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2010 年度全国典礼担当者会議（2010 年 9 月 6 日～8 日） 

プレゼンテーションⅡ 「待降節・降誕節に行う信心」 

白浜 満（日本カトリック典礼委員会委員） 

 

 

三つの原則 

教皇庁典礼秘跡省指針『民間信心と典礼』に基

づいて、典礼暦年の各季節の精神に調和する信心

の具体的なあり方を見ていきたいと思います。そ

して同時に、日本にある教会として、日本の文化・

風土にも合致する信心について考えていく必要が

あるでしょう。何らかのたたき台を提示すること

が私の役割であると思います。けれどもまず、具

体的なことがらの解説に入る前に、本指針の第 2

部冒頭で述べられている、「典礼と民間信心の調和

のためのガイドライン」を見て、おもな三つの原

則を確認したいと思います。典礼秘跡省は、次の

三つのことがらに基づき、典礼と信心の調和を提

案しています。まず一番目は、「典礼暦年上の祭儀

は、信心の他のいかなる表現や実践の形式よりも

優位性を持つ」ということです。人間の救いのた

めにより重要なものは何かを教会が見極めて、公

式に形を与えた典礼が信心よりも重要であること

の確認です。二番目の原則は、「信心の品位を向上

させ、合法性をもたせる」ということです。迷信

や魔術的なものにならないよう、聖書や典礼に基

づいて品位を向上させることを求めています。三

番目は、「典礼と信心の間にある、あらゆる形式の

対立や混合を避けさせる」ことです。フランコ委

員が指摘されたように、信心は典礼から示唆を受

けたものであり、また信者を典礼へと導く役割を

もつものです。典礼と信心の対立は、本末転倒と

いうことです。このようなおもな三つの原則に基

づき、世界の具体的な信心を取り上げ、典礼と調

和させながら実践していく方法を紹介していきた

いと思います。 

 

待降節に行う信心 

ご存じのように待降節は、二つの性格をもつ準

備の期間です。一つは、主の受肉の神秘を祝う降

誕祭（クリスマス）の準備、もう一つは主の再臨

を迎える準備です。私たちは、二千年前に神の子

が人間となった受肉の神秘を祝う準備をしながら、

最終的には主の再臨に向けて準備することを心が

けます。信心もこの季節の二つのテーマに関連づ

けられ、調和させられているように思います。そ

して（これは個人的な色づけになりますが）、さら

に三つのサブテーマのようなものを考えることが

できると思います。レジュメの矢印にそれを記し

ました。①旧約の預言の実現を希望のうちに待つ、

②聖母マリアの心で（聖母マリアとともに）待つ、

③救い主の到来（再臨）を準備する、というもの

です。待降節の二重の性格に合わせて信心を考え

ると、今述べた旧約の預言の実現を希望のうちに

待つ模範として聖母マリアを取り上げることがで

きると思います。その目的は、主の降誕そして再

臨を迎える準備をすることです。 

 

アドヴェント・リース（待降節の輪） 

具体的に見ると、①には待降節の輪があてはま

ります。これは旧約の預言に基づき、その実現を

希望のうちに忍耐して待つ、という精神と調和す

る信心でしょう。皆様の教会でも、このアドヴェ

ント・リースと呼ばれる待降節の輪を取り入れて

おられるでしょうか。四分の三ほどの教会では取

り入れておられるようですね。この形式はご存知

と思いますが、常緑樹、一般的にはモミの木、そ

してその木の枝で作った輪に 4 本のろうそくを立

てたものです。歴史的には、ドイツ東部のルター

派のもとで始まり、16 世紀ごろからしだいに他の

プロテスタントの教会、そしてカトリック教会に

も広まった家庭的な習慣であるといわれています。

「義の太陽」（マラキ 3・20）であるキリストが到

来するまで、神の民の希望の夜を照らしていた長

い歴史に及ぶ預言者たちの光を象徴するものとい

う意義づけがふさわしいと指針は述べています

（98 番）。降誕祭まで日曜日ごとに順次、4 本の

ろうそくを灯していきます。この「4」の意味は、

待降節の始まりから降誕祭までが 4 週間というこ

ともありますが、それだけでなく、キリストに先

立つ救いの歴史のいくつかの段階を思い起こさせ

るものだと指針には書かれています。マタイ第 1

章にイエスの系図がありますが、その中で、「こう
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して、全部合わせると、アブラハムからダビデま

