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キリスト教信仰を伝える新しい福音宠教 

 

世界代表司教会議第 13 回通常総会 

提題解説 

 

序文 

 

 「だから、あなたがたは行って、すべての民をわたしの弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の

名によって洗礼を授け、あなたがたに命じておいたことをすべて守るように教えなさい。わたしは

世の終わりまで、いつもあなたがたとともにいる」（マタイ 28・19‐20）。イエス・キリストは、

天に昇って父である神の右の座に着かれる前に（エフェソ 1・20 参照）、このことばによって、全

世界に福音を告げ知らせるようにと弟子たちを遣わしました。弟子たちは、ナザレのイエスと、そ

の地上での生涯、教え、死、何よりも復活の証人となるよう招かれた小さなグループでした（使徒

言行録 1・22 参照）。この大きな課題は不可能なように思われましたが、主イエスは弁護者である

聖霊を与えることを約束して、彼らを力づけました。聖霊は父からイエスの名によって遣わされま

す（ヨハネ 14・26 参照）。そして、「（彼らを）導いて真理をことごとく悟らせ」（ヨハネ 16・13）

ます。さらに主は彼らとともにいてくださることを約束しました。「わたしは世の終わりまで、いつ

もあなたがたとともにいる」（マタイ 28・20）。 

 聖霊降臨のとき、「婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈

っていた」（使徒言行録 1・14）使徒たちの上に神の愛の火がとどまりました（使徒言行録 2・3）。

その後、主イエスの命令が实現し始めました。イエス・キリストによって豊かに注がれた聖霊のた

まものは（ヨハネ 3・34 参照）、教会の始まりでした。教会は本来、宠教的です。实際、聖霊によ

って油注がれた直後に、使徒聖ペトロは「立って、声を張り上げ」（使徒言行録 2・14）、イエスの

み名による救いを告げ知らせました。神はイエスを「主とし、またメシアとなさったのです」（使徒

言行録 2・36）。聖霊のたまものによって造り変えられた弟子たちは、「神の子イエス・キリストの

福音」（マルコ 1・1）を広めるために、当時知られていた世界に出かけて行きました。彼らの告知

は地中海地域、ヨーロッパ、アフリカ、アジアにまで達しました。父と子の与える聖霊に導かれな

がら、使徒の後継者たちは宠教を続けました。宠教は世の終わりまで活発に行われます。教会は、

世に存在するかぎり、神の国の到来についての福音と、師であり主であるかたの教えと、何よりも

イエス・キリストという存在を告げ知らせなければなりません。 

 「福音」（τò εύαγγέλιον）ということばはすでに教会の初期の時代から用いられました。聖パウ

ロはしばしばこのことばを用いて、新しい救いの計画の全体（一テサロニケ 1・5 以下、ガラテヤ 1・

6－9 以下参照）、そして、神から自分にゆだねられた福音を（一テサロニケ 2・4 参照）、「激しい苦

闘の中で」（一テサロニケ 2・2 参照）告げ知らせることを表します。「福音」ということばは、聖

マルコに見いだされる引用のほか（マルコ 1・14、15、8・35、10・29、13・10、14・9、16・15

参照）、しばしば聖マタイ福音書記者によって「み国の福音」（マタイ 9・35、24・14。26・13 参

照）を表すために用いられます。聖パウロも「福音を告げ知らせる」（εύαγγελίσασθαι、二コリン

ト 10・16 参照）という表現を用います。このことばは使徒言行録にも見いだされ（使徒言行録 8・

4、12、25、35、40 参照）、教会史を通じて発展させられました。 

 最近、「福音宠教」（evangelization）ということばは、教会活動のあらゆる側面を表すようにな
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っています。1975 年 12 月 8 日に発布された使徒的勧告『福音宠教』（Evangelii nuntiandi）は、

福音宠教が説教、信仰教育、典礼、秘跡生活、民間信心、そしてキリスト教的生活のあかしを含む

と述べます（『福音宠教』17、21、48 以下参照）。この『福音宠教』の中で、神のしもべ教皇パウ

ロ六世は、現代世界における福音宠教をテーマとして 1974 年 9 月 27 日から 10 月 26 日まで開催

された世界代表司教会議（シノドス）第 3 回通常総会の結果をまとめました。その後数十年間、こ

の文書は教会の宠教活動への大きな刺激となりました。宠教活動には人間性の推進が伴いました

（『福音宠教』29、38、70 参照）。 

 福音宠教の広い文脈の中で、これまでイエス・キリストの福音を知らずにいた人間と国民に福音

を告げ知らせることに特別な関心が向けられます。この「諸国民への宠教」（missio ad gentes）は、

教会の絶えざる活動によって特徴づけられます。この活動には、教会史の特別な出来事、たとえば、

アメリカ大陸に始まり、アフリカ、アジア、オセアニアで行われた宠教事業が含まれます。第二バ

チカン公会議は『教会の宠教活動に関する教令』（Ad gentes）の中で、全教会の宠教的性格を強調

しました。教会の創立者であるイエス・キリストの命令に従って、キリスト者は宠教者（すなわち

非キリスト者に福音を告げ知らせる人々）を祈りと物資で支えなければならないだけでなく、おの

おのの召命と手段に従って、自ら神の国を世に広めようと努めなければなりません。この務めはグ

ローバル化した現代においてとくに緊急性を帯びています。さまざまな理由で、イエス・キリスト

をまだ知らない多くの人が古くからキリスト教的伝統をもつ国々に移住し、キリスト者と出会うか

らです。ですからキリスト者は、とくにみことばと秘跡によってつねに教会に現存しておられる復

活した主の証人とならなければなりません。 

 45 年以上前の設立以来、シノドスは総会の中で何度も「諸国民への宠教」というテーマを取り上

げてきました。司教たちは全教会の宠教的性格と、第二バチカン公会議の教えを考察しました。第

二バチカン公会議は『教会の宠教活動に関する教令』の中でシノドスにはっきりと宠教的性格を与

えました。「他のいたるところに福音を告げるべく配慮することはとくに司教団の任務であるから、

世界代表司教会議すなわち『全教会のための永続的な司教たちの協議会』は、一般的な重要任務の

中でも、教会のもっとも重大で聖なる任務である宠教活動をとくに重視しなければならない」（『教

会の宠教活動に関する教令』29）。 

 最近の数十年間、新しい福音宠教の緊急の必要性について多くのことが語られてきました。福音

宠教は教会の通常の活動の特徴であり、「諸国民への」福音宠教は、宠教が行われたばかりの宠教国

における地域共同体・部分教会の養成を必要とします。これに対して、新しい福音宠教は、伝統的

なキリスト教国で教会から離れた人々を第一の対象としています。残念ながら、こうした教会離れ

の現象は、最近の数世紀の間に福音宠教が行われた一部の国にも、程度の差はあれ、存在します。

これらの国々は、現代、個人・家庭・社会をキリスト教的に変容させるほどには福音を十分受け入

れていないのです。こうした状況は、2000 年の大聖年の準備のために開催された大陸別シノドス特

別総会で議論されましたが、依然として全教会にとって大きな問題であり続けています。そのため

教皇ベネディクト十六世は、司教職にある兄弟たちの意見を求めた後、2012 年 10 月 7 日から 28

日まで、「キリスト教信仰を伝えるための新しい福音宠教」をテーマとしてシノドス第 13 回通常総

会を招集することを決めたのです。これまでこのテーマに関して行われてきた考察を継承しつつこ

れから行われるシノドスの目的は、部分教会の現状を分析し、ローマ司教・普遍教会の牧者である

教皇ベネディクト十六世との交わりのうちに、新たな熱意をもって現代世界の人々に福音を伝える

ための新しい手段と方法を探ることです。聖人たちはこのような熱意をもって、「かつておられ、今



6 

 

おられ、やがて来られるかた」（黙示録 4・8）である主イエス・キリストを喜んであかししたので

す。シノドスは、聖伝の貴重な宝から新しいものと古いものを取り出すことのできた、天の国のこ

とを学んだ学者と同じようにこの課題に取り組みます（マタイ 13・52 参照）。 

 シノドス事務総局通常顧問会の助けによって作成されたこの『提題解説』（Lineamenta）は、シ

ノドス総会を準備する重要なステップです。各章の終わりにいくつかの質問が掲げられています。

質問は教会のあらゆるレベルで議論を喚起することを目的としています。そのため、本『提題解説』

は、シノドス事務総局と公的関係をもつ、自主権を有する東方カトリック教会、司教協議会、ロー

マ教皇庁各省・評議会、修道会総長連合に送付されます。これらの諸機関は、それぞれの権限を有

する領域（教区、裁治権を有する司牧区域、小教区、修道会、キリスト信者の会、運動団体など）

で本文書についての議論が行われるように努めてください。その後、司教協議会とシノドスと上記

の諸機関は、考察を要約し、2011 年 11 月 1 日の諸聖人の祭日までにシノドス事務総局に報告を提

出してください。その後、シノドス通常顧問会の助けを得ながら、回答は注意深く検討され、シノ

ドス総会の作業文書である『討議要綱』（Instrumentum laboris）にまとめられます。 

さまざまなたまものと関心と司牧的配慮の貴重な交換である、皆様のご協力に前もって感謝しな

がら、シノドス第 13 回通常総会のすべてを、新しい福音宠教の星である聖なるおとめマリアの母

としてのご保護にゆだねます。マリアの執り成しを通じて、教会が聖霊によって刷新される恵みを

与えられ、新たな熱意をもって、復活した主の命令を現代において果たすことができますように。

「全世界に行って、すべての造られたものに福音をのべ伝えなさい」（マルコ 16・15）。 

 

バチカンにて、2011 年 2 月 2 日 主の奉献の祝日 

 

シノドス事務総長 

チバレ名義大司教 ニコラ・エテロヴィッチ  
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序論 

 

「わたしは、わたしを探さなかった者たちに見いだされ、わたしを尋ねなかった者たちに自分を

現した」「ローマ 10・20」。 

 

新しい福音宠教の緊急の必要性 

 

１ 中東特別シノドスの終わりに、教皇ベネディクト十六世ははっきりと、新しい福音宠教を教会

の最重要課題として位置づけました。「シノドスの議論の中で、しばしば強調されたのは、福音をま

だよく知らない人、あるいは教会から離れた人に福音をあらためて示さなければならないというこ

とです。中東にも新しい福音宠教を行わなければならないということもしばしば主張されました。

とくに古くからキリスト教に根ざした国々においてこのテーマは広く論じられてきました。最近、

教皇庁新福音化推進評議会を設立したことも、このような深い必要性にこたえたものです。そのた

め、全世界の司教の意見を求め、シノドス通常顧問会の意見も聞いた後、わたしは次回の通常総会

を 2012 年に『キリスト教信仰を伝えるための新しい福音宠教』をテーマとして開催することに決

めました」（1）。 

 教皇は、新しい福音宠教を次回シノドスのテーマとした決定は、最近ローマ教皇庁内に特別な機

関を設置したこと（2）と、シノドス後の使徒的勧告『神のことば』（3）の発布を含む、統一的な

計画の一部であると述べます。この計画は教会の宠教活動の刷新への取り組みから生じました。宠

教活動は、教皇パウロ六世にとっても、ヨハネ・パウロ二世にとっても、その教導職と使徒的奉仕

職の主要な特徴をなすものでした。第二バチカン公会議以来、新しい福音宠教は、急速に変化する

世界の問題にこたえるための適切で時宜を得た手段であり、聖霊に呼び集められた恵みにこたえる

ための道であることがますます明らかになっています。こうしてわたしたちは、わたしたち皆の父

である神を体験し、すべての人にイエス・キリストの福音をあかしし、告げ知らせるのです。 

 

福音宠教の務め 

 

２ 教会は、信仰を告げ知らせ、伝える上で、神に倣います。神は御子を人類に与えることを通じ

てご自身を知らせます。三位一体の交わりの中で生きておられます。人類と対話するために聖霊を

注ぎます。福音宠教がこうした神の自己伝達を映し出すものとなるために、教会は聖霊に教えられ、

十字架につけられたキリストに似せて形づくられなければなりません。キリストは世に愛と交わり

である神の姿を示すからです。こうして教会は「母なる教会（Ecclesia mater）」としての使命を再

発見します。教会は、信仰を伝え、愛を教えることによって、主に対して子どもを産み出します。

そして、愛は教会の子らを生み、育てます。 

 告知する内容の中心はイエス・キリストです。人はイエス・キリストを信じ、あかしします。信

仰を伝えるとは、本質的に、聖書、それもおもに福音を伝えることです。福音は主イエスを知る機

会を与えるからです。 

 教皇パウロ六世は信者にとって福音宠教を行うことが第一の優先課題であることをあらためて強

調して、次のように述べます。「もしすべてのキリスト教徒と福音宠教者が祈りのうちに次の考察を

深めてみるならば、よい結果が得られるでしょう。たとえわたしたちが福音をのべ伝えなくても、



8 

 

人間は神のあわれみによって、何らかの方法で救われる可能性があります。しかし、もしわたした

ちが、怠りや恐れ、また恥――聖パウロが「福音を恥じる」というときの――あるいは間違った説な

どによって、福音をのべることを怠るならば、果たしてわたしたちは救われるでしょうか」（4）。『福

音宠教』の結びのこの問いかけは、初めに引用した聖パウロのことばの解釈に役立ちます。そこか

らわたしたちはまた、問題の中心に直接かかわることが可能になります。すなわち、現代の教会に

とって福音宠教の務めが何よりも中心的なものだということです。単に实践的次元にとどまらずに、

福音宠教に関する自分の経験と態度を再検討するなら、宠教の实践と方法を改善することができま

す。もっと深い次元において、この検討は、信仰の質、すなわち、キリスト信者またイエス・キリ

ストの弟子としての感覚とあり方を問うことを可能にします。キリスト信者は世にイエス・キリス

トをのべ伝え、聖霊に満たされた証人となるよう命じられ（ルカ 24・48 以下、使徒言行録 1・8 参

照）、すべての国民を弟子とするよう招かれているからです（マタイ 28・19 以下参照）。 

 エマオへの道を歩む弟子たちのことば（ルカ 24・13－35 参照）は、キリストをのべ伝えること

が失敗する可能性があることを示します。彼らのことばはいのちを伝えることができませんでした。

自分たちの挫折と失望を語りながら、二人の弟子は死んだ人についてのべ伝えます（ルカ 24・21

－24 参照）。宠教は、いのちをもたらすのではなく、宠教する人と宠教を受ける人をともに告知さ

れたキリストの死に閉じ込める可能性があることを、この弟子たちのことばはあらゆる時代の教会

に語ります。信仰の伝達は個人が一人で行うものではなく、共同的・教会的な行為です。伝達の効

果の研究に基づいて反応を考慮すべきでも、聴衆、たとえば若者の分析に終始すべきでもありませ

ん。むしろ、宠教という霊的活動に招かれた人に関することがらにこたえるべきです。宠教は、教

会が本来なすべきものとならなければなりません。こうして問題を外的なしかたによってではなく、

正しく、つまり、教会の存在と生活全体の中に位置づけることができます。そこから、宠教と信仰

教育が成果を上げないという問題を、教会の問題として考えることができるようになります。問題

は、多かれ尐なかれ、教会が真の意味での共同体となり、機械的な団体ないし企業のようなもので

はなく、真の友愛に基づく生きたからだになることができないことにあるのです。 

 「旅する教会は、その本性上、宠教することを使命とする」（5）。第二バチカン公会議のこのこ

とばは、教会の聖伝を単純かつ完全なしかたで要約します。教会は宠教的です。なぜなら、教会の

起源は、父である神のご計画に基づく、イエス・キリストの派遣と、聖霊の派遣にあるからです（6）。

さらに、教会が宠教的なのは、教会は神の啓示を告げ、あかしし、散らされた神の民を集めること

によってこの起源に回帰するからです。こうして教会は、教父が教会についていわれたものと解釈

したイザヤの預言を实現できます。「あなたの天幕に場所を広く取り、あなたの住まいの幕を広げ、

惜しまず綱を伸ばし、杭を堅く打て。あなたは右に左に増え広がり、あなたの子孫は諸国の民の土

地を継ぎ、荒れ果てた町々には再び人が住む」（イザヤ 54・2－3）（7）。 

 「もっとも、わたしが福音を告げ知らせても、それはわたしの誇りにはなりません。そうせずに

はいられないことだからです。福音を告げ知らせないなら、わたしは不幸なのです」（一コリント 9・

16）。この使徒聖パウロのことばは、教会全体にも当てはめることができます。教皇パウロ六世は

いいます。「すべての人々に福音をのべ伝えることが教会の第一かつ本来の使命です。それは、今日、

著しく変化しつつある社会では、命令かつ使命です。福音を伝えることは、实に教会自身の本性に

深く根ざしたもっとも特有の恵みであり、召命です。教会はまさに福音をのべ伝えるために存在し

ています」（8）。 

 宠教し、福音をのべ伝えるというこの二つの活動において、教会は告知者としての積極的な役割
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を果たすだけでなく、耳を傾ける弟子としての反省的な役割も果たします。福音宠教者である教会

