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付録Ⅵ

『典礼聖歌』による聖歌案

この聖歌案は、主日とその他のおもなミサで用いられる聖歌のうち、入祭の歌、奉納
の歌、拝領の歌を『典礼聖歌』から選んだサンプルです。それぞれの共同体が、その
日のミサの内容にふさわしい聖歌を他の聖歌集から選ぶこともできます。答唱詩編と
アレルヤ唱（詠唱）
は、当日のページを参照してください。閉祭の歌を歌う場合は、各
共同体で選んでください。

２０１２年
拝
１２月２日 待降節第１主日
入 121 主はわれらのささえ
（詩62）
411 わたしは門のそとに立ち
奉 322 愛といつくしみのあるところ
126 主よ来りたまえ
（詩141）
拝
4 あたらしいこひつじ
（詩85）
127 主をおそれる者に
（詩85）
１２月８日 無原罪の聖マリア
入 372 救い主を育てた母
152 とこしえに（詩148）
奉 16 あなたは女のなかで
99 しあわせな人（詩112）
拝 177 わたしの心は神のうちに喜ぶ（詩105）
63 神は恵みとあわれみに満ち
（詩145）
１２月９日 待降節第２主日
入 394 主のみちをそなえよ
77 神よあなたの道をしめし
（詩25）
奉 141 たてエルサレム
（詩67）
184 わたしは静かに神を待つ
（詩62）
拝 165 喜びに心をはずませ
167 わがこころ喜びに
（詩63）
１２月１６日 待降節第３主日
入 104 シオンよ喜べ
141 たてエルサレム
（詩67）
奉 162 喜び歌え神に叫びをあげよ
（詩81）
167 わがこころ喜びに
（詩63）
拝 126 主よ来りたまえ
（詩141）
137 すべての人の救いを
（詩25）
１２月２３日 待降節第４主日
入 301 天よ露をしたたらせ
139 すべての人の救いを⑵
（詩25）
奉 16 あなたは女のなかで

177 わたしの心は神のうちに喜ぶ（詩105）
54 神のみ旨を行うことは（詩40）
111 主は来られる（詩85）

１２月２５日 主の降誕・夜半のミサ
入 305 やみに住む民は光を見た
168 わが子よ（詩2）
奉 403 友よ聞こう
88 きょうわたしたちのために（詩96）
拝 367 賛美の賛歌
49 神の名は
１２月２５日 主の降誕・日中のミサ
入 31 神は王をたてたもう（詩2）
58 神のわざとわに留まれ（詩98）
奉 384 おお神の富
25 栄光は世界におよび（詩97）
拝 44 神のことば（詩19）
124 主よあなたは永遠のことば（詩19）
１２月３０日 聖家族
入 372 救い主を育てた母
170 わたしたちは魚のよう
奉 108 主とともに（詩127）
389 キリストのように父を仰ぎ
拝 74 神よあなたの顔の光を（詩131）
30 かみさまのあいは（詩148）
２０１３年
１月１日 神の母聖マリア
入 374 元后あわれみの母
152 とこしえに（詩148）
奉 16 あなたは女のなかで
372 救い主を育てた母
拝 99 しあわせな人（詩112）
42 神のおきてを喜び（詩1）
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１月６日 主の公現
入 45 神の栄えをほめ歌い
（詩66）
155 めざめよエルサレム
奉 51 神の名は（詩113）
305 やみに住む民は光を見た
拝 60 神はすべてのものを治め
（詩72）
83 神をほめたたえよ

２月１０日 年間第５主日
入 35 神に向かって（詩95）
388 ガリラヤの風かおる丘で
奉 107 主とともに（詩126）
411 わたしは門のそとに立ち
拝 398 その人は幸い
390 キリストのように考え

１月１３日 主の洗礼
入 7 あなたのいぶきをうけて
（詩51）
4 あたらしいこひつじ
（詩85）
奉 96 この水を受けた
（詩42）
394 主のみちをそなえよ
拝 144 谷川の水を求めて
（詩42）
153 流れのほとりの木のように
（詩1）

２月１３日 灰の水曜日
入 117 主は豊かなあがないに満ち（詩130）
77 神よあなたの道をしめし（詩25）
奉 70 神よあなたの顔の光を（詩4）
144 谷川の水を求めて（詩42）
拝 153 流れのほとりの木のように（詩1）
62 神はわたしの唯一の望み（詩130）

１月２０日 年間第２主日
入 130 主をたたえよう
（詩66）
386 風がどこから
奉 45 神の栄えをほめ歌い
（詩66）
61 神は残された不思議なわざの記念を（詩111）
拝 123 主はわれらの牧者
（詩23）
183 われらはシオンで神をたたえ
（詩65）

