていましたが、中身は、多数の

民族を暴力によって屈従させて得た産物です。

「パックス」とは平和と訳されますが、ローマ

軍隊の勝利によって得られた結果なのです。征

服と支配と鎮圧によって成り立った「パックス

ロマーナ」なのです。ローマの場合、一方的に

「敗北した国家の無条件的降伏」を意味しま

す。それ故、パックスとは、平和と訳されます

が、ローマ軍隊の勝利によって得られた結果を

意味するのです。 

 

 ローマの平和とは、軍事力の優位で相手を完

全に鎮圧した状態を意味し、帝国を支える思想

的背景には、多民族の自律性、尊厳性を認めな

い無慈悲な差別意識がありました。さらに人

種、宗教が加えられ、政治意識が加えられ、残

忍性を増していく。まさに、現代にも見られる

弱小国家を破壊し、征服し、欺瞞することで成

り立つ帝国の平和＝「暴力的平和」そのものな

のです。ローマの戦争イデオロギーは「帝国の
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旗が立てられるところに野蛮が除去され、ロー

マの法と文化が移植され、高等文明が花咲く」

ことでした。ローマ帝国の属国になることの当

為を強調する、ということです。それが、一つ

の偉大なる帝国、ローマ帝国時代、イエス時代

の厳然な現実でした。 

 

 私たちは、イエスの言葉、そしてパウロの言

葉が、そのような政治的状況の中で語られてい

た、ということを忘れてはなりません。イエス

の言葉、パウロの言葉、そして、初代教会の人

達が告白していた言葉が、どれほど、当時の政

治システムに批判的な言葉だったのか。イエス

の生涯が、アウグストゥス皇帝の統治機関と重

なっていること、そしてローマの平和な時代に

十字架刑に処せされたことは、大きな意味があ

ります。ローマの平和とイエスの平和の不一致

が十字架に処せられた理由なのです。 

 イエスは、帝国の平和、皇帝の平和、この世

の平和ではない、他の平和について言及された

のです。イエスの平和は、ローマの平和とは違

うことを明示されているのです。 

 イエスの平和は、イザヤ５３章、平和の王の

イメージを引き継ぐのです。ローマ帝国主義に

対して新しい神の国を立てようとしたのです。

その国は、暴力と抑圧、搾取によって立てられ

るのではなく、愛と平和と平等主義的秩序を通

して立てられるのです。 

 

ガラテヤ３：２８「そこではもはや、ユダヤ人

もギリシア人もなく、奴隷も自由な身分の者も

なく、男も女もありません。あなたがたは皆、

キリスト・イエスにおいてひとつだからで

す。」 

「ローマ帝国の世界で福音は、カエサルがこの

世界に平和と安全をもたらしたという戦勝の知

らせ、すなわち良い知らせであった。カエサル

は、全世界に救いをもたらした救い主であっ

た。それゆえ、帝国の人々は、彼らの主である

皇帝に対する信仰を持たなければならなかっ

た。さらに人々はフィリピ、コリント、エフェ

ソのような都市の集会で、主であり救い主であ

るカエサルをお祝い、褒め称えなければならな

かった。」 

 

 ローマ帝国の暴力的平和に反して、イエス

は、反帝国主義的立場で神の主権による内外的

平和を宣布したのです。イエスの平和は、神の

主権に対する信頼から生じてくるものでした。

力の論理によって平和を理解しようとしたロー

マの皇帝とは違って、イエスは愛の力によって

平和を示そうとされたのです。平和をつくりだ

すというのは、とてもできないと思われる状況

の中でも、志を貫くことです。 

 

 私たちに も手強い敵というのは、何でしょ

うか。私たちを取り囲む様々な状況、自分の無

力さに挫けてしまい、もうしょうがないと諦め

てしまう「敗北主義」です。私たちに対する

も強力な敵は、外部ではなく、私たちの内面に

あるのです。 

 ヘンデルのメサイアの中で、 も有名な曲

は、言うまでもなく、第2部の39番、ハレルヤ

コーラスだと思います。しかし、私は第3部の

40番を時々口ずさむことがあります。 

「I know that my redeemer liveth」ヨブ記

19:25-26、第一コリント15:20で成り立ってい

るソプラノのアリアです。 

 

わたしは知っている／わたしを贖う方は生きて

おられ／ついには塵の上に立たれるであろう。

この皮膚が損なわれようとも／この身をもっ

て／わたしは神を仰ぎ見るであろう。しかし、

実際、キリストは死者の中から復活し、眠りに

ついた人たちの初穂となられました。 

 

 私たちの前に立ちはだかる、いろいろなこと

に阻まれて、敗北主義に陥りそうになる時に、

復活の主の手に握られて、萎えた手と弱くなっ

たひざをまっすぐにして頂き、「我が救い主は

生きておられる」と口ずさみながら、歩み続け

ていこうではありませんか。 
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中田義直（市川大野） 
 
おとといのお昼過ぎに修善寺駅に降り立ちま

した。抜けるような青空と素晴らしい山の緑の
中、リラックスする人々の中に、何となく緊張
感を漂わせた人たちがバス停に向かっていま
す。「あっ、きっと天城山荘に行く人たちだ
な」と思いました。その通りでした。緊張と期
待を持って、目的を持って、寄りによってゴー
ルデンウィークのさなか（笑）、素晴らしい青
空の元、３日間、殆どこの敷地から出る事もな
く（笑）、私たちは過ごして参りました。 
 毎週の日曜日、私たちはこのような選び取り
の中で、礼拝に集っています。それが当たり前
の事になっているかもしれませんが、私たちは
確かに「選び取り」をしながら、招きに応えて
礼拝に集っています。そのことを神様は、祝福
してくださると信じています。 
 引退された先輩牧師が「長い牧会生活の中
で、自分の説教で涙を流した人は少ないけれど
も、聖歌隊の賛美や会衆賛美で涙を流す人がい
るんだよ。つくづく音楽、そして賛美にはかな
わないと思った」と話してくださいました。謙
遜と思いますが、礼拝を通して音楽の力、賛美
の力の大きさを感じることはよくあります。 
 
 宗教改革者カルヴァンは音楽の力を知る一人
です。そして、カルヴァンは礼拝が情緒的にな
りすぎるという理由で賛美歌を礼拝で歌うこと
を禁じました。一方、ルターは宗教改革運動の
推進のために音楽を積極的に用いました。彼自
身も賛美歌を作りました。私たちもルターの賛
美歌を歌っています。 

宗教改革の大きな目的は礼拝改革にありまし
た。庶民には理解することのできないラテン語
で行われる礼拝。賛美歌は専門の聖歌隊が歌
い、沢山の声部が重なり合って、言葉が聞き取
りにくいポリフォニーの賛美歌、理解できない
けれどもありがたい、そして、神聖で神秘的な
礼拝を通して、教会は神の権威とまた教会自身
の権威を人々に示したのです。 
そのような礼拝を参加者が理解できる礼拝、

今、ここでなにが語られているか、なにが行わ
れているかを理解して参加する礼拝への改革、
それが、宗教改革の目指したものでした。だか
ら、聖書を自国語に翻訳し、コラール“会衆が
歌う賛美歌”が発展していきました。そして、
ルターとカルヴァンという宗教改革の代表的な

二人は、礼拝の音楽に対しては対照的な態度を
とりました。それは、音楽の持つ力の大きさを
知っていたことによるのです。 
 音楽には力があります。ナチスは積極的に音
楽を利用しました。日本でも学校唱歌は軍国主
義国家を作り上げるために作詞、作曲されたも
のが多く、そのために戦後歌詞の変わったもの
が多数あります。 
 
 ♪「昔々その昔〜」というそんな歌もう知っ
ている人あまりいませんか。「お山の杉の子」
というのですが、この歌は三節以降の歌詞が戦
後全く変わりました。六節まであるのですけれ
ども、例えば 後の六節は、戦後、こんな歌詞
になりました。 
 
６．さあさ 負けるな 杉の木に 
すくすく伸びろよ みな伸びろ 
スポーツ忘れず 頑張(がんば)って 頑張って 
すべてに立派な 人となり 
正しい生活 ひとすじに 
明るい楽しい このお国 
わが日本を 作りましょう 作りましょう 
 
戦前はこんな歌詞で歌われていました。 
 
６．さあさ 負けるな 杉の木に 
勇士の遺児なら（戦争でお父さんをなくした
子） なお強い 
体を鍛え 頑張（がんば）って 頑張って 
今に立派な 兵隊さん 
忠義孝行 ひとすじに 
お日さま出る国 神の国 
この日本を 護りましょう 護りましょう 
 

音楽には力があります。戦争でお父さんを
失った子どもたちは、悲しみの中で、しかし、
悲しいと言わずにこんな歌を歌わされていたん
です。 

音楽には力があります。今も多くの人が知っ
ている偉大な指揮者が、ヒトラーの誕生日に、
ベートーヴェンの第９交響曲の演奏会を指揮し
ている戦時中の映像が残っています。演奏会場
のステージの両側には、ハーケンクロイツの旗
が掲げられています。シラーの「喜びに寄す」
というあの第９交響曲の歌詞の中で、「全人類
はやがて同胞、兄弟姉妹となる」という言葉が
あります。「互いに抱き合うのだ１００万の

派遣礼拝メッセージ 

「派遣礼拝」メッセージ 
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人々」という言葉が歌われます。演奏した音楽
家達は、そのような思いを持って、音楽を奏
で、その歌詞を歌ったのかも知れません。しか
し政治は、その「同胞」の中から、特定の人々
を切り捨てました。「互いに抱き合うのだ１０
０万の人々」という、その抱き合う人々の外に
追いやられた人たちが、ガス室へと送り込まれ
て行きました。 
力があるということは、薬にもなれば毒にも

なるということです。音楽は、歌は、毒にも薬
にもなる力があるということを私たちは自覚し
なければなりません。 
 人々の心を一つにする力のある歌は、同時に
人を切り捨てる歌となることを忘れてはならな
いでしょう。 
 さて、エゼキエルに与えられた乾いた骨の幻
はバビロン補囚によって引き裂かれ、命脈が絶
たれたように思えたイスラエルの復興を象徴的
に示しているといわれています。エゼキエルの
語った神様の言葉によってバラバラの骨がつな
ぎ合わされ、骨の上に肉が生じ、皮膚が回復し
ました。しかし、まだ生きたものとはなりませ
ん。神の霊が注がれてそれは生きたものとな
り、大きな群衆は一つの民とされました。 
 パウロは、「詩と賛歌と霊的な歌によって語
り合い、主に向かって心からほめ歌いなさい
（霊の歌）」という言葉を使いましたが、音楽
には私たちの心に霊を注ぐ力があると思うので
す。音楽を通して、共に賛美をすることを通し
て、私たちの教会に、私たちの信仰に霊の息吹
が、命が吹き入れられる、という経験を、私た
ちはする事があるのではないでしょうか。 
ルターとカルヴァンは共に、音楽の力を知っ

ていました。カルヴァンはその力を警戒しまし
た。音楽によって情緒的に流れ、言葉を忘れ、
思考を停止してしまうという事を彼は危惧しま
した。音楽にはそのように思考を停止させるほ
どの力があるのです。 
ルターは音楽の力によって、賛美によって、

萎えようとする、砕けそうになる自分の心を支
えました。そして、力を振り絞り、宗教改革と
いう理想に向かって歩みました。音楽によっ
て、賛美の力によって、神に従って生きる力を
彼は得ようとしたのです。 
力があるから、それをどのように、何のため

に使うのかが大切です。ルターは「もうだめ
だ、もう頑張っても無理だろう。理想は理想に
過ぎない」というその思いを持った時期があっ
たといわれます。しかし、賛美を通して心を奮
い立たせ、神の御心に従って生きるために、賛
美の力を支えとしたのではないでしょうか。 

私たちの賛美は決して考える事を止めさせ
る、思考を止めさせるものであってはならない
と思います。しかし、私たちが「こんな小さな

私たちには無理でしょう。それは理想だよ。」
と言って、その思いを投げ捨てそうになるとき
に、“もう一度、立ち上がっていこう。もう一
度、御言葉に応えて生きよう”と立ち上がる、
その力を私たちは賛美を通して与えられるので
はないでしょうか。 
主の御心を求めつつ、詩と賛美の言葉を吟味

したいと思います。そして、礼拝に集う一人一
人に、また、その日の礼拝に集うことのかなわ
なかった方々を含めた教会に神様が豊かに聖霊
を注いでくださることを信じて、心からの賛美
を捧げて参りましょう。 
  

私たちは、唯一の神を信じています。神様が
お一人であられるという事。唯一の神を信じる
という事は、私の信じている神だけが本物だと
いう事を主張する事ではありません。信じてい
る者にも、信じていない者にも、神を求める者
にも、神を否定する者にも、ただお一人の神
は、恵みの雨を降り注ぎ、陽を昇らせて下さる
方なのです。 

その方の御心に従って生きようとするときに
私たちも様々な困難に直面するでしょう。その
困難を、共に賛美をもって乗り越えて行きた
い。共に賛美をもって主に従う者として歩んで
行きたいと、心から祈り、願っています。 
 
 
[エフェソの信徒への手紙 5:19]  詩編と賛歌と
霊的な歌によって語り合い、主に向かって心か
らほめ歌いなさい。 
 
お祈りいたします。 
主なる神様、あなたの御名をたたえます。あ

なたが私たちに与えてくださった音楽という恵
み、音楽の力を、あなたの御心にかなって用い
る事が出来ますように。 

閉ざされた心が開かれるように、傷ついてい
る心が、癒されていくように。そして、隣人を
招き、あなたに従うために、私たちが豊かな賛
美を、心からの賛美をあなたに捧げつつ歩んで
行く者でありますよ
うに。主よ、私たち
の上に豊かに聖霊を
注いでください。 
この祈りと願い、

私達の救い主イエス
キリストの御名を通
して、あなたの御前
にお捧げ致します。
アーメン。 
 
 
 

「派遣礼拝」メッセージ 
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資料：お山の杉の子 戦後改定 
 

 

１．昔々の その昔 

椎(しい)の木林(ばやし)の すぐそばに 

小さなお山が あったとさ あったとさ 

丸々坊主の 禿山(はげやま)は 

いつでもみんなの 笑いもの 

「これこれ杉の子 起きなさい」 

お日さま にこにこ 声かけた 声かけた 

 

２．一(ひい)二(ふう)三(みい)四(よう)五(いい)六

(むう)七(なあ) 

八日(ようか)九日(ここのか)十日(とおか)たち 

にょっきり芽が出る 山の上 山の上 

小さな杉の子顔出して 

「はいはいお陽(ひ)さま 今日は」 

これを眺(なが)めた椎の木は 

あっははのあっははと 大笑い 大笑い 

 

３．「こんなチビ助 何になる」 

びっくり仰天(ぎょうてん) 杉の子は 

思わずお首を ひっこめた ひっこめた 

ひっこめながらも 考えた 

「何の負けるか いまにみろ」 

大きくなって 皆のため 

お役に立って みせまする みせまする 

 

４．ラジオ体操 ほがらかに 

子供は元気に 伸びてゆく 

昔々の 禿山は 禿山は 

今では立派な 杉山だ 

誰でも感心するような 

強く 大きく 逞(たくま)しく 

椎の木見下ろす 大杉だ 大杉だ 

 

５．大きな杉は 何になる 

お舟の帆柱(ほばしら) 梯子段(はしごだん) 

とんとん大工さん たてる家(うち) たてる家 

本箱 お机 下駄 足駄(あしだ) 

おいしいお弁当 食べる箸(はし) 

鉛筆 筆入(ふでいれ) そのほかに 

たのしや まだまだ 役に立つ 役に立つ 

 

６．さあさ 負けるな 杉の木に 

すくすく伸びろよ みな伸びろ 

スポーツ忘れず 頑張(がんば)って 頑張って 

すべてに立派な 人となり 

正しい生活 ひとすじに 

明るい楽しい このお国 

わが日本を 作りましょう 作りましょう 

 

 

 

 

以下、改定前 

 

３．「こんなチビ助 何になる」 

びっくり仰天（ぎょうてん） 杉の子は 

思わずお首を ひっこめた ひっこめた 

ひっこめながらも 考えた 

「何の負けるか いまにみろ」 

大きくなって 国のため 

お役に立って みせまする みせまする 

 

４．ラジオ体操 一二三 

子供は元気に 伸びてゆく 

昔々の 禿山は 禿山は 

今では立派な 杉山だ 

誉れの家の子のように 

強く 大きく 逞（たくま）しく 

椎の木見下ろす 大杉だ 大杉だ 

 

５．大きな杉は 何になる 

兵隊さんを 運ぶ船 

傷痍(しょうい)の勇士の 寝るお家(うち) 寝るお家 

本箱 お机 下駄 足駄（あしだ） 

おいしいお弁当 食べる箸（はし） 

鉛筆 筆入（ふでいれ） そのほかに 

うれしや まだまだ 役に立つ 役に立つ 

 

６．さあさ 負けるな 杉の木に 

勇士の遺児なら なお強い 

体を鍛え 頑張（がんば）って 頑張って 

今に立派な 兵隊さん 

忠義孝行 ひとすじに 

お日さま出る国 神の国 

この日本を 護りましょう 護りましょう 

「派遣礼拝」メッセージ 
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１．フォーラムの主旨 賛美歌の言葉を考える 

 「祈りを歌う、歌うことによって祈る」ことがキリスト教信仰の特徴の一つといわれている。詩

篇に見られるように、祈りが歌となり、歌によって祈るということが行われてきた。新約の文書か

らも、新約時代に「信仰の歌」が歌われてきたことがわかる。 

 私たちの信仰にとって、「歌」は重要である。そして、歌の「言葉」が聖書には記録されてき

た。そして、教会はその歴史の中で信仰を歌としてきた。それでは、私たちは賛美歌として神に向

けて、隣人に向けて、そして、自分自身に向けてどのような言葉を投げかけてきたのだろうか。言

葉は励ましとなり、慰めとなり、神と人、人と人とをつなぐ力となる。一方、その力は、時として

隣人を傷つけ、人と人とを分け隔て、交わりを壊す。 

私たちは、どのような言葉を賛美として歌ってきているのだろうか。メロディーやハーモニーの

美しさに心が流されて、そこで歌われている言葉に対する自分自身の理解が乖離していることに注

意を払ってこなかったのではないだろうか。 

私たちは賛美歌の力を知っている。それは音楽の力であり、言葉の力である。言葉の力を知るか

らこそ、私たちはここで立ち止まり、「私たちの賛美の言葉」を見つめていきたい。 

 

２. 賛美歌検討委員会議について 

賛美歌検討委員会議は日本バプテスト連盟における賛美歌の基礎的研究を行うと共に、次の賛美

歌集編纂を見据えて、『新生讃美歌』に収録されている賛美歌一曲一曲について評価検討をするこ

とを目的として、2009年より活動を行っている。そして、次に賛美歌編纂が行われる場合により良

い作業がなされるよう、その記録を宣教部教会音楽室に答申し残すことを活動の目的としている。 

また、2014年度より賛美歌検討委員会議では現在の『新生讃美歌』の持つ課題への対応を理事会

及び宣教部の委嘱により協議検討することを委員会議の働きに加えている。 

 

３．『新生讃美歌ブックレット』について 

賛美歌検討委員会では、活動を通して「賛美歌集」を用いる諸教会においても、賛美歌に対する

理解の深化と賛美歌に関する学びの重要性を確認してきた。そこで、公開講座等を行い諸教会と共

に賛美歌について学んできた。そして、その一環として2016年度は『新生讃美歌ブックレット』の

編纂と発行を行うこととしている。 

『新生讃美歌ブックレット』では、賛美歌のもつ諸課題を取り上げることによって諸教会におけ

る賛美歌の学びを推奨するとともに、課題に対する具体的な対応方法を例示して諸教会の礼拝と教

会形成に参与していきたい。 

以上、文責 中田義直(市川大野) 

フォーラム主旨 

「ことばのフォーラム」主旨 
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賛美歌ことばのフォーラム 発題要旨 

部落問題特別委員会 片桐健司 

 

１．新生讃美歌アンケートと賛美歌検討委員会中間報告書 

昨年１２月、賛美歌検討委員会より、６特への新生讃美歌アンケートをいただき、同時に賛美歌検討

委員会中間報告書も送っていただいた。私たちは、このような機会をつくっていただいたことを感謝す

るとともに、賛美歌検討委員会が深く問題をとらえ、検討されていることを知ることができた。 

 

２．部落問題特別委員会での話し合い 

当委員会では、２０１６年、1月８日～９日に２０１５年度第２回部落問題特別委員会をもち、その中

で新生賛美歌について話し合いをもった。深く検討するまでにはいたらなかったが、限られた時間の中

で話し合うことができた。 

 

３．部落委員会として『新生讃美歌』の中で課題があると感じられた賛美歌 

委員会の話し合いでは、アンケートの項目にそって、肯定的に評価する賛美歌、今後取り入れたい賛

美歌などについても話し合ったが、ここでは、主に「課題」のある賛美歌についてとりあげる。 

 

★「汚れ」「けがれ」について 

 50，129，222，237，264，271，296，372，453，471，494，533，625，654など、新生賛美歌の中に

「けがれ」という言葉は非常に多く出てくる。「罪」と「けがれ」は違う。「汚れ」は｢穢れ｣に通じる

差別的に使われてきた言葉であり、この言葉でなければ表現できないのか気になるところである。 

★553の1節に「卑しきもの」とあるが、地位が低い、貧しい、みすぼらしい、下品という「けがれ」と

同じ様な意味合い。 

★335（小さき者のひとりに）の「今こそ我らは小さき者に・・愛をば注がん」とあり上から目線の表現

に感じる。自分は小さき者ではない立場に立っていないか。 

★1（聖なる聖なる聖なるかな）の3節「罪ある目には見えねども」は、目の見えない人にとってはつら

い言葉。 

★371の「かいたくしゃののぞみ」という歌詞。開拓伝道という言葉は今でも使われるが、本来、北海道

の開拓、アイヌから見れば侵略を意味する言葉である。 

★394や580の「十字架の旗」は、どうしても戦争の旗としての日の丸と結びつく。十字架は戦いの先頭

に立つものではなく、イエス･キリストの苦しみを背負うもの。 

★579など戦いの歌はいかがなものかと疑問を感じる。 

 発題要旨 

「ことばのフォーラム」発題要旨 
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賛美歌のことばフォーラム レジュメ 

 

恵泉バプテスト教会 服部浩巳 

 
■ 恵泉教会におけることばに対する意識や認識 
 
「ことば」に対する意識： 「讃美歌検討表」＜恵泉教会からの資料参照＞ 
18, 274-276「みいつ」：天皇制用語／国家神道用語 
397「すべてをささげて命を捨てん」、629「すべて主にささげて・・この命をささげよう」： 

特攻隊や戦前の思想に回帰させる意味 
568「彼（こ）のこころは病んでいるから治してもらおう」： 
差別を助長させると受け止められそうな言葉の印象を持つ 
 

○「讃美歌検討委員会」からの回答＜資料参照＞ 
 
■新生讃美歌を運用して 
○「選曲見合わせ」、「要配慮」などの対応 
2003年の発行から礼拝で使用し、10数年経過した感想や課題をまとめた。 
教会で運用しながら感じてきた表現：ことば、音楽 → 次へのステップへと 
 