は、自らを福音化することから始まります（9）。教会は自らがこの絶えざる福音宠教活動によって

目に見える形で生み出されたものであることを知っています。聖霊はこの福音宠教を歴史を通じて

導きます。こうして救われた者は、イエス・キリストに関する神的で生きた記念の証人となります。

現代のわたしたちはこのことをますます確信できます。なぜなら、教会の歴史は、勇気と献身と大

胆さと洞察と理性の特別な模範を示しているからです。さまざまな文書、祈り、教育の模範と方法、

霊的な手引き、信仰入門の方法、教育活動と教育機関が存在するからです。 

 

福音宠教と識別 

 

３ 教会にとって、神の驚くべきわざ（Mirabilia Dei）を感謝をもって仰ぎ見るだけでなく、福音

宠教活動には耳を傾け、弟子として従うという次元があるのを見いだすことも重要です。教会は、

福音宠教を行う者であるだけでなく、自らの福音宠教活動によって生み出されるものでもあります。

なぜなら教会は、福音宠教活動全体が、自分の力によるのではなく、神のみ手によることを知って

いるからです。神の霊が教会を歴史の中で導くのです。聖パウロがこの序論の冒頭に引用したテキ

ストの中でいおうとしたのはこのことです。教会は知っています。聖霊が教会の宠教活動を導き、

福音を告げ知らせるための時と場所と手段を示してくださることを。初代教会の困難な時代の中で、

聖パウロは福音宠教において神が第一の役割を果たすことをよくわきまえていました。それは、理

屈の上だけでなく、計画し、实行する实践についてもいえることです。パウロは、聖書、とくに預

言書に基づいて、このことの理由を示すことができました。 

 使徒聖パウロは、初代教会の特別に充实した意味深い時代の中で、聖霊が第一の役割を果たすこ

とを認めます。实際、一部の信者は別の道を進むべきだと考えました。初期キリスト者の中には、

いくつかの基本的な決定を下す上で躊躇する者もいました。福音宠教の過程は識別の過程となりま

した。宠教はまず、耳を傾け、理解し、解釈することを求めます。 

 現代は多くの意味で聖パウロが生きた時代と似通っています。わたしたちキリスト信者も大きな

歴史的・文化的変化の時代の中に置かれています。この変化についてわたしたちは後に詳しく考察

します。福音宠教活動は、かつてと同じような、時代に即した識別活動を要求します。すでに 40

年前に第二バチカン公会議はこう述べます。「今日、人類史の新しい時代が始まっており、深刻急激

な変革が次第に世界に広まりつつある」（10）。公会議以来、この変革はますます大規模なものとな

り、当時と異なり、ユートピアの夢と希望だけでなく、恐れと懐疑をももたらしています。21 世紀

の最初の 10 年はさまざまな変革を目の当たりにしています。それらの変革は人類史にしるされ、

多くの形で深い影響を与えています。 

 わたしたちは特別に深刻な、変化し、緊張に満ち、バランスと基準の失われた時代を生きていま

す。時代はますますわたしたちが現在の瞬間を生きるように強いています。そのため、耳を傾け、

人類の記憶を伝達し、将来の世代を築くための価値を共有することがますます困難になっています。

このような状況の中で、キリスト信者の存在と教会の諸機関の活動は当然のものとして受け入れら

れず、場合によって疑いの目で見られることもあります。過去数十年間、教会、キリスト信者、そ

してわたしたちがのべ伝える神について繰り返し批判が投げかけられました。したがって、福音宠

教は新たな問題に直面しています。従来の实践は疑問視され、堅固な習慣でなくなっています。一

言でいえば、状況は、教会がまったく新たなしかたで、信仰をのべ伝え、伝える方法を考察するこ
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とを求めています。にもかかわらず、教会は何の準備もなしにこれらの問題に取り組むわけではあ

りません。教会はとくに信仰の宠言と伝達をテーマとしてすでに行われたシノドス総会の成果を用

いることができます。使徒的勧告『福音宠教』と『要理教育』が示すとおりです。これら 2 つのシ

ノドス総会において、教会は自己評価と、福音宠教の命令の活性化を経験しました。 

  

諸問題から出発する、現代世界における福音宠教 

 

４ この序論の冒頭に引用した聖パウロのことばは、わたしたちが準備している、これから行われ

るシノドス通常総会の目的と意味を理解する助けとなってくれます。さまざまな変革と革命的な出

来事によって特徴づけられる長い期間の後、教会は耳を傾け、議論を行うことから益を得ました。

そこから、わたしたち教会が行うよう招かれている福音宠教活動に必要な、高い質の識別を行える

ようになりました。福音宠教と要理教育についてのシノドス総会の時代から、文化と社会全体は大

きな、場合によって前例のない変革を経験しました。わたしたちはその影響を（財政・経済危機の

場合のように）いまだに見ることができ、それぞれの地域の状況の中ではっきりと感じます。変革

から直接影響を受けた教会は、問題を考察し、現象を理解し、实践に対応し、現实の状況に向けて

希望の福音を新たなしかたで伝えなければなりません。現代の状況は、次回シノドスに向かうよう

わたしたちを自然に促します。注意深く耳を傾け、情報を交換することにより、わたしたちは豊か

にされ、神が聖霊によって始められたわざを行う準備ができるようになります。神はご自身を現し、

人類が神を見いだすことを可能にしてくださいました。預言者イザヤのことばが述べるとおりです

（イザヤ 40・3、57・14、62・10 参照）。 

 識別は、注意し、耳を傾け、ともに議論すべき問題とテーマを見分けることを要求します。教会

の宠教活動を支え、必要な変革を行うために、わたしたちの識別は教会の務めの本質的な側面を考

察の中心に置かなければなりません。それは次のものです。（一）教会における「新しい福音宠教」

の始まりと成長と発展。（二）現代の教会が信仰を伝える責務と使命を果たす方法。（三）現代世界

の中で教会が信仰を生み出し（キリスト教入信の過程、教育）、現代の諸問題に立ち向かうために用

いうる实際の方法です。これらの側面が本文書の枠組みとなります。本文書の目的は、耳を傾け、

理解し、教会の中ですでに行われている識別の視野を広げることです。こうして識別はいっそう響

き合い、「カトリック的」で「普遍的」なものとなります。 

 

質問 

 

識別は本来、つねに歴史と意図によって限定されます。いいかえると、識別の過程は具体的な現

实から出発し、特定の状況に応答するものとして形成されます。一般的に、地域教会は、同じカト

リック文化を共有しながらも、最近の数十年間に、識別の過程においてさまざまな出来事と段階を

経験してきました。それらの出来事と段階は、独自で、状況と歴史によって規定されています。 

 

１ どのような経験を他の地域教会と分かち合うべきだと感じますか。 

２ 歴史の出来事を識別する過程で、どのようなことを普遍教会と分かち合うべきでしょうか。目

的は、これらの出来事に互いに耳を傾け合うことを通して、普遍教会が、聖霊が福音宠教活動

を導く方向を見分けることです。 
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３ 今では「新しい福音宠教」というテーマは地域教会でもよく知られています。このテーマはど

のように理解され、説明されてきましたか。それはどのような形をとりましたか。 

４ 「新しい福音宠教」を行うことから恩恵を得た司牧活動にはどのようなものがありますか。司

牧計画の変更ないし、活動の重要な刷新がありましたか。このことに関連して、障害や緊張が

生じたことがありますか。 
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第 1 章 

「新しい福音宠教」の時代 

 

「聞いたことのないかたを、どうして信じられよう。また、のべ伝える人がなければ、どうして

聞くことができよう」（ローマ 10・14）。 

 

「新しい福音宠教」――その意味 

 

５ 「新しい福音宠教」は、よく知られ、十分に受け入れられてはいるものの、依然として教会と

司牧において新しいことば・概念です。したがって、その意味は必ずしも明確ではありません。教

皇ヨハネ・パウロ二世はポーランド司牧訪問のときに初めてこのことばを用いました（11）。そこ

では特別な強調も、将来それが担う役割も示されていませんでした。しかし、「新しい福音宠教」は

教皇のラテンアメリカ教会に対する教えの中で繰り返し用いられ、新たないのちを吹き込まれまし

た。教皇ヨハネ・パウロ二世は、ラテンアメリカにおける新たな宠教と福音化を促し、刷新するた

めに、このことばを用いました。このことに関連して、教皇はラテンアメリカの司教たちに述べま

す。「宠教 500 周年は、皆様司教が司祭と信者とともに自分の使命を受け入れるときに、完全な意

味をもちます。この使命とは、再宠教ではなく、むしろ、新たな熱意と方法と表現をもって、新し

い福音宠教を行うことです」（12）。したがって、新しい福音宠教は、不適切なしかたで行ったこと、

あるいは目的を達成できなかったことをやり直すことではありません（新たな活動が最初の福音宠

教の失敗に関する暗黙の価値判断を含むかのように）。新しい福音宠教は、最初の宠教をもう一度行

うことでも、過去を繰り返すことでもありません。むしろそれは、変化する状況にこたえるために

勇気をもって新たな道を歩むことです。現代の教会は、この状況の中で福音をのべ伝え、生きるよ

う招かれているからです。かつてラテンアメリカは新たな問題に直面していました（共産主義イデ

オロギーの広まり、セクトの登場）。新しい福音宠教は、ラテンアメリカの教会が、状況全体を考察

し、判断するために識別を行った結果です。 

 この意味で、教皇ヨハネ・パウロ二世は、教導職の中でこのことばをあらためて用いて、普遍教

会に示しました。「今日、教会は他の挑戦に立ち向かい、新しい地域へ向かって前進していかなけれ

ばなりません。それは諸国の民への最初の宠教についてばかりでなく、すでにキリストが告げ知ら

されている人々への新しい福音宠教についてもいえることです。今日、すべてのキリスト者は、部

分教会においても普遍教会においても、かつての宠教者を駆り立てたのと同じ勇気、そして霊の声

に聞き従ったのと同じ心構えをもつよう呼びかけられています」（13）。新しい福音宠教は第一に霊

的活動です。それは現代において最初のキリスト者と宠教者の勇気と力を回復することを可能にし

ます。したがって、まず、キリスト教の活力を見極め、实現したことと直面している困難を再検討

する過程が必要です。その後、教皇ヨハネ・パウロ二世は新しい福音宠教の概念を明確化しました。

「教会は、今日、福音をのべ伝えるにあたって、一歩大きく前進し、その活発な宠教活動の新しい

歴史的段階に踏みこまなければなりません。距離感がなくなり、それだけ狭くなった世界にあって、

教会共同体は互いに一致団結し、それぞれの活力と手段を分かち合い、また福音を告げ知らせ实践

する唯一の、そして共通の使命をグループとして实行しなければなりません。『いわゆる若い教会は、

旧来の教会の底力を必要としていますが、他方、旧来の教会は若い教会のあかしと刺激を必要とし

ているのです。こうして一つひとつの教会は、他の教会の豊かさを受け取るのです』」（14）。  
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 今、「新しい福音宠教」の力は再評価されています。そこで、現代の社会と文化が、深刻な変化の