２月１７日 四旬節第１主日
入 311 神を求めよ
175 わたしは神に寄り頼む（詩56）
奉 11 荒れ地のかわき果てた土のように（詩116）
7 あなたのいぶきをうけて（詩51）
拝 44 神のことば（詩19）
75 神よあなたのことばは（詩119）

１月２７日 年間第３主日
入 148 遠く地の果てまで
（詩96）
150 遠く地の果てまで⑵
（詩96）
奉 405 ひとつになろう
51 神の名は（詩113）
拝 44 神のことば（詩19）
137 すべての人の救いを
（詩25）

２月２４日 四旬節第２主日
入 27 栄光は世界におよび（詩147）
119 主はわたしの光（詩27）
奉 171 わたしたちは神の民（詩50）
139 すべての人の救いを⑵（詩25）
拝 115 主は豊かなあがないに満ち（詩69）
77 神よあなたの道をしめし（詩25）

２月２日 主の奉献
入 50 神の名は（詩48）
305 やみに住む民は光を見た
奉 122 主よあなたの愛は
（詩138）
151 遠く地の果てまで⑵
（詩98）
拝 73 神よあなたの顔の光を
（詩27）
64 神はわたしを救われる
（詩18）

３月３日 四旬節第３主日
入
2 あかつきとともにめざめ（詩27）
6 あなたのいぶきをうけて（詩51）
奉 144 谷川の水を求めて（詩42）
10 荒れ地のかわき果てた土のように（詩63）
拝 153 流れのほとりの木のように（詩1）
156 めぐみのパン（詩103）

２月３日 年間第４主日
入 177 わたしの心は神のうちに喜ぶ（詩105）
398 その人は幸い
奉 137 すべての人の救いを
（詩25）
322 愛といつくしみのあるところ
拝 381 愛の賛歌
130 主をたたえよう
（詩66）

３月１０日 四旬節第４主日
入 411 わたしは門のそとに立ち
390 キリストのように考え
奉 384 おお神の富
167 わがこころ喜びに（詩63）
拝 163 よろこびに（詩122）
166 喜びに心をはずませ（詩37）

123

３月１７日 四旬節第５主日
入 403 友よ聞こう
37 神のいつくしみを
（詩89）
奉 7 あなたのいぶきをうけて
（詩51）
144 谷川の水を求めて
（詩42）
拝 165 喜びに心をはずませ
183 われらはシオンで神をたたえ
（詩65）
３月１９日 聖ヨセフ
入 56 神のみ旨を行うことは
（詩119）
125 主よあなたは永遠のことば
（詩119）
奉 398 その人は幸い
184 わたしは静かに神を待つ
（詩62）
拝 47 神の注がれる目は⑵
（詩33）
42 神のおきてを喜び
（詩1）
３月２４日 受難の主日
（枝の主日）
〔エルサレム入城の記念〕
315 ダビドの子（詩24,47）
316 聖なる町に
〔ミサ〕
奉 145 父よあなたこそわたしの神
（詩31）
175 わたしは神に寄り頼む
（詩56）
拝 104 シオンよ喜べ
158 門よとびらを開け
（詩24）
159 門よとびらを開け
（詩110）
160 門よかまちを上げよ
（詩24）
３月２８日

聖木曜日 ･ 主の晩さんの夕べ
のミサ
入 381 愛の賛歌
390 キリストのように考え
〔洗足式のとき〕
402 仕えられるためではなく
奉 321 いつくしみと愛
322 愛といつくしみのあるところ
拝 156 めぐみのパン（詩103）
311 神を求めよ
〔聖体安置式の行列のとき〕
61 神は残された不思議なわざの記念を（詩111）
３月２９日 聖金曜日 ･ 主の受難
入 歌わない
〔十字架の礼拝〕
331 見よキリストの十字架
332 十字架賛歌
333 とがめの交唱
（334 ハギオｽ ･ ホ ･ テオｽ）