■「新生讃美歌」のさらなる活用に向けて 
 
１）「新生讃美歌」は、バプテストの信仰のよりどころである。 
２）さらに良い讃美歌集になるよう育みたい。 
３）信仰の表現として理解を広め、深める 
 
＜要望として＞ 
568の歌詞など「言葉狩り」にしないための対応を考えていただきたい。 
翻訳上の課題：原典を明らかにすること、著作権問題などこれまで変更した点の経過を小冊子などにし

て開示してほしい 
 
■私（服部浩巳）の問題意識 
キリスト教音楽に関わってきたなかで実感するのは、「欧米の音楽の移入」や「翻訳」だけでは十分で

はない。 
もっと、日本語のキリスト教音楽や讃美歌の充実を図ることが信仰の糧となるのではないか。そして、

キリスト教信仰を共有できる音楽、オリジナル讃美歌を創作する運動を進めていくことが、音楽を通じ

て信仰が深まると思う。 
 
※ 服部浩巳（はっとりひろみ）自己紹介 
現在、恵泉バプテスト教会音楽部長。主日礼拝での会衆賛美指揮者。聖歌隊指揮者。アムハアレツのボーカル担当 
＜音楽の経歴＞ 
島田市立島田第二中学校（静岡県）合唱部の臨時メンバーとして合唱音楽に接した。京都での学生時代、男声合唱団

（立命館大学メンネルコール）に所属。音楽に目覚めるとともに、合唱団の親友の誘いを受け、初めてキリストに触れ

て北山バプテスト教会に行く。1985年堺キリスト教会で受浸。 
1986年に上京後、恵泉バプテスト教会に転籍し現在に至る。キリスト教音楽専門の合唱団、東京スコラ・カントールム

に所属（現在休団中）、聖グレゴリオの家聖歌隊メンバーとしてCD録音に加わる。 
合唱団の運営に関わり、音楽に関するエッセイ執筆、演奏会企画立案、コンサートプログラムノート作成、2007年に作

曲家、故廣瀬量平(1930-2008)氏への委嘱作品「この世の光」(山上の説教がテーマ)他のプロデュースを担当した。 

「ことばのフォーラム」発題要旨 
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賛美歌のことばについて 

四日市教会 加藤美代子 

１．賛美歌のことばは、その時代の課題と精神を反映する。公同の礼拝の賛美歌として創作

 されるものでも、個人の信仰の感動を表したものであってもそうである。創作者がその

 時代をどう見ているか、聖書をどう読むかの追求がことばへと結晶し、同時代の人とそ

 れ以降の世代の人に投げかけられる。それらは賛美歌の歴史の財産となり、時代によっ

 て批判検討されていく。 

２．主に呼び集められた群れとしての公同の礼拝での「私たち主語」の賛美歌が共同体とし

 ての力強い告白や表現をすることができる。しかし個人としての主語によるものも、礼

 拝する共同体の信仰表現を代表する、あるいはその賛美歌に表現されている本質に会衆

 が共感できるならば共同体を建て上げるものとして、礼拝で賛美をするのに用いられて

 いくだろう。 

３．ことばは大切であるが、どんな音楽と結びつくかで活きてくることも事実である。音楽

 そのものもメッセージを持っていると思うので相互作用もあると思う。多様な音楽が選

 択の対象となるよう試行錯誤して、豊かな可能性を探ってよいのではないだろうか。 

４．今の時代の求める賛美歌はどんなテーマであるか。様々な人の多様性を認め合い、迷

 い、弱さも包含する信仰表現が求められているように思う。また地球環境の変化と、厳

 しくなっていく自然にどう対峙するかを思い巡らし、真に生きる希望を示す賛美歌も必

 要であろう。 

   神の正義と愛、被造物の保全、環境、差別や暴力を問うこと、戦争を廃すること、人

 間の自由と権利、尊厳、平等、社会の変革、平和と共存、多様な人を互いに受け入れ合

 うことといったテーマが賛美に盛り込まれることで、苦難の多い現実に復活の主ととも

 に向かい合っていく力が与えられる。 

   神様が語り、なしてくださったことを語り伝える叙事詩としての賛美歌や、救いの喜

 び、祈り、感謝、人にそれを分かつ喜びや恵みの溢れを語る賛美歌が必要であるのはも

 ちろんである。 

   一度聞いて、または歌っていて自分に内容のわかる率直で簡潔なことば、品性があり

 温かい愛を呼び起こすことばが必要とされている。擬古文のようなことばはもはや必要

 でないのではないか。また、共同体固有の信仰表現のことばも創造されてよいと考え

 る。 

   第２次世界大戦前や戦中に使われていたことばの検証と廃止、支配や暴力を産むこと

 に繋がり得る表現の検討も課題になると思う。信仰の枠組みが賛美歌の表現に表れるの

 で、その枠組そのものがいつも問われなければならない。時の為政者に信仰の枠組みが

 利用されることが歴史ではあった。歌い賛美することで無意識に会衆の信仰を育て、強

 化するので、賛美歌のことばの持つ責任は大きい。 

５．訳詞の場合、原詞のイメージをすべて表現できないことも多い。もとの歌のことばを学

 ぶ機会を設けるなどして、訳を再検討するなどの作業が定期的に必要であろうし、会衆

 もその学びをできる範囲で行うようにするとよりその賛美歌の言いたかったことに近づ

 くことができ、新たな発見をすることができる。そのためには資料の収集、種々の学習

 の機会の提供を頂く必要があると思う。 

６．一つの賛美歌の中で多様なイメージを入れ過ぎると実際の礼拝では使いにくいこともあ

 る。一つのテーマを追求し、その賛美歌全体で何を表現したいのかが明確であるような

 ことばが望ましい。 

「ことばのフォーラム」発題要旨 
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［司会者導入］ 

それでは、「賛美歌ことばのフォーラム」を始

めさせていただきたいと思います。プログラムに

「初めてのことばのフォーラム」と記されており

ますけれども、私達の賛美歌にとって大切な言葉

をご一緒に考える時としたいと思います。そして

「初めての」というように、この事柄がこれから

の私達の賛美歌を考えるその事の中で大切なひと

時となれば良いと思っております。私はこの

フォーラムの司会をさせていただきます、市川大

野教会の中田義直と申します。賛美歌検討委員を

させていただいております。どうぞよろしくお願

い致します。  
今日パネリストとして発題をしてくださいます

のは、品川教会の片桐健司さん、恵泉教会の服部

浩巳さん、そして四日市教会の加藤美代子さん。

この３名の方に後ほど発題をしていただきます。 
祈りをもって始めさせていただきたいと思いま

す。ヨハネによる福音書第１章４節「言葉の内に

命があった。命は人間を照らす光であった。」こ

とばを持って天地万物を創造し、ことばを持って

私達の歴史を導かれる神様。私達は心からあなた

を賛美したいと願っています。私達は賛美を通し

て、あなた礼拝し、あなたを証し、そして、教会

を立て上げたいと願っています。大切な賛美の言

葉について、これからともに考え分かち合うとき

を過ごそうとしています。どうぞあなたが先立っ

てこの時を導いていて下さいますように。あなた

の御手に委ねて、このお祈りを主イエスキリスト

の御名を通してあなたの御前にお捧げいたしま

す。 アーメン 
 

このセッションを始めるにあたりまして、まず

資料の確認をさせていただきたいと思います。お

手元のプログラム17ページから、「ことばの

フォーラム」とありまして、その後にそれぞれの

今日の発題のレジュメが22ページまで記してあり

ます。それから、封筒の中に入っています、この

セッションに関する資料と致しましては、賛美歌

検討委員会議の中間報告書、そして「新生讃美歌

アンケート回答」、特別委員会の皆さんから回答

していただいたアンケートの回答書のまとめ、そ

れから、恵泉教会で作成された資料ですね。そし

て、仮称「新生讃美歌ブックレット」についてと

記してあるものです。 
限られた時間です。この準備をする中で本当に

このテーマだけで一日、いえ二泊三日は必要とさ

れる、深い、また丁寧に関わっていかなければな

らない内容について、これからご一緒に考えて行

きたいと思います。 
賛美歌と言葉というのは切り離す事が出来ませ

ん。皆さんは「シュワツ」をご存知でしょうか。

「シュワツ」わたしは子どもの頃、シュワツとい

うのはとても素晴らしいもの、私を力づけてくれ

るものと思っていました。シュワツ 
（歌いだす）♪「主われを愛す 主はつ よけれ

ば 我弱くとも 恐れはあらじ」子どもの頃幼稚

園で、“主我を愛す”を聞きながら、私は「シュ

ワツ よければ」って考えていました。だから、

シュワツって何だろうな・・だけど素晴らしいも

ので、シュワツが良いから弱くても強くされるん

だって子ども心に思っていました。ある日、気が

つきました。「主は 強ければ」そうすると当然

歌い方が違ってきますよね。「シュワツ 良けれ

ば」と歌っていた賛美歌が、「主は 強ければ」

言葉を意識するという事は、そういう事だと思い

ます。そして、言葉の持っている大きな力があり

ます。その言葉について、私達はどのような思い

を持って賛美として、言葉を発しているのか。今

日はこれから３人の方に賛美歌の言葉について思

われている事、そして、それぞれの立ち場から

『新生讃美歌』に対する思いを語っていただきた

いと思います。 
 

［加藤美代子さん発題］ 

こんにちは。四日市教会の加藤と申します。賛

美歌のことばについてということで、私が賛美歌

に関心を持ち出してからいろいろ考えたことなど

を、私が思っております問題意識、個人的な関心

ということでお話をさせていただきます。 
 項目が６つもあるということは、ちょっとまと

まりがない面もございますが、少し一般的なこと

ということも確認をしながらお話をしたいと思い

ます。主に１とか５とか６は似たものかと思いま

すが、賛美歌の言葉、一般的にどんなものか、と

いうことについて触れた部分です。 
 まず１です。賛美歌の言葉はその時代の、また

その地域の課題と、またその時代の精神を、また

その時の神学とか信仰の捉え方を反映したものと

なります。 
 公の礼拝の賛美歌として創作されるものでも、

あるいは個人の信仰を表したもの、そういった作

「賛美歌ことばのフォーラム」（テープ起こし） 
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品においても、そういう影響、また制約は受けて

いると思います。その時代にどういう風にその方

（かた）が向かい合って、どう見ているのかとい

う事。そういったものが、言葉となっていく、そ

のようなものではないかと思います。それ故にそ

れぞれの時代で、賛美歌が創作されていくという

ことは、必要になってくるでしょう。一昨年の沖

縄の平和ツアーに参加しました時に、平良 修

（たいら おさむ）牧師の話しを聞きました。

「教会の課題は、社会で起こる全ての事柄であ

る。」と、おっしゃいました。ならば、賛美歌も

いろいろな事柄を、多岐にわたる事柄をテーマと

して取り扱い得るのではないかと思います。真摯

に向かい合って作り出された賛美歌が、同時代ま

た次の世代に、また次の世代によって批判検討さ

れて行く、ということが起こり、また財産として

積み重なっていくと思います。 
 ２番、主に呼び集められた群として公同の礼拝

での私たちという主語の賛美歌というものが、共

同体としての力強い告白、あるいは表現すること

ができると思います。これはまず、「私たち主

語」というのが基本ではないかと思っておりま

す。しかしそればかりになりますと、何かと教条

主義的な感じにもなりがちというのがありまし

て、個人（主語）のものが全くだめかというと、

私も長年そのことを考えてきたのですが、そうで

はないのではないかなと思います。礼拝するその

共同体の信仰の表現を代表している、あるいは、

賛美歌に表現されている本質に、その会衆が心底

共感するというものでありますと、共同体を立て

上げる者として、礼拝で賛美をするというのに、

自ずと残り、使われて行くのではないかと思いま

す。また、個人、表面一見ですね、個人的な祈り

の形式、悔い改めの祈り、そういったものを持っ

ているように見えても、内実が広くみんなで取り

組むべき事柄に向かわされている、そのような言

葉をもった賛美歌がございます。ちょうど『新生

讃美歌』にですね、そういったものが、十年位の

作詞期間によって、できたのではないかといわれ

ているものもありますし、パブロ・ソーサという

方の南米の賛美歌集の中には、「もし私が人を」

という祈りの賛美歌がありまして、個人的な祈り

の形を取っていながらも広い視野を持ったものと

して、会衆で良く歌われていると聞いておりま

す。 
 

３番です。賛美歌の言葉は、大変大事です。賛

美歌はやはり曲として親しむことが大きいですけ

れども、やはり歌詞は大切です。しかし、どんな

音楽と結びつくかで、生きもするし、また埋もれ

もすることがあると思います。これには、音楽そ

のものも、メッセージを持っているのではないか

と思っております。そもそも、言葉で現せないよ

うなことを、様々な芸術・また音楽が表現すると

いうことがあると思うからです。 

『新生讃美歌』の73番、非常に親しまれている

「善 き 力 に わ れ 囲 ま れ」は、『讃 美 歌 ２

１』－469番においては、もっとしっとりとした

曲と組み合わされておりまして、非常に内声的な

趣を表現しています。これもまた大変素晴らしい

と、私は感じております。同じこの曲は、このボ

ンへッファーの詞は、日本キリスト教団で以前出

ました「共に歌おう」という小さな冊子がありま

すが、その中で、「強い手に支えられて」という

題名で訳されておりまして、二つのアメリカの

フォークの音楽とか、ジュリノー詩編歌、そう

いったものと組み合わされて、紹介されていま

す。それがどれくらい歌われたかということにつ

いては、さだかではありませんけれども、いろん

な可能性が賛美歌一つ取りましても、言葉一つ

取っても、いろいろな変遷をしていく可能性があ

りますし、そういう冒険をしてみるということは

非常にいいのではないかと思います。 

また、それでいろいろな西洋の文化に、日本の

音楽は沢山影響を受けたと思うのですが、もう既

にたくさん試みがされているように、いろいろな

地域の多様な音楽と組み合わされていくことは、

大変、その言葉が生きるということではないかと

思います。滝廉太郎の「荒城の月」というのがあ

りますが、あのメロディーで「海の彼方の」とい

う賛美歌が、実は日本賛美歌学会というところか

ら出ておりまして、それには、“戦争に赴く兵士

のことを歌った賛美歌”となっており、一度私も

歌ってみたことがあるのですが、とても素敵なも

のになっております。 
 さて、４番です。今の時代の求める賛美歌につ

いて、私の少し思うところを述べます。これは、

様々な人の多様性を認め合い受け入れ合って共生

する事。信仰の確信というだけでなく、信じたく

てもままならない弱さや、傷、迷い。そういった

信仰のその迷いとかも、温かく広く包み込み、ま

た、それをユーモアを持って表現する賛美歌。そ
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ういったものが求められているかなと思います。

特にニュージーランドのコリン・ギブソン氏が作

られた賛美歌（集）の中に私はそれを多く感じて

おります。また、厳しくなっていく自然にと、そ

こに書いておりますけれども、これを書いている

ときに本当に、こんなに簡単に書いていいのかな

という気持ちがしてなりませんでしたけれども、

本当に、しかし、私自身がそのような絶望に沈み

込んでしまわないための言葉を必要としているよ

うな気が致しますので、そんな賛美歌が、私たち

の真の希望を見いだし得る励まされる賛美歌が欲

しいと思っております。少しずつでも、時間をか

けてでも紡ぎだされないかと思っております。神

様の正義と愛と書いているここ一文の所ですけれ

ども、たくさんのテーマを並べておりますけれど

も、特に他の方の発題の中にもあると思います

が、また既に教会音楽室の方で取り組まれている

部分がたくさんあるかと思いますけれども、様々

な差別、暴力、無批判に使っている、いろいろな

人間の作り出した秩序を絶対化するような、そう

いったものを信仰的、また賛美歌という音楽とい

う情緒に訴えるものを通して、強化するそういっ

た賛美というのは非常に問題があるのではないか

と思いますので、そういった部分が、信じている

神学の検討と同じと思うのですけれども、そう

いったことを取り組んでいっていただきたいなと

思います。少しレジメでわかりにくいかと思う所

が同じ４の所の１、２、３番目の段落、４番目の

段落です。一度聞いて、また歌っていて自分に内

容のわかるような率直な言葉、ここはいいと思う

のですが、品性があるって書いているんですね。

品性って何だろうって。私は、人を作り上げ、人

の人格を尊重するような、誰かをおとしめると

か、そういう事ではないような「言葉」、そう

いったものに力を受けているような気が致しま

す。少し時間が無くなってきて、そろそろ終わり

ます。５と６についてはまた補足の時間があれば

したいと思います。ありがとうございました。 
 
［服部浩巳さん発題］ 

皆さんこんにちは。恵泉教会の服部浩巳と申し

ます。私の方からは、『新生讃美歌』に収録され

ております歌詞について、恵泉教会で検討した取

り組を分ち合いたいと思います。恵泉教会は、

2004年から『新生讃美歌』を使用しています。

2003年に発行され、約１年間試用期間を経て、音

楽部という所がありまして、私その部長をしてお

りますが、その音楽部の方で評価をした上で、採

用したいという事で、教会の総会に提案し決議を

され、採用という事に至りました。 初は日本キ

リスト教団の賛美歌、いわゆる1954年版と比較し

て、同じ歌なのに、歌詞が変わったのはなぜだろ

うかとか、あるいは和声が変わってちょっと違和

感があるとか、馴染まないといった感想もありま

したが、それほど問題なく受け入れられたと思い

ます。それから『新生讃美歌』の運用にあたって

は、教会暦ですとか、あるいはテーマなどを考慮

して一つの曲を一ヶ月ほど歌うような月の歌とし

て、慣れるようにして、それで歌詞にも慣れて、

新しい歌も比較的浸透したのではないかなと思っ

ています。けれども2013年の１月、成人式に合わ

せた青年向けの礼拝というのがありまして、丁度

その頃、専任牧師が不在でして、ほぼ毎週信徒が

入れ替わり立ち代わり交代で、説教を担当してお

りました。その時に説教を担当していたある信徒

から、講壇上で指摘を受けました。私は非常に焦

りましたけれども、「なんでこの曲を選んだの

か」と。それは629番の「全てを主に捧げて・・

この命捧げよう」という曲を会衆賛美歌で選んだ

理由です。それが、殉教ですとか特攻隊の死を肯

定し想起させる。そういう内容である、と指摘を

受けました。その事がきっかけになって、賛美歌

の歌詞をもう一度検討しようという動きになりま

した。歌詞、言葉という事に対する意識というも

のを、信徒にアンケートを取りまして、それを音

楽部、社会部、教育部という３つの部で検討しま

して、あるいはセミナーで話し合ったりして、更

には連盟の理事会にも連絡を取りながらやり取り

をしてきました。それが皆さんにお配りをしてい

るこのA３の色刷りがしてあるフォーラムのため

の資料です。色々と気になった所を書き上げてお

ります。問題のない所はここには記しておりませ

んけれども、番号が記されたもの、気になる内

容、課題、考え方という所に関しては、恵泉教会

で書き記しております。それを連盟の方に諮って

回答があったもの、あるいはちょっとこちらの方

で、恵泉教会の方が書き加えているという所が、

緑色になっております。黒ですとか、赤で書いて

ある所は、恵泉教会の方が中心になって書いてお

ります。それを更に、２月位に書きまとめている

所が、緑色部分になっております。そういう形

で、こういう様な形の資料として、評価をさせて

いただいております。その中で気になるところ

が、「選曲見合わせ」というような所、赤い文字

で書いてあるかと思います。それから「要配

慮」。その他問題のない所は従来通り歌うという

ような事で評価をしております。レジメにありま

すように、言葉に対する意識という事で、選曲を

見合わせた理由として、三つ書いてあります。そ

れが、まず「みいつ」という言葉です。「みい

つ」といいますと、三つにして一つという、いわ

ゆる三位一体という風に受け取る方もいらっしゃ

るようですけれども、実は、みいつというもの

は、文字は、字で書くとこういう文字です。これ
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はみいつ（御厳）です。だから三位一体の、三つ

に一つではありません。でここには、御厳には天

皇の威光を表す、示す言葉であったり、あるいは

天皇制、神道用語なんですけれども、それが『新

生讃美歌』に続いて掲載されているという事を問

題とさせていただいております。その他に、関連

して、天照大神を指す、大御神とか、あるいは、

父・御子・御霊が聖霊に変わっているようです。

御霊というのも問題があるだろうと指摘をしてい

るところです。キリスト教も神道も同じような日

本の文化の中で、神、神道、八百万の神と、キリ

スト教の神が一致していたという、そういうよう

な事もありますけれども、そこからキリストの瞬

間的に言葉を、キリスト、これはキリスト教なん

だというような、言葉が腑に落ちるような言葉が

生まれる事を願っているところです。それから、

397の「全てを捧げて命を捨てん」という言葉

も、先ほど問題になったところですね。捧げると

いう事が前提、全身全霊で当たり前のことなんで

すけれども、命を捧げるという事となった場合に

は、やはりさきほど言った特攻隊や、戦前に戦争

の思想に回帰させるという意味があります。 
 その時説教者から、「恵みとして与えられた命

を、人の解釈で断ってはならない」という、そう

いう意見も書き加えられていました。賛美歌のそ

の曲を選んで会衆讃美で歌わないという選択肢も

あったんですけれども、選曲を止めております。

それからその「捧げよう」というその呼びかける

言葉という事も、ちょっと問題なのかなと。問題

性を孕んでいる言葉だと思っております。 

 それからもう一つ568番、「彼の心は病んでい

るから治してもらおう」というのは「彼」という

のを、「この心」という風に書き換えておりま

す。まあ、差別を助長させる、受け止められない

ような言葉という事で。まあ賛美歌にふさわしく

ないのではないかという事。更には、心の病んで

いる人に対する配慮も必要だという風に解釈をし

ています。この辺が、資料の『中間報告』の中に

も非常に詳しく書かれておりますので、そちらの

方も参照していただきたく思います。あとは、連

盟に対する要望という事で私の方からは、賛美歌

のブックレットを作ろうとしているようですけれ

ども、１００曲までで来ている賛美歌の評価検討

を、その 終報告までのロードマップ、計画を教

えて欲しいと思います。もう一つは新しい賛美歌

の創作という事を、私自身の問題意識というか長

く趣味の部分もありますけれども、音楽の活動に

関わってきてキリスト教音楽にとって新しい日本

語の創作賛美歌、あるいは創作する音楽、そう

いったものがもっともっと必要だろうなと言う風

に思っておりますので、連盟の『新生讃美歌』に

つきましても、またキリスト教の世界にとって

も、新しい創作賛美歌というのが必要だろうと

思っております。以上です。 
 
［片桐健司さん発題］ 

品川教会の片桐です。連盟の部落問題特別委員

会に関わりを持ってきていますけれども、今日は

その委員会の委員の立ち場からお話をさせていた

だきます。 
賛美歌の言葉について部落委員会が話し合った

というのは、この１月でした。昨年暮れに連盟の

音楽室の方から「六特」という連盟の特別委員会

からの賛美歌の言葉についての考えを聞かせて欲

しいという話がありまして、そこで部落委員会と

しても検討しようという事で、丁度今年の１月に

委員会があったものですから、それまでに少し事

前にお互いに賛美歌を見合った上で、１月に話し

合いをしました。 
その結果、限られた時間の中だったんですけれ

ども、部落委員会としてこういった所が気になる

な・・というのを書き出したものが皆さんのお手

元にあるアンケート回答というところに入ってお

ります。今日の私のレジメはこの中から主なもの

を抜き出したものです。 
私達は今回こういうアンケートを取っていただ

いたという事を非常に感謝しております。アン

ケートを出すときに、賛美歌検討委員会議『中間

報告書』、これも今日の資料の中に入っていると

思いますけれども、これも読ませていただきまし

た。そして、連盟の賛美歌を検討される方々が、

本当に熱心にまた丁寧に賛美歌を見て、その問題

点を捉えられているということを知りまして、本

当に感動したというか、感謝をいたしました。私

達もそれを元にしてこの１月に話し合いをした訳

です。 
レジメの３番には、そのいろいろな言葉につい

て書いてありますけれども、その前に少しレジメ

から離れたことをお話しします。 
言葉というのは、昨日朴先生のお話からもあっ

たと思うんですけれども、時代の背景とか状況に

よって、意味が変わってくるという事があると思

います。 
ちょっと本題からそれますけれども、私は小学

校の教員をやっておりまして、小学校、中学校に

は、今言い方が変わりましたけれども「特殊学

級」というものがありました。どういう学級かと

言うと、勉強がうまく出来なかったり、「障害」

を持っていたりする子どもたちが普通学級の学習

は難しいという事で、その特殊学級という所に送

られていたって言うのがあったんですね。今は

「特別支援学級」と言っていますけれども、その

特殊学級という呼び方は、法的にも学校教育法と

いう所に書かれていたものですから、それ自体に

「ことばのフォーラム」 



 