結果、キリスト教信仰とその宠教とあかしに与えるさまざまな問題に立ち向かうための、教会の新

たな努力を意味するものとしてこのことばは用いられます。これらの問題に直面する教会は、あき

らめることも退くこともありません。むしろ、自らを活気づけるための計画を实施します。教会は

イエス・キリストの人格と、イエス・キリストとの個人的な出会いを中心に考えます。イエス・キ

リストがご自身の霊を与え、現代文化に語りかけうる新たなしかたで福音を告げ知らせる力をくだ

さると知っているからです。 

 このような意味で用いられた「新しい福音宠教」ということばは、2000 年の大聖年を準備するた

めに開催された大陸別シノドスにおいて再び取り上げられ、示されました。当時、このことばは地

域教会の司牧・教会を考える上で当然のことばとなっていました。「新しい福音宠教」は、地域教会

の信仰生活に新たな息吹を吹き込むことと同義語でした。それは、さまざまな文化・社会状況にお

ける問題を識別し、信仰の記憶を読み直し、新たな責任を担い、イエス・キリストの福音を喜びと

確信をもって告げ知らせるための新たな力を生み出すことでした（15）。このことに関連して、教

皇ヨハネ・パウロ二世のヨーロッパの教会へのことばはとくに明確です。「〈新しい福音宠教〉が緊

急に必要とされています。次のことが自覚されているからです。『現代のヨーロッパは過去のキリス

ト教的遺産にさかのぼるだけではいけません。ヨーロッパは、イエス・キリストの人格とメッセー

ジに従って、自らの将来を決めることができるようにならなければならないからです』」（16）。 

 新しい福音宠教ということばは教会の中で広く知られています。しかし、それが教会と文化界で

の議論において十分に受け入れられているとはいえません。ある人はこのことばを用いることをた

めらいます。教会の過去を消極的に評価し、地域教会の最近の歴史の一部を取り去ろうとしている

と考えるためです。とくに他のキリスト教教派のある人々は、「新しい福音宠教」が教会の人々を改

宗させるようとする意図を偽装しているのでないかと疑っています（17）。またある人々は、この

ことばが教会の非信仰者に対する態度の変更をもたらしはしないかと考えます。非信仰者を議論の

参加者に変え、存在の真理を探求する同じ人類の仲間とみなす対話の相手でなくしてしまうという

のです。最後に挙げた懸念について、教皇ベネディクト十六世はチェコ共和国への司牧訪問の際に

次のように述べます。「わたしはここで自然にイエスが預言者イザヤから引用したことばを思い起こ

します。すなわち、神殿はすべての国の人の祈りの家とならなければならないということばです（イ

ザヤ 56・7、マルコ 11・17 参照）。イエスはいわゆる『異邦人の中庭』のことを述べています。イ

エスはそこから外的なことがらを取り去り、そこで異邦人が唯一の神に祈りをささげられる自由な

空間とします。たとえ異邦人が、神殿の内陣でのみ礼拝される神秘にあずかることができなくても。

すべての国の人のための祈りの場ということばで、イエスは、いわば遠くから神を知るにすぎない

人々のことを考えています。彼らは自分たちの神々と儀礼と神話に満足できません。彼らは純粋で

偉大なかたを望みます。たとえ神は彼らにとって『知られざる神』（使徒言行録 17・23 参照）にと

どまるにしてもです。彼らは知られざる神に祈るほかありません。しかし、このようにして彼らは

ある意味で、たとえどれほどあいまいな形であっても、まことの神に触れたのです。わたしは、現

代においても教会が一種の『異邦人の中庭』を設けなければならないと思います。そこでは人々が

ある意味で神とかかわることができます。この神を知らず、教会が内的生活によって礼拝するその

神秘に近づくことができなくても。現代において、諸宗教対話だけでなく、宗教と疎遠となり、神

を知らないにもかかわらず、単なる神々では満足できず、たとえ知られざるかたであっても、神に

近づきたいと望む人々と対話しなければなりません」（18）。 
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 信仰者であるわたしたちは、自らを不可知論者または無神論者と呼ぶ人々にも関心を示すべきで

す。彼らはわたしたちが「新しい福音宠教」というのを聞くと、恐れを抱くかもしれません。自分

たちが教会の宠教活動の主要な対象となると考えるからです。しかし、不可知論者や無神論者も神

への問いについて考えるべきです。神の探求は西方修道制と西洋文化の中で生まれました。福音宠

教の第一段階は、神の探求を生き生きと保ち、対話を行い続けることです。それも、宗教を告白す

る人だけでなく、宗教が生活の中で重要でないと考える人々とも対話することです。 

 「異邦人の中庭」というイメージは、「新しい福音宠教」を考える上でのもう一つの要素として役

立ちます。それは、キリスト者が福音をのべ伝え、対話のための道を開くために、大胆な感覚を失

ってならないことを示すためです。対話の中では、人々の深い望みと神への渇きが論じられます。

こうした大胆さから、神を探求した個人的な経験を分かち合い、イエス・キリストの神との個人的

な出会いが無償で与えられることを述べることを通じて、神への問いを話の中に位置づけることが

可能になります。そのためには、まず自己評価と清めが必要です。そこから、文化的要因から生じ

る、恐れ、倦怠、混乱、引きこもりを示す兆候を認めることができるようになります。この段階の

次にすぐに続くべきなのは、聖霊の恵みにより頼みながら、父である神を新たに体験しようとする

努力と取り組みです。この体験は、キリストとの個人的な出会いの力のおかげで、他の人にも伝え

ることができます。キリスト教生活のさまざまな霊的様式と同様、今述べた段階は時間を追って生

じるものではありません。使徒聖パウロもこのことについて述べます。信仰体験は、「闇の力」から

救い出され、「御子の支配下に移される」ことです。「この御子によって、あがない、すなわち罪の

ゆるしを得ているのです」（コロサイ 1・13、14。ローマ 12・1、2 参照）。同時に、大胆さはキリ

スト教においてまったく新しいものでも、前例のないものでもありません。それはすでに教父の著

作にも示されているからです（19）。 

 

新しい福音宠教を必要としている領域 

 

６ それゆえ、新しい福音宠教は大胆な行動様式です。それはキリスト教が人類史の新たな状況を

読み取り、解釈する力です。この数十年の間、こうした状況が福音を告げ知らせる場となったから

です。さまざまな機会に強調されたとおり（20）、この領域は、社会、文化、経済、市民生活、そ

して宗教とかかわります。 

 新しい福音宠教を必要としている第一の領域は文化です。現代、わたしたちは深刻な世俗化の時

代を生きています。世俗化は、生きた、いのちをもたらすメッセージとして福音を聞き、理解する

力を失わせています。これはとくに西洋世界にいえます。そこでは歴史とアイデンティティが社会

と思考様式の変化によって大きな影響を受けています。現代文化において、多くの人は世俗化の傾

向を、過去からの解放、または世界と人類と超越に関する思想との分離として、積極的な意味でと

らえています。現代においても、キリスト教、宗教、聖職者に反対する主張がときとして行われま

すが、最近の世俗主義は、直接、神、宗教、またはキリスト教を否定する形態をとりません。むし

ろ、世俗化運動は文化においてより微妙な形をとって、日常生活に浸透し、神を完全にまたは部分

的に人々の生活と意識から排除する考え方を促しています。こうして世俗主義はキリスト教生活と

教会共同体の中に入り込み、信者にとって単なる外的脅威ではなく、生活の中で日々直面しなけれ

ばならないものとなりました（21）。すなわち、いわゆる相対主義の文化です。さらに、この傾向

は人間に関する考え方に深刻な影響を与え、人間の基本的な経験、たとえば男性と女性の関係や、
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出産と死の意味そのものも問題にします。 

 生活に関する世俗的なものの見方は、多くのキリスト信者の日常生活にも見られます。キリスト

信者も表象文化と反対勢力によって、完全に規定されはしないまでも、影響されることが多いので

す。支配的な快楽主義的・消費主義的な精神から生じる、軽薄で自己中心的な傾向への誘惑に打ち

勝つことは容易ではありません。多くの知識人が数十年前に唱えた「神の死」は、何も生み出すこ

とのない個人信仰に変わりました。信仰を説明する基本的な要素が失われる可能性があります。そ

こから生じるのは、霊的な退化と精神の空疎化だけでなく、極端な形での、代替宗教や、スピリチ

ュアルなものに関するあいまいな感覚です。こうした状況の中で、新しい福音宠教は、疲弊した共

同体がキリスト教的経験の喜びを再発見し、失われた「初めのころの愛」（黙示録 2・4）を取り戻

し、真理を探求する自由のまことの意味を強調する助けとなる、必要な刺激だと思われます。 

 同時に、世界の一部の地域は、希望に満ちた宗教的覚醒の兆候を示しています。しかし、諸宗教

における神と聖なるものの再発見から生まれるこうした期待に、原理主義の現象が影を落とします。

原理主義はしばしば暴力とテロを正当化するために宗教を深刻なしかたで濫用します。「神の名を用

いて人を殺してはなりません」（22）。さらに、セクトの拡大は絶えざる問題となっています。 

 文化の領域を簡単に考察したので、次に、社会の領域に目を向けます。そこでは大規模な移住の

現象が、出身地を離れて都会に向かうよう人々を促しています。そこから、都市、国家、大陸の民

族分布が変化しています。したがって、現代社会はかつて前例のないような文化の混合と、そこか

ら生じる汚職、生命の基本的基盤の喪失、価値観の低下、人間的きずなの希薄化が生まれています。

こうした過程の中で、文化はきわめて流動化し、伝統をますます隅に追いやります。この伝統には、

宗教と、その歴史感覚と個人のアイデンティティを保つ実観的な役割が含まれます。社会の領域と

かかわるのが、いわゆるグローバル化の現象です。グローバル化を理解するのは容易ではありませ

ん。キリスト信者にはいっそうの識別が要求されます。グローバル化は、経済的・生産的側面だけ

を考察するなら、よくない現象です。しかし、グローバル化を積極的な意味で成長の機会と考える

こともできます。グローバル化により、人類は新たな形の連帯をはぐくみ、すべての人にとって善

となるように、発展を共有する新たな形を築くことができるからです（23）。こうした状況の中で、

新しい福音宠教は、教会の宠教を南北ないし東西の枠組みによってではなく、過去の宠教活動の地

理的範囲を超える活動としてとらえることを可能にします。現代では、五大陸のすべてが宠教地で

す。わたしたちは皆、信仰が存在しない領域を、信仰離れとしてではなく、信仰と出会っていない

こととして理解しようと努めるべきです。かつての宠教活動の範囲を超えるとは、社会構造の混合・

再構築（それはほとんどすべての地域に見られる現象です）から生じる出会いのあらゆる瞬間に、

神への問いを示すことができるということです。 

 諸文化の混合の進展を背景としているのが、第 3 の大きな領域であるマスメディアです。マスメ

ディアは個人生活と集団意識にますます影響を与えています。マスメディアは現代の教会に大きな

可能性を与えると同時に、最大の課題ともなっています。マスメディアの使用は当初、産業社会に

限られていましたが、今では発展途上国の大部分にも影響を及ぼしています。今日、マスメディア

とデジタル文化の影響を受けない地域はありません。マスメディアは急速なしかたで公共生活と社

会的交流の「広場」となりました。マスメディア文化の広まりが利益をもたらすことは間違いあり

ません。この利益には、情報収集の可能性、知識・意見交換・連帯の新たな形の機会の形成、「世界

文化」を構築する力があります。「世界文化」は、価値の共通の遺産と、思想と表現の発展をもたら

します。しかし、こうした可能性には、危険もあります。メディア文化が極端な形をとる場合にそ
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れが現れます。個人の利己的欲求へのこだわり、人間関係と社会関係の感情的要素の強調、経験と

考察の実観的価値の喪失（経験と考察は多くの場合、個人の感情の確認に格下げされます）、生活の

道徳的・社会的次元の軽視（他者は自己の鏡ないし観実となります）、最後に、はかない流行と現在

の瞬間と見てくれを中心とした文化の形成です。こうした社会は過去の記憶と未来への感覚をもて

なくなります。この領域において、新しい福音宠教は次のことを意味します。わたしたちは、日々

生活する「新しいアレオパゴス」で大胆に行動しなければなりません。そして、キリスト教の遺産

が、教育と知識において、キリスト教的伝統に守られながら、ポストモダンの領域において役割を

果たせるようにするための手段を見いださなければなりません（24）。  

 教会の宠教活動を必要とする第 4 の領域は、経済です。多くの教皇の教導職は、多くの機会に、

南北世界の間に存在する資源の獲得と配分の不均衡と、被造物の破壊を非難してきました。現代の

経済危機は、諸国家間の公正な関係を築くためにグローバル市場における規則を作る際、物理的な

力を用いることの問題を示しています（25）。貧困をはじめとした問題をマスメディアはあまり報

道しませんが、教会はこの問題をいっそう自覚し、解決のための具体的な対応を行わなければなり

ません。 

 第 5 の領域は科学・技術研究です。科学・技術研究は絶えず驚異的なしかたで発展しています。

わたしたちは皆、日常生活においてそこから利益を得、またこの利益にますます依存しています。

その結果、科学技術は現代の新たな偶像となる恐れがあります。デジタル化し、グローバル化した

世界の中で、科学が新たな宗教とみなされる可能性があります。わたしたちは、たとえ答えが部分

的で完全に満足できるものでないと分かっていても、真理と意味に関する問いは科学から得られる

と考えるのです。技術自体が哲学となることによって、新しい「グノーシス（知識）」が生まれます。

そこでは生活の非現实的な構造から知識と意味が引き出されるからです。ますます増大するこうし

た新しい宗教は、結局のところ、宗教的实践を、幸福とすぐに満足を得るための治療に変えます。 

 最後に第 6 の領域は、市民生活と政治生活です。第二バチカン公会議以来生じた問題は巨大なも

のだといえます。西洋世界を 2 つのブロックに分裂させた共産主義の終焉は、信教の自由を促進し、

古来の教会を再建する機会を与えました。アジアやイスラム世界から、国際政治における新しい経

済・政治・宗教勢力が生まれています。そこから、前例のない未知の状況がもたらされました。こ

の状況は豊かな可能性をもつとともに、さまざまな危険と、支配・権力への誘惑をはらんでいます。

この領域において、福音を次の取り組みをもって伝えなければなりません。（一）平和への務め。（二）

諸国民の発展と解放。（三）国際的・国内的統治形態の改善。（四）諸文化・諸宗教による、傾聴、

共生、対話、協力の構築。（四）人権、国民全員、とくに尐数者の保護。（五）社会の弱者への支援。

（六）被造物の管理と地球の未来のための取り組み。 

 

新たな状況に直面するキリスト者 

 

７ こうした状況に対して、はじめは混乱と恐れを抱きがちです。移行期は、わたしたちのアイデ

ンティティと信仰の基盤を揺るがすからです。しかし、教皇ベネディクト十六世がしばしば述べる、

次の呼びかけに従うべきです。状況を批判的に識別し、キリスト者に与えられた希望の光で状況を

見直しなさい（26）。キリスト者は、希望の意味を学び直すことにより、自分たちが出会い、経験

し、対話する人々に何を与えることができ、何を分かち合うことができ、堅忍をもたらす希望をど

のように示せばよいかを見いだします。わたしたちを対話へと招く新たな領域は、自分の生き方、
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考え方、価値観、伝達手段を批判的に見直すことを求めます。同時にそれは現代のキリスト教の自

己評価にも役立ちます。キリスト教は、起源から始めて、絶えず自らを理解することを学ばなけれ

ばならないからです。 

 新しい福音宠教の特徴と力を見いだしたいなら、以上述べた生活の領域を考察し、そこで何が起

きているかを見つめ、初めに感じた恐れに打ち勝つにはどうすればよいかを知らなければなりませ

ん。それゆえ、「新しい福音宠教」は、地域教会において、希望の福音を实際に伝えるために、以上

の領域を評価する計画を立てることです。こうして教会は、これらの問題を受け止め、ますます愛

の文明を築く者となることによって、自らを築き上げるのです。 

 「新しい福音宠教」はこれらの諸問題との関連で、神への問いを勇気をもって示すことでもあり

ます。こうして教会の宠教の特別な性格を实現し、キリスト教の世界観が歴史の中の大きな問題に

これまでにないしかたで光を当てることを示すのです。新しい福音宠教はわたしたちを招きます。

これらの領域と対話しなさい。自分の共同体や組織に閉じこもるのでなく、問題を受け止めて、現

象に参加し、内側からこれらの領域で語り、あかししなさい。これが現代世界におけるキリスト者

の「あかし（martyria）」です。それは、人間生活から神を排除しようとする、現代の戦闘的な無

神論や極端な世俗主義とも対話することを含みます。 

 このことと関連して、「新しい福音宠教」のために、教会は、すべてのキリスト者と一致して、福

音のメッセージの預言的・変革的力を世に共通にあかしする努力を説得力のあるしかたで行わなけ

ればなりません。正義、平和、共生、被造物の管理は、この数十年間のエキュメニズムの特徴とな

ってきました。キリスト者はともに、これらのことがらが、人々の生活における神への問いにこた

えるための場であることを世に示すことができます。实際、これらの場は、御子イエス・キリスト

のうちにわたしたちに語られた愛のことばの光に基づいて、初めて真の意味をもつのです。 

 