（335 とがめの交唱⑵）
336 十字架賛歌⑵
拝 402 仕えられるためではなく
403 友よ聞こう
383 イエズス・キリストへ
176 わたしの神（詩22）
閉 歌わない
３月３１日 復活の主日 ･ 復活徹夜祭
〔光の祭儀〕
341 キリストの光
342 復活賛歌
〔洗礼式〕
343 諸聖人の連願
〔洗礼の約束の更新のあとで〕
96 この水を受けた（詩42）
奉 143 たて琴をかなで（詩92）
123 主はわれらの牧者（詩23）
拝 20 いのちあるすべてのものは（詩148）
345 わたしは復活し
346 勝利と力は神のもの
３月３１日 復活の主日 ･ 日中のミサ
入
1 朝早く週の初めに
388 ガリラヤの風かおる丘で
410 よろこび歌え
奉 12 アレルヤ（詩118）
29 エルサレムよほめたたえよ（詩147）
拝 57 神のわざとわに留まれ（詩96）
4 あたらしいこひつじ（詩85）
４月７日 復活節第２主日
（神のいつくし
みの主日）
入 29 エルサレムよほめたたえよ（詩147）
63 神は恵みとあわれみに満ち（詩145）
奉 41 神のいつくしみを⑵（詩89）
130 主をたたえよう（詩66）
拝 322 愛といつくしみのあるところ
37 神のいつくしみを（詩89）
４月８日 神のお告げ
入 16 あなたは女のなかで
44 神のことば（詩19）
奉 371 しあわせなかたマリア
98 しあわせな人（詩16）
拝 177 わたしの心は神のうちに喜ぶ（詩105）
102 しあわせな人⑵（詩84）
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４月１４日 復活節第３主日
入 130 主をたたえよう
（詩66）
345 わたしは復活し
奉 123 主はわれらの牧者
（詩23）
164 喜びに心をはずませ
拝 157 めぐみのパン（詩145）
183 われらはシオンで神をたたえ（詩65）

５月２６日 三位一体の主日
入 39 神のいつくしみを（詩93）
47 神の注がれる目は⑵（詩33）
奉 401 父はいる
387 神はキリストのうちに
拝 46 神の注がれる目は（詩33）
135 主をたたえよう（詩147）

４月２１日 復活節第４主日
入 346 勝利と力は神のもの
46 神の注がれる目は
（詩33）
奉 174 わたしたちは神の民⑵
（詩100）
49 神の名は
拝 123 主はわれらの牧者
（詩23）
18 いのちあるすべてのものに
（詩145）

６月２日 キリストの聖体
入 162 喜び歌え神に叫びをあげよ（詩81）
4 あたらしいこひつじ（詩85）
奉 61 神は残された不思議なわざの記念を（詩111）
405 ひとつになろう
拝 97 このパンを食べ（詩116）
18 いのちあるすべてのものに（詩145）

４月２８日 復活節第５主日
入 149 遠く地の果てまで
（詩98）
151 遠く地の果てまで⑵
（詩98）
奉 321 いつくしみと愛
390 キリストのように考え
拝 153 流れのほとりの木のように
（詩1）
42 神のおきてを喜び
（詩1）

６月７日 イエスのみ心
入 46 神の注がれる目は（詩33）
47 神の注がれる目は⑵（詩33）
奉 404 羊かいがいて
382 神は愛
拝 390 キリストのように考え
403 友よ聞こう

５月５日 復活節第６主日
入 401 父はいる
29 エルサレムよほめたたえよ
（詩147）
奉 74 神よあなたの顔の光を
（詩131）
389 キリストのように父を仰ぎ
拝 5 あなたのいきを
（詩104）
91 心静かにわたしはいこう⑵
（詩4）

６月９日 年間第１０主日
入
2 あかつきとともにめざめ（詩27）
130 主をたたえよう（詩66）
奉 382 神は愛
322 愛といつくしみのあるところ
拝 123 主はわれらの牧者（詩23）
87 きょうこそ神が造られた日（詩118）

５月１２日 主の昇天
入 147 天は神の栄光を語り
（詩19）
50 神の名は（詩48）
奉 321 いつくしみと愛
140 全世界に行って
拝 25 栄光は世界におよび
（詩97）
387 神はキリストのうちに

６月１６日 年間第１１主日
入 73 神よあなたの顔の光を（詩27）
7 あなたのいぶきをうけて（詩51）
奉 119 主はわたしの光（詩27）
44 神のことば（詩19）
拝 183 われらはシオンで神をたたえ
（詩65）
390 キリストのように考え

５月１９日 聖霊降臨の主日
入
5 あなたのいきを
（詩104）
386 風がどこから
奉 7 あなたのいぶきをうけて
（詩51）
387 神はキリストのうちに
拝 60 神はすべてのものを治め
（詩72）
25 栄光は世界におよび
（詩97）

６月２３日 年間第１２主日
入 402 仕えられるためではなく
390 キリストのように考え
奉 73 神よあなたの顔の光を（詩27）
184 わたしは静かに神を待つ（詩62）
拝 157 めぐみのパン（詩145）
63 神は恵みとあわれみに満ち（詩145）
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６月２４日 洗礼者聖ヨハネの誕生
入 23 栄光は世界におよび
（詩29）
394 主のみちをそなえよ
奉 153 流れのほとりの木のように
（詩1）
99 しあわせな人（詩112）
拝 83 神をほめたたえよ
166 喜びに心をはずませ
（詩37）