45 

法的な問題はないんですけれども、「特殊」とい

う言葉は差別的だという話がありまして、その特

殊学級を「特殊学級」と呼びたくないという事

で、法的な正式名称は特殊学級でありながら・・

例えば大阪では特殊学級の事を「養護学級」、東

京では、「心障学級」って言う風に言っていたん

です。心の障害の学級で、「心障学級」って言っ

ていたんです。それならいいだろうという事だっ

たんですが、決してそうはならなかったんです

ね。どういう事かと言うと、例えば子どもが喧嘩

をします。で、喧嘩をすると相手の悪口を言いま

すね。で、東京の場合は「心障学級」と言う学級

がどういう学級かは子どもたちもわかっています

から、その喧嘩をする相手の悪口を言う時に「何

だ！この心障！」って言う訳です。で、心障学

級って言うのは「特殊学級」から善意をもって変

えられた言葉だったはずなのに、その「心障」と

言う言葉が、悪口になって使われて、そういう

「障害」を持った子どもたちを、差別する言葉に

なっていってしまったんですね。一体何のために

言葉を変えたのかというのがあるんですけれど

も。 
そういった事からこの話、本来そこにいる子ど

もたちが悪いんじゃなくて、子どもを分けるって

言う事自体が差別で、その子どもたちの問題じゃ

なくて、分けている大人達にこそ問題があって、

そういう差別を生み出すのかなって思うんですけ

れども。そういう「心障」って言う言葉が差別的

な言葉になる。 
もう少し言いますと「めくら」という視覚障害

者をさす言葉があります。これは、今は殆ど言わ

れなくって、放送禁止用語という形でマスコミで

も使われなくなっています。で、ただ、じゃあこ

の元の使われ方って言うのはどうだったんだろう

かなって考えると、目が見えない人たちの事を一

般的に「めくら」という言葉を使って呼んでいた

と。初めは特にその「めくら」という言葉に罪は

なかったんだけれども、だんだんそれがその視覚

障害者の人たちに対する差別の言葉、悪口の言葉

として使われるようになった時に、それが問題に

なった。視覚障害者の方達も自分たちの事を「め

くら」と呼ばないでほしい、耳の聞こえない人た

ちは自分たちのことを「つんぼ」と呼ばないでほ

しいっていう訴えがあって、使われなくなった。

ご存じだと思うんですけれども、古い口語訳聖書

では、つい 近まで「めくら、つんぼ、おし」と

いう言葉が使われていました。その後、口語訳聖

書は、言葉を変えたわけですけれども。 
問題は、言葉じゃなくて、その言葉を使う人た

ちの意識の中で、その言葉が差別的な言葉にな

り、人を傷つける言葉になっていくことがあると

いうことを私達は考えなくちゃいけないと思うん

です。大事な事は、そういう言葉を使っちゃいけ

ないとか、禁止するとかという事じゃなくて、そ

の言葉を使う私達の意識の問題だと思うんです

ね。私達が、その言葉を使った時に、使われた人

たちがどういう気持ちを持つのかという事を、ど

こまで想像出来るのか、考える事が出来るのかと

言う事が大事な事だろうと思う。 
賛美歌の言葉でも、私も聖歌隊員ですし、あん

まり深く考えずに、気持ちよく賛美歌を歌ってし

まうんですけれども、後になってから、まあ特に

今回よく調べてからですね、この歌は本当は歌い

にくい歌だなって思わされる言葉がいっぱい出て

きました。賛美歌の言葉として気持ちいいかも知

れないけれども、そこにある言葉でそれを歌った

時に、私達は何とも思わないけれど、それで傷つ

く人たちがいるという事を思った時に、この言葉

はどうなのかって事を、私達は一緒に考えていけ

たらいいかなと思っています。 
という事でレジメに戻って三番ですけれども、

部落委員会として『新生讃美歌』の中で課題と感

じられた賛美歌という事で、一番多かったのが

「汚れ」という言葉なんですね。数としては。多

分見落としがあると思うのでもっとあると思いま

す。「汚れ」と言うと賛美歌とか聖書とかにもよ

く出てくるんですけれども、とくに賛美歌の中に

は自分の罪の重さを、５０番で言うと「汚れに汚

れしこの身を」となっていて、罪が深いという事

を「汚れに汚れた」という。 
この「汚れ」と言う言葉は、幾つか意味がある

んですが、一つは人の死ですね。お葬式なんかに

使われます。それから女性の出産とか生理とか妊

娠とかにも使われる事があります。それから、動

物ですね牛や馬のやっぱり家畜の死とかお産とか

そういった所にも使われる。 
いわゆる非差別部落の人たちは、仕事として死

んだ馬や牛の処理を昔からやっていた。それは非

常に貴重な仕事だったわけです。そういった人た

ちの仕事によって、他にやる人がいないというこ

とで助かっていた。そこから革を使った武具・道

具が作られていったわけですよね。そういう意味
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では重要な仕事をしていたんだけれども、今言っ

たような「汚れ」って言葉の意味があるものです

から、あの人達は死んだ馬や牛を触る汚れた人た

ちだってところで、賛美歌の漢字は違いますけれ

ども、「穢れ」というのぎへんに一歳、二歳の歳

という字を書いて「穢れ」となり、こういう言葉

も差別的であまり使いたくないんですけれども、

穢れが多いと言うことで「穢多（えた）」という

言葉が使われました。被差別部落の人たちを指す

言葉で、「穢多」・「非人」という言葉がありま

すけれども、その「汚れ」なんです。ですから、

私達は何の気なしに「汚れが多い」と言っていま

すけれども、それは、自分は部落の人と同じよう

に酷い人間だという言い方に繋がると思うんで

す。でも部落の人たちは決して悪い人たちではな

い訳ですね。ですからそれを聞いたときに非差別

部落の人たちは何を思うかと、これで一緒に私達

と賛美歌が歌えるのかと言うと、やっぱり歌えな

いなと言う人もきっと出てくるのだろうと思うん

です。そう思ったときに、この言葉が賛美歌にあ

る事はどうなのかなということが、委員会の中で

は大きな問題として出されました。 
その他幾つか言葉を上げていきたいと思いま

す。「553番」に「卑しきもの」というのがあり

ますが、これもやはり「汚れ」と同じように地位

が低いとか貧しいとかみすぼらしいという、これ

も自分の罪のことを言っているんですが、罪を表

す言葉として適当かどうかという疑問を感じまし

た。 
それから335番に「小さきものの一人に」とい

うのがあるんですけど、これは渡辺暢雄氏が作詞

されて大谷レニー氏が作曲されている曲で言いに

くいのですが、この４節の中にですね、「今こそ

我らは小さきもの主イエスに倣いて愛をば注が

ん」という言葉があるんです。マタイの25章に、

「これらの も小さいもののひとりにしたのは」

という所から取られていると思うんですけれど

も。小さきものに対してイエスがそうしているか

ら私達もイエスに倣って、小さきものに愛を注ご

うってことなんですけれども、マタイの25章の中

に出てくるのは、 も小さい者の一人にしたこと

も、そのした人たちは自分たちはそうしたとは

言ってないんですね、イエスの前で「私達は何も

してませんよ」と言ったら、イエスが「いや、あ

なた達こそ小さい者にしたんだよ」という、そう

いう共に歩む中では、多分そういう発想だと思う

んです。私達が上から小さい者がいて、自分は上

の者で、上から小さい者に何かするというか、上

から愛を注ぐとか、その人達の為に何かをすると

いう発想はやっぱり、そこには、「自分たちはあ

の人達とは違う存在だ」ということを現している

ことになると思うんですね。という事で、やはり

ちょっと気になる言葉でした。 
その他に、371で「開拓者の望み」という歌詞

がありますけれども、これも北海道の開拓という

のは、アイヌから見れば侵略と捉えられる訳で、

北海道の方達は「開拓」という言葉がいいかどう

かと今問題にされていますけれども、「開拓伝

道」という言葉も考えなければいけないというこ

とがあります。 
あと394番、580番に「十字架の旗」という言

葉が出てきますが、十字架は罪の赦しの印として

はあるけれど、戦いのしるしとしてはないだろう

という所で言うと、やはりどうなのかなという感

じを持っています。あと５７９番「立てよつわも

の」、「立てよ、いざ立て」という前の賛美歌の

言葉ですけれども、そんなものもちょっと気にな

りました。 以上です。 
 
［司会者］ 

ありがとうございました。 
限られた時間の中で本当に沢山の課題を今、私

達に提示してくださったと思います。言葉という

のは私達の中で本当に大切なものです。そして、

それは私達の関係を作るものであると同時に、関

係を壊すものにもなります。そういう意味で私達

はどういう言葉を発しているか、と言う事と同時

に、その言葉がどう受け止められるか、という事

への配慮なしに、私達は言葉を発するという事に

対して丁寧な姿勢で臨まなければいけないんだろ

う、そのような事を思わされました。 
単語として課題のあるものもあります。また、

言葉が文脈の中で、課題を持つものもあります。

また関係性の中で、私達はどこに立ってその言葉

を使っているのか？という事が、言葉によって私

達の立ち位置が問われていくという事もある、そ

のような事をパネラーの方々のお話を伺いなが

ら、私自身感じて参りました。限られた時間でし

たが、今の中で、そう言えば言い忘れたとか、こ

れだけはちょっと加えたいということがあれば、

5番6番の部分を加藤さんどうぞ。 
 
［加藤］ 

 ５番は、どちらかというと、賛美歌検討委員会

とか、連盟の教会音楽の関わりの方々というの

は、要するに研修される方への要望があると思う

んです。訳詞の場合、原詞のイメージを全て表現

できない事がやはり多い訳ですよね。日本語の音

節って沢山ないと表現しにくいとか、まあ西洋の

色んな言葉に比べて言われている事があります

が。だから、訳の段階で、ずいぶん変わってしま

う。また私達の文化から通してでないと、そうい

う言葉を紡ぎだせないという制約もありますの

で、時々恒常的に、元の歌の言葉を研究して、定
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期的に訳の再検討、作業を続けていただき、研究

機関としてはそのようにしていただきながら、私

達一般の賛美歌に近づく、実際に使っている現場

の私達が、そういった資料を聞けば教えていただ

けたり、あるいは、資料をこの本を見たら解ると

いう形でいつも提示していただけるようにしてい

ただきたい。 

 例えば『讃美歌２１』とかには、かなり早い段

階で出来たような、使用するための略解が、『新

生讃美歌』でもあれば、と思っていました。私自

身、歌詞の意味を一生懸命探して、原語、誰が

作って、この曲はいつ出来たとかそういったこと

を探したのに資料がないという状態が何年も続き

まして、困った事がありました。そういうものを

早く作ってほしいと思ったのですけども、今度

「ブックレット」を作られるという事で、そう

やって丁寧な作業がされている事に改めて、感謝

しております。そういった形になる、ならないと

いうよりも、研究を聞けば、誰が訳したのかどう

いった事が課題となっているかをすぐ教えていた

だけるような状態を作っていただければ、いいか

なと思います。 

 ６番につきましては、一つの賛美歌の中で、イ

エス様がお生まれになって、十字架でお亡くなり

になって、復活されて、と全部書かれるとどこの

礼拝で使っていいかわからないというのが、しば

しばありますので、一つのテーマをしっかり幾つ

かの節で掘り起こす、一つのテーマを豊かなイ

メージで膨らませる、そういった試みが沢山され

ますと、本当に扱いやすくもあるし、魅力的な賛

美歌になっていくのではないかという問題意識を

持っております。 
 
［司会者］ 

ありがとうございました。 
 服部さん、片桐さん何か加える事とか、これだ

けはということはないですか？ 
 

［片桐］ 

 今、話さなかったんですけれども、「汚れ」と

いう言葉の対義語として、「きよめ」というのが

あるんですね。で、この清めというのも、賛美歌

には沢山使われていまして、今回部落委員会の方

では清めについては、特に問題提起はしていない

んですけれども、これは 多分罪に対しての赦し

という意味だと思うんですが、それを汚れに対し

て、清めという風に使うとしたら、ちょっと使い

方が違うのではないかなという事を思っていま

す。これはまたどこかで検討していかなければい

けないんじゃないかと思います。 
 あと、汚れという言葉は、そういう意味では非

常に日本語的な言葉だと思うんですが、賛美歌で

は、その元の言葉が訳されていて汚れとなってい

る事が結構あったと思うんですね。そうすると元

の言葉ではどんな風に表現されていたのかなと考

えた時に、この言葉じゃない言葉で訳す事が出来

るんだろうかという事をちょっと思っています。

以上です。 
 
［服部］ 

 一つだけです。言葉狩りにしないという事。

『新生讃美歌』も版が変わってきていているかと

思いますけれども、この言葉が急に変わっていた

というのが新しい版になって気がついたとか、

ずっと前の初版本を使っているとかですね、それ

がどの状態かというのが解りにくくなっているこ

とがしばしば見受けられますので、いつこのよう

に変わったとかが常時解るようにもしていただき

たいと、要望したいと思いました。以上です。 
 

［司会者］  

ありがとうございました。 

 沢山の要望をいただきました。江原先生よろし

くお願い致します 
 これから、グループに分かれて、今発題してい

ただいた事柄について、分かち合いの時間を持っ

ていきます。そして、分かれていただいてから、

15分から20分程度分団の時間を持ちたいと思いま

す。時間が来ましたら、そのままの場所からこの

フロアの発題いただいた方々への質問や意見を受

けていきたいと思います。今すぐにも聞きたいと

いうような事もあるかもしれませんが、分団の時

間を挟んでから質疑の時を持っていきます。それ

で今から分かれますが、はじめに司会者と記録を

取ってくださる方を決めてください。こちらから

また時間の事をアナウンス致します。分かれた所

から15分位分かち合いの時を持ちたいと思います

ので、お願い致します。 
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賛美歌検討委員会議の働きとこれからの課題 

賛美歌検討委員 中田義直(市川大野) 

１．賛美歌検討委員会議の目的と働き 
賛美歌検討委員会議は日本バプテスト連盟における賛美歌の基礎的研究を行うと共に、次の賛美歌集

編纂を見据えて、現在の2003年版『新生讃美歌』に収録されている賛美歌一曲一曲について評価検討を

することを目的として、2009年より活動を行っている。 

そして、次に賛美歌編纂が行われる場合により良い作業がなされるよう、その記録を宣教部音楽室に

答申し残すことを活動の目的としている。 

2014年度より賛美歌検討委員会議では現在の『新生讃美歌』の持つ課題に対してその対応を理事会及

び宣教部の委嘱により協議検討することを委員会議の働きに加えている。 

このような活動を通して、賛美歌集を用いる諸教会においても、賛美歌に対する理解の深化と賛美歌

に関する学びの重要性を確認してきた。そこで、公開講座等を行って賛美歌に対する諸教会の意識を喚

起することも活動に含めている。そして、その一環として2016年度は『ブックレット』の編纂と発行を

行うこととしている。 

 

２．評価作業とその困難さについて 

賛美歌検討委員会議における評価作業は非常に時間のかかるものとなっており、現在までにおよそ

100曲の評価を行っている。 

このように時間を要した理由としては、賛美歌の中に私たちの取り組む教会形成、福音宣教の様々な

課題が見いだされ、協議の内容が宣教論から礼拝論、バプテスト論、そして牧会論と広がり、そのよう

な論議を経て集約、評価するというプロセスを踏むこととなった。また、一曲一曲の評価にとどまら

ず、歌集としての「賛美歌集」編纂の方針、目次、項目、賛美歌に付された参考聖句についても同様な

協議を経ることが求められていった。そのほか、『新生讃美歌ハンドブック』の編纂への協力、日本キ

リスト教団出版局主催による各教派の賛美歌担当者の連絡協議の場への参加など活動が広がっている。

しかし、これらは賛美歌を評価するうえで重要な広がりと理解している。 

 
３．今後の課題 

 賛美歌の言葉などに課題を見出した場合、それに対する対応には様々なハードルがある。賛美歌は作

品であり、著作権、作品保護といった観点からも賛美歌の言葉一つを変えるということも容易ではな

い。 
 このような現実的な課題を念頭に置きつつ、賛美歌について諸教会と共に考えを深めていく土壌づく

りを大切にしていきたい。そのための資料提供のために『ブックレット』の企画など行い、与えられた

課題に対しても諸教会と協働してその良き解決を求めていくといった、運動が起こることを願ってい

る。 

 そして、何よりも、賛美歌は祈りであり証しであり、そこには作者の信仰、人格や心情が表れている

「作品」であることを忘れてはならない。私たちが「ふさわしくない言葉」と評価したものも作者との

対話を通して、作者自身の意図とは異なった言葉の選びだったことが分かった事例があった。そこには

作者のみならず編纂にかかわった人たちの限界や未熟さがあったことは否定できない。 

作品は発表されると同時に独り歩きを始める。私たちは独り歩きをしている「作品」を評価すること

しかできない。そのことの限界を受け止めつつ、作者の「思い」に心を寄せつつ、誠実かつ慎重に賛美

歌に向き合うことが評価を行う上で大切な姿勢であると考えている。 

フォーラム資料① 
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『新生讃美歌』アンケート回答（特別委員会） 
 

２０１６．５．５ 第12回全国礼拝音楽研修会 

賛美歌検討委員会議 

 

１．『新生讃美歌』の中で肯定的に評価する賛美歌とそのポイント 
  

【部落問題特別委員会】 

 ・部落解放キリスト者協議会は２０５（まぶねの中に）をテーマソングにしている。この歌を評価するポイントは、

イエス自身が貧しさ、悲しさ、生きる悩みをつぶさになめているということ。私たちがイエスのように生きたいと

思ったとき、同じ生き方ができるかどうか。そのような歩みへの促しがある。 

・２０５と同じ由木康の作品で３２６（ガリラヤの風）もよい。「み国」の表現は天皇性との関連が指摘されるが、こ

れにはあまりこだわりたくない。 

・３４２（教会世にあり）の歌にとても励まされる。 

・励まされるという意味では７３（善き力にわれ囲まれ）。 

 

【靖国神社問題特別委員会】 

 新しい讃美歌を積極的に採用した点は、評価できると思います。 

 

【性差別問題特別委員会】 

 問２で取り上げさせていただいた讃美歌以外 

 

【ホームレス支援特別委員会】 

個人的な好みも影響するので、委員会として「これがよい」と言うことは難しい。 

   •歴史を導かれる神への賛美 (26, 73, 326, 389, 396, 575)  

   •肉において苦しまれたキリストへの賛美 (146, 176, 215)  

   •苦難の中にある人への慰めと励まし (434, 439, 502, 560)  

   •信従への呼びかけ (333, 342, 354, 464, 645)  

以上は当委員会の課題との関連で評価できる。 

 

【日韓・在日連帯特別委員会】 

 おしなべて、多国語で作詞作曲された讃美歌を多く取り入れているとは思います。特にアジア各国から。しかし

それぞれの讃美歌曲（それらだけではないのですが）、作られた背景や歌われている教会群、またその宣教論

や展開など、少し説明があってもいいかなとは思います。もちろん琉球語や日本語にしても。 

 

【「障害」者と教会委員会】   

・533（一羽のすずめの）  

歌詞の1番～3番までいと小さきものへの神様の愛を感謝する信仰の深さが込められている。 

・554（イエスに導かれ） 

視覚障害者のファニー・クロスビーが神への信頼を良く表現しているため。 

 

【公害問題特別委員会】 

 ・３８６（あまつ真清水） 

 作詞者の永井ゑい子は、毎日新聞社の記者として足尾鉱毒事件のルポルタージュなども書き、本歌詞は渡良

瀬川の流れをながめつつ書かれたと言われている作品である。この賛美歌と、足尾鉱毒事件とは切り離すことが

出来ないと考える。 
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２．『新 生 讃 美 歌』の 課 題 が あ る と 評 価 す る 賛 美 歌 と そ の ポ イ ン ト 

 