「新しい福音宠教」と霊性 

 

８ 現代人の問題との関連で神への問いを示す努力は、宗教と霊性への欲求というテーマへとわた

したちを導きます。こうした欲求は、若者から始めて、ますます強まっています。これまで考察し

た領域の諸問題は、当然、人々が宗教について語り、宗教を实践する方法に影響を及ぼします。カ

トリック教会もこの現象の影響を受けています。それは福音宠教の手段と機会ともなります。若者

の国際的な集会、巡礼所への巡礼、運動団体の隆盛は、宗教的感覚の継続を示すしるしです。この

ことと関連して、「新しい福音宠教」のために、教会は聖霊の働きのしるしを見分け、人々を導いて

聖霊の示すことを教えなければなりません。そのために「キリストの満ちあふれる豊かさになるま

で」（エフェソ 4・13）信仰において成熟しなければなりません（27）。聖霊が生み出した最近のグ

ループに加えて、伝統的なものも新しいものも含めた奉献生活も新しい福音宠教において大きな役

割を果たします。キリスト教の二千年の歴史の中で、偉大な宠教運動は、福音の徹底した性格から

生まれる生活形態と結びついてきたからです。 

 このことと関連するのは、偉大な宗教伝統、とくに東洋の宗教伝統との対話です。教会はこの対

話を数十年前に始め、深めてきました。諸宗教対話は、他の宗教において宗教的な問いがどのよう

に考えられているかを学び、比較するためのよい機会です。それは、カトリック教会が、キリスト

教信仰が人間の宗教的感覚に耳を傾け、こたえる方法に関する理解を深めることを可能にします。 
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「教会であること」の新しいあり方 

 

９ 教会の宠教の新たな状況は、次のことを理解させてくれます。つきつめていえば、「新しい福音

宠教」とは、現代の絶えず変化する社会・文化状況の中で「教会である」ために、福音宠教の新た

な方法を見いださなければならないということです。世界を「キリスト教国」と「宠教地」に二分

する伝統的な考え方は、明確ではありますが、今や限界があり、単純すぎ、現代の状況に当てはま

らず、したがって現代のキリスト教共同体を築く上での基準として使えないと考えられています。

むしろ、キリスト教的生活と实践が、「教会であること」の新たなモデルを作るための考察を導く必

要があります。この新しいモデルは、党派主義や「市民宗教」となる危険を避け、イデオロギー闘

争後の現代世界の中で、教会が自らの宠教的性格を保ち続けることを可能にします。いいかえると、

さまざまなモデルの中でも、教会を「家庭教会」そして「神の民」と考え続ける必要があります。

尐数者であり、差別されているところでも、教会は人々と日常生活に近づき、いのちをもたらす福

音のメッセージを伝える力を失ってはなりません。教皇ヨハネ・パウロ二世がいうとおり、「新しい

福音宠教」は、人間社会のキリスト教的構造と、キリスト教共同体の構造そのものを造り直すこと

です（28）。それはまた、教会が「社会のただ中に生き」（29）続け、人々の生活を来るべき神の国

へと導く助けとなります。 

 識別を行う上で、東方カトリック教会と、今なお潜伏、迫害、排斥、民族的・イデオロギー的・

宗教的不寛容のもとで過ごしているキリスト教共同体は大いに助けとなります。彼らの信仰と堅忍

と勇気と揺るがぬ希望のあかしと、一部の司牧的实践の洞察は、過去の栄光をもちながら、今は試

練と困難を経験しているキリスト教共同体が分かち合うべきたまものです。尐数者として信仰を生

きることになじみのない教会にとって、ここで述べたキリスト教共同体の体験に耳を傾けることは、

必ずためになります。新しい福音宠教に必要な信頼をくみとることができるからです。 

 西洋で新しい福音宠教を行うべき時が来ています。洗礼を受けた多くの人が非キリスト教的生活

を送り、信仰とかかわりをもち続けてはいても、信仰についてあまり知らない人が増えているから

です。信仰を諷刺したり、ある種の文化が、信仰を敵視しないまでも、無視することがしばしばで

す。「かつて宗教とキリスト教的生活が盛んで、生き生きとした活発な信仰共同体を生み出すことの

できたすべての国や国民は、現在、広がる一方の宗教的無関心、世俗主義、無神論によって厳しい

試練を受け、ときとして根本的に変えられています。とくに、第一世界と呼ばれているこれらの国

や国民は、たとえ恐ろしい状態の貧しさや悲惨と共存していても、経済的充足と消費主義の中で、

『まるで神が存在しないかのように』暮らす生活を促し、広めています」（30）。 

 キリスト教共同体は、文化的・社会的変化のために教会が必要とする刷新を責任と勇気をもって

行う方法を知らなければなりません。福音をのべ伝えなさいという命令を基準としながら、新しい

モデルを作成し、实施する方法も知らなければなりません。 

 

最初の宠教と司牧的配慮と新しい福音宠教 

 

10 福音書の終わりに述べられた宠教命令（マルコ 16・15 以下、マタイ 28・19 以下、ルカ 24・

48 以下、使徒言行録 1・8）は、完全に实行されたとはとてもいえません。それは始まったばかり

です。教皇ヨハネ・パウロ二世はいいます。「信者に対する司牧的活動や新しい福音宠教と、特別な

宠教活動との境界線を明確に定義づけることはできませんし、またそれらの間に壁を作ったり、そ
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れぞれを水ももらさぬような個审の中に閉じ込めるというようなことも考えられません。････たと

えば、新しい福音宠教という困難な仕事に取り組んでいる伝統的なキリスト教国の教会は、自国の

キリスト者ではない人々についての深い関心をもたなければ、他の国々や他の大陸のキリスト者で

ない人々に対して宠教者となることはできないということを、以前よりも明確に理解するようにな

っています。ですから、内に向かう宠教活動は確かなしるしであり、外に向かう宠教活動への刺激

となります。これは、その逆に対しても同じことがいえるのです」（31）。キリスト者であること、

「教会であること」は、宠教的であることです。人は宠教的であるか、宠教的でないかのいずれか

です。自分の信仰を愛するとは、その信仰をあかしすることです。信仰を人々に伝え、人々が信仰

にあずかるのを可能にすることです。宠教の熱意がないというのは、信仰への熱意がないというこ

とです。反対に、信仰は、それを伝えることによって強められます。教皇の新しい福音宠教につい

てのことばを、直接的な問いにいいかえることができます。「わたしたちは信仰を伝え、キリスト者

でない人を信仰に導くことに興味があるだろうか」。「わたしたちは本当に宠教的な心をもっている

だろうか」。 

 新しい福音宠教は、教会の根本的使命、アイデンティティ、存在理由をあらためて实践しようと

する教会の計画につけられた呼び名です。したがって、それは明確に画定された地域に限られたこ

とではなく、現代において、現代のために、使徒の遺産を説明し、实践する方法なのです。新しい

福音宠教の計画の中で、教会は現代世界に自らの独自のメッセージをもたらそうと望みます。すな

わち、イエス・キリストにおいて始まった神の国をのべ伝えます。いかなる教会もこの計画から除

外されません。古代からあるキリスト教教会は、信仰を实践しなくなった多くの人の問題に取り組

まなければなりません。若い教会は、インカルチュレーションの過程を通して、福音を日常生活に

もたらす取り組みを行い続けなければなりません。インカルチュレーションは、文化を清め、高め

るだけでなく、何よりも文化を福音の新しさへと開くことです。総じていえば、すべてのキリスト

教共同体は司牧計画にあらためて取り組まなければなりません。司牧はますますむずかしくなり、

惰性に陥り、本来の目的を伝えられなくなる危険があると思われるからです。 

 新しい福音宠教は宠教と同義です。それは、新しく出発し、限界を超え、地平を広げることを求

めます。新しい福音宠教は、自己満足や、自己退却や、現状維持の精神や、司牧計画はただこれま

でしたことを行うことだけだという考え方の反対です。すでに刷新を始めている一部の地域教会は、

はっきりといいます。今こそ、教会がすべてのキリスト教共同体に呼びかける時です。計画と活動

の宠教的性格に基づいて、自らの司牧活動を評価せよと（32）。 

 

質問 

 

 現代のキリスト教共同体は教会と社会の大きな変化を経験しています。 

 

１ わたしたちの地域教会におけるこうした変化の主要な特徴は何ですか。 

２ 教会は、「社会のただ中に生きる」人々の生活に参加するという宠教的使命をどのように果たし

ていますか。 

３ 新しい福音宠教は、すでに行われた最初の宠教や司牧計画をどのように活性化してきましたか。

新しい福音宠教は、どのようなしかたで地域教会の生活の中で生じた疲労に打ち勝つ助けとな

りましたか。 
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４ 新しい福音宠教という観点から、地域教会の現状を評価して、どのようなことを見いだしまし

たか。 

 

 世界は大きな変化を遂げつつあり、それはキリスト教にも新たな状況と問題をもたらしています。

第 1 章では、この変化の影響を受けた 6 つの領域を考察しました。（一）文化（世俗化）、（二）社

会（諸民族の融合）、（三）マスメディア、（四）経済、（五）科学技術、（六）社会生活と市民生活

です。ここではあえて一般的な考察を行いました。 

 

５ 地域教会の中でこうした変化によって与えられた特別な影響は何ですか。 

６ これらの領域は、地域教会の生活とどのようにかかわっていますか。どのような影響を与えて

いますか。 

７ これらの領域はどのような問題を生じましたか。これに対してどのようにこたえましたか。 

８ 現代、人々との対話の中で神への問いを示す際の、主要な障害、取り組むべき問題は何ですか。

そこからどのような結果が生まれましたか。 

 

 宗教の領域には特別な関心が向けられます。 

 

９ 人々の宗教体験の中で、どのような変化が起きていますか。 

10 霊性（スピリチュアリティ）、宗教的欲求において、どのような側面が見られますか。新しい

宗教的伝統が生まれていますか。 

11 キリスト教共同体は宗教の領域の変化から影響を受けていますか。主な影響は何ですか。それ

が宠教の新たな機会となっていますか。 

 

 新しい福音宠教において、教会は、新たな領域で宠教使命を果たし続けるために、考え方を転換

する必要があります。 

 

12 地域教会の中で新しい福音宠教を行った方法について述べてください。 

13 新しい福音宠教の特徴である大胆さを示しましたか。教会生活と司牧生活の中でこうした大胆

さが促したことはありますか。 

14 教会生活と教会活動のどのような側面がこうした大胆さを必要としていますか。 

15 地域教会は、教皇ヨハネ・パウロ二世の「新たな熱意と方法と表現をもって、新しい福音宠教

を行う」という呼びかけをどのように受け止め、实施しましたか。 

16 大陸別シノドスは、新しい福音宠教のための計画を作成する助けとなりましたか。 
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第 2 章 

イエス・キリストの福音をのべ伝える 

 

 「全世界に行って、すべての造られたものに福音をのべ伝えなさい」（マルコ 16・15）。 

 

キリストとの個人的出会いと交わりが、信仰を伝える目的である 

 

11 弟子たちが主から受けた宠教命令（マルコ 16・15 参照）は、福音をのべ伝え、教えるように

とはっきりと述べます（マタイ 28・20「あなたがたに命じておいたことをすべて守るように教えな

さい」）。使徒聖パウロは自分を「神の福音のために選び出された使徒」（ローマ 1・1、一コリント

1・17）と呼びます。それゆえ、教会の務めは、「福音をのべ伝えること（Traditio Evangelii）」で

す。「福音は、ユダヤ人をはじめ、････信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです」（ロー

マ 1・16）。福音は究極的には、イエス・キリストと同じです（一コリント 1・24 参照）（33）。わ

たしたちは福音というとき、単に福音書ないし一連の教えのことを述べるのではありません。福音

はそれ以上のものです。福音は、生きた、力のあることばです。それは自らが述べることを果たし

ます。福音は信仰箇条や道徳的なおきての体系でもなければ、政治的計画でもありません。それは

イエス・キリストという人です。人となられた、決定的な神のことばです（34）。福音とは、イエ

ス・キリストの福音です。しかし、福音はイエス・キリストを内容としているだけではありません。

そればかりか、聖霊を通して、イエス・キリストが福音の宠教と伝達の推進者また中心ともなられ

ます。したがって、信仰の伝達の目的は、聖霊のうちに、イエス・キリストと個人的に出会うこと

であり、そこから、イエス・キリストの父であり、わたしたちの父であるかたを経験させることで

す（35）。 

 信仰を伝えるとは、あらゆる場所と時間において、一人ひとりの人がイエス・キリストと個人的

に出会うための条件を作ることです。イエス・キリストというかたとの信仰における出会いは、こ

のかたとかかわり、（聖体のうちに）「このかたを思い起こし」、聖霊の恵みによって、イエス・キリ

ストの思いを抱くことです。教皇ベネディクト十六世がいうとおり、「人をキリスト信者とするのは、

倫理的な選択や高邁な思想ではなく、ある出来事との出会い、ある人格との出会いです。この出会

いが、人生に新しい展望と決定的な方向づけを与えるからです。････神がまずわたしたちを愛しま

した（一ヨハネ４・10 参照）。ですから、今や愛はもはや単なる『掟』ではありません。神は、愛

のたまものをもってわたしたちを引き寄せてくださいました。愛とは、この愛のたまものにこたえ

ることなのです」（36）。教会は、福音をのべ伝え、キリスト教信仰を伝えるという務めを果たすこ

とによって、自らを实現します。 

 一人ひとりの人は、こうした個人的出会いによって、御子と御父の関係にあずかり、聖霊の力を

体験することが可能になります。信仰を伝えること、福音宠教を行うことの目的は、「このキリスト

によってわたしたち両方の者が一つの霊に結ばれて、御父に近づくこと」（エフェソ 2・18）です（37）。

これがキリスト教の神の新しい要素です。このように考えるなら、信仰を伝えるとは、信仰を思い、

祝い、生き、祈るための条件を作り出すことです。簡単にいえば、それは教会生活に参加すること

です（38）。このような信仰の伝え方は、教会の聖伝に基づきます。このことは『カトリック教会

のカテキズム』と『カトリック教会のカテキズム要約』に述べられます。ともに新しい福音宠教と

いうテーマを取り上げて、それを励まし、説明し、あらためて示します（39）。 
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教会は自らが生きる信仰を伝える 

 