７月２８日 年間第１７主日
入 61 神は残された不思議なわざの記念を（詩111）
127 主をおそれる者に（詩85）
奉 63 神は恵みとあわれみに満ち（詩145）
183 われらはシオンで神をたたえ
（詩65）
拝 398 その人は幸い
391 ごらんよ空の鳥

６月２９日 聖ペトロ 聖パウロ使徒
入 29 エルサレムよほめたたえよ
（詩147）
396 救いの道を
奉 393 主が手をとって起こせば
140 全世界に行って
拝 108 主とともに（詩127）
148 遠く地の果てまで
（詩96）

８月４日 年間第１８主日
入 395 主よわたしが悩む時
100 しあわせな人⑵（詩1）
奉 52 神のはからいは（詩90）
125 主よあなたは永遠のことば（詩119）
拝 156 めぐみのパン（詩103）
18 いのちあるすべてのものに（詩145）

６月３０日 年間第１３主日
入 33 神に向かって（詩47）
76 神よあなたのことばは⑵
（詩119）
奉 42 神のおきてを喜び
（詩1）
77 神よあなたの道をしめし
（詩25）
拝 93 心を尽くして神をたたえ
（詩103）
156 めぐみのパン（詩103）

８月６日 主の変容
入 60 神はすべてのものを治め（詩72）
2 あかつきとともにめざめ（詩27）
奉 73 神よあなたの顔の光を（詩27）
141 たてエルサレム（詩67）
拝 128 主を仰ぎ見て（詩34）
119 主はわたしの光（詩27）

７月７日 年間第１４主日
入 50 神の名は（詩48）
34 神に向かって（詩68）
奉 63 神は恵みとあわれみに満ち
（詩145）
107 主とともに（詩126）
拝 18 いのちあるすべてのものに
（詩145）
98 しあわせな人（詩16）

８月１１日 年間第１９主日
入 77 神よあなたの道をしめし（詩25）
137 すべての人の救いを（詩25）
奉 120 主はわれらのささえ（詩29）
411 わたしは門のそとに立ち
拝 62 神はわたしの唯一の望み（詩130）
117 主は豊かなあがないに満ち（詩130）

７月１４日 年間第１５主日
入 134 主をたたえよう
（詩138）
322 愛といつくしみのあるところ
奉 390 キリストのように考え
389 キリストのように父を仰ぎ
拝 102 しあわせな人⑵
（詩84）
42 神のおきてを喜び
（詩1）

８月１５日 聖母の被昇天
入 371 しあわせなかたマリア
16 あなたは女のなかで
奉 48 神の名は（詩8）
99 しあわせな人（詩112）
拝 167 わがこころ喜びに（詩63）
177 わたしの心は神のうちに喜ぶ（詩105）

７月２１日 年間第１６主日
入 8 荒れ地のかわき果てた土のように（詩54）
158 門よとびらを開け
（詩24）
奉 44 神のことば（詩19）
51 神の名は（詩113）
拝 411 わたしは門のそとに立ち
160 門よかまちを上げよ
（詩24）

８月１８日 年間第２０主日
入 102 しあわせな人⑵（詩84）
184 わたしは静かに神を待つ（詩62）
奉 175 わたしは神に寄り頼む（詩56）
406 平和のほのお
拝 64 神はわたしを救われる（詩18）
145 父よあなたこそわたしの神（詩31）
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８月２５日 年間第２１主日
入 138 すべての人の救いを
（詩86）
150 遠く地の果てまで⑵
（詩96）
奉 33 神に向かって（詩47）
40 神のいつくしみを
（詩107）
拝 18 いのちあるすべてのものに
（詩145）
105 シオンよ喜べ（詩68）

９月２９日 年間第２６主日
入 114 主は豊かなあがないに満ち（詩32）
42 神のおきてを喜び（詩1）
奉 390 キリストのように考え
99 しあわせな人（詩112）
拝 411 わたしは門のそとに立ち
398 その人は幸い

９月１日 年間第２２主日
入 63 神は恵みとあわれみに満ち
（詩145）
137 すべての人の救いを
（詩25）
奉 77 神よあなたの道をしめし
（詩25）
51 神の名は（詩113）
拝 398 その人は幸い
402 仕えられるためではなく