【部落問題特別委員会】 

・「汚れ」「けがれ」について 

「けがれ」が含まれる讃美歌は、５０、１２９、２２２、２３７、２６４、２７１、２９６、３７２、３７３、４５３、４７１、４９４、５

３３、６２５、６５４。（他にもあるかもしれない） 

日本で「けがれ」と言う場合、子どもたちも普通に「あー、けがれた」と言ったりしている。「けがれ」という言葉

を誰と一緒に讃美するのか。昨年、野中けいこさんが「教会に来てはじめて讃美歌を歌って涙が出ました」と

言われた。その時の讃美歌は「心を高く上げよう」で『新生讃美歌』には載っていない。「うしろのものを忘れ」

という歌詞で涙が出てきたという。苦しい思いをくぐり、差別と闘っている人たちと一緒に讃美歌を歌いたいと

思うが、そのとき「けがれ」という表現はどうにかならないものかと思う。しかも「けがれ」という言葉があまりに多

い。特に５０番（ああ驚くべきイエスの愛よ）では、繰り返しの部分で「汚れに汚れし身も」と「けがれ」が連呼さ

れる。 

部落差別というのが厳然とあって、「けがれの『け』という言葉を聞いただけで身震いする私たちの気持ちが

分かりますか」という声に向かい合っていかないといけないと思う。いくら神学的に「罪のけがれ」と言っても、

頭で理解できても、体が受け付けない。神学論議と、現に「けがれ」という言葉を浴びせられ続けている人と、

ギャップを感じる。「けがれ」を全部カットすることは大変なことかもしれないが。 

「罪」と「けがれ」は違うのに、「罪のけがれ」と言っていること自体が問題だと思う。 

「けがれ」は日本語であるが、多くは外国語の詩が訳されている。意見として、「けがれ」と訳出されている

原語を教えていただき、それが他の『聖歌』や『ルーテル教会讃美歌集』などはどのようにこれを訳出している

のかを調べてほしいと付言する。 

・３３５（小さき者のひとりに） 

差別された者、小さくされた者の視点に立っている歌かと思ったら、4節の歌詞に「今こそ我らは小さき者

に・・愛をば注がん」と上から目線の表現がある。 

自分は小さき者ではない立場に立つ視線がある。「けがれた者」を自分のことではなく、イエス様を知らな

い人を「罪深き者」と言うと、非常に差別的になる。 

・５５３（悲しみつもりて） 

1節に「卑しきもの」とあるが、広辞苑によれば身分や地位が低い、貧しい、みすぼらしい、下品と出ている。

「けがれ」と同じような意味合いと考えてよいと思う。 

・１（聖なる聖なる聖なるかな） 

3節「罪ある目には見えねども」は、目の見えない人にとってはつらい言葉だと思う。 

・３７１（伝道者の心） 

「かいたくしゃののぞみ」という歌詞。開拓伝道という言葉は今でも使われるが、本来、北海道の開拓、アイ

ヌから見れば侵略を意味する言葉であるので、できれば使わないほうが望ましい。 

・３９４（救い主イエスの十字架の旗を）、５８０（十字架の旗ひるがえし） 

どうしても戦争の旗としての日の丸と結びついてしまう。歌詞としては十字架をシンボルにしようというものだ

が、十字架は戦いの先頭に立つものではなく、イエス･キリストの苦しみを背負うものだと思う。 

・５７９（立てよ つわもの）など 

戦いの歌はいかがなものかと疑問を感じる。 

・５２４（なにゆえみ神は） 

最後の言葉は、以前は「かく信ずるなり」だったが、それが「確信するなり」と変えられている。事実関係を調

べてほしい。 

・単なる言葉狩りではなくて、実際に仲間はずれにされてきた人たちがどのような思いでこのような歌を歌うのか

という指摘を部落委員会として行いたい。 

 

 

【靖国神社問題特別委員会】 

2015年3月16日、自民党の三原じゅん子参院議員が、参院予算委員会で「ご紹介したいのが、日本が建国以

来、大切にしてきた価値観、八紘一宇（はっこういちう）であります」と発言したことは、記憶に新しいことだと思いま
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す。 

三原じゅん子参院議員は、「八紘一宇の理念のもとに、世界が一つの家族のようにむつみあい、助け合えるよう

な経済、税の仕組みを運用することを確認する崇高な政治的合意文書のようなものを、安倍総理こそが世界中

に提案していくべきだと思う」と語っていますが、「八紘一宇」が、日本の侵略戦争を肯定するスローガンとして

「大東亜共栄圏」思想と軌を一にして「全世界を天皇の下にひとつの家のようにする」という意味が込められて戦

前において使われていたことを、私たちは忘れてはならないと思います。 

 『新生讃美歌』18（うるわしき 救い主）-4番などにおいて使用されている「みいつ（御稜威）」の問題がありま

す。 

「みいつ（御稜威）」を辞書で引きますと、一般的に「「厳(いつ)」を敬っていう語。天皇や神などの威光。威勢」と

いう意味で、必ずしも天皇（制）に限定使用される用語ではないような感じを受けます。 

しかし、「見よ東海の空明けて」の歌詞で有名な「愛国行進曲」は、1937年8月に閣議決定された国民精神総

動員の方針のもと、「国民が永遠に愛唱すべき国民歌」として同年に組織された内閣情報部によって、「美しき

明るく勇ましき行進曲風のもの」「内容は日本の真の姿を讃え帝国永遠の生命と理想とを象徴し国民精神作興

に資するに足るもの」と公募された国民歌謡ですが、2番の歌詞は、「起て一系の大君を/光と永久に戴きて/臣

民われら皆共に/御稜威に副わん大使命/往け八紘を宇となし/四海の人を導きて/正しき平和うち建てん/理想

は花と咲き薫る」です。 

言葉が歴史の文脈の中で、どのように使われていたかの検証がいかに重要であるか教えられる事例だと考えま

す。 

 『新生讃美歌』は、歌詞の意味を明確にするために漢字にルビを振ることを原則に、2番以下の歌詞を楽譜下

段に記載しているとお聞きしていますが、18-4番の「みいつ」については、「御稜威」と記していません。編集意

図に沿うならば、この記載方法は、歌詞の意味を不明確にしている見本であるとも言えます。 

 1988年8月26日日本バプテスト連盟第42回年次総会で「戦争責任に関する信仰宣言」を採択していますが、

その中で「かつての大戦下、私たちは、まさにこの主告白において誤りを犯した。すなわち私たちはこの世界に

主イエスの支配の及ばない領域を認め、「神社は宗教にあらず」と強弁しながら天皇を「現人神（あらひとがみ）」

とする天皇制国家とその侵略戦争を教会と両立できるものとし、しかも戦争遂行に加担して隣国の人々に対し、

神社参拝を強要するような誤りさえ犯した。」と告白しています。 

私たちは、1982年8月20日第36回年次総会で「靖国神社問題に対する日本バプテスト連盟の信仰的立場

［反ヤスクニ宣言］」を採択し、「終りなき自由への戦いを通して、「和解の福音」がわたしたちに委ねられているこ

とをおぼえたいと願う。アーメン。」と結びました。 

 戦前の国家神道思想である天皇・現人神思想用語を無批判に、讃美歌として使い続けることは、侵略の犠牲

となったアジアの人びとに対する「和解の福音」を自ら拒否している行為に他なりません。 

 確かに、近現代史を学校で学ぶことがない青少年にとって、「みいつ（御稜威）」「348（きよき所を）-1番 天つ

み神」「538（神はわがやぐら）-3番 あまつ大神」が、戦前、天皇制特定用語であったことを知りませんし、知らさ

れていません。だからと言って、現代では、キリスト教用語として使っても良いということではないはずです。 

戦中に発行された『興亜讃美歌』『興亜少年讃美歌』を生み、戦争に加担してきた歴史を踏まえ、讃美歌の歌

詞にある「戦い」「争い」などの単語も、注意深く検討する必要があると考えます。 

私たちは、バプテスト連盟の信仰の歴史を顧みて「みいつ（御稜威）」「大み名」などの歴史的意味を教会で伝

えていかなくてはならいと考えます。 

「神」も神道用語から採られたものはないかという意見もあると考えます。 

神道に由来する全ての用語を『新生讃美歌』から今すぐ排除すべきであると主張するものでありません。 

ヨハネによる福音書15章13節「友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。」が、「英霊に

対する国・国民のあるべき姿勢を確立するための国民運動を展開する任意団体」と自称し、靖国神社に合祀さ

れている神々を顕彰する「英霊にこたえる会」の標語として取り上げられていることを思うとき、「397（み神を愛す

る主のしもべは）-3番 すべてをささげて命を捨てん」「578（光と闇とが）-3番 殉教者の炎を この身に受けて」な

ど、戦争賛美に繋がりかねない表現についても、再考の余地があるのではないかと考えます。 

 

【性差別問題特別委員会】 

・神を父と呼ぶもの（複数） 

・兄弟だけあって姉妹がないもの（複数） 

・両方あっても、そもそも兄弟、姉妹という言葉がクィアを排している（３３３「人はみ神のひとつの家族だけ？） 
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犠牲説に立つものも、フェミニスト神学的にも批判されるべき。イエスの十字架の死によって、私たちの罪

があがなわれるという思想は本当にフェミニスト的に、疑義があります。当たり前のように、歌われ続ける「隠

された教育」に、疑問をもちます。 

・「主」という言葉にも疑義あり 

・１５３（エッサイの根より生い出でたる）、１６７（天にはさかえ）、２５７（起きよエルサレム） 

「おとめ」処女イデオロギー、聖書的でもない（パルテノスの訳） 

・３６１（喜べみな たたえよ主を） 

「雄々しく」議論の余地をのこしている 

・５３４（主にある父祖（ちち）らの）、５８４～５９６（「家庭、結婚」に関連する賛美歌） 

  その価値は自明ではなく、抑圧的に機能することが多いので、マイナス面の解説も欲しい 

・５８４（主なる神よ み言葉にみたされ） 

家イデオロギー（家族がいなければ不幸なのか） 

・５９２（愛のみ神よ） 

「妹と背」（異性婚を前提としている）「永遠に」「あまつ家に」（結婚が神聖化されていないか） 

・５９０（結びたまえ 主よわれらを） 

「神の家族」とは聖書ではキリストの奴隷どうしという意味のはずだが、今の核家族をイメージさせる 

・５９３（またき愛賜う神よ） 

「妹背」という言葉が異性婚を前提としている。「みめぐみのゆたかなれば、なぐさめとのぞみとは、その家

にわきあふれて」とあるが、離婚した人々には「みめぐみはゆたか」に無かったのか。 

・５９４（主よ二人に恵みを） 

「とこしえ」（結婚の神聖化） 

 

【ホームレス支援特別委員会】 

221（血しおしたたる）、 299（主イエスの血しおの泉） 

キリストの血によらなければ罪から救われないという教義によって、ゆるしの無条件性がかすんでしまうこと

は問題。299には「十字架に掛かりし盗人にも等しきわれ」とあるが、イエスに罪を指摘されたのは強盗たち

ではなく、人を罪人呼ばわりする宗教指導者たちであった。 

 335（小さき者のひとりに） 

「小さき者」を取り上げているが、慈善の業の域にとどまって正義を求めるところまで行かないのは残念。 

 374（主は救いたもう） 

「聞け罪人よ、迷える者よ」と言われて罪人が聞く気になるだろうか。教会はいつのまにか罪人の病院を

卒業して聖人の集まりになってしまっているのではないか。「けがれ」は222, 494その他多数の曲にもある

が、イエスの福音は反対に、レビ記などの発想で差別した側に立ってしまっているのではないか。 

 437（歌いつつあゆまん） 

「主にすがるわれに悩みはなし」という歌詞を会衆の中の悩んでいる人はどういう気持ちで歌うのだろう

か。悩み多き世にあって、自分たちだけ悩まないのは正しいことか。この問題はこの曲に限るまい。 

 481（迷い多きこの世） 

原詞にある産業社会への批判的視点が十分訳出されていないのは残念。 

 全般に、『讃美歌21』等に比べて3, 6, 9拍子の曲が多いと感じる。礼拝全体がムードに流れる懸念がある。 

 「われら」に比して「われ」「わが」が多いことはバプテストらしいとも言えるが、教会の中のわたし、社会の中の

わたしであることが忘れられる危険がある。 

 

【日韓・在日連帯特別委員会】 

 各楽曲の用語等について詳細な検討をするに至ってはいませんが、「中間報告」に見受けられなかった視

点を挙げるとすれば、例えば「君」（５２７「つよき神の子 朽ちぬ愛よ」）という語についても「天皇制用語であ

る」とまでは言えないかもしれませんが、今後検討する必要がある語ではないでしょうか。その他、「いさお」（４

５８、４５９「いさおなきわれを」）、「ますらお」（５１５「静けき河の岸辺を」）、「つわもの（５７９「立てよ つわも

の」、５８０「十字架の旗ひるがえし」）など、礼拝で用いる讃美歌の歌詞としては検討する余地があるのではな

いでしょうか。 

５７８（光と闇とが）について、思想的にも神学的理解においても歌うべきではない、信仰を「戦い」で表現す

ることや「神の民」「同胞」という表現もクリスチャンを神の民、そうでない人々を取り込むべき相手として見てい
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るような印象をうけます（352「立ち上がれよ」、354「主のみ民よ」など）。 

日本語に堪能な外国籍のメンバーからしても讃美歌の言葉がいまだに難しいと感じられている、全般的に個人

の救いにとどまる讃美歌が多い等々の意見がありました。 

バプテストとしては個人的にではなく、会衆的の告白に立つ讃美歌を求めるのと同時に、その告白が教会的に

なっているのかという自問であると思います。さらには、宣教の拡がりを歌うものとなっているかという視点が必要か

と思います。 

 

【「障害」者と教会委員会】 

心の病の人にとってある種の言葉がつらい思いをさせることがある（例：悪魔、裁き など）。 

 

【公害問題特別委員会】 

（３）の回答とも関連するが、今日的な課題として「被造世界」「正義」という項目があってもよいのではないか。そ

の点『讃美歌２１』はその視点において優れていると言わざるを得ない。 

 

 

３．今後、賛美歌集にとりあげるべき「賛美歌」、内容やテーマ 

  

【部落問題特別委員会】 

・「我ら」讃美歌が少ないから、みんなで一緒に歌える歌。 

・『新生讃美歌』の目次に「解放」という項目がない。解放は聖書の重要な指針であるから、ぜひ解放の歌を入

れてほしい。 

・We shall overcome 

・『讃美歌２１』の「ここに私がいます ホームレスの眠る町」という歌のように社会的な促しを受ける讃美歌。 

・沖縄、広島、長崎などを覚える反戦の歌。 

・教団讃美歌第2篇の80番（み言葉をください） 

・「具体的な讃美」という項目を作ってもらう。 

・教団讃美歌第2篇の70番「幾千万の母たちの」の歌。 

 

【靖国神社問題特別委員会】 

『新生讃美歌』は2003年発行以来、本年（2016年）で、13年の歴史を重ねています。 

私たち靖国神社問題特別委員会も、この間、『新生讃美歌』の歌詞における天皇（制）用語問題などを放置して

きた責任は免れないと考えます。 

この反省にたって、この機会に『新生讃美歌』における天皇（制）賛美用語を単に書き換えるのではなく、今後の

私たちの信仰告白の糧とすべく、歴史的文脈の検証などを行いつつ、アジアなどの賛美歌を収録するばかりでは

なく、アジアをはじめとする「和解の福音」立ち、侵略戦争に対する罪責告白を含む『新生讃美歌』の改訂を、強く

希望するものであります。 

 

【性差別問題特別委員会】 

「後だしじゃんけん」のような批判のための批判には意味がないと同時に、かつて適切ではなかったことを時代

のせいにするのもまた誤りだと思います。事柄にともに向き合い、それぞれがとるべき責任を取り、改め、新しい、

より解放されたものをつくることこそが大切に思います。 

その意味でも、問３に、例えば平良愛香さんのつくった賛美歌など、いくつか紹介してくださるのが良いかと思

います。たとえば、「ミルク世チュクラナウチスリティ」「主につくられた私」。 

 

【ホームレス支援特別委員会】 

食事に関する記事は福音書に多いのに、賛美歌にはあまりない。例えばマルコ2:13–17, 18–20, 23–28, 5:43, 

6:30–44, 7:2, 28, 8:1–9, 14–21, 14:3–9, 12–26で食事に言及があるが、それらを聖句引照索引で見る限り、主の

晩さん式の賛美以外にはほとんど触れたものがない。ルカ、ヨハネの復活後の食事の部分も同様である。137は五

千人の供食の話かとおもうとすぐに「みことば」にずれていく。205でも「食するひまもうちわすれて」と食に対する低

い評価が著しい。 

 貧しい者は幸いという視点、預言者的視点、罪責告白、世の苦しみを共に負うことへの招きなどに留意した選曲
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を望む。ルカ6:20の説教に見合った応答の賛美を探すのには苦労する。平地の説教（6:20–49）全体が聖句索引に

まったくないのはこの曲集の性格を反映していると言える。 

 収録を望む曲として、『讃美歌21』の244「キリストはあすおいでになる」、480「新しい時をめざし」、563「ここにわた

しはいます」、日本賛美歌学会小歌集「だからきょう希望がある」を挙げたい。 

 

【日韓・在日連帯特別委員会】 

礼拝にはあらゆる人種、性別、身分、「障がい」にある方がたが招かれていると信じています。私たちはこの日本と

いう国において「人種差別撤廃法」、「外国人住民基本法」制定に向けて取り組んでいます。そのような意味におい

ても、偏向な歴史的また神学的視点からの歌詞、訳詞については検討の余地があると考えています。礼拝には多

様な文化を持つ方々が参加されます。讃美歌も国際色豊かなもの、世界の賛美歌をもっと視野にいれてご検討い

ただきたいと思います。そして招かれているあらゆる人たちとの礼拝を希望し、そのために宣教を主から託されてい

ることを信じています。 

 

【「障害」者と教会委員会】  

「われさえ愛したもう」   

主はすべての人々に平等に愛してくださるということがこめられている賛美歌である。 

 「今こそ主、求めよ」    

委員の福本峻平作詞の賛美歌。委員会の会合では良く歌っている。 

 

【公害問題特別委員会】 

・『讃美歌21』…４２７「ああ、美しい自然」、４２６「私たちを生かす」、４２５「こすずめも、くじらも」、４２４「美し 

い大地は」、４２３「人がこの世界に」 

  ・『みんなで輝く日が来る』（アイオナ共同体賛美歌集）…「絶望の中に主はよみがえる」「みんなで輝く日 

が来る」 

 

 

 

４．今後、『新生讃美歌』推進に期待すること  

 

【部落問題特別委員会】 

・社会での奉仕や働きに促しを受けるような歌。 

・『新生讃美歌』は全体的に音域が高いので男性や高齢者には歌いにくい。高い音が出にくい人にも配 

慮を。 

・スマホで聞くことができるアプリを開発してほしい。 

・伴奏用のＣＤを作成してほしい。 

・千野肇さん（恵泉教会）の讃美歌を入れてほしい。 

・日本賛美歌学会歌集の「だから今日、希望がある」（南米の解放の神学から生まれたラテン調の讃美歌）。 

 

【靖国神社問題特別委員会】 

検討委員会などでの検討過程を積極的に開示して頂き、問題を共有しつつ、推進して頂きたい。 

 

【性差別問題特別委員会】 

・より神さまのみ旨にそう賛美歌がともにさんびされるように。 

・すべての者が主にある生命を喜び、互いに敬意をもちつつ、神を心から賛美する賛美歌（ニュースレタ 

ー19号より引用）を目指して。 

 

【ホームレス支援特別委員会】 

560「夜は更けゆき」はすばらしいと思うが、ソングリーダーに振れないと言われるのはどうしたらいいだろう 

か。研修会で「小節線のない曲の振りかた」に触れていただくとよいかもしれない。 

「ことばのフォーラム」資料 



 

55 

 

【日韓・在日連帯特別委員会】 

外国籍者と共なる礼拝を指向してきた経験もあることから、新生讃美歌に収録されている楽曲が、今日的に世

界で広く用いられている讃美歌であるかどうか、検討いただきたいと思います。というのは、複数言語（たとえば

日・英）で同時的に、あるいは翻訳的に賛美する時、心（信仰）を込めて讃美できるかどうかは「なじみのある」メロ

ディであることが大きいと思うからです。 

もちろん「なじみのある」というのを前提にする時、神学や歴史といったものを考慮することなく感覚的な（懐古

的な）喜びで使用されることも大きいため、現代の時間軸に立っての言葉の吟味・批評・検討は大切です。ただ

言葉の吟味をする際に、日本語の「不適切語」によってその讃美歌自体が除かれることは慎重であってほしいと

願います。日本語では不適切（たとえば天皇制用語）であっても、もともとの言葉（原曲・原語）が不適切であるか

どうかは別だからです。 

当委員会の運動の射程には「差別との闘い」と共に「他文化・多民族共生社会の実現」があります。前者の「差

別」を助長するような讃美歌（言葉）を改めるべきは勿論、後者の「共生」においては、日本的な観点ばかりで指

向していると「共生」にはならないと考えます。これから多文化多民族共生となっていくべき日本社会を見据え、そ

の中に立つ教会形成を目指すため、その交わりをなす「礼拝」に資する讃美歌となっていってほしいと思います。

ゆえに、現在の新生讃美歌に関する評価をバプ連内の外国籍メンバー（教役者）から聴取しても良いかと思いま

す。 

 

【「障害」者と教会委員会】 

委員会としては今回のアンケートへの回答を十分に吟味して行うことができていないので、時を改めて、そのた

めの公開委員会などを持ち、そこで讃美歌の歌詞を神学的に、本委員会の視点をもって考察することなども検討

したいと考えている。 

 

【公害問題特別委員会】 

 現行の『新生讃美歌』以外の曲も随時紹介してゆく必要があるのではないか。 

 

 

５．その他  
 

【日韓・在日連帯特別委員会】 

私たちは少数者（守られるべき存在）を私たちが見出すために、その置かれている立場に私たちは立つことは

できない者として連帯の道を模索し、また歴史的な課題を共に乗り越え、宣教の課題として取り組むことができる

ようにと、諸教会に訴えてきました。歴史をどう歴史にするか、という課題は私たちの委員会発足当時からのもの

であり、委員会発足からすでに４０年を超えてなお私たちの前には、かつてと何ら変わらぬ大きな河のようなもの

が横たわっています。和解のつとめに仕えるとは、いかなる私たちの歩みなのかを現在も考え続けています。 

 

【「障害」者と教会委員会】 

プロジェクタを使って歌詞を表示している教会は多いと思うが、聴覚障害の人たちや外国人のためには必須で

ある。一般会衆にとっても顔を上げて共に歌うことで賛美の一体感を加える。このような使用形態は著作権上の

問題があると聞くがもっと自由に用いられると良い。 

 

【公害問題特別委員会】 

・オリジナルの曲も含めて「命と環境」という今日的な課題をテーマとして扱った曲が収められることを望む。そ

の際、「自然賛美」となってはならないために、神学的な裏付けが必要な事は言うまでもない。 

・創作賛美歌の作り手を養成する必要があるのだろう。 
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 Ⅴ・分科会・実技分団 

   

   分科会報告 

    分科会感想 

 

  実技分団報告 

  実技分団感想 
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分科会１．礼拝ってなに? 
朴 思郁（宣教研究所所長） 

分科会の内容 

 

 Every Sunday is a little Easter. 「礼拝って何？」の分科会に配られたレジメの 初の手がかりとし

て記されているこの言葉は、分科会の内容を簡単明瞭に表した言葉です。つまり、「毎週の日曜日は、

イエスの十字架の死と復活を記念するイースターである」という意味の言葉には、主日礼拝の中心は、

他ならぬ「キリスト中心」（Christcentered）であることが示されているということです。 

 初に取り上げたのは、「み言葉」、「主の晩餐」、「音楽」という礼拝の3要素についてです。キリ

スト教の歴史を振り返ると、中世教会は「主の晩餐中心」、宗教改革以降は「み言葉中心」、現代教会

は、「音楽中心」という傾向であることを通して、3要素がバランスよく取り扱われる礼拝の重要性につ

いて考えました。そして、ドナティスト論争で有名な言葉として知られている「事効論」と「人効論」

を用いて、宗教改革以降、プロテスタントの礼拝は、説教者中心の「人効論」に偏っているため、イエ

スの十字架と復活の出来事が中心になる「事効論」に戻る必要があるという理解を共有しました。そし

て、ヨハネ福音書4：24「神は霊である。だから神を礼拝する者は、霊と真理を持って礼拝しなければな

らない」という箇所を通して、三位一体的礼拝理解、イエスの礼拝理解などを改めて確認することがで

きました。また、宣教研究所が発行した「式文」の中から抜粋した「礼拝式」に紹介されたトラディ

ショナル、コンテンポラリーなどの礼拝の分類、また21世紀の世界の礼拝動向など、多様な礼拝理解に

接することができました。 

 