12 信仰の伝達は、複雑かつダイナミックな過程です。この過程はキリスト者の信仰と教会生活全

体とかかわります。自らが信じても生きてもいないことを伝えることはできません。しっかりとし

た成熟した信仰を示すしるしは、それを他の人に自然に伝えられることです。キリストが「これと

思う人々を呼び寄せられると、彼らはそばに集まって来た。そこで、十二人を任命し、使徒と名づ

けられた。彼らを自分のそばに置くため、また、派遣して宠教させ････るためであった」(マルコ 3・

13、14)。福音をのべ伝えることを初めて可能にするのは、イエスとともに「いて」、イエスととも

に聖霊のうちに御父を体験することです。よいこと、すばらしいこととして生きたことをのべ伝え、

分かち合いたいという促しを「感じる」ことです。 

 宠教の責務を果たすのは、一人の人でも選ばれた尐数の人でもありません。それは確信をもって

信仰の招きにこたえるすべての人に与えられたたまものです。信仰の伝達は、グループや特別に任

命された人に命じられた特別な活動ではありません。それはすべてのキリスト者、全教会の体験で

す。教会は宠教活動を通じて自らのあるべき姿を再発見します。教会とは、聖霊によって一つに呼

び集められた民です。聖霊はわたしたちを数えきれない身分から呼び集め、キリストがわたしたち

の間におられることを体験させ、父である神を見いださせます。「信徒は今日、キリストの預言職に

参与することによって、教会のこの働きに全面的にかかわっています。とくに生活が各人と社会全

体に課す問題と期待に対して、信仰がどのように有効なこたえであるかをあかしすること――すべて

の人が多尐の意識をもって予想し、求めている――は信徒の責任です。このことが可能となるのは、

信徒が自分自身のうちに見いだされる福音と生活の間の遊離をどのように乗り越え、家庭や職場や

社会といった日常の活動の中で、福音の影響と力によってもたらされる生活への総合的な取り組み

をどのように始めるかによります」（40）。 

 信仰を伝えるという、教会の基本的な活動は、キリスト教共同体の模範と活動の基礎となります

（41）。福音をのべ伝え、広めるには、教会が、キリスト教共同体が信仰生活の基礎的要素を深く

示せるようにできるかぎりのことをすることが必要です。信仰生活の基礎的要素とは、愛のわざ、

あかし、宠教、祭儀、傾聴すること、そして分かち合いです。福音宠教を次のような過程と考えな

ければなりません。教会は聖霊に促されて、全世界に福音をのべ伝え、広めます。その際、教導職

の教えに従います。教導職の教えは次のように要約されます。「愛に促されて、福音宠教はこの世の

あらゆる秩序に浸透し、それを変革する。諸文化を受け入れ、刷新する。人々の間で、キリスト者

のあるべき姿の基礎となる、新しい生き方をあかしする。福音宠教は福音を公にのべ伝える。初め

は人を回心へと招く告知によって。次いで、信仰教育とキリスト教入信の秘跡を通じて、キリスト

へと回心した者だけでなく、キリストに従う道に立ち帰った者を、信仰とキリスト教的生活へと導

き入れ、彼らをともにキリスト教共同体に組み入れる。同様に、福音宠教は、継続的信仰教育（説

教やその他のカテケージス）、秘跡、愛のわざを通じて、信者の交わりのたまものを深める。そして、

彼らをつねに教会の宠教のわざへと導く。教会はすべてのキリストの弟子を、ことばと行いを通じ

て全世界に福音を告げ知らせるよう遣わすからである」（42）。 

 

神のことばと信仰の伝達 
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13 第二バチカン公会議の開催以来、カトリック教会は次のことを再発見しました。信仰の伝達は

キリストとの個人的出会いです。この出会いは、聖霊の導きのもとで、聖書と教会の生きた聖伝と

いう手段によって行われます（43）。こうして教会は聖霊によって絶えず生み出され続けます。同

様に、新しい世代の人は、それぞれがキリストと個人的に出会うたびごとにキリストのからだによ

って糧を与えられます。だからこの出会いは感謝の祭儀のうちに完全に表されるのです。信仰を伝

えるというわざが中心的であることは、最近開催された 2 回のシノドスでも再評価され、強調され

ました。すなわち、聖体についてのシノドスと、教会生活と宠教における神のことばについてのシ

ノドスです。この 2 つのシノドスにおいて、教会は、自らのアイデンティティを支える深くダイナ

ミックな過程を考察し、十分自覚するよう問いかけました。教会は、自らが生き、祝い、告白し、

あかしする信仰を伝えるのです（44）。 

 こうした自覚は、教会が信仰を伝える際に現实の責務と問題に直面しなければならないことも含

みます。神の民である教会は、自らに属する者のうちに、神のことばの役割と、それが神の人類に

対するみ心と救いの計画を示す力をいっそう自覚させなければなりません（45）。典礼において神

のことばを告げることにいっそうの配慮を行い、説教の務めをますます自覚し、重視しなければな

りません（46）。教会の宠教において神のことばが果たす役割を考える際にも、いっそうの注意と

自覚と信頼をもつことが必要です。それは、实際に救いのメッセージを告げる時にも、諸文化に耳

を傾け、対話を行う反省的な時にもいえます（47）。 

 シノドス教父は、将来の世代に神のことばを告げることに特別な関心を注ぎました。「わたしたち

はしばしばこれらの若者のうちに神のことばを進んで聞こうとする開きと、イエスを知ろうとする

心からの望みを見いだします。････若者への配慮は、わたしたちが勇気をもって、明確にメッセー

ジを告げることを求めます。わたしたちは若者が聖書を信じ、聖書に親しめるための手助けをしな

ければなりません。それは聖書が歩むべき道を示す羅針盤となるためです。若者はあかしと教師を

必要としています。これらの人々は若者とともに歩むことができ、彼らに福音を愛し、とくに同世

代の若者に伝えること、そこから、真の信頼の置ける使者となることを教えるのです」（48）。同様

に、シノドス教父はキリスト教共同体に呼びかけました。「さらに、キリスト教入信の過程を開かれ

たものとする必要がある。人々は、神のことばを聞くことや、感謝の祭儀、また共同体の中で経験

する兄弟愛を通じて、いっそう成人としての信仰をもつことができるようになる。人の移動と移住

の現象から生じる新たな問題を考察すべきである。この現象は福音宠教の新たな展望を開くもので

ある。なぜなら、移住者は福音宠教を受けることを必要とするだけでなく、自ら福音宠教を行う者

となることができるからである」（49）。 

 シノドス総会はキリスト教共同体をはっきりと招きました。神のことばをのべ伝えることがいか

に信仰を伝えることの基盤であるかを考えるようにと。「それゆえ、わたしたちは神の国の到来のた

めに神のことばをのべ伝えることの緊急の必要性とすばらしさをあらためて見いださなければなり

ません。キリストご自身が神の国をのべ伝えたのです。････わたしたちは皆、どれほどキリストの

光が人間生活のあらゆる側面を照らしてくださらなければならないかを知っています。家庭、学校、

文化、労働、余暇、そして他の社会生活の側面です。それは、慰めのことばをのべ伝えることでは

ありません。むしろみことばは、語りかけ、回心へと招き、新しい人間性がそのかたから花開くか

たと出会う道を開くのです」（50）。 

 

信仰の教育学 
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14 信仰の伝達はことばだけで行われることではありません。それは神との祈りの関係を、行いを

伴う信仰を必要とします。典礼と、その適切な教育的要素は、こうした祈りの関係を教える上で決

定的な役割を果たします。なぜなら、教えるのは神ご自身であり、祈り方を教える真の教師は聖霊

だからです。 

 信仰教育をテーマとしたシノドス第 4 回通常総会は、カテキスタの増加と献身に加えて、カテケ

ージスが聖霊のたまものであること、教会は人々をキリストとの個人的出会いへと導く信仰伝達の

方法を編み出してきたことを認めました（51）。こうした方法はさまざまなしかたで、個人の能力、

社会的グループとの関係、態度、問いかけ、探究とかかわります。こうした方法はインカルチュレ

ーションの適切な手段です（52）。方法の増加と多方面への発展による混乱を避けるため、教皇ヨ

ハネ・パウロ二世はシノドス教父の考察を取り上げ、原則を示しました。カテケージスの方法の多

様性は、活力とそれらが互いに相補い合うことを表すしるしです。そのために、それらの方法は基

本法則を内面化してそれに従うことができなければなりません。基本法則とは、同じ愛の感情をも

って、神に対して守るべき誠实と人間に対して守るべき誠实の法です（53）。 

 同時に、要理教育についてのシノドスは、体系的、総合的、有機的、位階的に信仰を伝えること

を目指した過去のよいものを失わないことに留意しました（54）。したがって、シノドスは信仰を

伝える二つの基本的な手段をあらためて示しました。カテケージスとキリスト教入信の過程です。

こうして教会は、洗礼志願者と入門者の心に信仰の種をまいて、彼らが特別に实り豊かな体験を行

えるようにすることによって、積極的に信仰を伝えます。カテケージスを通じて芽生え、成長して、

教会によって受け入れられた信仰告白（traditio）は、さまざまな文化の価値によって豊かにされた

後、再び与えられます（redditio）。こうしてキリスト教入信の過程は本質的にカトリック性の成長

の中心となり、教会刷新の苗床となります（55）。 

 二つの手段（カテケージスとキリスト教入門の過程）をあらためて強調するなら、「信仰の教育学」

（56）と呼ばれるものに形を与えなければなりません。「信仰の教育学」の目的は、信仰の伝達を

含むまでに、カテケージスの概念を拡大することです。要理教育に関するシノドス以来、カテケー

ジスは、キリスト教共同体が信仰を受け入れ、理解し、祝い、生き、伝えるのと同じしかたで福音

を伝える過程となりました（57）。「キリスト教入信の過程に含まれる、包括的かつ体系的なカテケ

ージスは、キリスト教入信の過程という時期と場合にのみ限定されてはならない。なぜなら、实際

に、このカテケージスはキリスト教生活のための教育だからである。このカテケージスは指導の要

素を含むとはいえ、本質的にキリスト者であることの『基礎的要素』を考慮しているので、指導の

要素を超える。一方それは、テーマを議論したり、神学研究となることを避ける。最後に、キリス

ト教入信の過程の一部であるために、このカテケージスは、信仰を生き、祝い、あかしする共同体

への加入へと導く。こうしてカテケージスは、同時に入信と教育と指導を行うことになる。洗礼を

受けていない成人のキリスト教入信の過程に含まれた豊かな要素は、他の形のカテケージスに霊感

を与えるために役立つであろう」（58）。 

 したがって、キリスト教入信の過程は、最近教会が信仰の伝達に形を与えるために採用したモデ

ルとなりました。キリスト教入信の過程が第二バチカン公会議であらためて強調されたために（59）、

それは福音宠教のためのカテケージスの多くの計画の再編と刷新のために用いられました。『カテケ

ージス一般指針』は、こうしたカテケージスに含まれる重要な要素を要約しながら、多くの地域教

会がこのモデルを用いて信仰の告知を再編した理由を示します。实際、これらの地域教会は、「洗礼
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後の信仰教育」（60）と呼ばれる新しいモデルを生み出しました。「洗礼後の信仰教育」は、全教会

に、キリスト教入信の過程と、キリスト教共同体全体の責任を絶えず思い起こさせてくれます。そ

の結果、この新しいモデルはキリストの過越の神秘を教会の全計画の中心に置きます。それはイン

カルチュレーションを教育の第一段階とします。そこからそれが真に適切な養成過程であることを

示します（61）。 

 

信仰の伝達の担い手である地域教会 

 

15 信仰の伝達の担い手は全教会です。全教会は地域教会のうちに示されます。地域教会では、福

音の告知、伝達、生きた経験が行われます。さらに地域教会は、このような務めを果たすだけでな

く、福音の告知と信仰の伝達が生み出すものでもあります。最初のキリスト教共同体の経験に見ら

れるとおりです（使徒言行録 2・42－47 参照）。聖霊は信じる者を集めて、信仰を熱心に生きる共

同体とします。この信仰は、使徒の教えを聞くこと、感謝の祭儀を行うこと、神の国をのべ伝える

ために惜しみなく奉仕する共同体生活によって深められます。第二バチカン公会議は同じことばを、

すべてのキリスト教共同体の根本的なあり方を示す際に用いました。「キリストのこの教会は信者の

正当なすべての地方的集まりの中に真实に存在するのであって、その牧者たちに一致しているこれ

らの集まりそのものも、新約の中で教会と呼ばれている。これらの集まりは聖霊のうちに大きな確

信をもって、自分の場所において神から召された新しい民である（一テサロニケ 1・5 参照）。これ

らの教会の中で、キリストの福音の宠教によって信者が集められ、『主の食物と血によって、兄弟た

ちの集まり全体が一つのからだとして堅く結ばれる』ために主の晩餐の秘義の祭儀が行われる」

（62）。 

 わたしたちの教会生活は、信仰の伝達、総じて宠教を、この公会議の文言の具体的表現また理想

的实現として考えることによって、恩恵を得ることができます。最近の数十年間、多くのキリスト

信者が自然かつ自由に宠教と信仰の伝達の務めを引き受けました。この経験は聖霊が地域教会のキ

リスト教共同体に与えたまことのたまものです。司牧活動が信仰の伝達を伴うことによって、教会

はさまざまな地域の社会的状況に参加し、教会の日々の生活を生かしている自らの役割と奉仕の豊

かさを示すことができます。司教を囲んで、司祭、両親、奉献生活者、カテキスタ、そして全共同

体は、おのおのの使命と権限に従って役割を果たします（63）。 

 しかし、こうしたたまものと積極的な期待とともに、新たな状況とさまざまな事態の推移から生

じた問題に地域教会が直面していることにも注目しなければなりません。司祭の不足は、望みどお

り効果的に活動を行うことができなくしています。多くの家庭に一般的に見られる疲弊した状態は、

両親の役割を限定しています。福音宠教活動に共同で参加しないことは、キリスト教共同体の影響

を限られたものとするだけでなく、この重要で根本的な活動を行う責任の大半をカテキスタにだけ

負わせる危険があります。カテキスタはすでにゆだねられた課題の負担と、それを一人で行う孤独

を感じているのです。 

 初めに述べたとおり、文化的状況と地域教会の多くのキリスト教共同体の一般的に疲弊した状態

は、信仰の告知と伝達と指導を危険にさらしています。使徒聖パウロの問いかけ――「のべ伝える人

がなければ････どうして信じられよう」（ローマ 10・14）――が現代にも本当に当てはまります。し

かし、このような状況の中でも、聖霊の恵みを目にすることができます。さまざまなグループや運

動団体が信仰を伝える務めに新たな要素と活力を与えているからです。同時に、こうした人々も、
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实りをさらに広め、最初の熱意を失ったかのように思われるカテケージスと信仰伝達の方法にエネ

ルギーを吹き込むよう求められます。 

  

宠教の方法としての弁明 

 