１０月６日 年間第２７主日
入 147 天は神の栄光を語り（詩19）
48 神の名は（詩8）
奉 74 神よあなたの顔の光を（詩131）
100 しあわせな人⑵（詩1）
拝 156 めぐみのパン（詩103）
170 わたしたちは魚のよう

９月８日 年間第２３主日
入 125 主よあなたは永遠のことば
（詩119）
100 しあわせな人⑵
（詩1）
奉 390 キリストのように考え
384 おお神の富
拝 144 谷川の水を求めて
（詩42）
96 この水を受けた
（詩42）

１０月１３日 年間第２８主日
入 62 神はわたしの唯一の望み（詩130）
118 主は豊かなあがないに満ち⑵
（詩130）
奉
7 あなたのいぶきをうけて（詩51）
177 わたしの心は神のうちに喜ぶ（詩105）
拝 128 主を仰ぎ見て（詩34）
178 わたしは神をあがめ

９月１４日 十字架称賛
入 136 すべての王は（詩72）
332 十字架賛歌
奉 112 主はのぼられた
（詩47）
317 キリストは人間の姿で
拝 97 このパンを食べ
（詩116）
128 主を仰ぎ見て（詩34）

１０月２０日 年間第２９主日
入 113 主は豊かなあがないに満ち（詩17）
3 新しい歌を主にうたえ（詩96）
奉 175 わたしは神に寄り頼む（詩56）
81 神よわたしに目を注ぎ（詩85）
拝 46 神の注がれる目は（詩33）
47 神の注がれる目は⑵（詩33）

９月１５日 年間第２４主日
入 174 わたしたちは神の民⑵
（詩100）
404 羊かいがいて
奉 171 わたしたちは神の民
（詩50）
93 心を尽くして神をたたえ
（詩103）
拝 123 主はわれらの牧者
（詩23）
156 めぐみのパン（詩103）

１０月２７日 年間第３０主日
入 94 心を尽くして神をたたえ（詩105）
177 わたしの心は神のうちに喜ぶ（詩105）
奉
6 あなたのいぶきをうけて（詩51）
169 わが主をたたえよう（詩146）
拝 390 キリストのように考え
62 神はわたしの唯一の望み（詩130）

９月２２日 年間第２５主日
入 129 主を仰ぎ見て（詩91）
138 すべての人の救いを
（詩86）
奉 108 主とともに（詩127）
44 神のことば（詩19）
拝 123 主はわれらの牧者
（詩23）
75 神よあなたのことばは
（詩119）

１１月１日 諸聖人
入 130 主をたたえよう（詩66）
30 かみさまのあいは（詩148）
奉 138 すべての人の救いを（詩86）
99 しあわせな人（詩112）
拝 20 いのちあるすべてのものは（詩148）
398 その人は幸い
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１１月２日 死者の日
入 70 神よあなたの顔の光を
（詩4）
11 荒れ地のかわき果てた土のように（詩116）
奉 117 主は豊かなあがないに満ち
（詩130）
144 谷川の水を求めて
（詩42）
拝 91 心静かにわたしはいこう⑵
（詩4）
97 このパンを食べ
（詩116）

１１月１０日 年間第３２主日
入 62 神はわたしの唯一の望み（詩130）
2 あかつきとともにめざめ（詩27）
奉 95 心を尽くして（詩146）
110 主のいつくしみを（詩89）
拝 123 主はわれらの牧者（詩23）
102 しあわせな人⑵（詩84）

１１月３日 年間第３１主日
入 7 あなたのいぶきをうけて
（詩51）
117 主は豊かなあがないに満ち
（詩130）
奉 171 わたしたちは神の民
（詩50）
321 いつくしみと愛
拝 98 しあわせな人（詩16）
183 われらはシオンで神をたたえ
（詩65）

１１月１７日 年間第３３主日
入 391 ごらんよ空の鳥
110 主のいつくみを（詩89）
奉 122 主よあなたの愛は（詩138）
138 すべての人の救いを（詩86）
拝 41 神のいつくしみを⑵（詩89）
47 神の注がれる目は⑵（詩33）

１１月９日 ラテラン教会の献堂
入 163 よろこびに（詩122）
105 シオンよ喜べ（詩68）
奉 21 うるわしい神の家
（詩122）
142 たてエルサレム
（詩147）
拝 183 われらはシオンで神をたたえ（詩65）
135 主をたたえよう
（詩147）

１１月２４日 王であるキリスト
入 388 ガリラヤの風かおる丘で
160 門よかまちを上げよ（詩24）
奉 384 おお神の富
25 栄光は世界におよび（詩97）
拝 159 門よとびらを開け（詩110）
60 神はすべてのものを治め（詩72）