気付かされた点 

  

 今回の午前、午後の分科会では、参加された方々の話を通して、皆さんが礼拝について真剣に学びた

いという思いがよく伝わってきました。毎週の礼拝がいつの間にかマンネリ化していることに気づかさ

れ、その課題に積極的に向き合うことは研修会に限らずに、教会でも試みることであると思いました。

そして数名の青年たちも参加していましたが、その中には礼拝役員として、また賛美集会の伴奏者とし

て、礼拝の奉仕に携わる前にまず礼拝について学びたいという話をしていたのが印象的でした。教会が

弱体化しているという心配の声がある中、礼拝こそ教会が も大切にしなければならないという共通理

解を確認できたことは何よりでした。これからの研修会でも、まず聖書から礼拝について学んでいくこ

との大切さを促して頂ければと思いました。一つだけ気になったことは、分科会のレジメが直接参加し

た人にしか配られなかったことです。もちろん講師との関連や準備する側の事情もあると思いますが、

もし可能であれば、研修会しおりにすべての分科会のレジ

メを載せて、レジメだけでも自分の参加していない分科会

の様子を味わうことができる機会を提供することができれ

ばと思いました。 

 今回の全国規模の研修会は、6年ぶりと言われました

が、江原室長をはじめとする専門委員とスタッフの斬新な

アイデアと緻密な準備が隅々に感じられる研修会だったと

思います。また基調講演と分科会の講師として、時にはタ

イトな日程を調整せざるをないこともありましたが、幾度

も専門委員と講演内容について意見交換と調整を行い、研

修会まで適当な緊張感を持たされ、滞ることなく講演の準

備ができた事は感謝でした。 

 

分科会報告  
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分科会２.子どもとともなる礼拝 
矢野 由美（千葉）  

分科会の内容 
 

私たちはどのような礼拝を捧げたいと求めているのでしょうか。礼拝に対するイメージを語る自己

紹介から始まり、各教会の現状や取り組みを分かち合いました。 

「子どもの礼拝・大人の礼拝」から、「子どもと共なる礼拝」へ移行していく教会が増えていま

す。礼拝は全年齢層に開かれているもの、そこに大人、こどもの区別はありません。しかし、現実的

に年齢の幅を乗り越えて一つの礼拝を共有することの難しさがあります。そこにある課題を確認し、

子どもと共に礼拝を捧げていくための配慮の必要性について話し合われました。具体的に千葉教会で

の「礼拝について」の4年前からの取り組みの事例、子どもと共なる礼拝を捧げるために試行錯誤し

ながら礼拝プログラムが変化してきた過程を紹介させていただきました。私たちの礼拝スタイルは、

いまだ途上にあります。礼拝をどのように捧げるかを問うことは、教会全体の大事な課題です。こど

もを含めた全存在が神さまを礼拝する礼拝者として受け止められることは、礼拝の時間帯、内容、プ

ログラム構成に影響してきます。今後更に、子どもを囲む礼拝を捧げるための具体的な取り組みにつ

いて、各教会の課題を聞き合い、共に考える機会が増えると良いと感じています。 

 

気付かされた点 

  

 事前アンケートに応える意味もあり、前半、教会全体で「礼拝について」具体的な教会の取り組み

について紹介、参考資料（『子どもも一緒の礼拝』いのちのことば社）など具体的な資料提供につい

て時間を費やしました。参加者は子ども担当の奉仕を担う方々が多く、現実に子どもを目の前に日々

悩みながら取り組んでおられる様子を受けました。 

 後半は、各教会から持参した週報を見せ合って、礼拝に子どもが参加しやすいプログラムをどのよ

うに取り入れているか、というテーマに絞られていきました。例えば、「こども讃美歌」を歌ってい

る、こども讃美歌は歌っていないが出来るだけこどもが賛美しやすい選曲をしている、こども用の

「主の祈り」を全員で祈っている、こどもにも分かりやすい「聖書のお話」、こどもに分かりやすい

「交読文」を作成している、週報の中に「説教」に対する問題を入れてあり、説教を聞きその問題に

応えているので子どもも集中する、「こども週報」を作成している等々、具体的な取り組みを紹介し

合いました。独自の工夫や取り組みを聞いて持ち帰り、教会で取り組む際の良きヒントとなることを

期待します。 
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分科会３.教会学校と礼拝 
榎本 譲（宣教部教会教育室長） 

分科会の内容(講師として分かち合いたかったこと) 

 

礼拝は「神奉仕」とも言われ、「神に奉仕する」と同時に「神が奉仕する」場です。しかし、現実

においては、その両者は不可分で礼拝は成立しています。たとえば、説教や聖歌隊は、「神からの

メッセージ」であると同時に「神に向けての証言・賛美」です。では、会衆賛美は？…などと質問し

ながら考え、意見し合って、分科会を進めました。 

バプテスト教会は、案外、主日礼拝を信徒訓練の場にしている面もあるようです。実際、スチュ

ワードシップのテーマで礼拝を組んだり、音楽賛美礼拝などが工夫されたりしている教会もあるで

しょう。つまり、主日礼拝も教会学校と同じように「教育訓練」の場であり、時間だというふうに

なっているのです。さらに、音楽の持つ教育的効果や影響力は大きいです。だとすると、「キリスト

教礼拝に適切な音楽曲はあるのか？」という問いが生じます。このことをめぐって、参加者の意見交

換は沸き立ちました。 

以上の課題を話し合いながら、教会の教育的場としての主日礼拝式と教会学校を両輪とし、両者の

特徴を活かし、黙想と意見交換によって対話的で民主的な教会の形成を願っていきたい、ということ

を確認しました。その際、鍵になるのは、まさに「聴く」姿勢だということも確認しました。聖書に

聴き、他者の意見に聴き、礼拝賛美を聴くなかで、「神奉仕」の現実を知っていくのでしょう。 

 

気づいたこと(参加者の中で) 

  

 伝統的に主日礼拝の式典は、「神から」の方向と「神に向けて」の方向が組み合わされてプログラ

ム化されていることを紹介しながら、説教や聖歌隊賛美のほかに「会衆賛美や祈りはどう位置づけら

れるのか」を考えあって、その展開として「礼拝にふさわしい賛美、不適切な賛美はあるのか？」を

問いかけました。すると、参加者のほとんどは「礼拝にふさわしい歌」を固定的に限定することはで

きない、という答えでした。「たとえ一般の歌でポップスの曲であろうとも、神賛美になることはあ

る」という意見が多かったのには少し意外でしたが、論理的にはそうなるのでしょう。しかし、「そ

れならば、実際に主日礼拝のなかでポップスをみんなで歌うか？」と、もう一歩踏み込んで尋ねる

と、そこは明快な返答はありませんでした。まさに、そこに理屈ではなく大事な現実の課題があるの

だと感じます。ひとりで神賛美の想いを持って歌うのと、礼拝に集ってみんなで声をあわせて歌うの

と、その違いにも気づきました。 

「礼拝音楽」というテーマは、教育的視点から捉えていく限り、実際に集う人々の感情や習慣に

よって培われた各自の「主観」が前面にあり、そこを会衆として「各人がどう折り合いをつけるか」

が 大の問題なのだと思います。その意味で、各

人が形式に対する柔軟さと周囲の意見に耳を傾け

る姿勢を不断に培っていくよう意識することが何

より大事だという意見になりました。 

具体的な礼拝風景をつくっていく際の讃美歌の

選曲や式順、また「子どもたちと一緒に集う礼

拝」を目指そうとするときにも、お互いの主観が

ぶつかり合うことが多いなかで、「みんなが

ちょっとずつ我慢する」（誰かにしわ寄せが集中

するのではなく！）という意識と姿勢が大切にな

るね、と確認しました。 
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分科会４.ピアノはじめてみよう 
美登 恭子（高須） 

分科会の内容 

 

  ピアノの楽しさや奏楽者の事を知る機会として、ピアノをほとんど弾いたことがない方や、奏楽者

育成に関わりたいと思われている方など、ピアノの技術や目的についても幅広い方々の分科会となり

ました。 

 午前はほとんど弾いたことのない方や育成に関心のある方を中心に、午後は既に何らかの時に弾か

れたことがある方のクラスとなりました。 

  午前中のクラスでは、ほとんど弾いたことのない方は、「主われを愛す」のメロディーを右手で弾

くことから始めました。楽譜が読めない方には、弾き始めの音の場所と指を教えて、「その右の音」

とか、「一つ飛ばして」とか声をかけながら弾いて頂き、私が低音部で本来のコードではないハーモ

ニーで伴奏をつけて楽しくやったりしました。奏楽者への前前段階の意欲に繋がることを期待しなが

ら、本来は一人で弾く楽譜を二人（複数）でやる事で、奏楽者育成が途中の場合でも少しずつ奏楽者

として経験をしながら、皆で祈り支えていくことの大切さもお話ししました。 

  この分科会を通して、いつの日か奏楽者としてご奉仕されるかどうかよりも、まずは別の曲も弾い

てみたいという意欲や、奏楽者へ関心をもち、祈り支えようという想いを強く持って頂ければと思っ

ています。 

 

気づかされたこと 

 

 それぞれ練習の時間が必要かと何台ものキーボードとヘッドフォーンを用意して下さいましたが、

結果的には自分がこの機会にもっと上手になろうという思いよりも、他の人が変わっていく段階を聴

くことが意欲に結びついていくクラスだった気がします。実質、他の人のレッスン中に使われること

はほとんどありませんでした。 

 この分科会の方は、「やさしい伴奏譜」への関心がかなり高く、もっと曲数を増やして欲しいとの

ご意見がありました。また、私が持参した賛美歌のメロディーを使ってのピアノ教則本（輸入もの）

などは、皆さんが出版社などを書き留められたり、手に入れ方を聞かれたりしました。やはりやさし

く弾ける賛美歌の楽譜があると、意欲に繋がるのかもしれないと思いました。  
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分科会５.創作賛美歌 
坂本 献（所沢）  

分科会の内容 

 

 賛美歌はほぼ「創作賛美歌」です。歌い継がれてきた賛美歌はその作品の生まれた時代背景や文

化、価値観、神理解、聖書解釈を伴います。賛美歌は「信仰の言葉化」であり、信仰の業である以上

「神の言葉」である聖書が土台です。ゆえに神の言葉への真摯な聴従がなければ妄想賛美歌になりま

す。賛美歌の創作者は「神学」する者です。 

 「神学」と言えば敬遠されますが、聖書に登場する 初の神学する者はエデンの園にいた「へび」

です。彼はこう言います。「本当に神はそのように言ったのか？それはあの実を食べると神のように

なるからだ」と誤った神学と宣教をしたのです。神学するとは、「神はどのような方であり、何をさ

れようとしているのか、神の人間への期待は何か」という思惟です。「今」を生き歩む者、つまり、

我々が、聖書から聞き、学び、発見し、我らの体験や経験、祈りが結びつき自分の言葉になります。

その営みが賛美歌創作の作業であり、教会と自身の信仰告白を導くのです。なお、聖書の言葉をその

まま賛美歌にする試みもあります（「ジュネーブ詩編歌」等）が、その場合、韻を整えたり、言葉を

言い替えたりする作者の「聖書解釈」が入り込みます。 

 

気付き 

  

 実際に「新生讃美歌」の歌詞を参照しながら、詞や神学について学びました。創作者は常に時代の

前衛である必要があります。「神が助けてくださった」「寂しい時に主イエスが伴ってくださっ

た」、それらは信仰の事実です。しかし、私共は新しい歌を歌わねばなりません。「新生讃美歌」の

中で足りないテーマ、多すぎるテーマなど「新しい歌」が入る余地がたくさんあります。 

「新生讃美歌」の詞について多くの課題があり、研修会でも配布された「賛美歌検討委員会中間報告

書」や坂本個人の意見を伝え考えました。ただ、この作業は信仰の歩みに伴ってきた詞の一部を否定

することにもなります。しかし、その作業を通して、真理を求め、宣教が広がることが目標です。批

判は自らの信仰を吟味することであり、神の言葉

に応答するわれわれの「決心であり、愛の行為」

に他なりません。賛美歌を誰と共に歌っていきた

いのかと考えることも必要です。 

 参加者は熱心に参加してくださり、この分科会

のみならず、今回の研修会を通して、自分たちの

「賛美歌集」を持つことは、私共が自らの言葉を

持ち、信仰の詞を表明し、「息吹」として響かせ

ようとする、時の到来と感じました。 
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分科会６.青少年の賛美と集会 
山下 真実（常盤台） 

分科会の内容(講師が分かち合ったこと) 
 

 「青少年の賛美と集会」の分科会は、教会における礼拝・賛美をめぐる世代間のギャップについ

て、「青少年の賛美」また「集会」というキーワードから共に現状を分かち合い、考えるための分

科会でした。「賛美」という言葉の曖昧さ、そもそも「青少年の賛美」というものが存在するの

か、「集会」の在り方など、話題は多岐に亘りました。 
 その中で、講師からは、「青少年」がもつ文化の中で特に「賛美」に関係する部分を分かち合い

ました。以下にその一部を挙げておきます。 
  ・新しい賛美(歌)も好きだが、決してクラシックな賛美(歌)が嫌いなわけではない。 
  ・賛美(歌)の歌詞に共感することや、みんなで一緒に歌うことなどを重視する。 
  ・彼らの「好きな賛美(歌)」は、いわゆる「愛唱賛美歌」とはニュアンスが異なる。 
 また、「賛美集会」の形式として、特徴や重視する点から大きく以下の4つの形式があり、それ

らが混合した形も存在することを紹介しました。(分類は講師独自のもの) 
 「礼拝 型」…礼拝(式)に準じた形式。礼拝の要素が重要視される。 
 「カラオケ 型」…自由に歌う会。流れの自由度が高く、賛美(歌)のリクエストなども。 
 「コンサート 型」…特定の人(グループ)が賛美(歌)を歌い、会衆はそれを聴く。 
 「発表会 型」…複数の人(グループ)が賛美(歌)を歌い、互いにそれを聴き合う。 

 

気づかされたこと(参加者とともに) 
  

  後半は、「賛美集会」という言葉について、なぜ「礼拝」ではなくそのように言うのかという観

点から分かち合いました。そこには、以下のようなテーマや課題が現れているのではないかという

話が分かち合われました。 
  

  ①いわゆる「礼拝」(礼拝式)では満たされない青少年のニーズ 
   ・たくさんの賛美(歌)を歌いたい ・同世代と歌いたい ・奉仕の場所が欲しい など   

  ②礼拝(式)の要素から考えて、教会で「礼拝」と認められない「賛美集会」 
   ・御言葉と宣教が無い場合がある ・礼典が行われない など   

  ③既成の「賛美礼拝」「賛美集会」の模倣 
   ・過去に体験した集会での体験をもう一度 ・あんな集会を自分たちも など 

 
 それらを思いながら、教会の礼拝と「青少年」の「賛美集会」が交わっていくにはどうしたら良

いのか、現在の礼拝(式)と「賛美集会」がそれぞれに抱える課題とその解決への道が、互いの歩み

寄りになるのではないか、自分たちなりに礼拝を模索している「青少年」に、大人や教会がどう寄

り添うことができるのか、という話を、答えの出ないままに分かち合いました。何より、「青少年

の賛美と集会」というキーワードを囲んで、世代を超えた参加者が共に語り合うテーブルが広がっ

たことが感謝で、このようなテーブルが各教会でも広がることを期待する声が印象に残りました。 
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分科会７.日本語以外のことばで礼拝する教会  
井形 英絵（宣教部国外伝道室長、国内伝道室長補佐）  

分科会の内容 

 

この分科会には日本、韓国、アメリカにルーツを持つ方々が参加して下さった。 

 企画時、分科会の目的は二つあった。１．日本語以外の言語で礼拝をささげる教会からの参加者と

共に、そこで用いられている賛美歌を知り賛美を通して出会う。２．日本語以外の言語を母国語・母

語とする方々と共に礼拝をささげるための分かち合いを行う。1の参加者がなかったので2に焦点を当

てるべく事前のアンケートを行い準備した。分科会では、しかしながら、連盟に加盟している日本語

以外の言語で礼拝をささげる教会や牧師・信徒が置かれている状況を想像できるよう、日本における

外国人の割合や状況を通して、また一例としてシンガポール国際日本語教会（IJCS）の運営や維持の課

題から考える時間を取った。特に昨今ヘイトスピーチが各所で展開され民族差別が露骨に行われてい

る状況に触れ、礼拝に共に招かれている者たちの痛みを知り、教会に託されている共生に向かう働き

への呼びかけをした。 

 ２のテーマでは、参加者の中に所属する教会がすでに長い間多国籍の方々と生きる営みを続けてきた

経験を持っている方がいて、そこでの工夫、葛藤、現在の到達点など分かち合ってくださった。ある教

会では 初は日本語と英語を使って礼拝をささげていたが、周りに英語を主とする教会も増えていく中

で、自分たちの共同体にとっては日本語を主にすることが必要と示され、説教や礼拝の流れをすべて英

文文書で用意しながらも、日本語で礼拝を進め、国際教会を形づくっていることを話してくださった。

どの言語を主にするにせよ、主言語（多くの場合日本語）プラス１以上の言語で常に文書等を準備して

いく思いと努力が、共に礼拝をささげるために必要であることを改めて思った。  

 

分科会を通して 

  

 宣教部の集会では初めてこのテーマで分科会を持たせていただいた。準備するなかで私自身たくさ

んのことに気づき、また苦闘している外国籍の方々を思いつつ私たちの「礼拝」「教会」を考えた。

「日本人」「日本語」教会は知らなくても生きていけるのであるが、しかし日本にある教会が、主が

すべての人を礼拝に招いているというところから再出発し、日本語以外の言語で礼拝をささげる教会

や外国籍礼拝者の苦労また喜びを知り気づき、私たちも変えられ差し出し合っていくことで、私たち

の礼拝はますます主の平和を求め祈り、主の平和を表す時間、場所、群れになっていくのではないか

と思う。 

 研修会全体を通して、分科会参加者、研修会参加者が日本語以外を母国語とする方々とどのように

共に礼拝をささげようとしているのか具体的な工夫や実践を伝えて下さり、予想以上にすでに多くの

試みがなされていることを知った。また、そのような礼拝を始めたい、工夫を知りたいという声もお

聞きした。宣教部が教会の取り組みを集め適宜お知らせしていくこともしていくことができたらと思

う。 

「みんなで礼拝をつくろう」の二つ目の「祈り」をこの分科

会が担当したが、分科会の中でそれぞれが表した祈りをつない

で一つの祈りとなった。この祈りに、一部ではあるがそれぞれ

のメンバーがこの分科会を通して受けたことが表されていると

思う。 

発題の部分が非常に長くなってしまい、参加者の方々の経験

や質問を十分お聞きできずに申し訳なく思う。参加者の教会で

これからどのような礼拝を作っていかれるか祈りつつ期待した

い。 
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分科会８.司会・司式 
川平 朝清（青葉）  

分科会の内容 
 

１ 趣旨 

  「万物の主である神をあがめ、賛美と栄光を帰し、神に従い、ゆだねる生活が私たちの信仰です。 

  この中心が主日礼拝です。」『教会員手帳』 
  司会・司式はともすれば事務的に行われる傾向がある。この分科会では礼拝が奉仕(SERVICE)である 

  ことを念頭において、別添のレジュメに加え朗読実技練習を行った。 
２ 参加者  

  午前：８教会から８名（中牧師２名）、午後：７教会から７名（中牧師２名） 

  何れも執事を努め、実践力の向上を目指す真摯な方ばかりで恵まれた、充実した時間を共有するこ 

  とが出来た。 
３ 分科会内容 

  下記の３部に分け、１部、２部は講義ならびに討議の時間とし、３部を朗読実技とした。 
 

１）「礼拝の流れ」  

   招詞、祈り、讃美歌、平和の挨拶、聖書朗読、説教/メッセージ、黙想、献金/奉献、派遣と祝 

   福について準拠聖句への理解を深めた 
 ２）「司会・司式の心得」  

    礼拝はドラマとするならば「筋書き」ストーリーがあり、一定の流れにそって展開しクライ 

    マックス「大団円」を迎える。 
    会衆はすべて出演者であり、司会者は牧師を主役とする全体をまとめ演出監督する役目を負

う。観衆はただ１人主なる神です。これを前提に、礼拝モデルに「イザヤモデル」と「サマリ

アの女モデル」のあることを説明した。特に司会者の祈りには、①主の賛美、②感謝、③罪の

告白と赦しへの願い、④平和と憐れみへの願い、⑤牧者と会衆の為の執り成しを含むべきこと

を強調した。 
３）朗読実技では時間の制約もあり、マタイの山上の説教を中心に「発声」「発音」「間」の三要

素を中心に実施、参加者の熱意と意欲は高いものがあり、エッセンスは体得していただいたと

思う。ただ子ども向けの朗読方法について実技練習が出来なかったことは心残りとなった。 
 

総括 
  

 終日の「みんなで礼拝をつくろう」司式分科会参加者による聖書朗読を組んで下さったことに感謝

します。今回の研修会で多くの方々と交わりの機会を与えられ、私自身多くの学習をし、収穫は大きい

ものがありました。天城山荘を去る際、茂原教会の塩山宗満牧師より研修会講師の依頼があり、来たる

6月19日の説教と研修会のために伺うことになりました。連盟関係者の皆さんのお働きに感謝いたしま

す。 
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分科会９.今、へいわをつくる礼拝とは 
藤澤 一清（花小金井） 

分科会の内容 

 
１．戦時中の礼拝がどうであったか、そのときどんな聖句や賛美歌が選ばれ、読まれまた歌われたか 

    を、藤澤の体験を通し、いくつかの具体例にあたりながら紹介した。 
２．所属する教会でどんな平和礼拝が持たれたかについて、参加者の持参した資料で紹介してもら 

    い、それらを互いに分かち合った。 
３．平和をつくる礼拝を考える際、参考になる諸資料を紹介し、若干の説明をした。 
   ①歌集 
   ・アイオナ共同体『みんなで輝く日が来る 賛美歌集』日本キリスト教団出版局 1999 
   ・パブロ・ソーサ『おお なんという恵みよ！』日本賛美歌学会 2009 
  ・コリン・ギブソン編『Jumping Jesus ニュージランド創作賛美歌集』日本賛美歌学会 2012 