16 それゆえ、現在の状況から考えて、地域教会はあらためて聖霊に信頼するよう招かれています。

聖霊は地域教会を導いて、喜びと力をもって、イエスが弟子たちにゆだねた根本的な使命を再び果

たすことができるようにしてくださるからです。その使命とは、福音をのべ伝えること（マルコ 16・

15 参照）、そして、神の国を宠教することです（マルコ 3・15 参照）。キリスト信者全体はイエス

の命令に従う責務を心から意識しなければなりません。そして、おのおのの召命に従って呼びかけ

にこたえるために聖霊に導いていただかなければなりません。信仰を選び、キリストに従うことが

困難になり、（公然と問題にされたり、反対されはしないまでも）人々からあまり理解されない時代

にあって、共同体と一人ひとりのキリスト信者はいっそう力強く使命を果たさなければなりません。

使命とは、イエス・キリストの模範に従って福音の証人また使者となることです。 

 使徒聖ペトロもこのような行動様式を勧めています。聖ペトロはわたしたちを招きます。「あなた

がたの抱いている希望について」（一ペトロ 3・15）説明し、弁明しなさい。聖霊は、わたしたちキ

リスト教共同体が、信仰の理由（logos）を要求する人に、信仰をあかしし、新たな応答（apo-logia）

を行うための道を示してくださいます。個人の刷新は世におけるわたしたちのあり方をいっそう明

確にします。わたしたちはこの世にあってイエス・キリストが与えてくださった希望と救いを生き

るからです。キリスト者であるわたしたちは、「穏やかに、敬意をもって、正しい良心で」（一ペト

ロ 3・15、16）こたえるしかたをあらためて学ばなければなりません。すなわち、キリストとの一

致からもたらされる穏やかな力と、わたしたちの目指すのはみ国で父である神と個人的に出会うこ

とだという確信をもたなければなりません（64）。 

 こうした行動様式は包括的なものでなければなりません。それは、思考と行動、個人の振る舞い

と公のあかし、教育への関心と貧しい人への奉仕、すべてのキリスト信者が实生活と職場で行われ

る対話に参加し、この状況にキリストの与える希望をもたらすことを含みます。この行動様式は、

熱意と信頼と自由をもって語る大胆さ（parresia）を反映すべきです。使徒たちの宠教（使徒言行

録 4・32、9・27、28 参照）や、聖パウロのことばを聞いたアグリッパ王の姿に見られるようにで

す。「短い時間でわたしを説き伏せて、キリスト信者にしてしまうつもりか」（使徒言行録 26・28）。 

 多くの人が「神が見いだせないことによる荒れ野、自分の尊厳や人生の目標が感じられない、心

の空しさからくる荒れ野」で生きています。このような時代にあって、ベネディクト十六世はいい

ます。「全教会とその牧者たちは、キリストのように、民を荒れ野から連れ出し、いのちの地、神の

子との友愛、わたしたちにいのちを与える唯一のかた、あふれるいのちへと導くように努めなけれ

ばなりません」（65）。 

 信仰の論理に従うなら、世は教会とキリスト教共同体のうちにこのように行動する権利を見いだ

します（66）。この行動様式は共同体として、また個人間で行われます。共同体全体と洗礼を受け

た一人ひとりの個人による自己評価も必要です。教皇パウロ六世が述べるとおりです。「福音の、一

般的かつ公共的な報知のほかに、一方の人からほかの人へと達する、別の福音の伝達様式がいつも

是認されるべきですし、重要であり続けます。････よい知らせを人々の群れに告げることを迫られ

ても、この宠言の様式が忘れられることがあってはなりません。人間人格の良心は、实際に他者か
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ら受けるユニークなことばそのものによって不思議にも動かされ、福音に触れるようになるのです」

（67）。 

  

信仰の伝達が生み出す实り 

 

17 信仰の伝達が目指すのは、教会を福音をあかしする共同体とすることです。教皇パウロ六世は

述べます。「信じる者の集まりであり、希望に生き、希望を伝える兄弟的愛の共同体である教会は、

信ずべきこと、希望すべきこと、愛の新しいおきてについて絶えず傾聴しなければなりません。教

会は世俗社会のただ中に住む神の民であり、しばしば偶像の誘惑に遭います。主に立ち帰らせる『神

の偉大なわざ』の宠言をつねに聞き、主によって新たに呼ばれ、一つに集められる必要があります。

簡潔にいえば、福音をのべるにあたって、教会が新鮮さと熱意と力を保つためには、教会自身がつ

ねに福音化される必要があるということです」（68）。 

 いのちをもたらす福音の力のしるしとして教会の中で生み出される、この継続的な福音宠教の計

画は、現代の諸問題にこたえることによって具体化されます。家庭は、いのちへと開かれ、希望す

る力をもって、まことの愛と分かち合いのしるしとならなければなりません。エキュメニカルな精

神をもち、諸宗教と対話できる共同体を力強く築かなければなりません。貧しい人を教会の関心の

中心に置く、社会正義と連帯への取り組みを勇気をもって支えなければなりません。ますますはっ

きりとした喜びをもって、司祭職と奉献生活への召命へと自分の人生をささげなければなりません。

信仰を伝える教会、「新しい福音宠教」を行う教会は、どんな状況においても、聖霊が教会を導き、

教会、一人ひとりのキリスト信者、諸国民と文化の歴史を造り変えてくださることを示すことがで

きます。 

 信仰の伝達がもたらすもう一つのことは、宠教活動にうんだことのしるし、また結果として教会

共同体の中に生じた不忠实とつまずきを非難する勇気です。そのほかにも次のような实りがありま

す。過ちを認め、受け入れる勇気。自分たちが絶えず救われなければならないことを自覚しながら

も、イエス・キリストをあかしし続ける力。使徒聖パウロが教えるとおり、わたしたちは自分の弱

さのうちに、わたしたちを救ってくださるキリストの力を認めることができるからです（二コリン

ト 12・9、ローマ 7・14 以下参照）。悔い改めのわざ、清めへの努力、過ちの結果をつぐなおうと

する意志。そして、「わたしたちを欺くことがない」希望への揺るがぬ信頼です。「わたしたちに与

えられた聖霊によって、神の愛がわたしたちの心に注がれているからです」（ローマ 5・5）。これら

の实りはすべて、信仰を伝え、福音をのべ伝えることから生まれます。宠教は、世にイエス・キリ

ストの福音をもたらすことによって、まず、キリスト信者と共同体に刷新をもたらすのです。 

 

質問 

 

 近くにいる人、遠くにいる人も含めたすべての人に福音を伝え、分かち合うことの目的は、他の

人にキリストを体験させることです。この目的が宠教の原動力でもあります。 

 

１ わたしたちキリスト教共同体は、人々に霊的体験を行わせる場をどのように与えていますか。 

２ わたしたちの信仰教育プログラムは、どの程度、単にキリスト教の真理を知的に理解すること

だけでなく、キリストの神秘と個人的に出会い、それと交わり、それを生きる体験をもたらす
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ことを目指していますか。 

３ 現代の若者が望む霊的体験を与えることに関して、個々の教会はどのような対応を行っていま

すか。 

 

 神のことばと聖体は、人々にキリスト教信仰を体験させるための主要な方法また特別な手段です。 

 

４ これまでの 2 回のシノドス通常総会（2005 年、2008 年）は、キリスト教共同体が教会の中で

神のことばにいっそう深く耳を傾けるための助けとなりましたか。感謝の祭儀の質を高める助

けとなりましたか。 

５ シノドスの实りとして、もっともよく受け入れられた要素は何ですか。シノドスがなお取り上

げるべき考察と提案としてどのようなものがありますか。 

６ 神のことばを聞き、グループで話し合うことは、共同体のキリスト教的生活の共通の手段とな

っていますか。共同体は聖体（感謝の祭儀と聖体礼拝）の中心的重要性を意識し、聖体に基づ

いて生活と活動を行っていますか。 

 

 数十年間にわたって信仰教育（要理教育、カテケージス）が行われてきましたが、今や、とくに

この分野の教会活動を計画し实施する担当者の中に疲れが認められます。 

 

７ わたしたちの教会におけるカテケージスの現状はどうなっていますか。 

８ キリスト教共同体の中で行われるカテケージスを健全なものとするためにどのような努力を行

っていますか。両親、祖父母、キリスト教共同体に、信仰を伝える責務を具体的にはっきりと

自覚させるためにどのような努力を行っていますか。 

９ 文化は家庭が信仰を伝える役割をますます認めなくなっています。このような中で、信仰を伝

える務めを果たすように両親を支え、励ます取り組みを行っていますか。 

 

 第二バチカン公会議にこたえて、多くの司教協議会はこの数十年、カテケージスの計画とテキス

トを改訂してきました。 

 

10 この領域に関する現状はどのようになっていますか。 

11 信仰の伝達に何かプラスになったことがありますか。もたらされた成果、また障害となったこ

とは何ですか。 

12 『カトリック教会のカテキズム』はカテケージスの再構築にどのような役割を果たしています

か。 

13 個々のキリスト教共同体（小教区）、グループ、運動団体は、カテケージスができるかぎり教

会的で、教会の他の人々と協力して行われるための努力をしていますか。 

14  文化が大きく変化する中で、教会の要理教育において、信仰教育の機会が欠けていますか。

あるいは信仰教育の機会をもっと増やすべきですか。 

15 キリスト教共同体はキリスト教入信の過程を信仰教育プログラムまた信仰の伝達の基盤とし

て用いていますか。 
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 現代は教会が福音宠教の方法を刷新し、わたしたちの信仰と希望を進んで弁明することを求めて

います。 

 

16 地域教会はキリスト教共同体にこの新たな課題を伝えることができたでしょうか。成果はあり

ますか。必要な活動、また障害はどのようなものですか。 

17 新たな宠教の緊急の必要性は共同体の司牧活動の恒常的な要素となっていますか。あるいは、

この宠教を地域のキリスト教共同体と日常生活の中で行わなければならないという確信がも

てなくなっていますか。 

18 共同体全体だけでなく、個人も福音をのべ伝え、社会にいのちのたまものをもたらしています

か。その場合に個人が用いる方法と活動はどのようなものですか。成果は上がっていますか。 

19 洗礼を受けた成人は自ら宠教を行うよう招かれているという自覚をもっていますか。このこと

に関してどのようなことが見られますか。 

 

 信仰の宠教と伝達はキリスト教共同体を生み出します。 

 

20 信仰の伝達を通じて教会にどのような实りがもたらされましたか。 

21 個々のキリスト教共同体はどれくらいこの实りを認め、支え、深めようとしていますか。不足

している成果は何ですか。 

22 宠教の障害、試練、つまずきとなっているものは何ですか。共同体はこれらの障害から霊的・

宠教的刷新の機会を引き出すことを学んでいますか。 
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第 3 章 

キリスト教的体験への導入 

 

 「だから、あなたがたは行って、すべての民をわたしの弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の

名によって洗礼を授け、あなたがたに命じておいたことをすべて守るように教えなさい。わたしは

世の終わりまで、いつもあなたがたとともにいる」（マタイ 28・19、20）。 

 

キリスト教入信の過程、福音化の過程 

 

18 社会と文化のさまざまな問題のただ中で福音を伝えることが、今日のキリスト教の課題です。

教会の中で、状況は、人々を信仰に導き入れ、秘跡にあずからせるためにとるべき方法を反省し、

再考させました。第二バチカン公会議で述べられたことば（69）は、当時の多くのキリスト教共同

体の望みを反映したものでしたが、今や多くの地域教会で現实となりました。公会議が挙げた多く

の要素は、わたしたちが日常的に経験することの一部となっています。まず、キリスト教入信の秘

跡を結びつける内的なきずながほとんど全世界で意識されるようになりました。洗礼、堅信、聖体

は 3 つの別々の秘跡でなく、キリスト教的生活の誕生から成人に至る成長の過程の段階と考えられ

ます。この過程は一般的な信仰への導入プログラムの一部をなします。今やキリスト教入信の過程

は十分に理解され、地域教会の司牧手段となっています。 

 キリスト教入信の過程において、2000 年にわたる信仰入門の伝統をもつ地域教会は、若い教会か

ら多くの恩恵にあずかっています。古来の教会も若い教会も、キリスト教入信の過程において、幼

児に限られることのない成人用の方法を用いることを学びました（70）。洗礼の秘跡は古代のキリ

スト教入信の過程の儀式を司牧計画として取り入れることを通じて、重要な意味を帯びるようにな

りました。この司牧計画は、現代文化の中で、より自覚的に秘跡にあずかるために、徹底した準備

を行い、新たに洗礼を受けた人が将来、キリスト教生活に積極的に参加できるようにします。多く

のキリスト教共同体は、洗礼式を大きく変えました。そのために、幼児洗礼における両親の参加の

しかたを見直し、洗礼式を福音宠教の機会、信仰をはっきりと宠言する場として明確に示しました。

共同体がいっそう参加できる洗礼式を計画し、また子どもをキリスト教に導入するという課題を果

たすよう両親を助けました。子どもをキリスト教に導入するという課題はますます困難になってい

るからです。東方カトリック教会の経験を考慮することにより、秘義教育が強調されるようになり

ました。つまり、キリスト教入信の過程は、洗礼式で完成するのでなく、継続的な教育だと考える

ようになったのです。このことは、指導の目的は大人のキリスト教信仰だということを思い起こさ

せるのに役立ちました（71）。 

 神学的・司牧的考察は、さまざまな典礼の特別な性格を考慮することにより、信仰入門と信仰へ

の導入の特別な方法を取り入れた改訂を行う助けとなりました。その一例は、キリスト教入信の過

程の順序の問題です。教会には異なる伝統が存在します。成人のキリスト教入信と幼児洗礼に関し

て、東方教会の習慣と西方教会の实践の間には多様性が見られます。こうした多様性は堅信の秘跡

の实践においてさらに大きく見いだされます。 

 西方キリスト教の未来と、それが西洋文化にキリスト教信仰を語る力は、西方教会がどのように

洗礼の实践を見直すかにかかっています。しかし、この自己評価は、必ずしもつねによい成果を上

げていません。一部の人々はこの評価を誤解し、さらには過去とのまったくの断絶をもたらすよう
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な変化を行うためにこの評価を用いました。そこから、一部の人は、新しい实践を、最近の教会は

よくなかったと判断して、現代においてキリスト教を語り、生きるための前例のない社会学的モデ

ルを導入するための機会を考えました。こうした考えから、幼児洗礼の实践をやめることもしばし

ば見られます。逆の極端もあります。一部のキリスト教共同体の無気力が、当時行われた再評価の

深刻な障害となりました。彼らは繰り返されてきた過去のやり方をただ守ることが教会活動の善益

と成功の保証だと考えたのです。 

 現在の見直しを行うにあたり、一部の地域と状況で、教会は重要な問題に直面しています。そこ

からキリスト教共同体は、識別を行い、新たな司牧方法を採用するよう促されます。現代の教会の

問題が、堅信を行う時期に関して共通の合意を見いだすことであるのは、いうまでもありません。

このテーマは、聖体に関するシノドス第 11 回通常総会で提起され、シノドス後の使徒的勧告の中

で教皇ベネディクト十六世も言及しました（72）。最近、さまざまな司教協議会は、（教育学的、秘

跡的、教会的に）異なる見方に基づく、異なる決定を行っています。教会が抱えるもう一つの問題

は、キリスト教入信の過程を再編するために、秘義教育の内容と過程を再検討できるかどうかとい

うことです。秘義教育がなければ信仰を生み出すための根本的な要素を欠くことになるからです。

もう一つの問題は、とくに子どもと青尐年に福音をのべ伝え、信仰を生み出すという教会固有の務

めを、一部の科学的教育または宗教教育に譲り渡す誘惑に打ち勝たなければならないことです。こ

の分野の状況は国によって異なり、単一のお仕着せの解決法を見いだすことはできません。しかし、

各地域教会はそれぞれの評価を行うことが求められます。 

 信仰への導入が福音宠教の不可欠の部分であることは容易に分かります。「新しい福音宠教」はこ

の問題に大いに寄与できます。实際、教会は決定的なしかたでこれまで行ってきた識別を継続し、

同時に、疲弊やあきらめの兆候を示している個人と共同体のうちに内的な力を呼び覚まそうと努め

なければなりません。わたしたちの共同体の将来の姿は、司牧分野にかける力と、再評価を行う具

体的な取り組みと、再出発しようとする努力にかかっています。 

 