で十四代、ダビデからバビロンへの移住まで十四

代、バビロンへ移されてからキリストまでが十四

代である」（1・17）とあります。それ以前の人祖

の時代からアブラハムまでの段階を含め、旧約は

四つの段階に区分できるということも理解のヒン

トになるかもしれません。 

 

ノヴェナ（9 日間の祈り） 

②の準備して待つ模範である聖母マリアに合わ

せて、教会はこの季節、救い主の母であるマリア

への特別な敬愛を示し、聖母マリアの心で主の降

誕を待つように促がしています。指針が取り上げ

ているのは、連続する 9 日間の祈り、一般に「ノ

ヴェナ」と呼ばれているものです。日本で実際に

どの程度、待降節のノヴェナが実践されているの

か分かりませんが、もともとノヴェナは、聖母マ

リアが使徒たちとともに主の昇天から聖霊降臨ま

で 9 日間祈り続けたという記述を模範として、17

世紀以降に広まった特別な恵みを祈り求めるため

の9日間の連続祈祷です。10日目を意識しながら、

特別な恵みを願い求めて祈り続けるのが特徴です。

具体的には、無原罪の聖マリア（12 月 8 日）に先

立つ 9 日間に、創世記 3・15 の人祖の堕罪に始ま

る旧約の歴史から、ガブリエルのあいさつに至る

メシアの到来の預言を黙想しながら 9 日間の祈り

を行うことが勧められています。もう一つのノヴ

ェナは、主の降誕に先立つ 9 日間です。12 月 16

日から 24 日までですが、指針は、主の降誕への

よき準備としてこのノヴェナの中で、とくに 12

月 17 日から 23 日に、小教区で「晩の祈り」を催

し、そこでノヴェナを行うことを勧めています

（103 番）。１日ずつ、どのような祈りを行うのか

については私も分かりませんので、教えていただ

ければと思います。 

 