   ・2014小歌集編集委員会編『未来に向かって 平和をうたう』日本賛美歌学会 2014 
   ②資料 
   ・日本バプテスト連盟「平和に関する信仰的宣言」【平和宣言】 
   ・滝澤貢「平和を歌う、平和を祈る――平和の賛美歌」『礼拝と音楽 No127』日本基督教団出 

      版局 2005 
   ・笹森田鶴「日本聖公会東京教区フェスティバル・聖餐式」『礼拝と音楽 No127』日本基督教 

      団出版局 2005 
   ・立野泰博「被爆60周年・平和記念主日礼拝――爆弾には愛を」『礼拝と音楽 No127』日本基 

      督教団出版局 2005 
   ・高寺幸子「共に平和を祈ろう――礼拝を創るプロセスの実際」『礼拝と音楽 No127』日本基 

      督教団出版局 2005 
   ・宮崎光「新しい平和の賛美」『礼拝と音楽 No166』日本基督教団出版局 2015 
   ・市原信太郎・浅野直樹・中道基夫・中村証二「平和礼拝素材集」『礼拝と音楽 No166』日本 

      基督教団出版局 2015 
 
 

感想 

  

 各教会ではいろんな創意工夫をしておられること

に刺激と励ましを受けた。形式にこだわらないバプ

テスト教会にとって、平和への思いや祈りのあり方

は多様であり、だからこそ時代や状況がどうであろ

うと、絶やすことなく存続し得るものと信じる。2

時間では尽くせない課題は、12名の参加者それぞれ

の宿題となった。 
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１.礼拝ってなに 
 武林 慧（横浜JOY）  

  私は母のお腹の中にいる頃から、30年近くほぼ毎週欠かさず礼拝に出席しています。けれど

も「礼拝とは何か？」という問いに対して、腑に落ちる回答を自分の中に持っていない事が歯

がゆく、何かヒントがもらえるかなと期待して参加しました。 

 分科会において「礼拝に決定的なモデルは無く、常にその時代の人間理解と具体的にそこに

いる人に寄り添いながら更新されていくべきもの。」「だからといってただ変えることを目的

とするのでなく、教会で今行われている礼拝の意味を皆で共有し確かめ合う事が大事。そこに

は教会が培ってきた神学がある。」と語られた事にヒントがあるなと感じました。また、参加

された方から「礼拝について一緒に対話することが信徒として、牧師と協働していく事ではな

いかと気付かされた。」という感想がわかちあわれて、私も教会に持ち帰って「礼拝って

何？」と皆で確認する作業をしてみようと思いました。 

 今まで「礼拝とは何か？」という問いに対する答えを、私の中で定義付けて固定したいと

思っていました。しかしながら、その答えを固定するので無く教会の中で対話しながら、常に

更新されていくべきものなのかな？と分科会を終えて感じています。 

 

 

 

２.子どもとともなる礼拝 

都丸 利子（前橋） 
  矢野由美先生(千葉教会)のリードのもと9名(8教会)で分科会が行われました。始めに参加者

が各教会の(子どもとともなる)礼拝の現状、取り組み、課題を出し合いました。教会によって

礼拝者数、子どもの人数･年齢など異なるなかで、さまざまな取り組みや課題があることを知り

ました。矢野先生ご自身が受けてきた礼拝（経験）を語ってくださった中で「礼拝の中で歌っ

た“こどもさんびか”は、よく覚えている。」と言われたことは印象に残りました。 

 また、千葉教会の「子どもも一緒の礼拝」への取り組みを紹介していただきました。何年も

かけ、教会で研修会を行ったり、委員会を立ち上げ、教会みんなで学び、考え取り組まれたこ

とを聞き、実際に千葉教会の週報を見ながらどのように礼拝をつくっているかを知りました。

千葉教会は常にその時の教会に合う礼拝スタイルを教会全体で考え、みんなの礼拝をつくり、

ささげていることを知りすばらしいなと思いました。 

 子どもたちはどんどん成長していきます。この分科会を機会に新たに教会で「子どもととも

なる礼拝」を考え、取り組んでいきたいです。 

 

 

 

３.教会学校と礼拝  

 上村 志織（平尾） 
「どこまでが賛美歌なのか？」 

 私は今年度より小学科の教会学校のスタッフとして奉仕させていただいているので、今回の

「教会学校と礼拝」の分団を選びました。教会教育室長をされている榎本譲先生を中心とし
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て、主に礼拝の中の音楽について話しました。私自身、教会に通ってまだ2年くらいしかたって

ないので、理解するのに時間がかかりましたが、いろいろな意見や皆さんの教会での音楽の取り

入れ方を学ぶことが出来ました。また、積極的に自分の意見を言うように心がけました。 

 一番心にのこった議題は、教会の礼拝式において適切な曲（音楽）があるか？また、「賛美

歌」として承認されるために制限が必要となるか？でした。というのは、Mr.children の曲は讃

美歌になるのか？と榎本譲先生がおっしゃっていたからです。確かに賛美歌のような歌詞がたま

にあります。賛美歌のような歌詞があれば賛美歌といえるのか？私は自分が歌っているとき、聞

いているときに神様のことを思っていれば自分の中でそれは賛美歌といえると思います。しか

し、それを教会の礼拝式では歌えませんよね。礼拝式に出席しているのは自分だけではありませ

ん。全員の気持ちが神様に向いてないといけないのです。 

 私はこの分団の中では一番年下だったのですが、大人の方々の様々な考えを聞くことができた

のが本当に良い機会でした。 

 

 

 

４.ピアノはじめてみよう 
   山下 知恵（常盤台）  

 数年前、主人の献身を機に、当時在籍していた洋光台キリスト教会の蛭川先生から「ピアノを

弾けると、今後役に立つと思うよ」と勧められ、独学でピアノを練習し始めました。しかし、仕

事や育児の中、継続して練習することが難しくなっていきました。そんな中、礼拝音楽研修会に

参加する機会が与えられました。私は奏楽奉仕の経験もなく、ほとんど弾けなかったので「ピア

ノはじめてみよう」の分科会への参加を決めました。 

 分科会では、具体的な弾き方、アクセントの付け方やコツなど、色々なことを教えていただき

ました。全く知らなかったこともあり、とても良い学びでした。実際に奏楽するときの注意点、

また将来奏楽することを目指し続けることの大切さも知りました。私は幼いころから英語の賛美

歌を聴いて育ったので、アメリカの賛美歌のやさしい楽譜を紹介していただけたことが、とても

貴重な機会で感謝でした。楽譜を購入して少しでも弾けるように練習しようと思います。また、

色々な方が奏楽を志したエピソードも聴かせていただき、ピアノを弾けるようになりたいという

思いやきっかけは神様から与えられたものであることを再確認させていただきました。私にも神

様が語ってくださったことを覚え、いつか神様の御用のために、と願いつつ、続けてピアノを練

習していきたいと思います。幼い息子がいる中、分科会に参加できたこと、期待以上の恵みと学

びとをくださった神様に心から感謝しています。 

 

 

 

５.創作賛美歌 
              後藤 理奈（名古屋） 

 高校生の時に来て以来、ゴールデンウィークの天城山荘はとても良いお天気に恵まれ139名の

参加者と共にとても素晴らしい時間を神さまから頂きました。全員での『共に』の賛美は神さま

が共にいてくださることに本当に感謝でした。 

 分科会、創作賛美歌に参加させて頂いた私は講師の坂本先生よりこれからも新しい賛美歌につ

いて『言葉』の大切さを勉強させていただきました。 

 神さまからの恵みをクリスチャンもノンクリスチャンも受けられる、共に賛美できる賛美を創

作していく事が必要であるとのお話を頂き、誰もが神さまにふれられるひと時を得られる賛美を

創作していけるよう祈り求めて行きたいと願わされました。 

 なぜ歌うのか？応答が、証が、神さまへの賛美になる、そう改めて知ることが出来、神さまか

ら賛美することを促されている事を思うとき、感謝が溢れ自然に賛美を創りたいと思う気持ちへ

と動かされました。 
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 教会での賛美の奉仕の機会に証できるような賛美をと現在、祈りつつ創作しています。 

幸いと感謝の中から生まれる賛美は神さまへ捧げられる尊い物になることを願って祈って

仕えて行きたい、また神さまを賛美していきたいと思わされたひと時でした。 

 このような機会を与えてくださった神様に感謝すると共に次回も是非、参加したいと願

わされております。主にありて 

 

 

 

６.青少年の賛美と集会 

長 佑一郎（上尾） 
 「青少年の賛美と集会」では常盤台教会青少年担当牧師の山下真実先生が講師となり、

ディスカッション形式で青少年対象の賛美集会について、特徴や課題などを話し合いまし

た。 
 賛美集会の良い所は、青少年が思いっきり賛美し交わりを持てるという所で、礼拝では

担えないニーズを担うことが出来ます。ただ、賛美集会を単発のイベントとするのではな

く、教会や礼拝に結び付けていくことが重要です。青少年と言っても年齢差があるので賛

美の好みにも違いがあります。また、参加者には思いっきり賛美したい人、落ち込んでい

て癒しを求めたい人など歌いたい賛美歌も様々です。賛美集会には、礼拝の要素をどの程

度取り入れるか、また、集会の規模により形式が異なってきます。主催者が意図する目的

と参加者のニーズに合った賛美集会の形式とすれば効果が大きくなります。さらに、賛美

の基となる聖句や賛美集会でテーマとしている聖書箇所を賛美集会の軸とすることによっ

て集会に深みを出すことができます。 
 この分科会で賛美集会について初めて学ぶことができました。私は北関東で青年の賛美

集会に携わっているので、参加者一人ひとりが恵み多い賛美を捧げられるように準備した

いと思います。 

 

 

 

７.日本語以外のことばで礼拝する教会 

高橋 周也（花小金井） 

私は、教会で日本語以外の礼拝が必要な状況になった教会に出席していたことはこれま

で一度もないのですが、学生時代に留学生と聖書を読む機会があり、それからずっとこの

テーマに関心があったので、この分科会に参加しました。 

井形先生のお話を通して、どんなに私が隣人のことを知らずに日常生活を済ませてし

まっているか心が痛むと同時に、参加者とのわかち合いの中で、「日本語」ということに

寄りかかって見えなくなっているものがあるのではないかというテーマがあり、それは、

自分にとって大きな驚きでした。全員が日本語を使っているはずの私の教会、私の日常生

活の中にも、言葉が通じ合えない人たちはたくさんいます。その人たちを自分がどれだけ

大切に思っているだろうか。出会ったということは、本当は神様は、そういう人たちとも

一緒に生きなさいと言っておられるのではないか。それぞれ、外国籍の方と共に生かされ

ている教会は、みんなそれぞれ違う方法を取ってきたことがわかりました。英語礼拝をす

る、逆に日本語に徹するなどなど・・・。これは、他のことにも当てはまるに違いないこ

とだと思いました。私も、まずは身近な日々の交わりのなかで、一緒に生かされているひ

との声を大切にしたいと思いました。 
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８.司式 
  長尾 熱子（豊橋） 

 短い自己紹介の後、「礼拝は、ドラマである。私達会衆は、観客ではなく出演者、キャ

ストであり司式、司会者は、全員をまとめる演出、監督の役目を担うものである。」と川

平朝清先生の穏やかなイントロで分科会が始まりました。 
 始めから終わりまで礼拝のすべてを見て聴いて受けて下さる主が観客となって共にいて

下さる事をあらためて心に留めました。 
 息子さんのお話を伺いました。舞台、演出の仕事内容から少なくとも三ヶ月以上の仕込

みの期間を経て観客を迎える準備をしはじめて公演ができるとのことでした。合わせて私

達が捧げる礼拝を神さまがどんな「まなざし」で見ていて下さるか想像しました。色々な

場面、様々な思いが浮かんできました。 
 分科会参加者は教会の週報を交換しました。時間に限りがあり、その場ではかないませ

んでしたが、帰ってゆっくり読ませて頂きました。何と多くの祈りと準備が積まれている

ことに感動します。礼拝の中でディレクターの役を負う司式者は祈りの備えに始まり具体

的な準備、心配り等々。私は司式者の為にどれ位祈っていただろうか。と、、、、、。 

司式者の為に祈り少しワクワクして、来週の礼拝の招きに与りたいと思いました。 
 はじめ少し迷いつつ参加させて頂いた今回の研修会でしたが、帰りには抱えきれないほ

ど、多くの恵みを頂き感謝にあふれています。 
 

 

 

９．今、へいわをつくる礼拝とは 
    原口 建（市川八幡） 

わたしたちの分科会（午後の部）では、各教会の週報を持ち寄り、それぞれの教会で持

たれている平和への取り組みを紹介し合いました。話を聞きながら、平和への取り組み、

と言っても色々な形があるし、そこにはさまざまな祈りがあるなぁ、と思いました。 

平和をつくる礼拝、というのは私たちの心に平和を与えてください、と祈ることでしょ

うか。社会に目を向けつつ、世の人々の痛みに伴わせてくださいと祈ることでしょうか。 

それとも、自分たちの価値観を悔い改め、平和を教えてください、と祈ることでしょう

か。 

 そのほかにもアプローチの仕方はたくさんありそうですが、どの教会でもどれかに偏っ

たり、あるいは他のやり方を否定する、ということが起こっているように感じました。自

分⇔他者、考え方⇔行動のどちらを優先して考えるのか、で変わってくるのでしょう。本

来同時に起こるべきこと、同時にしか起こり得ない事だと思いますが、どうもそれは難し

いようです。 

教会におけるあらゆる取り組みというのは、道徳的になってしまうことも多いのかもし

れません。しかし私たちが「クリスチャンは、教会は、かくあるべき」という強迫観念か

ら抜け出せないようでは、心から礼拝を捧げることは難しいと思います。 
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実技分団Ａ.ピアノ基礎 
小松澤 恵（大久保） 

内容 
 

１．礼拝音楽の目的、会衆賛美の働き、教会ピアニストの責任などについて学ぶ。 

●基本 

特に会衆賛美は、すべての人が参加する、また参加すべき礼拝の部分であり、その大切な会衆賛美

を支える奏楽の奉仕を担っていることを皆で再確認した。さらに具体的に会衆賛美の働きとは、

まさに教会の働き（①礼拝 ②伝道 ③牧会 ④教育 ⑤奉仕 ）すべてにかかわるものであ

ることを学ぶ。 

●教会ピアニストの責任 

教会ピアニストの責任について学び、神様に献身し、その責任を果たすべき事を学ぶ。 
 
２．分団参加者にあらかじめ会衆賛美の奏楽を想定し準備してきた賛美歌を実際に弾いていただきな

がら、以下のようなことを学んだ。 
●伴奏法 

具体的な会衆賛美の伴奏法について学ぶ。深く充実した和音と、明確なリズムで弾くことを心が

ける。特に賛美歌の前奏部分がテンポやリズム、旋律を提示する大切な部分であることをそれぞれ

の実践を通して改めて認識した。また歌詞をよく読み、会衆の気持ちになって歌い、会衆が歌いや

すい伴奏を常に考え、練習する。 

●アレンジについて 

音楽の3要素のこと、アルペジオ奏法、リズムパターン、転調について学ぶ。 

 

気づかされたこと 
 

 8人の分団参加者が与えられ、有意義な学びの時間を過ごすことができた。それぞれが自分の奏楽

レッスンを通してだけでなく、互いの奏楽を聞きあう中で、様々な気づきを与えられ、学ばれていた

姿が印象的であった。多くの方に共通した学びが２つあった。 

 前奏の大切さの認識。前奏をどこから弾くかを考え忘れていたり、前奏のテンポと歌が入ってきて

からのテンポ感の相違、また前奏から歌に入るところのブレスを取っていなかったりということが

あった。 

 引き算の奏楽アレンジ。つまりアレンジのアイディアをたくさん詰め込むのではなく会衆の声を信

頼し委ねることの大切さもあることを学んだ。 

 短い分団時間ではあったが、それぞれ少し手を伸ばしできそうなことを見つけて表情が変わる瞬間

があった。同じ奉仕を担う仲間との出会い、交わり、少しの成長と自信をお土産に山を下りられたこ

とを信じ、諸教会の礼拝のために各自のご奉仕が祝され、用いられることを期待し、祈る。 

実技分団報告  
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実技分団Ｂ.ピアノ応用 
岩下 星南（姪浜）  

内容 

 

 ピアノ応用クラスでは、奏楽の準備段階で歌詞をよく読み祈って準備するという心構えをお話しし

つつ、その心構えを奏楽のアレンジの中にどう活かすかということをポイントにしました。事前に礼

拝での奏楽を想定して賛美歌を練習していただき、当日ひとりずつ弾いて、それに対して講師や参加

者がアレンジのアイディアをお伝えするという形で進めました。賛美歌伴奏の仕方やアレンジに正解

はないけれど、自分の中にアレンジの引き出しをたくさん作って、今のそれぞれのレベルから一歩ス

テップアップすることを目的にしました。 

 奏楽者の鍵盤のタッチやペダルの使い方が賛美歌の雰囲気をつくること、歌詞や礼拝の雰囲気に合

わせた弾き方、アメリカの賛美歌やイギリス民謡の賛美歌など、その国の音楽が持つフィールを出し

てあげること、敢えてシンプルに弾くということもあること、転調するときにつかえるコード進行、

会衆がもっと気持ちをのせて讃美する助けになるベースラインの弾き方、ゆっくりなテンポの賛美歌

を伴奏で展開していく方法、同じコードでも良い響きのする押さえ方など、さまざまなアプローチで

奏楽の際につかえるアイディアを分かち合い、 後にお勧めする前奏曲集を紹介しました。 

 

気づかされたこと 

  

 賛美歌をそれぞれの教会の礼拝の様子に合わせてアレンジして弾くとき、夕礼拝だったら、若者が

多かったら、オルガンと一緒だったら、新来者が多かったら、礼拝のテーマに合わせて、など様々な

弾き方が求められます。しかしそれらに柔軟に対応する音楽的アイディアがあるということは、様々

な音楽を聞いて、知っているということです。今回は私からもアイディアをお伝えしますが、参加者

のアレンジもどんどん真似して自分のものにしてほしいということをお伝えしました。途中ひとりの

方が準備してこられた賛美歌を弾いているうちに、それを聞いていた別の方が興奮して「今の弾き方

はどのように弾いているのですか？」と前のめりに尋ね、その方がみなさんに教えてくださるシーン

があり、参加者全員が聴き合い、教え合い、学び合う素晴らしい時間をもつことができました。ま

た、賛美歌の歌詞を読み、その聖書のメッセージをより深く伝えるためにどのような奏楽のアイディ

アがあるかを考えるその準備の時間は、奏楽者自身がまず御言葉に触れる、祈りと賛美の喜びに溢れ

る時間です。そのことを分団の時間にも感じ、１１名の参加者と共有することができ、感謝でした。 

実技分団報告 



 

72 

実技分団Ｃ.電子オルガン 
堀井 美和子（インマヌエル高津）  

内容 

 

北は山形、南は四日市までの受講生９人を迎えての電子オルガン実技分団は、研修会２日目の午前

と午後合わせて４時間半の学びの時を持ちました。 

まずはオルガンとは何か？つまりピアノとの鍵盤タッチの違いや、ストップの基本的知識、組み合

わせの方法などを、実際に音を出しながらレクチャーしました。その後全員に１曲ずつ自由曲を弾い

て頂き、ワンポイントレッスンをしました。オルガン演奏の要となるレジストレーション（ストップ

の組み合わせ）やフレージングとアーティキュレーションについて学ぶことで、「音楽」としてのク

オリティを高めることを目指してほしい、と伝えました。後半は賛美歌の弾き方、いかに歌いやす

く、またいかにテンポを保って会衆をリードするか、などを、１人ずつ弾いて頂きなが分かち合いま

した。又、奏楽曲の選び方については実際の楽譜を紹介しながらアドバイスしました。 

この分団での学びで、礼拝の音楽を担う立場にあるオルガニストとしての役割について改めて考え

るきっかけができました。音楽的スキルを身につけると同時に、自らが信仰者として成熟していくこ

とで、オルガニストとしても成長していきたい、確認し合いました。 

 

気づかされたこと 

  

事前アンケートにより皆さんのそれぞれの悩みや課題を知ることができ、準備に大いに役立ちまし

た。各自が問題意識を持ち意欲的に参加して下さったので、互いに問題を分かち合い、交わりを深め

られたと思います。 

ただオルガンという楽器はピアノのように一律ではなく、１台１台違う仕様で作られているので、

一般的な言い方しかできず、もどかしい思いがありました。本来オルガンの場合は「現地」でレッス

ンしなければ殆ど意味がない、というほどに条件が違うのです。時間に限りがありましたので、ス

トップ・レジストレーションなどについては、概観に触れるに留まりました。讃美歌奏法についても

まだまだやりたいことがありましたし、個人レッスンも音楽的にきめ細かくするまでには至りません

でした。充実してはいましたが、あっという間に終わってしまった、時間が足りない！という印象で

した。９人という人数と内容からすると、せめてあと１日あればもう少し丁寧にできたのでは、と残

念な思いがします。内容をもっと絞ればよかったのかもしれませんが、皆さんの要望にできるだけ応

えたくてつい欲張ってしまいました。音楽実技は継続的な積み重ねが必要ですし、特にオルガンの場

合は個々の教会でのレッスンというのが必要不可欠だということを痛感した次第です。 
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実技分団Ｄ.リードオルガン 
伊藤 園子（目白ケ丘）  

内容 

 

参加者７名  

初心者２名・奏楽歴の長い方３名・リードオルガンはあるが電気オルガンで奏楽２名 

＃構造を知ってどのようにして音が出るのか・・後ろ板を外し、大袋の動きが見えるようにした。大

袋の中の空気が引き抜かれ鍵盤を押すことによって空気が吸い込まれて音を出すことを説明。リー

ドを抜く練習をし、簡単なトラブルを直す方法の資料を配布。 

＃足踏みの大切さ・・足踏み(小袋の動き)は深くゆっくり踏むことで効率よく大袋の空気を掻きだす

ことが出来る 鏡を使って大袋の動きを、弾いている人がみえるようにした 

＃奏法・・笛の集合体なので基本的にレガート奏法であること。簡単な和音を使って音を切らずに弾

く練習。ピアノとの違いを確認 

♯賛美歌・奏楽曲の弾き方・・各自準備してきた曲を聴きあいながら学び合った。 

＃ストップの説明・・ヤマハの１１ストップリストを配布し説明をした 

＃奏楽曲の紹介・・リードオルガンに合った奏楽曲楽譜を紹介。 

 

気づかされたこと 

  

＃リードオルガンは鍵盤がピアノと同じなのでどうしても，アタックを付けて鍵盤をたたいてしまい

のびやかな音が出ないことが多い、ペダルを踏むことによって空気を引き抜いて鍵盤を押すことに

よってそこだけ空気が吸い込まれる・・ということがなかなか解りにくかったのですが、袋の動き

を見たり、人の演奏を聞くことで良し悪しが良くわかりグループレッスンの良いところだと思いま

した。 

初めて弾くという人も“息”が出来ている方はとても良い音を出されることに気が付きました。か

らだを緩めてゆったりした息を作ることがすべてに通じることと感じました。 

体を緩める体操も効果的でした。 

＃反省・希望としては、もう少し質問に対して答えながらお互いにデイスカッション出来る時間がほ

しかったです。レッスン時間も足りなかった。 

 初日に顔合わせと基本的な事を話しあう時間を作っていただき、翌日の実技講習の心の準備ができ

るとよかった。 
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実技分団Ｅ.聖歌隊 
講師：菊地るみ子（大井） 伴奏：十時節子（東京第一）  