最初の告知と、神について語る新しい形式の必要性 

 

19 現代世界はしばしば信仰入門プログラムの見直しにもう一つの問題を提起します。すなわち、

人々が神について語ることばに耳を傾け、自分たちの心を神に向けて開いてくれる場所や体験に出

会うのがますます困難になっているということです。教会はこれまでもこの問題に取り組んできま

した。そして、困難を指摘するだけでなく、さまざまな解決法を示してきました。实際、教皇パウ

ロ六世は、この問題を考慮して、教会がキリスト教信仰を示す新しい方法を探求するよう緊急の呼

びかけを行いました（73）。そこから「最初の告知」（74）という発想が生まれました。「最初の告

知」とは、信仰の根本的内容をはっきりと説明し、宠言することです。 

 当時、「最初の告知」ということばは、信仰入門過程の見直しのために用いられました。「最初の

告知」は非信仰者、すなわち宗教に無関心な人々に向けられたものなので、一般的にいえば、福音

をのべ伝える役割と、これまでイエス・キリストを知らなかった人を回心に招く役割の両方を果た

します。福音の最初の告知と区別されたカテケージスは、すでに回心した人に向けて、最初の回心

の深化と、信仰の指導を行い、そこから彼らをキリスト教共同体に組み入れます。しかし、この神

のことばの奉仕職の二つの形式の関係を見いだし、实際に二つを関係づけるのは容易でありません。

この関係がこれまで明確に語られたともいえません。この関係を、同じ司牧活動の中で結びついた、
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二重の活動と考えることが可能です。实際、多くの場合、カテケージスを受けた人は、いっそう深

く回心した生活を送る必要があります。それゆえ、福音の告知をいっそう強調することが、カテケ

ージスと信仰への導入プログラムに役立ちます。福音の告知は、回心へと招くとともに、回心を深

め、保つからです。こうして新しい福音宠教は、宠教の告知的性格を強調することによって、現在

の信仰入門のプログラムを強化することができます（75）。 

 それゆえ、問題への最初の応答はすでになされています。しかしながら、この応答に加えて、わ

たしたちが行っている識別は、現代文化において神について語ることがむずかしい理由を深く理解

することを必要とします。この問題はまず、これがキリスト教共同体自体にもどれだけいえるかを

考察することを求めます（76）。キリスト教共同体は、神について語る方法と手段を見いだすこと

を必要としています。この手段によって、彼らは現代人の不安と期待にこたえられます。そして、

キリストの新しさがたまものとして与えられることを示します。この新しさは、わたしたちが皆待

ち望んでいるものであり、皆が、意味を探求し、真理を渇き求めるひそかな望みとしてあこがれて

いるものだからです。したがって、神について語られないことは、宠教の機会を与えてくれます。

日常生活は「異邦人の中庭」（77）とは何かを知る助けとなります。「異邦人の中庭」の中で、わた

したちのことばは、単に人々がそれを聞くだけでなく、人類の病に対する意味のある治療薬となり

ます。「新しい福音宠教」の務めは、キリスト教を实践する人と、神を問い、探求するすべての人に、

神の招きを自覚させることです。新しい福音宠教は、歴史の中で自分たちを導く聖霊にいっそう信

頼するようにという、キリスト教共同体への招きです。こうしてキリスト教共同体は恐れへの誘惑

に打ち勝ち、神への問いを現代人の生活のただ中で語る場と方法を見いだします。 

 

信仰に導き入れること、真理を教えること 

 

20 神について語らなければならないなら、同様に人間についても語ることができ、また語らなけ

ればなりません。それは福音宠教に必要であり、福音宠教と直接かかわります。第二バチカン公会

議が述べるとおり、信仰への導入と教育は深く結ばれているからです（78）。教皇ベネディクト十

六世もこのことを最近再確認しました。「現代の一部の人々は教会が教育にかかわることを疑問視し

ます。教会の力を別のところに用いるほうがよいのでないかと考えるのです。････福音宠教は教会

の第一の使命です。教育機関もそこで重要な役割を果たします。ですから、福音宠教は、人間の人

格の尊厳に真にふさわしい社会を発展させたいという国家の根本的な願いにかないます。しかし、

時として、教会が公共の場に貢献することの価値が疑問視されることがあります。それゆえ、信仰

の真理と理性は決して対立しないことを思い起こすことが重要です」（79）。教会は啓示された真理

によって理性を清め、人類が、道徳と人間的倫理の基盤である究極的真理を認められるよう助けま

す。教会は本来、本質的な倫理観を備えており、人類の中に希望を生き生きと保ちます。 

 教皇ベネディクト十六世は、福音宠教と信仰への導入が教育活動を含むのが当然である理由を示

します。教会はこの教育活動を世に対する奉仕として果たすのです。現代とその文化はあらゆる教

育活動を困難にし、批判する可能性があるように思われます。教皇自身が「教育の緊急の必要性」

（80）について言及するとおりです。 

 教皇は「教育の緊急の必要性」ということばを用いて、キリスト教的教育活動だけでなく、教育

活動全般が今日ますます直面している困難のことをいおうとしています。新しい世代に人生の基本

的な価値と正しい行動を伝えることがますますむずかしくなっています。それは両親にも、学校等
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で教育活動に従事する専門的教育者にもいえます。両親は教育過程に影響を及ぼす力が衰えている

ことを目の当たりにしています。 

 こうした状況は、しばしば相対主義に支配される社会と文化の中で予想しうるものでした。相対

主義は真理の光をもたないからです。多くの人は、真理について語るのは面倒で、あまりに「権威

主義的」だと考えます。こうした考え方は、生命の善（「人間であることはよいことなのか」。「生き

るのはよいことなのか」）や、人生を成り立たせている人間関係と約束の価値をも疑わせるに至らせ

ます。こうした状況の中で、本当に確かなこと、生きるための規則、人間存在の本来の意味と目的

を若者に示し、（個人としても共同体としても）世代から世代へと伝えることがどうして可能でしょ

うか。その結果、教育は、一定の技術や教えを人に伝えるだけに限定されます。こうした技術と教

えは、消費社会の生産物やその場限りの満足感を通じて幸福追求を行うことを可能にするにすぎま

せん。そのため、両親と教師は自らに固有の教育職を放棄する誘惑にさらされます。自分の役割と

使命が分からないからです。 

 だから「教育の緊急の必要性」が生じるのです。わたしたちはもはや、わたしたちが当然伝える

べきもののすべてを若者に伝えることができなくなっています。わたしたちは、人生の基盤となる

真の価値を伝えないことについて若者に責任を負っています。こうして教育の本質的な目的は遂げ

られず、忘れられます。教育の本質的な目的とは、人生を十全に生き、共通善に独自の貢献を果た

せるように一人ひとりの人を教育することです。さまざまな地域で、真の教育と、真の教育者に必

要とされることに関する問いかけがますます行われています。同じ問いかけは、両親（彼らは子ど

もの将来についてしばしば不安を抱いています）にも、教師（彼らは学校の荒廃を目の当たりにし

ています）にも、社会そのものにも同じように行われます。社会においては共生することが脅威に

さらされているからです。 

 このような状況の中で、信仰と、主の弟子となって主をあかしすることを教える教会の務めは、

これまでにまして真の貢献を果たすものとなっています。社会を苦悩から救うことができるからで

す。この苦悩の原因は、教育危機と、不信と、人間を疎外する「自己憎悪」です。一部の文化の特

徴をなす堕落した行為はいうまでもありません。教会の教える務めは、キリスト信者に、社会の公

共空間に進み出て、あらためて神について語り、教会がたまものとしてもつ、ふさわしい教育活動

の伝統を示す機会を与えます。キリスト教共同体は、聖霊に導かれながら、教育活動を二千年にわ

たって行ってきたからです。 

 それゆえ、教会は長い教育伝統をもっています。すなわち、教育の源泉、勉学と研究、教育機関、

教育者（修道会の奉献生活者と信徒）です。これらの教育者は、一般的な学術機関と教育活動にお

いて教会の影響を示すことができます。さらに、この教育伝統は、現代における社会的・文化的発

展を考慮しながら、大きな変化を遂げてきました。したがって、この分野における識別は、変化に

関する論点を整理するのに役立つだけでなく、教育において適切な対応を必要とする霊的資源や将

来の問題を見いだすためにも役立ちます。同時にわたしたちは、教会の本質的な務めが、信仰と弟

子の従順とあかしの生活を教え、キリストと御父との個人的関係へと人々を導くことであることを

自覚しなければなりません。 

 

「人間の人格に基づく環境保護」 

 

21 教会の教育活動全体の目的は容易に分かることです。すなわち、教皇ベネディクト十六世が述
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べた「人間の人格に基づく環境保護」の構築のために働くことです。「ヒューマン・エコロジーとも

いえるものが必要です。ただし、これは正しく理解されなければなりません。････決定的な問題は、

社会全体の道徳的方向性です。もし生存権と自然死への権利に対する尊重が欠けていれば、もし人

間の受精、懐胎、および誕生が人工的なものになってしまえば、もし人間の胚が研究の犠牲にされ

るならば、社会の良心は、ヒューマン・エコロジーを、そしてそれとともに自然環境の生態系への

配慮の考えを失うことになるでしょう。教育制度や法が、未来の世代が自分自身を尊重することが

できるようにしていないのに、それらの世代に対して自然環境を尊重することを要求するのは矛盾

しています。自然とは、一つであり、分けることはできません。それは、環境だけでなく、生命、

性、結婚、家庭、社会関係を包含します。一言でいうと、それは、人間の全人的発展を含むのです。

環境に対する義務は、人間――個人としての人間および他者との関係における人間――に対する義

務と関係しています。ある義務を守り、他の義務を踏みにじることは誤りです。これこそ、今日、

わたしたちの思考と实践における深刻な矛盾となっています。この矛盾は、人間の品位を落とし、

自然環境を混乱させ、社会に損害を与えます」（81）。 

 キリスト教信仰は知性が歴史と全存在の深い均衡を理解するのを助けます。それは一般的・外的

なしかたによって行われるのではありません。むしろ、理性と認識の探求を分かち合い、理性を人

間と宇宙の善に方向づけることによって行われます。キリスト教信仰は人間の基本的経験の深い内

容を理解するための助けとなります。引用したテキストが示すとおりです。カトリック教会はこう

した批判的議論を長年にわたり行ってきました。教会は、教育機関、研究所と大学を設立すること

によってますます豊かな活動を行うことができるようになりました。これらの施設は一部の機関の

洞察とカリスマ、そして地域教会の教育に対する関心が生み出したものです。これらの教育機関は

研究協力を行い、諸文化・社会における知識を発展させることによって自らの役割を果たしていま

す。すでに述べた社会と文化の変化は、これらの機関に問いかけ、問題を示します。教会は、教育

と文化にかかわることにより、識別を行うことを求められます。識別は「新しい福音宠教」の第一

段階です。それは、諸問題と諸勢力の重要な側面を見分け、教会と個人・人類の将来を保証しうる

戦略を採用できるためです。 

 確かに「新しい福音宠教」は「異邦人の中庭」としてのこうした文化の領域を考察することを通

して、人々が変化を経験しながら、自分の根本的目的ないし「使命」を实現する助けとなります。

それは、現代の対話の中で神への問いとキリスト教信仰を示します。そして、文化の領域を、神へ

の問いを自分の生活、家庭、職場で示すことのできる、自由で成熟した人間を教育できる場とする

のです。 

 

証人としての福音宠教者と教育者 

 

22 現在の「教育の緊急の必要性」は、教皇パウロ六世のことばに特別な意味を与えます。「『わた

したちの時代の人間は、教師よりもあかしする人に喜んで聞きます。それどころかもしその教師に

その耳を傾けるとしたら、彼らがあかしをする人だからなのです』。････教会はとくに人々の交際様

式と生活のしかた、つまり、主イエスに対する教会の忠实さの生けるあかし――教会の清貧と離脱、

この世のあらゆる権力からの自由、そして結局のところ聖性を明らかに明示する生活自体により確

認されたあかし――によって世界を福音化できるのです」（82）。「新しい福音宠教」がいかなるこ

とを示そうとも、信仰の告知と伝達についていかなる司牧計画を作ろうとも、福音宠教の務めに力
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を与えるのが人々の生活であることは変わりません。こうして生活は模範としての性格を帯びます。

彼らの無私の献身が本物であること、人々に教え、生きるように促すことが真理であることを確証

するからです。現代の「教育の緊急の必要性」は、教育者に対して、この現实と価値を信頼の置け

る形であかしするよう求めます。こうした価値は、個人の生活、また社会でともに生きる際の共通

の計画の基盤となるからです。このことに関連して、聖パウロ、聖パトリキウス（389 頃－461 年

頃）、聖ボニファティウス（672／675－754 年）、聖フランシスコ・ザビエル（1506－1552 年）、聖

キュリロス（826／827－869 年）とメトディオス（ 815 頃－885 年）、聖トリビオ・デ・モグロベ

ホ（1538－1606 年）、聖ダミアン・ド・ ヴーステル（1840－1889 年）、コルカタの福者マザー・

テレサ（1910－1997 年）の模範的生活を思い起こすだけで十分です。 

 それゆえ、現代の教会がなすべきなのは、長い間福音宠教と教育に携わってきた多くの人々（司

教、司祭、カテキスタ、教育者、教師、両親）を支え、教育することです。同じことはキリスト教

共同体にもいえます。キリスト教共同体は、教育の責務をいっそう自覚し、教会と人類の未来のた

めにこの不可欠の務めに多くの力を注ぐよう招かれているからです。福音宠教と告知と伝達の務め

が何よりも重要であることを、教会の中ではっきりと述べなければなりません。個々の共同体にお

いてもこの務めを第一に優先すべきことを再確認すべきです。「新しい福音宠教」の共通の計画に力

を結集させるためです。  

 信仰を支え、深めることは、必ず家庭から始まります。家庭は社会の基本単位であり、祈りを身

に着ける最初の場だからです（83）。信仰を教えることは、根本的に、子どもに祈りを教えるとい

う形で、家庭で行われます。両親は、子どもとともに祈ることによって、主が愛をもってともにい

てくださることを子どもたちに感じさせると同時に、両親も子どもたちに対して信頼の置けるあか

しとなります。 

 すでに福音宠教を行っている人が力を回復するために必要な養成と配慮は、实践的な準備に限り

ません。たとえそれが必要であるとしてもです。むしろ養成と司牧はおもに霊的なものであるべき

です。養成は、イエス・キリストの福音に照らされ、聖霊に導かれた信仰の学びやです。それは父

である神を体験することの意味を人々に教えます。人々が福音宠教を行えるようになるには、その

人が福音化され、福音化されるよう身をゆだねなければなりません。すなわち、イエス・キリスト

との個人的な出会いと生きた交わりを通じて霊的に刷新されなければなりません。こうして人は信

仰を伝える力を身に着けます。使徒聖パウロがあかしするとおりです。「わたしは信じた。それで、

わたしは語った」（二コリント 4・13）。 

新しい福音宠教は何よりもまずなすべき課題であり、霊的挑戦です。それゆえそれは、真剣に聖

性を追求するすべてのキリスト信者の責務です。養成の理解に関連して、地域教会が、洗礼を受け

た人に宠教また福音宠教の使命をいっそう自覚させるための施設・手段の構築に時間と場所を用い

ることが有益です。新しい福音宠教を必要とする領域で働くわたしたちのあかしが信頼の置けるも

のとなるために、現代において理解できるしかたで語り、これらの領域の中で、自分のあかしを支

える希望の理由（一ペトロ 3・15 参照）をのべる方法を知らなければなりません。新しい福音宠教

という課題は、努力せずに果たせるものではありません。それは注意と教育と配慮を必要としてい

ます。 
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質問 

 