飼い葉桶 

次に、③主の到来（再臨）を準備するというテ

ーマに関連する信心の代表は、私たちにとって最

も身近な「飼い葉桶」でしょう。ご存知のように

1223 年、アッシジの聖フランシスコがグレッチョ

の洞窟で行った事例が大きなきっかけになってい

るようです。等身大の飼い葉桶を作り、そこに赤

ちゃんを寝かせて祝ったという聖フランシスコの

事例に基づき、13 世紀ごろから小さな飼い葉桶を

飾る習慣が家庭で始まりました（104 番）。ところ

で、日本では、このことが「馬小屋づくり」とい

われています。私は五島列島最北の米山教会とい

う小さな教会で育ちましたが、教会のクリスマス

の飾りは幼子イエスだけでした。それで、幼子イ

エスを入れる飼い葉桶の代わりに、魚箱（とろば

こ）に藁を敷いたものを用いていました。そして、

馬小屋だからということで中学生のお姉さんたち

が動物の絵を描いていたのですが、その動物は馬

でした。本当に馬でよいのかと思ったことがあり

ます。馬小屋の聖書的な起源はイザヤ 1・2-3 であ

るといわれています。「天よ聞け、地よ耳を傾けよ、

主が語られる。わたしは子らを育てて大きくした。

しかし、彼らはわたしに背いた。牛は飼い主を知

り、ろばは主人の飼い葉桶を知っている。しかし、

イスラエルは知らず、わたしの民は見分けない」。

「牛は飼い主を知り、ろばは主人の飼い葉桶を知

っている」、ということで幼子イエスの両脇に置か

れる動物は、聖書的には牛とろばになります。ど

ちらもとても優しい、重要な家畜です。「牛さんと

ろばさんは、飼い葉桶に寝かされているのは私た

ちの主であると知っていますよ。ところで、皆さ

んはこの飼い葉桶に眠る赤ちゃんはだれだと思い

ますか」、というのがこの信心の問いかけだろうと

思います。「馬小屋づくり」という言葉と、脇に置

く動物には気をつけたほうがよいでしょう。 

いつも馬小屋とセットで置かれるのはクリスマ

ス・ツリーです。指針はクリスマス・ツリーが待

降節の信心ではなく、むしろ、降誕節の信心であ

ると指摘しています（109 番）。待降節の第 1 週か

らすでにクリスマス・ツリーが飾られ、馬小屋も

できていて、あとは幼子イエスの像が置かれるだ

けという状況も見受けられるようですが、それで

は尐し早すぎるように思います。 

ここでは待降節の信心として三つだけを取り上

げました。指針は待降節の信心について、次のよ

うに締めくくっています。「クリスマスの商品化や

消費の軽薄さに脅かされることが尐なくない待降

節の多くの価値を守るため、キリスト教の神秘を

理解するその直感ゆえに、民間信心は効果的に貢

献しうる。すなわち、民間信心は喜びに満ちた単

純さ、貧しい人や抑圧された者への配慮といった

雰囲気なしに主の降誕を祝うことはできないと理

解する。主の降誕への待望に、私たちはいのちへ

の価値とそれを敬い受胎の時からいのちを守る務
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めがあることを気づかせる」（105 番）。ですから、

時に「暮れ済ます」といわれる「クリスマス」は、

歳暮や年末の商売の効果を上げるものであっても、

それに乗せられるのではなく、本来的な精神であ

る喜びに満ちた単純さ、貧しい人や抑圧された人

への配慮を心がけなければならないでしょう。 

こうしたことから、教皇様のイニシアティブで

今年（2010 年）の待降節第 1 主日の前晩に、「い

のちのための徹夜の祈り」が行われることになり

ます。今年だけのことかもしれませんが。教皇様

のこの提案は、指針の趣旨に基づいています。日

本でも、歳末助け合い募金などが行われますが、

このようなことも待降節の精神に合致する信心の

ひとつといえるでしょう。 

 

降誕節に行う信心 

「典礼暦年と典礼暦に関する一般原則」には、

降誕節は、「主の降誕の記念と、主の初期の公現の

追憶」（32 番）のための季節とあります。主の降

誕だけでなく、主の初期の公現、占星術の学者た

ちによる主の礼拝によってイエスがユダヤ人だけ

の救い主ではなく、すべての人の救い主であると

いうことが明らかになっていく「主の公現」、聖霊

を受け、イエスがメシアとしての使命を果たして

いく始まりで、天からも「我が子である」という

声が聞こえる「主の洗礼」、また主の最初のしるし、

「カナの奇跡」を主の初期の顕現に含めることも

あります。いずれにしても、上記の待降節の意義

づけに基づき、ここでも次の三つをサブテーマに

して信心を意義づけることができると思います。

第一に、「神の子の受肉を祝い、その喜びを人々に

伝える」。第二に、「神の家族を意識しながら、互

いのきずなを深める」。そして第三に、「新年とい

うことも合わせ、神から与えられたいのち、時間

を尊び、幼子イエスとともに洗礼の恵みに生きる」

ということです。これに合わせて、降誕節に行う

信心を見ていきたいと思います。 

 