内容 

使用楽曲「未来に向かって歩き出そう」（Christoph Lehmann） 
    「主の息から漏れるものは何もない」（Colin Gibson） 
    「楽の音は高らかに」（Milburn Price）  

 始めに、それぞれの研修会への期待と、教会での奉仕、賛美の思いを短く語っていただいた。次に体

操、呼吸法、発声練習へと続き、9名の母音を合わせる練習を行った。 
「未来に向かって歩き出そう」（ユニゾン）を歌ってみる。言葉を明瞭に発音できるようにするため、母

音で歌う練習をする。少し難しいが、効果はある。言葉のアーティキュレーション、歌詞をどのように表

現するのかも、次の曲で学ぶことになる。「主の息から漏れるものは何もない」（混声四部）を歌う。 
 研修会テーマに副った賛美歌で、派遣礼拝でも賛美をさせていただくことになっていたので、特に長め

に練習した。特に訳詞の日本語が「楽譜の中歌詞」に書いてある場合、「平仮名」のまま歌うと、意味が

理解できないことが多いので、頭の中で「漢字」に置き換えて歌うことにチャレンジした。歌詞がより立

体的（3D）に自分中で構築できること、会衆（聴き手）にもイメージが伝わりやすいことを実感する。 
 音も、リズムも大切。しかし、子音と母音のつながりで文章になるので、そこは常に課題だと言うこと

も理解できた。 
 合わせて聖歌隊の働き、礼拝者として祈らなければならないこと、等分かち合った。 
 午後の分団の前に、講師にハプニングがあり、途中、江原先生にご指導いただく。祈りながら参加者が

帰りを待っていてくださったことに感謝。 
 後に「主の息から漏れるものは何もない」（混声四部）仕上げをし、難曲の「楽の音は高らかに」

（混声四部）を一度歌い、紹介した。 
 

気づかされたこと 

  

 圧倒的に時間が足りなかったことは、全ての分団で感じていることだと思う。 
9名のお一人ひとりの個性が愛おしく、全員で「息あるものはこぞって、主を賛美せよ」の励ましをいただ

けた。充分な指導はできなかったと思うが、それぞれの教会で、今日も豊かな奉仕がささげられ、神賛美

が豊かにされていることを信じ祈っている。声、楽器、指揮も息。『礼拝に生きる～平和の息吹～』を体

感した。 
 基調講演を整えてくださった、朴思郁先生に感謝します。神さまから息を吹き入れられたものとして、

礼拝に招かれている感動をいただいた。 
 個人的にはご迷惑をおかけし、大変申し訳なかったと思っている。 

実技分団報告 
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実技分団Ｆ.指揮 
山中 臨在（浦和）  

内容 
 

◎イントロ  
 ・指揮には「絶対こう振らなければならない」という法則はない。 
 ・「上手に」指揮することを意識せず、指揮者の意図を指揮される音楽家に伝えることに集中 
  したい 
◎基本的な拍子（４拍子、３拍子、２拍子）の確認 
 １．手の位置  ２．各拍子を刻む打点が一つの見えない水平な面になりたい ３．譜面台の高さ 
◎指揮の３つの要素 
 １準備拍：テンポ、スタイル、強さを示す。「息」の大切さ 
 ２打点 
 ３リバウンド 
◎指揮で現わす音楽的な表現 
 １レガート（打点から打点を曲線でつなぐ） 
 ２スタッカート（リバウンド時、一時的に止まる） 
 ３テヌート（ゆっくり目のリバウンド、しかし一定の速度を保つ） 
 ４シンコペーション（リバウンドの頂上で一時的に止まる） 
◎「省エネ」の法則 
 不必要な動きをしなくてよい。ただし、音楽的表現のために、あえて不必要な動きを有効に活 
 用することもある 
◎左手の使い方 
 左手は右手ができないことを補う。右手と左手が同じ動きをする必要はない。 
◎リハーサル（練習）の重要性。賛美のいけにえ（ローマ12:1、ヘブライ13:15）としての指揮 
 

気づかされたこと 
  

 神の息吹によっていのちを与えられた私たちが、礼拝者として息を合わせることの大切さを、基調

講演を通して学んだが、指揮にとってはまさに「息」がキイとなることを再確認した。受講者の数名

から、「指揮と奏楽がうまく合わない」「わかりづらい指揮と言われるがどうしたらよいか」と言っ

た相談を受けたが、曲の始まりや終わりに、伴奏者や会衆と息を合わせるようにとサジェスチョンを

したことで、飛躍的にわかりやすい指揮に変えられた。また、指揮における「リバウンド」の大切さ

が意外と知られていないことを感じた。逆に言えば、受講者の方々がその重要性を認識して研修を終

えられたことは大きな恵みである。受講者から も多く寄せられた質問・悩みが、６拍子をどのよう

に振ったらよいか、ということだった。６拍子と一口に言っても、そのテンポやスタイルなどで振り

方は変わってもいいことを確認した。 
 全体として指揮の分科会は楽しく和やかに進んだ。受講生の方々は、指揮の経験年数には違いがあ

るものの、共通して、会衆を「賛美歌を喜んで歌おう」という気持ちにさせる指揮をなさる方々で

あったことが感動的だった。礼拝とは共に主を賛美する喜びのできごとであり、指揮者はそのことの

中で大変祝された役目を担っていることを改めて感じ

た。欲を言うならば、もっともっと分科会の時間があ

ればよかったと思う。 
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実技分団Ｇ.ギター 
西野 修平（北九州）  

内容 

 

ギター分団には、午前に5名、午後に3名が加わり、合計8名の皆さんが参加して下さいました。ギターを始め

て間もない方もいれば、弾き始めて20年を超えるベテランの方もおられました。また、年齢も中学生の子から60

代の方まで、老若男女問わず参加して下さいました。全体を通して、新生讃美歌293「神の国と神の義を」の1

曲を皆で練習する中で、それぞれのレベルに応じた課題を提供し、それぞれの場所に戻っても継続して練習

できるようなものを一人一人がつかみ取ってもらうことを目指しました。午前のクラスでは、普段ギターで弾いて

いるコードとは別のポジションでコードを見つける作業をしました。今まで押さえたことの無いコードを自分で見

つけるという作業は、かなり皆さん苦労していましたが、他の讃美にも応用できると喜んで下さいました。 

午後のクラスでは、メジャースケールを皆で練習し、それを元にギターソロに挑戦しました。ギターパートを難

易度に応じて3つに分け、それぞれに練習をしました。最後に最初から通して讃美しました。音楽理論、カポタ

ストの使い方等、扱いたかったトピックが他にもありましたが、時間が無くなりそこまでは行き着きませんでした 

 

気づかされたこと 

  

ギターはある世代の方達だけが弾くものというイメージがあるかもしれません。しかし、ギター分団に参加して

改めて気づかされたことは、ギターを通して讃美したいという思いは、全世代に与えられている思いなのだとい

うことです。今回も10代～60代までそれぞれの世代がギターを持って参加してくれました。そして、年齢も育っ

た環境も今いる状況も異なる人々が、一つの曲を通して、それぞれのパートを担当して、同じ主を賛美するた

めに一つの場所にいる、そして、終わった後の皆の笑顔・・・。そこに教会の一つの形を見たような思いです。

私達の思う音楽的なハーモニーを超えたハーモニーを、神様はきっと聴いて下さっているのではないか、その

ように思いました。 

 また、分団に参加してくれた皆様との交わりの中で、ギター部が発足している教会、またこれから発足しよう

としている教会、少年少女会等があることを知りました。バプテスト連盟に、ギターでの賛美がこれからますます

用いられてほしいと思います。そして一緒にギターを弾くときに、「あなたが必要なんだ」というメッセージが、兄

弟姉妹の中で、そしてまだイエス様を知らない方々に発信されていくことを願っています。 
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実技分団Ｈ.キッズ 
           嘉手刈 夏希（長崎）、スタッフ：竹内洋美（長崎） 

 

内容 

 

今回、キッズ分団では、開会礼拝での聖書箇所「息ある者はこぞって主を賛美せよ。ハレルヤ。

（詩編150:5）」を中心とした、プログラムを持ちました。“こぞって賛美する”ことは、ひとりで

はできないということ、集められているお友達とリーダーはイエス様によって神の家族だということ

を分かち合い、賛美・活動・遊びの時を持ちました。 

 「こぞって賛美するには、息を合わせること！」という子どもたちの言葉をもとに、「主われを愛

す」のトーンチャイムに挑戦！楽譜なしという少しハードルの高いチャレンジでしたが、お互いに助

け合いながら練習をし、なんとか曲になりました。 

 二日目の夜に、キッズ分団の発表をする時間がありましたが、「何を賛美して神様にささげた

い？」と5・6年生のお兄ちゃんに賛美を選んでもらったところ、歌って踊って賛美をささげる曲を彼

らは選びました。（ビックリ！！！）そして、トーンチャイムと、その賛美歌を主にささげました。 

年齢、性別、住んでいる場所を超えて、神の家族としてともに過ごしたこの2泊3日、子どもたちに

とって神の国を味わう時となったことを信じます。  

 

気づかされたこと 

  

子どもたちと一緒に過ごすことができた、2泊3日。なんといってもとても楽しかったです。年中さ

ん～小学6年生までの子どもたちとわたしたちリーダー2名。年齢の開きがありましたが、神の家族の

喜びを実感できました。 

小学6年生から見ると年中さんのすることは苛立つこともあったと思います。また年中さんから見

ると、お兄ちゃんお姉ちゃんがしていることは難しかったと思います。でも、イエス様の愛を知り、

神の家族であるということを知っている子どもたち。お互いに愛を与え、受けている姿に感動しまし

た。 

教会でもたくさんのプログラムが開かれている今日。今回の天城でみんなと一緒に“した事”は忘

れていくかもしれません。ですが、みんなと一緒に“いた事”はこれからの子どもたちの信仰生活の

土台となると信じています。 

また、私事ですが、今回一人で奉仕を担うことに恐れを感じ、ともに教会のスタッフとして働く竹

内姉に一緒に分団を担っていただきまし

た。一人でできない多くのことを竹内姉

に助けていただきました。イエス様が弟

子たちを二人ずつ宣教に向かわせた理由

を、身をもって味わうことができ、私に

とっても大きな恵みとなりました。この

ように奉仕の機会を与えてくださり、子

どもたちとの出会いや竹内姉との準備を

通して大きな恵みを与えてくださった神

様に感謝します。 
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Ａ.ピアノ基礎 
 櫻井 朋美（山形） 

 この度、私は初めての参加で「緊張、不安、自信が無い。」の“魔の3拍子”にすっかり陥

り、正直、憂鬱な気分で天城へ来ました。そんな気持ちも同じ分団の皆さんと分かち合い、指導

の小松澤先生の明るい朗らかな空気のおかげであっという間にリラックス･･･。終始和やかな雰

囲気の分団Aでした。 
一人ひとり準備してきた賛美歌を小松澤先生に見ていただきアドバイスをもらい、見る間に変

わっていくそのさまに、参加者の年齢層を表すようにピアノ技術も様々だけど、奏楽に寄せる真

剣な思いはみんな同じだと感じました。そして、本当にたくさんのことを学ぶことができまし

た。奏楽はただ好き勝手に弾くのとはまったく異なり、礼拝における音楽の目的を知った上で伴

奏をしなければなりません。奏楽によって会衆の心が神様から離れては目的を果たせたとはいえ

ません。本当に基本的な「テンポを守ること」「歌い出しをしっかり知らせること」はもちろん

のこと、「自分の持てる 善を尽くすこと」も学びました。 
これからはピアノ技術の向上を目指しつつ、自分の持っている技と時間で精一杯尽くすこと。

コツコツと頑張る先に「自分の持てる 善」の幅が広くなっていればいいなと思います。また、 

自分を過大評価も過小評価もせずあるがままを受け入れて、思い煩わず、めげずに頑張りたいと

思います。 

 

 

 

Ｂ.ピアノ応用 
石橋 エリ（恵泉） 

参加者は奏楽の奉仕をする中でそれぞれに自分の賜物を更に豊かに神様に用いて頂きたいとい

う思いと祈りをもってこの分団を積極的に選び取った方ばかりでした。岩下先生はそれぞれの思

いやニーズをしっかりと受け止めひとりずつ順番にアドバイスし具体的に指導してくださいまし

た。自分の番でない者も積極的に手を挙げて先生に質問しました。「今のコード進行は？」「ペ

ダルはどう使っていますか？」等具体的な質問が活発に飛び交いました。また、会衆の人数、オ

ルガンと一緒に弾くのか、和声で賛美するのかなど状況に合わせて伴奏する際のポイント等々、

他にも多くを教えて頂きました。そして何より、伴奏をしながらも賛美と祈りを忘れないという

事を改めて学びました。賛美歌を心で歌いながらピアノを弾くことで強弱やタッチ等に賛美の思

いを込めつつ、会衆賛美をある時は支えある時はリードする、その様な奏楽者でありたいと強く

思いました。また賛美歌をピアノで弾くことの楽しさを感じることが出来、奏楽奉仕の準備その

ものも賛美であり喜びであるのだという思いで天城をあとにする事が出来ました。神様によって

この分科会に導かれたことに心から感謝します。 

 

 

                    

Ｃ.電子オルガン  
加藤 美代子（四日市）  

 経験も年齢も背景も動機もみな違いますが、自らに今必要な課題が何かを知って取り組むこ

とができました。ほかの人の課題でも自分に共通することや、異なった課題への取り組み方も学

実技分団 感想 

実技分団感想 
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ぶことができました。先生は限られた時間に受講生に応じて瞬時の判断、評価と具体的な指導を

してくださり、驚嘆しました。受講生の心の解きほぐし、お互いのつながり、オルガンのイロハ

からそもそも奏楽者の役割、今現場で困っていることの解決などたくさんのことを学べるように

準備してくださいました。今後も研鑽していきたいです。   
 「ただ感謝！あきらめかけていたが、がんばりたい。」・「足鍵盤をやりたい。参加できて

とても良かった。」・「たくさんのことを学んだ。ストップ（音栓）を自分で選ぶことに挑戦し

たい」・「これからの奏楽に生かしたい。とっつきやすい感じで教えていただいた。」・「オル

ガンのレッスンを初めて受けた。ご注意を聞けてよかった。」・「演奏のときテンポを保つこ

と、指を上げて音を早めに切るなど習ってよかった。即役に立つし、ピアノにも共通すると思

う。」・「具体的なことを多数学べた。」・「コツも必要ですが、音楽的に弾くこと、会衆に仕

えるなどの奏楽者の姿勢も学ぶことができてよかった。」 

 

 

 

Ｄ.リードオルガン 
 武野 良江（洋光台） 

私にとって初めての礼拝音楽研修会、ドキドキしながらの参加でした。リードオルガンクラス

は８名で、オルガン歴・奏楽歴もさまざまな方たちが集いました。 
クラスではまず、オルガンの内部の仕組みを教えていただきました。空気を入れる袋が膨らむ

様子、ストップとリードの関係、ビブラートは、風車のような物が回って音を震わせる…などな

ど、木製の部品一つ一つの、可愛らしい素朴な工夫にとても親しみを覚え、「わたしを生かして

鳴らしてね。」と語りかけられているように感じました。 
実技の面では、両腕を翼のように広げ羽ばたき、軽く浮くようなイメージを教えていただきま

した。そして鍵盤を叩かず、音を指でつなげてレガートに弾くことの大切さ。 
一人ひとり順番にご指導頂く中で、伊藤先生が脇に立ち、弾いている方の背中をさすり、「そ

こそこ、力を抜いて、ふわ～っと…」と仰るたび、その奏楽者の姿勢が変わり、オルガンの響き

が明るく澄んだものに変わっていくのが印象的でした。 
これからもオルガンに親しく耳を傾け、一緒に賛美していきたいと思います。 
 
 
 

Ｅ.聖歌隊 
佐渡 眞樹（仙台） 

 賛美歌の歌詞を神様からいただいた私達の体を楽器として使い、命の息を吹きいれられた者と

してその呼吸を使いつつ、伝える。菊地るみ子先生からのメッセージをいただき、その思いを参

加者全員で共有し、大きな励ましをいただいた聖歌隊分団の学びの時となりました。 
前半は、聖歌隊の目的と発声や体の使い方などテクニックについてご指導いただきました。聖

歌隊における賛美のリードとは、常に会衆に寄り添い共に歌うことである。そして、み言葉に仕

える者として、歌詞にある言葉を確実に伝える責任があることを学びました。後半は、派遣礼拝

で捧げる賛美歌を中心に練習。歌詞の言葉の意味に、ひとつひとつ真っ直ぐに向き合い、表現へ

と完成させることの作業を学び、その喜びを全員で分かち合う素晴らしい時間でした。 終日の

礼拝の開会唱では菊地先生の指揮をいただき、精一杯の捧げる思いで声を合わせ、天城での出会

いと信仰を共に生きる感謝を心から分かち合う時をいただきました。 
私は聖歌隊経験は2年目の初心者、教会の皆様の励ましをいただきつつ、不安と期待での今回

の参加でした。しかし、菊地先生、共に指導してくださった伴奏の十時先生、江原先生からの豊

かな励ましの言葉に、そして皆様との出会いに神様のみ業を実感し、また一歩、前へ歩み踏み出

す力をいただいた3日間となりました。開催にあたられてのお働きに深く感謝申し上げます。 

 

実技分団感想 
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Ｆ.指揮 

                             柿崎 幸代（市川大野） 
主の御名を賛美致します。今回、音楽研修会の実技分団：指揮に参加させて頂きました。 
教会では、年４〜５回程、聖歌隊の指揮をさせて頂いておりますが、音楽に関しては全くの素人

で、自己流でやっておりました。その様な訳で、分科会の紹介文にあった「指揮法基礎の理論と実

践を学びます。」という、うたい文句にひかれ参加することに致しました。 
講義を受けるまでは、皆様のレベルに付いていけなかったらどうしようかと不安もありました

が、基本的な拍の取り方から始めて頂き、又講師の山中臨在先生の講義も一つ一つわかりやすく、

ウイットに富んでおり、大変記憶に残る物でした。実技でも、短い時間ではありましたが一人一人

の特徴を捉えて下さり、的確なご指導をして頂きました。４時間半という限られた時間ではありま

したが、実り多い時となりました。 
礼拝は主に捧げる物であり、指揮者は賛美を通して会衆の目を主に向けさせることが役割。その

為には、振り間違えなどで動揺し、会衆の目を主から逸らすことの無いように十分な備えをするこ

とが大切であると学びました。今回教えて頂いたことを繰り返し行い、生きた礼拝にする備えをし

ていきたいと改めて思わされました。 
後に、このような、良き交わりと学びの場を与えて下さいました神様とご準備下さいました皆

様方に感謝致します。 

 

 

 

Ｇ.ギター 

                           田中 秀幸（目白ケ丘） 
ギター実技に参加しました。北九州教会の西野先生が教材を準備し参加者全員の指導をしてくだ

さいました。教材はシンプルな讃美歌をベースにしたものでしたが演奏技術や音楽理解の習熟力、

ギター合奏に必要な知識・能力や感覚等が高いレベルで要求される構成となっていて、ゆえにそれ

を演奏できればそれらの能力等が向上する、という素晴らしい内容でした。その他、会衆前で賛美

をする際のメンタルについての実技もあり大変勉強になりました。 
 西野先生の演奏技術と音楽理解には敬服してしまいました。これほどギターを真面目にそして魅

力的に賛美の器として弾く人がいることに驚き感動しました。また、先生は終始明るく、親切に惜

しみなく教えて下さいました。ギター実技だけでなく人間性も学んだ気がします。 
 参加者の年齢や顔ぶれも、元気な10代男女の方がた、私のようなおじさん風の人びとや、連盟の

重職を担う重厚な方、と様々で、ギター賛美を通じて素晴らしい人びとに出会えたことに思いがけ

ない喜びを感じました。 
 私には勿体ない位のレベルの高いワークショップとなりました。励みになるだけでなく賛美がで

きる嬉しさを新たにさせてもらいました。大変充実した学びの場となりました。感謝いたします。 
 
 

 

Ｈ.キッズ 
 大内 響（目白ヶ丘） 

今回、キッズ(分団H)に参加しました。参加者は10人くらいでした。ぼくが前に参加したことの

あるぶっとびキャンプの曲も出てきて、キッズの部屋で楽しく歌いました。そして、ぼくは初めて

棒みたいなベルをやりました。特に普通のベルとは違わなかったです。おにごっこやだるまさんが

ころんだなどの遊びを、外の広場でやりました。６年生なので、 後のキッズだと思います。中学

になったら、お手伝いとかしたいです。 

実技分団感想 
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 Ⅵ・その他 

   

   「みんなで礼拝をつくろう」 

         （プログラムと解説） 

  「分かち合い」（パネルによる分かち合い） 

  「新生讃美歌を歌おう！」（スナップ紹介） 
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「みんなで礼拝をつくろう」 

みんなで礼拝をつくろう 

奏楽：⼩松澤恵（ピアノ）、加藤美代⼦（オルガン）、⻄野修平（ギター） 
   

礼拝のそなえ                                                                                江原美歌⼦ 
 

 

 

 

世界の叫びと祈り                                                                            映  像 

聖書 詩編120編1－7節                                                           「司式」分科会 

 

「世界はこんなにも憂いている」                                                 「司式」分科会 

 

聖書 詩編42編1－7節                                                           「司式」分科会 

 

「さあだから礼拝しよう！」                                                      「キッズ」分団 

 

賛美 新⽣讃美歌452 「主 いましたまえ」            服部浩⺒（恵泉） 

 

聖書 イザヤ43章1節                                                                「キッズ」分団 

 

賛美 新⽣讃美歌８ 「主の呼びかけに」１，2節                               ⼀  同 

 

祈り                                                    「今 へいわをつくる礼拝とは」分科会 

 

プログラムと解説（青字） 

テーマ「礼拝をいきる－へいわの息吹－」を「礼拝」の場で表わしていくために、「みんなで礼拝を

つくる」プロセスを共有しつつ、「礼拝」から起こされる「平和」を、礼拝のできごとの中で確認し

あっていくことを願った。司会者は立てず、参加者自らが、今礼拝で何が起こっているかを意識しな

がら参与できるように、礼拝前に「そなえ」の時間を設け、プログラムの詳細を説明した。 

今起こっている世界の苦難と叫びを映像にし、静かなオルガン演奏が流れるなかでスクリーンに映し

出していった。世界の闇を直視することから礼拝が始まった。 

「司式」分科会のメンバーによる聖書朗読 

「司式」分科会のメンバーによる唱和 

「司式」分科会のメンバーによる聖書朗読 

「キッズ」分団のメンバーによる唱和 

「今 へいわをつくる礼拝とは」分科会 メンバーによる祈りのことば 

「キッズ」分団のメンバーによる聖書朗読 
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賛美 新⽣讃美歌428 「主よ今われらの罪をゆるし」１，２，３節           ⼀  同 