新しい福音宠教は、福音を世にのべ伝えるために、教会内のあらゆる領域と活動を吟味すること

です。 

 

１ わたしたちのキリスト教共同体は「最初の告知」を实践することをよく自覚していますか。「最

初の告知」はわたしたちのキリスト教共同体で広く实践されていますか。 

２ キリスト教共同体は、福音への忠实とキリスト教への回心をのべ伝えることを特別な目的とし

て、司牧計画を立てていますか。 

３ 一般的に、キリスト教共同体は、社会と自分たちの共同体の中で神についての問いを示す新た

な形を作るという要求にこたえていますか。他の部分教会と分かち合うに値する意味のある経

験がありますか。 

４ 地域教会は「異邦人の中庭」という発想を取り上げ、発展させていますか。 

５ キリスト教共同体は福音宠教を大胆に行うことを優先課題としていますか。キリスト教共同体

を宠教活動に開く上で成功した取り組みがありますか。 

６ 人類に福音を喜びをもって分かりやすくのべ伝える経験、組織、新しいキリスト信者の会、グ

ループが作られていますか。 

７ 6 の質問で述べたグループと小教区が協力して行ったことはありますか。 

 

 教会はキリスト教入信と信仰入門プログラムの改訂に力を注いできました。 

 

８ 『成人のキリスト教入信式』は、わたしたちの共同体において信仰入門プログラムの見直しの

モデルとなりましたか。 

９ 『成人のキリスト教入信式』をキリスト教入信の過程で用いましたか。どのように用いました

か。『成人のキリスト教入信式』は、洗礼のための司牧計画を見直し、洗礼、堅信、聖体の秘

跡のつながりを強調する上で、助けとなりましたか。 

10 東方カトリック教会は幼児に 3 つのキリスト教入信の秘跡をすべて授けます。この实践の豊か

さと違いをどう考えますか。カトリック教会のキリスト教入信の過程における考え方と変化に

この实践は影響しましたか。 

11 「洗礼に向けた入信過程」は秘跡の準備教育の見直しに影響を与えましたか。それは秘跡の準

備教育を霊的な歩みに変え、秘跡を受ける人だけでなく共同体の構成員（とくに成人）も積極

的にかかわるものにしましたか。キリスト教共同体は、信仰を伝える上でますます困難を覚え

る両親を支えていますか。 

12 堅信の秘跡を霊的歩みとして行うことについて、成果はありますか。成果を上げた理由は何で

すか。 

13 秘義教育の要素はキリスト教入信の過程に取り入れられていますか。 

14 キリスト教共同体は信仰入門教育を成人にも適用し、それが幼児だけに用いられることを避け

ることに成功しましたか。 

15 地域教会は、告知の役割や、信仰を生み出すことと洗礼のための司牧計画を重視する必要性を

どのように考えていますか。 
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16 小教区共同体は信仰教育を、宗教教育を行う他の機関にゆだねる（たとえば、信仰教育の務め

を学校に譲り渡し、信仰教育を文化的な形の宗教教育と混同させるといった）誘惑に打ち勝っ

ていますか。 

 

 教会において、教育の問題は真に固有の意味で緊急性を帯びています。 

 

17 この問題をどの程度認識し、これに対応していますか。そのためにどのような手段を用いてい

ていますか。 

18 学術界でのカトリック教育機関の存在は、この問題にこたえる上で助けとなっていますか。カ

トリック教育機関の変化として興味深いものがありますか。この問題にこたえるために用いる

手段がありますか。 

19 カトリック教育機関と教会機関の間に関係が存在しますか。教育機関と小教区の生活の間に関

係は存在しますか。 

20 カトリック教育機関は、しばしば現代文化の影響を受けた公共の議論や思想にキリスト教の信

仰体験を示すことによって、文化と社会に参加できていますか。 

21 カトリック教育機関と非カトリック教育機関の関係はどのようなものですか。カトリック教育

機関と一般社会との関係はどのようなものですか。 

22 わたしたちの歴史遺産である優れた文化的機関（カトリック大学、文化センター、研究所）は、

人格の基本的な価値（生命、家庭、正義、連帯、被造物の擁護）について、現代の議論の中で

発言していますか。 

23 カトリック教育機関は、人々が視野を広げ、真理を追求し、歴史に意味を与える神の痕跡を認

めるための助けとなっていますか。それはキリスト教共同体が識別を行い、現代文化のさまざ

まな問いかけと深い期待に耳を傾ける助けとなっていますか。 

24 いわゆる「異邦人の中庭」を实践している教会機関がありますか。キリスト者が人類の深い期

待と神への渇きにこたえる対話の形態を大胆に模索する場がありますか。キリスト者がこうし

た対話において神への問いを大胆に示す場がありますか。キリスト者が自分の神探求の経験を

分かち合い、イエス・キリストの福音のうちに個人として神と出会ったことを説明する場があ

りますか。 

 

 新しい福音宠教は告知とあかしのための養成を必要とします。 

 

25 キリスト教共同体は、生活のあかしを通して福音宠教者また教育者となる人を探し、教育し、

支える緊急の必要性を自覚していますか。 

26 地域教会の中で、福音宠教をはっきりとした目標とした奉仕職――組織的な奉仕職または非組

織的な奉仕職（後者のほうが多いと思われます）――が作られ、あるいは奨励されていますか。 

27 小教区はある種の活気のある運動団体やカリスマ的グループに対して寛大ですか。 

28 最近の数十年間に、多くの司教協議会は宠教活動と福音宠教を司牧計画の中心的な要素また優

先課題としました。どのような成果が上がりましたか。キリスト教共同体に宠教の「霊的」側

面を自覚させることができましたか。 

29 「新しい福音宠教」を強調することが司祭志願者の養成プログラムの見直しと再構築の助けと
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なりましたか。司祭養成機関（教区神学校、諸教区立神学校、修道会立神学校）は、生活規則

を見直し、新しい福音宠教という課題に適用させることができましたか。 

30 終身助祭職は教会の宠教使命に組み入れられていますか。 
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結論 

 

 「あなたがたの上に聖霊が降ると、あなたがたは力を受ける」（使徒言行録 1・8）。 

 

「新しい福音宠教」の基盤である聖霊降臨 

 

23 イエス・キリストは、わたしたちの間に来られて、わたしたちを神のいのちにあずからせてく

ださいました。神のいのちは地の面を新たにし、万物を新しくします（黙示録 21・5 参照）。キリ

ストの啓示は、わたしたちを救いのたまものを受ける者とするだけでなく、それをのべ伝え、あか

しする者とします。この務めを果たすために、復活したキリストの霊は、世のあらゆるところにま

で福音をのべ伝えるわたしたちに力を注いでくださいます。これが最初のキリスト教共同体の経験

したことでした。最初のキリスト教共同体は宠教とあかしを通じて神のことばが広まるのを目の当

たりにしました（使徒言行録 6・7 参照）。 

 時間的順序からいえば、最初の福音宠教は聖霊降臨の日から始まりました。その日、キリストの

母とともに集まって祈っていた使徒たちは、聖霊を受けました。このようにして、大天使のことば

どおり「恵みに満たされたかた」であるマリアは、使徒が宠教を行う間そこにおられ、使徒の後継

者が福音をのべ伝えようとするところにい続けてくださいます。 

 新しい福音宠教は「新しい福音」のことではありません。なぜなら、「イエス・キリストは、きの

うも今日も、また永遠に変わることのないかた」（ヘブライ 13・8）だからです。むしろ新しい福音

宠教は、現代の人類と諸国民の必要に、時のしるしと文化の新しい状況に合わせたしかたをもって、

新たにこたえることです。わたしたちはこの文化を個人のアイデンティティの基盤とし、人生の意

味を探求する場とするからです。したがって、「新しい福音宠教」とは、文化をより深く福音に根ざ

したものとし、イエス・キリストと御父が与えてくださった霊を通じてわたしたちのうちに住む新

しい人を見いだすことです。シノドス第 13 回通常総会の準備計画は、新しい福音宠教のための舞

台となります。教会にとって、シノドスの開催は新しい二階の広間になぞらえることができます。

この二階の広間で、使徒の後継者たちはキリストの母とともに集まって祈ります。マリアは新しい

福音宠教の星と呼ばれてきたからです（84）。 

 

「新しい福音宠教」――今日と明日の教会の展望 

 

24 本文書の中でわたしたちは何度も新しい福音宠教に言及してきました。終わりに教皇ヨハネ・

パウロ二世に向かうことによって、わたしたちはこのことばの深い意味と、そこに含まれた呼びか

けを理解できます。この考えを支え、広めたのはヨハネ・パウロ二世だからです。ヨハネ・パウロ

二世はいいます。「新しい福音宠教」を繰り返し呼びかけたのは、「何よりもまず最初の熱意を、わ

たしたちのうちに再び燃え立たせる必要があることを指摘するためです。そのために、聖霊降臨の

日に説教した使徒ペトロの情熱がわたしたちのうちにしみわたるにまかせましょう。パウロの燃え

る心を、わたしたちも追体験しなければなりません。彼はこう叫んでいます。『福音を告げ知らせな

いなら、わたしは不幸なのです』（一コリント 9・16）と。この情熱は、教会に一つの新しい宠教熱

を喚起しないではいられないでしょう。それは、尐数の『専門家』に任せられるものではありませ

ん。むしろ、神の民の全メンバーの責任を総動員しなければならないものです。本当にキリストに
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出会った人は、それをただ自分のうちに秘めておくことはできず、告げ知らせなければなりません。

これには、キリスト者共同体やグループが、日常的努力によって、使徒的な新しい飛躍を生きるこ

とが必要です」（85）。 

 この文書はさまざまな変化や発展に言及してきました。わたしたちは、大きな変化を示し、しば

しば懸念と恐れを引き起こすような状況に直面しています。こうした状況は新しい展望を必要とし

ています。このような展望がわたしたちに、絶望ではなく希望に満ちた目で未来を見つめることを

可能にします。わたしたち「教会」は、すでにこの展望を手にしています。すなわち、キリストが

告げ知らせ、たとえ話によって述べた、来るべき神の国です。神の国は、キリストの宠教により、

何よりもその死と復活によってわたしたちに知らされました。しかし、わたしたちはしばしばこの

展望を具体化できないと感じます。いいかえると、それを「自分のものにし」、自分と自分が日々出

会う人々のためにそれに「いのちを吹き込み」、教会生活と司牧活動の基盤とすることができません。 

 このことに関連して、第二バチカン公会議と公会議後の教皇は、現在と将来の教会の司牧計画の

優先課題は「新しい福音宠教」であることをはっきりと示してきました。「新しい福音宠教」とは、

イエスのメッセージを新たにのべ伝えることです。それは喜びをもたらし、人々を自由にします。

この優先課題は必要とされる展望の基盤ともなりうるものです。それは福音宠教を行う教会という

展望です。この展望は本文書の出発点でしたが、今やそれは結論においてわたしたちに与えられま

す。わたしたちが必要とする識別の過程の全体は、この展望をわたしたちの心に、わたしたち一人

ひとりの心に、教会の心に浸透させることを目指します。それは世に奉仕するためです。 

 

福音宠教の喜び 

 

25 新しい福音宠教とは、世と救いへの深い望みを共有し、希望の理由（logos）を示すことを通じ

て（一ペトロ 3・15 参照）、わたしたちの信仰を理解可能なものとすることです。人類は現代にお

いて生きることのできる希望を必要としています。この希望の内容は「人間の顔をもった神です。

わたしたちをこの上なく愛してくださった神です」（86）。だから、教会は本来、宠教的なのです。

わたしたちは、イエス・キリストとの個人的な出会いによって与えられた永遠のいのちのことばを

自分だけにとどめておくことができません。このいのちのことばはすべての人のためのものです。

すべての現代人は、意識しているかいないかを問わず、このことばを告げられることを必要として

います。 

 この必要に気づかないことから、荒れ野と空しさが生まれます。实際、新しい福音宠教の障害は、

人々の間に喜びと希望がないことです。このことは現代世界のさまざまな状況によってもたらされ、

広まりました。しばしば喜びと希望があまりに欠如していることが、わたしたちキリスト教共同体

のあり方にも影響します。これが新しい福音宠教をあらためて呼びかける理由です。新しい福音宠

教は新たな責務を負わすものではありません。むしろそれは、恐れに囚われた状況に喜びといのち

を回復する方法なのです。 

 それゆえわたしたちは熱意をもって新しい福音宠教に向かいます。わたしたちは福音宠教がもた

らす優しく慰めに満ちた喜びを学びます。たとえ宠教が涙とともに種をまくことのように思われる

ときにも（詩編 126・6 参照）。「わたしたちのこの喜びが、洗礼者ヨハネ、ペトロ、パウロ、その

他の使徒たち、および教会の中の無数のすばらしい福音化の働き手がもっていた、だれも、何も消

すことのできない、内的な熱情と喜びと同じものでありますように。この喜びが、ささげられたわ
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たしたちの生涯の大きな喜びとなりますように。現代世界は、ときには苦悩のうちに、ときには希

望のうちによき知らせを求めています。願わくは、現代の人々が、悲しみに沈んだ元気のない福音

宠教者、忍耐を欠き不安に駆られている福音宠教者からではなく、すでにキリストの喜びを受け取

り、その熱意によって生活があかあかと輝いている福音宠教者、神の国がのべ伝えられ、教会が世

界のただ中に建設されるために喜んでいのちをささげる福音宠教者から福音を受け取りますよう

に」（87）。 
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