クリスマス・ツリー 

先ほども指摘しましたが、クリスマス・ツリー

は、待降節よりも降誕節に飾るものであることを

再確認する必要があります（109 番）。クリスマ

ス・ツリーは、エデンの園のいのちの木、さらに

は十字架の木を想起させるものですが、何よりも

真のいのちであるキリストご自身を表すものです。

これは、中世期にクリスマスのミサの前、広場で

行われていた宗教劇に起源があるといわれていま

す。今はクリスマスには降誕の物語が劇化される

ことがあると思いますが、中世期はアダムとエバ

の楽園の物語、彼らが罪を犯したので救い主がこ

の世に遣わされることになったという意義づけの

もとに、アダムとエバの堕罪の劇が行われていた

ようです。また、当初の飾りは、モミの木のよう

な常緑樹の木に、りんごと聖別前のホスティアと

いう聖書的でとても簡素なものだったようです。

今日のクリスマス・ツリーを考えると、むしろ、

サンタクロースを迎える、あるいはサンタクロー

スが立ち寄るステーションのようなものですね。

靴下や長靴までも下げられています。百貨店など

のツリーであれば分かりますが、教会のツリーに、

このようにたくさんの飾りがあるのは疑問です。

クリスマス・ツリーは待降節ではなく降誕節の信

心であることを明確にして、クリスマスのミサか

らそれを飾っても十分ではないかと思います。ま

た、もっと簡素化し、イエスこそがいのちの木・

光の木であることを表すクリスマス・ツリーにす

るのが望ましいと思います。 

 

主の降誕の前晩の祈り・主の降誕の夜半のミサに

向けての祈り 

主の降誕の前晩にはクリスマス・イブのミサが

あって難しいかもしれませんが、指針は、前晩に

は「各家庭で、ルカ福音書の降誕物語を読んで、

共同祈願を行い、各家庭が主を迎える生きた飼い

葉桶になるよう心がけてほしい」と勧めています

（109 番）。そして、主の降誕の夜半のミサに向け

て、可能ならば信者は「教会の祈り」の読書に参

加するよう勧めています（110 番）。ただし、修道

院では可能かもしれませんが、通常の小教区では

難しいかもしれません。その代わりに指針は、一

般の小教区での可能性として、主の降誕のミサに

先立って準備のための祈りの集いやキャンドル・

サービス、あるいは聖劇などができると述べてい

ます。 

 

主の降誕の夜半のミサ 

また、夜半のミサそのものについて指針が勧め

ていることは、幼いイエスの像の安置のあり方の

工夫です。指針は、奉納行列のときに、貧しい境

遇の中で生きている人々への贈り物を象徴するよ
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うな奉納をすることも勧めています（111 番）。私

たちはクリスマスを迎え、またもうすぐ新年だと

尐し浮かれがちですが、貧しい人々への配慮を忘

れないようにということです。また、クリスマス

あるいはクリスマス・イブには、家族がそろって

主の降誕を祝う食事を行うことも勧められていま

す（109 番）。 

 

聖家族の祝日 

聖家族の祝日は、主の降誕の 8 日間中の主日に

祝われます。指針は、できればこの日には、家族

全員が一緒にミサに参加するように勧めています。

また、「祝福式」儀式書に基づいて子どもの祝福を

行ったり、カップルの婚約式を行ったりすること

も勧めています。さらに、既婚者が結婚の日に交

わした約束の更新を、この祝日に行うことも提案

されています。このように指針によれば、子ども

の祝福、婚約式、結婚の約束の更新が「聖家族の

祝日」にふさわしいこととされています（112 番）。 

 

幼子殉教者の祝日 

今日の社会問題として、幼児虐待や堕胎が大き

く取り上げられていますが、指針はこの日に、い

のちの尊さを訴え、出産を待つ母親や、養子縁組

を望む両親を支援したり、子どもの教育を推進し

たりする運動を勧めています（113 番）。 

 

12 月 31 日 

大晦日、一般暦の一年の終わりですが、この日

に、私たちの犯した過ち、十分に神の恵みに応え

ることができなかったことの痛悔の感情を起こし

ながら、神から受けたすべての恵みに感謝をささ

げるという意義づけを大切にするよう指針は訴え

ています。一年の感謝を示すため、たとえば長時

間にわたって聖体を顕示して聖体礼拝をしたり、

聖歌や沈黙を取り入れて祈りの集いを行ったりす

ることを勧めています。指針は、神への賛美と感

謝のためのふさわしい歌としてとくに「テ・デウ

ム」を挙げています。日本でも行われているよう

に、一年の終わりの感謝のミサは、深夜ミサの場

合は 1 月 1 日の典礼となるので注意が必要ですが、

それとは別に、指針は 12 月 31 日のうちに、一年

の感謝を何らかの形で表し、罪を悔い改める祈り

の集いなどの信心を行うことを勧めています(114

番)。 

 