 

祈り                                           「⽇本語以外のことばで礼拝する教会」分科会 

 

賛美 新⽣讃美歌334 「来ませ来ませ」 

                     １節 「⽇本語以外の⾔葉で礼拝する教会」分科会 

                         ２節 ハングル語で                                               ⼀  同 

                         ３節 ⽇本語で                                                    ⼀  同 

 

命の主よ、あなたは罪を告白し、悔い改める者に平和の道を開いてくださいま

す。私達は今、私達の足元で、世界のあちこちで起こっている事に、目と心を向

けています。戦争、空爆、難民、原発、民族差別、沖縄、貧困など。それらは全

てあなたの御心を聞かない所から始まっています。私達は今これらの事に痛みを

覚え、あなたを悲しませ、苦しませた事を覚え、あなたの前に罪を告白し、赦し

を求めます。命の主、イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 

 私達を招いてくださる主よ、あなたを誉め称えます。全国礼拝音楽研修会に参

加する事ができ、感謝します。 

 そして主よ、ここに参加できなかった方々に思いを馳せます。特に連盟の中

で、日本語以外で礼拝を捧げる11の教会からの参加者が与えられず、残念です。

今、日本は200人に3人が外国人住民です。滞在者を数えると、人口の１割になり

ます。私達は以前に増して、多様なルーツを持った方々と、生かされています。

鈍感な私達を赦してください。自分たちのやり方を無頓着に押し付けてきた事

を、悔い改めます。欠け多く、弱い私達を助けてください。 

 今ヘイトスピーチに苦しめられている人々がいます。ヘイトスピーチが続くこ

の日本の社会の中で、悲しみと痛みを言葉で表現する事すらできない多くの方々

がいます。その方々の沈黙の叫びを私達が聞いて、見て、知り、共に歩む事を始

められますように。力と勇気をお与え下さい。地上にある様々な障壁、国籍、民

族、性別の違いによる差別を乗り越えさせて下さい。神の与えられたものとし

て、異質な存在を受け入れ、喜ぶ事。本当は既に与えられているその恵みを見さ

せて下さい。 

 息ある者はこぞって主を賛美せよ。個性、文化、国の違いを持ちつつ、一人一

人が礼拝の喜びを感じ感謝出来ますように。どの国にも賛美歌がある事を感謝い

たします。賛美歌を知り、それぞれの賛美を喜び、共に賛美し、礼拝していきま

す。出会うべき人に出会い、届くべき人に出会うため、なすべき努力が出来ます

ように。そこで新しく経験する世界、開かれた関係を喜ぶ者となれますように。 

 全ての人をゲストとして招いて下さった平和の主よ。言葉と命の源はあなたで

す。御霊の力によって、私達を一つとしてください。御国を来らせてください。

主・イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 

みんなで礼拝をつくろう 

「日本語以外のことばで礼拝する教会」分科会によるメンバーによる祈りのことば 
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交読 「平和ってなに？」                                 ⼦どもとともなる礼拝」分科会 

                                                                                               「キッズ」分団 

  賛美 新⽣讃美歌132 「主よおことばをください」1，2番                     ⼀  同 
 
  聖書  詩編85編8－14節 
   

  宣教  「正義と平和の⼝づけ」（30ページ参照）                朴 思郁 宣教研究所所⻑ 
   
  賛美 「あなたの平和の」                        「⻘少年の賛美と集会」分科会、⼀同 
     
 
 

     

主の祈り                                                                                       ⼀  同 

  賛美 新⽣讃美歌679 「ベネディクション」                                         ⼀  同 

みんなで礼拝をつくろう 

平和ってなあに？ 家族とお友達と遊べる事 
平和ってなあに？ ご飯食べられる事が嬉しい。 
平和ってなあに？ みんなと平和に遊べる事。 
平和ってなあに？ 神様がいる事。 
平和ってなあに？ みんな平等に生きる事。練習したことをやり遂げた時。 
         戦争がなくてみんなが楽しいとき。 
みんな）平和ってなあに？ 

＊新生讃美歌は開かずにパワーポイントの歌詞を見て賛美した。 

１）「日本語以外のことばで礼拝する教会」分科会による日本語での賛美 

２）一同でハングル語で歌う。スクリーンにはハングル語のみを表示 

プログラム立案時に想定していたことだが、ハングル語を読めずとまどい立ち尽くす会衆が

あり、ひたすら聞き続ける経験をし、言葉がわからずに礼拝することの疎外感や様々な思い

が交錯していった。ハングル語を知っている数名のみが賛美した。 

３）一同で日本語で歌う。スクリーンには日本語のみを表示。２）では歌えなかったもどか

しさが、今度は日本語で歌えることで安心を得て会衆が賛美に参与していった。 

「キッズ」分団の子ども達にはあらかじめ、「平和ってなあに？」を分団でその応答を準備し

ていただいた。「平和ってなあに？」と会場から「子どもとともなる礼拝」分科会メンバーに

よる投げかけがあると、子どもたちが一人ひとりそれに応えていく形で進んでいく。そして、

最後に「平和ってなあに？」の問いは会衆一人一人に投げかけられた。 

「青少年の賛美と集会」分科会のリードによる賛美、会衆は2節から加わった。 

青少年の礼拝の参与を検討する中で、今回は宣教のあとの応答の賛美のリードを担っていた

だいた。応答の賛美が青少年の声で始まったことは大きな励ましとなり、それぞれが「平

和」の担い手であることを確認し、会衆が意識して応答していくことができた。 

礼拝を受けて 

様々な経験を伴うプログラムで、司会者がいないことで混乱があるのではないかと心配されたが、会衆

一同、緊張して一つ一つのプログラムに臨まれ、主体的に礼拝に参与することができた。2日目夜のプ

ログラムということで、子どもたちには大きな負担があったが、一生懸命、リーダーの励ましを受けな

がら、礼拝をリードしてくださった。子どもの声から大いなる「平和のいぶき」の希望をいただいた。 



 

85 

パネルわかちあい 

パネルわかちあい 

      写真① 

パネルわかちあい 

3日目の「わかちあい」の時間では、一人一人に画用紙とマジックペンが配られ、3日間で受け

た「学び」や「メッセージ」を「ことば」にして書き表していった。その後、「賛美歌のこと

ばのフォーラム」と同じグループメンバーで、画用紙を見せ合いながら分かち合い、その後は

以下のグループごとの大撮影会！参加者には笑顔があふれていた。「ことば」にすることで学

びを明確に心に刻むことができた。また、それぞれがパネル（メッセージ）を持ち帰り、研修

会での実りが分かち合われたとの報告を受けている。 
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パネルわかちあい 

パネルわかちあい写真② 
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新生讃美歌を歌おう 

新生讃美歌を歌おう 

CM 聖書教育誌の磯野です 

ウクレレでも伴奏OK ピアニカ親子de連弾 

新生讃美歌プレゼンテ—ション 

浦和シニア賛美 輝いています！ みなさんご一緒に！輝いて！ 

真暗き夜に風たちて 朴先生ソロ インドネシアより野口宣教師賛美 室長の江原でございます 

わたしのさんびかは？ 

箱ドラムでも賛美できるのよ 

高い声の出し方は？ 

編集のご苦労は？ 皆様こんばんは、バプテストニュースです レポーターの藤井です。 
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わかちあい ピアノはじめてみよう 

わかちあい 子どもとともなる礼拝    わかちあい 教会学校と礼拝 

わかちあい 創作賛美歌 わかちあいでの奏楽 

わかちあい 

写真 

フォーラム 

  わかちあい 

フォーラムわかちあい 

フォーラムわかちあい 

フォーラムわかちあい フォーラムわかちあい終わりの合図 

フォーラム 意見 

 写真 
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新生讃美歌を歌おう！ 特訓 

楽しい食事 

派遣礼拝 聖歌隊 派遣礼拝 指揮 

派遣礼拝 ギター奏楽 派遣礼拝 オルガン 

派遣礼拝 ピアノ 

派遣礼拝 指揮 

青少年の賛美と集会メンバーで！ 

スタッフ 

講演 質疑 

オーイ 

開会礼拝 講師聖歌隊 歌いましょう 

礼拝をつくろう 司式分団の朗読 

写真 

派遣礼拝 
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 音楽研修会アンケート 

アンケート 

１．〈礼拝をみんなでつくろう〉感想 

 
・参加意識を植え付ける礼拝形式に喜びを感じ

ました。そこにいる一人一人が礼拝者であ

り、礼拝をつくる構成メンバーであることを

確認しました。 

・日頃の礼拝が「お捧げする」と言いながら、

いかに受け身になっているか知らされた。現

実を認識して、平和を目指す心を1つにして

「つくりだす」お捧げする礼拝でした。 

・平和のために一歩前へ進むことのできる強さ

を祈り求めていくことの大切さを学んだ。 

・心を合わせて礼拝を作りあげる喜びを肌で感

じ受け止めることが出来ました。          

・礼拝奉仕者は、全員チームとして神さまと会

衆に仕えることを教えられました。 

・一つの礼拝イメージを頂くことが出来、素敵

な体験でした。 

・1つのテーマで礼拝を作ることの大切さを教

えて頂いた。 

・礼拝のあり方の多様性をまなびました。 

・「主の祈り」は、子どもたちの声かけから始

まり、初めは大人のペースだった祈りが段々

子どもたちの声に合わせるように祈りが1つ

になっていき、イェス様が「このように祈り

なさい」と言われた主の想いがあらわれた祈

りであったと感じました。 

・子どもと共なる礼拝、現代的な礼拝 オルガ

ン、ピアノにドラムが加わり、より強い賛美

になりました。ギターでの黙想等々ここでの

礼拝は、私の礼拝観をこえたものであり神様

へ賛美を捧げる喜びを感じました。   

・子どもたちにも活躍の場があり、生き生きと

していて素敵でした。       

・子どもたちが、最後まで同じ場所で礼拝して

いたことが感動でした。 

・子どもたちの礼拝の参与の仕方が参考になり

ました。 

・子どもと共なる礼拝で、映像などを用いるた

めには、細心の配慮も必要だと思う。他1名

悲惨な現状を認識するための映像と同時に人

間の営みに希望を感じられる映像を一緒に写

すこともできるのかもしれません。                     

・歌詞のある賛美だけでなく、音による賛美を

経験しました。 

・とても企画が良くプログラムされていまし

た。また、皆が自主的に動くことができてい

て、意味の大きい企画だと思った。    

・司会を立てない礼拝を主日礼拝にも取り入れ

たいと思います。 

・ハングルの賛美では、外国の方が、日本語で

賛美することを考えました。 

・朴先生の説教を聞いて、確かな知識と考えと

最終的に愛に裏打ちされていて感動しまし

た。伝えたいことがゆらがないので、しっか

り耳を傾けられました。 

・礼拝宣教では、知らず知らずのうちに弱い

人々に対して、差別をしているかもしれない

と気付かされ、そのひとたちの気持ちに寄り

添わせていただけるよう祈って行きたいと思

いました。 

                          

２．全体のコメント 

 
・ひとつひとつの礼拝が（いぶき）を感じ、息

吹によって動かされ出来事となりささげるも

のでした。   

・イェス様のまなざしを持つイェス様のように

生きることをめざして、礼拝に出席し、神様

の息吹を感じてこれから賛美していきたいで

す。 

・「救い主、贖い主は生きておられる。」霊な

るお方を霊とまことをもって礼拝しようと心

より礼拝する恵みと喜びを教えられ感謝で

す。 

・証しに励まされ、またインタヴュー形式が、

温かい雰囲気でよかった。 

・賛美歌、ことばのﾌｫｰﾗﾑは、考えさせられる

ことが多かったが、何を基準に（神様中心な

のは当然ですが）その言葉を選んでおられる

のか、もう少し明確に知りたいと思った。 

・3日目の分かち合い パネルにひとことで表

現することによって自分自身の思いをも省み

ることができ、とても良い時でした。 

 

３.分科会、分団 

 
〈分科会①礼拝ってなに〉 

・礼拝というより、「教会の歩むべき方向を皆

で考える」ことを目指してく心構えを学ぶこ

とができた。 

・論文のようなレジメ、たくさんの準備をあり

がとうございます。「さんびか」を作ってみ

たくなりました。 
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アンケート 

 

〈分科会②子どもとともなる礼拝〉 

・子どもと共なる礼拝を少しずつ話し合って

作ってこられた過程を伺ったことは、有益で

した。 

・礼拝と教会学校の両方の意味を深く考えまし

た。 

・バプテスマを受けた子どもたちに礼拝のなか

で、責任をになってもらうことの大切さを学

んだ。  

 

〈分科会③教会学校と礼拝〉 

・発題の中で、「聴く」ことを強調された点に

教会学校の次の目標を示されました。 

  

〈分科会④ピアノはじめてみよう〉 

・何もできない私を、指をさしてリードしてい

ただき、感謝でした。 

 

〈分科会⑤創作賛美歌〉 

・賛美歌がその時代や、世の中の変化に伴って

批判検討されるべきものだということが分

かったことで、これまでよりも自分の問題と

して賛美歌を身近に考えられるようになっ

た。 

・歌を創るより自分の信仰を見直す良い機会と

なった。 

・賛美歌の≪ことば≫についての学び（大切

さ、歴史、文化等）をすることによって、新

生讃美歌（2003）の事を知り、さらに私た

ちが今歌う（訴える）賛美歌を創っていきた

いです 

 

〈分科会⑥青少年の賛美と集会〉 

・同世代と礼拝に真剣に向き合えたのは、新鮮

で、嬉しかったです。      他一名 

・礼拝と賛美集会の違いや、青少年が教会に集

うには、どうすれば良いか考える事が出来

た。 

 

〈分科会⑦日本語以外のことばで礼拝する教

会〉 

・外国語で礼拝をしている教会の現状を教えて

頂き、一緒に生きることの大切さを実感しま

した。 

・在日大韓基督教会との連帯が必要だと感じて

います。 

 

〈分科会⑧司式〉 

・聖書の読み方（朗読）について学んだ。淡々

と読む中にもしっかりと言葉を大切にするこ

と等、特に学んだ。礼拝の基本的なことを確

認。 

・発音、発声、間大切な三要素、そして会衆に

届く聖書の読み方、参考になりました。他2

名 

 

〈分科会⑨今へいわをつくる礼拝とは〉 

・今、日本がどのようなところに置かれてい

て、私達キリスト者がまた教会が、何を語

り、どう行動していけばよいのかを考える機

会になりました。   

 

〈実技分団Ａピアノ基礎〉 

・ドミナント、セブンスは、習得したわけでは

ないのですが、音楽の広がりを様々な弾き方

で知ることが出来ました。 

・前奏は、テンポを決めるために大切である。

賛美歌の解説を聞くと、より賛美を豊かにで

きると思った。ただ、単に弾くのではなく、

みんなが賛美しやすいように息を合わせるこ

とが大事。 

 

〈実技分団Ｂピアノ応用〉 

・他の方の演奏を聴く事も勉強になった。 

・様々な教会のスタイル、奏楽の奉仕の目的

（対象）もふまえ、基本的なことから、応用

テクニックなど参考になることを教えて頂き

ました。 

・アレンジすればいいものではなく、原曲の型

を大切にする賛美もあることを知りました。

ジャズコードを豊かに使われ、おしゃれな仕

上がりに憧れました。 

・伴奏楽器の種類、会衆の人数、年齢層、歌の

テクニック、会堂の大きさ、歌詞のイメージ

によってアレンジを変えていくことを知りま

した。 

 

〈実技分団Ｃ電子ｵﾙｶﾞﾝ〉 

・ストップの選び方、選曲、演奏の仕方etc．

分かりやすくアドバイスを頂けたので、今回

の学びを活かしてしっかり練習し、自分のス

キルを磨いて奉仕をさせていただこうと思い

ます。  

・オルガンの基本となる音色のこと、またオル

ガニストは、礼拝においてタイムキーパーで

もあり、礼拝を導く、牧師に次ぐといっても

よい大切な存在であることを学んだ。  
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〈実技分団Ｄリードオルガン〉 

・リードオルガンの仕組み、音の鳴り方、メン

テナンスの仕組みを教えて頂いた。リードは

笛であり、奏楽者とオルガンが呼吸を通し

て、一体となり、心をそこにそえて音が奏で

られていくことを学んだ。    他１名 

・オルガニストの役割、責任、姿勢についても

教えて頂いた。 

・心身共に姿勢が変わることで、音色が全く変

わって、豊かなひびきが生まれることが、よ

く分かりました。 

 

〈実技分団Ｅ聖歌隊〉 

・初めて集められたメンバーの方たちと集中し

て心を合わせて練習、賛美できたことは、感

謝 

・軽い体操から始まり、声の出し方、高音の出

し方、ことばの大切さを学んだ。  

 

〈実技分団Ｆ指揮〉 

・リズムのリード、表現のリードを目指しなが

ら、取り組みたい。礼拝そのものを大切にし

ていく指揮者の役割を学んだ。会衆と共に賛

美する喜びをもっともっと味わいたい。 

・自分の考えで指揮をすること。会衆にどのよ

うに歌ってほしいのかが大切であり、そのよ

うに振るべきであることが分かりました。実

際に振る場が与えられ、何が大切かを知るこ

とが、分かりました。     

・式の基礎から応用まで本当に勉強になりまし

た。（自分の癖、また、分かりやすい振り

方） 

・指揮の基本ポイントを学んだ。皆さんが、賛

美しやすい指揮をしていけるよう学びを生か

していきたいです。        他3名      

・賛美歌の歌詞を十分に理解し、奏楽者と信頼

関係を築き、祈って準備をしていきたいと新

たな思いを頂きました。主に「賛美のいけに

え」をお捧げ出来るよう最善を尽くしたい。 

     

全国礼拝音楽研修会について 

 【目的】礼拝、教会の働きに、会衆が賛美を通して参与することの重要性を認識し、 
 礼拝賛美の学びと研修、教会音楽実技実践強化、人材育成を行う。 

  

 【内容】礼拝の学び、礼拝音楽の学び 
 実技演習 
 賛美による交わり 

  
＜礼拝音楽研修会のあゆみ＞ 

 
第1回 2006年4月28－29日 浦和教会  
    基調講演「礼拝と音楽」講師：山中猛士 
  分科会：礼拝音楽（山中猛士）、オルガン（飯靖子）、指揮（大谷レニー）、 
        聖歌隊（真部恵子）、ピアノ応用（菊地るみ子）、ピアノ基本（麦野加恵） 
 
第2回 2006年10月8－9日 西南学院教会（講演）、西南学院中高（分科会）  

    基調講演「礼拝は神讃美、神讃美は礼拝」講師：大谷レニー 
  分科会：礼拝と新生讃美歌（江原美歌子）、指揮（大谷レニー）、オルガン（青野詔子）、 

        ピアノ基本（大矢公子）、ピアノ応用（美登恭子）、聖歌隊（岩阪憲和）、 

        子どもの賛美（原田克己、山本惠子、矢野由美） 
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第3回 2007年7月15－16日 名古屋教会 
    基調講演「礼拝する神の民を形成しよう」講師：松見俊 
  分科会：礼拝（松見俊）、聖歌隊（飯塚道夫）、礼拝チーム（菊地るみ子）、 
        子どもと賛美（江原美歌子）、ハンドベル（鎌井泰） 

  
第4回 2008年7月20－21日 札幌教会 
  基調講演「バプテストの礼拝と音楽」講師：濱野道雄 
  分科会：礼拝と賛美（濱野道雄、江原美歌子）、聖歌隊（飯塚道夫）、 
                                    ピアノ（菊地るみ子）、オルガン（伊藤園子）、ギター（岩崎光洋） 

 
第5回 2009年11月23日 仙台教会 
  基調講演「伝道・それは礼拝への招き、賛美・それは礼拝の中心」講師：金子敬 
   分科会：礼拝と賛美（金子敬）、ピアノ・オルガン（菊地るみ子）、  
                                   会衆賛美を豊かに～新生讃美歌を用いて（江原美歌子） 

 
第6回 2010年1月11日 神戸教会 
  基調講演「礼拝をみんなで創ろう ～賛美歌から考える～」講師：坂本献 
  分科会：礼拝と賛美（坂本献）、初歩からの奏楽～ピアノ～（美登恭子）、 
     会衆賛美を豊かに（江原美歌子）、こども～ユースの賛美（岩崎光洋） 
     
第7回 2010年8月23日～25日 天城山荘 
  基調講演「へだてを超える礼拝～わたしたちの献身」講師：濱野道雄 
    分科会：リードオルガン（伊藤園子）、電子オルガン（青野詔子）、ピアノ基本（美登恭

子）、ピアノ応用（菊地るみ子）、指揮（山中臨在）、聖歌隊（有銘哲也）、教会形

成と賛美歌（吉高叶、福永保昭）、会衆讃美を豊かに（小松澤恵、江原美歌子）、ギ

ター（岩崎光洋）、司式・司会（川平朝清）、キッズミュージカルキャンプ（荒井三

枝子、秋山献一） 
 
第8回 2012年2月11日 佐賀教会 
    基調講演「みんなで礼拝を発見しよう」講師：江原美歌子 
    分科会：礼拝へのプロセス（藤井秀一、江原美歌子）、子どもの賛美（麦野達一、麦野加

恵）、聖歌隊をはじめよう（山中臨在）、会衆賛美伴奏法（加来陽子） 
 
第9回 2013年3月20日（春分の日）講師：広島教会 
    研修会テーマ「礼拝さ・い・こ・う」 
    基調講演「礼拝～混沌のなかの光、そして道しるべ」講師：井形英絵 
    分科会：礼拝と賛美（藤井秀一、江原美歌子）会衆賛美（山中臨在）会衆に仕える伴奏（福田

のぞみ） 
 
第10回 2014年3月21日（春分の日）常盤台教会 
   基調講演「平和を実現する礼拝―あなたと一緒に賛美したい」講師：友納靖史 
     分科会：会衆に仕える伴奏 ピアノ応用（小松澤恵）、会衆に仕える伴奏 ピアノ基本（麦野加 

                 恵）、会衆に仕える伴奏 オルガン（福田のぞみ）、聖歌隊（菊地るみ子）、指揮 

                （山中臨在）、奏でてみよう新生讃美歌（坂本献）、新生讃美歌を語り合おう（福永 

                 保昭）、礼拝の賛美歌の選曲（江原美歌子）、キッズ・プレイズ（木村まどか、平野 

                 範子、榎本さゆり） 

 
第11回 2015年1月12日 熊本愛泉教会 
   基調講演「礼拝に帰ろう」講師：谷本仰 
         分科会：会衆に仕える伴奏 ピアノ（麦野加恵）、会衆に仕える伴奏 オルガン（福田のぞみ） 

                 子どもの賛美（田中恵）、礼拝（谷本仰）、礼拝の賛美歌選曲（江原美歌子）、 

                 聖歌隊を始めよう（小松澤恵）、キッズ・プレイズ（嘉手苅夏希） 
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