神の母聖マリアの祭日（1 月 1 日） 

1 月 1 日は、神の母聖マリアを祝うというのが

教会の典礼暦の特徴です。聖母マリアは、いのち

の造り主であるキリストを迎えることを可能にし

たので、あらゆる恵みの明けの星となった方であ

るという意義づけを指針はしています（115 番）。

また、この日は一般暦の年の初めであり、互いに

新年のあいさつを交わすときでもあります。日本

では、とくにこのような意義づけが強いのではな

いかと思います。この慣習を尊重しながらも、次

のようなキリスト教的な意義づけが必要であると

指針は指摘しています。すなわち、「新しい年は、

今おられ、かつておられ、やがて来られるキリス

トの支配の下に置かれており、新年をキリストに

ゆだねていくことを忘れないようにする」という

ことです（116 番）。聖霊の助けを願い、一年を有

意義に過ごせるように、“Veni, creator Spiritus”

を歌うという信心が行われていますが、これも指

針で紹介されています。また 1967 年以来、使徒

座は 1 月 1 日を世界平和の日に定めています。新

年の初めの日は、世界平和を願う日であることを

忘れないようにして、教会として、世界平和のた

めに祈り続ける態度を示していく必要があると指

針は述べています（117 番）。 

 

主の公現の祭日 

主の公現は、降誕節の中の大きなお祝い日にあ

げられます。指針が述べているのは、主の公現の

日に、その年の典礼暦年の頂点に向かう聖週間、

とくに聖なる過越の 3 日間などを信者に発表して、

その日に向けて歩むよう勧めています（118 番）。

指針はまた、クリスマスのプレゼントについても

提案しています。サンタクロースの起源となって

いる聖ニコラウスの祝いは 12 月 6 日です。現在、

クリスマス・プレゼントを渡すのは、クリスマス

前か当日ですが、聖ニコラウスに由来していても

架空の存在であるサンタクロースにお株が奪われ

てしまった感じなので、指針はむしろ、プレゼン

トの習慣を、三博士の贈り物と関連づけることを

提案しています（118 番）。三博士の贈り物は、黄

金、乳香、没薬、それぞれはイエスが王であるこ

と、祭司であること、人類の救いのために命をさ

さげる方であることを象徴しているという教父の

言葉もあります。このようなプレゼントを贈ると
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いう信心も、公現祭に合わせて行うよう指針は提

案しています。また、主の公現には、奉仕活動や

宣教活動のための献金を集めるよい機会であると

言及しています。三博士の贈り物と関連づけられ

ているのかもしれません。 

 

主の洗礼の祝日 

主の公現に続いて祝われるこの日について指針

は、信者が洗礼の恵みを思い起こすように、ミサ

中に、水の祝福と灌水を行うことを勧めています

（119 番）。ミサの中で、回心の祈りの代わりに、

水の祝福と灌水を行います。また、この日は、聖

水を用いることの意味について信者に説明するよ

い機会です。 

 

主の奉献の祝日（2 月 2 日） 

この日は、降誕節中ではなく、主の降誕の 40

日目の出来事として年間の中で祝われることにな

っていますが、指針ではこの日も、降誕節に秩序

づけて説明しています（120 番）。ご存知のように、

この日にカトリック教会では異邦人を照らす啓示

の光であるキリストを象徴するろうそくを祝福す

る習慣があります。教会だけでなく、各修道院や

家庭で使用するろうそくを持ち寄り、ミサの中で

祝福する習慣を紹介しています。また指針は、こ

の日の信心として、出産前後の母親の祝福の可能

性にも言及しています（121 番）。さらに、修道誓

願式に適した日であるとも述べています（122 番）。 

 


