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1．はじめに

1．はじめに�
　世界代表司教会議（Synodus Episcoporum＝シノドス）第15回通常総会
は、2018年10月3日から28日まで、ローマで開催された。今回のテーマは

「若者、信仰、そして召命の識別」である。日本の司教協議会からは、2017
年度定例司教総会（2017年2月）で代表者に選出された札幌教区の勝谷太治
司教が参加した。

世界代表司教会議（シノドス）とは
　「シノドス」とは、ギリシア語で、“syn-”（シュン＝「共に」）と“‘odos”

（ホドス＝「道」）の合成語で、「全体を導くもの」を原意とするが、「集会」
や「会議」などの意味で用いられる。教会では、「公会議」「世界代表司教会
議」「教会会議」「教区代表者会議」などを指す。
　世界代表司教会議は、教皇と司教たちとの関係を深め、信仰および倫理の
擁護と向上、規律の遵守と強化のための助言をもって教皇を補佐する。ま
た、世界における教会の活動に関する諸問題を研究する。これは、第二バチ
カン公会議教父たちの要望に応えて、公会議の体験によって生まれた積極的
な精神を生き生きと保つために、1965年、教皇パウロ六世が自発教令『アポ
ストリカ・ソリチトゥード』（1965年9月15日）によって設置した。『カト
リック新教会法典』では、342条～348条に世界代表司教会議に関する規定が
述べられている。なお、今回の世界代表司教会議では2006年に改訂された

『シノドス規則』が実施された。さらに教皇フランシスコは今回のシノドス
の直前、9月15日付で、シノドスに関する考察と規約を記した新たな使徒憲
章『エピスコパリス・コムニオ（「司教の一致」の意）』を発表している。
　世界代表司教会議は、提起された問題を討議し、教皇に意見を具申する
が、決定機関ではない。会議に関する権限は、すべて教皇にある。会議の招
集、代議員の指名･任命、会議要綱の決定、会議の主宰、閉会、延期、解散
などは教皇の権限で行われる。
　世界代表司教会議には、普遍教会の善のために開催される「通常総会」
と、普遍教会の善のために緊急の決定を要するとき開催される「臨時総会」、
さらに、一つあるいは複数の地域の教会の善のために開催される「特別総
会」がある。
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　これまでの総会は以下の通り。
第1回通常総会：（1967年9月）カトリック信仰の維持と強化
　第1回臨時総会（1969年10月）：教皇と全司教の共同責任
第2回通常総会（1971年11月）：司祭職および世界における正義
第3回通常総会（1974年9月）：現代世界の福音宣教
第4回通常総会（1977年9月）：現代の教理教育
第5回通常総会（1980年9月）：  今日の世界におけるキリスト者の家庭の役割
　オランダ特別総会（1980年1月）
　ウクライナ特別総会（1980年3月）
第6回通常総会（1983年9月）：教会の使命としての和解と償い
　第2回臨時総会（1985年11月）第2バチカン公会議の再確認
第7回通常総会（1987年10月）：教会と世界における信徒の召命と使命
第8回通常総会（1990年9月）：現代の諸状況と司祭養成
　第1回ヨーロッパ特別総会（1991年11月）
　第1回アフリカ特別総会（1994年4月）
第9回通常総会（1994年10月）：教会と世界における奉献生活とその使命
　レバノン特別総会（1995年11月）
　アメリカ特別総会（1997年11月）
　アジア特別総会（1998年4月）
　オセアニア特別総会（1998年11月）
　第2回ヨーロッパ特別総会（1999年10月）
第10回通常総会（2001年9月）：  司教―世の希望のためにイエス・キリスト

の福音に仕える者
第11回通常総会（2005年10月）：  聖体（エウカリスチア）―教会生活と宣教の

源泉と頂点
第12回通常総会（2008年10月）：教会生活と宣教における神のことば
　第2回アフリカ特別総会（2009年10月）
　中東特別総会（2010年10月）
第13回通常総会（2012年10月）：  キリスト教信仰を伝えるための新しい福音

宣教
　第3回臨時総会（2014年10月）：  福音宣教との関連から見た家庭の司牧的

問題
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1．はじめに

第14回通常総会（2015年10月）：教会と現代世界における家庭の召命と使命
第15回通常総会（2018年10月）：若者、信仰、そして召命の識別

準備文書と「討議要綱」
　世界代表司教会議が開催される前に、教皇庁シノドス事務局は、準備文書

（以前は、「提題解説」［Lineamenta］と呼ばれていた）を各国司教協議会に
あらかじめ送付する。シノドス事務局は、今回の世界代表司教会議のための
提題解説を2017年5月25日付で各国司教協議会に送り、同年10月末までに、
質問事項に対する回答書を送るよう指示した。
　日本の司教協議会はこの準備文書を翻訳し、全司教と各修道会に配布。そ
の回答を、代表参加者である勝谷太治司教がまとめ、回答書文案を作成。こ
れを、2017年11月の常任司教委員会で審議、承認し、カトリック中央協議会
事務局で英訳されたのち、教皇庁シノドス事務局に提出した。
　シノドス事務局は、これら各国司教協議会からの回答に基づき、2018年5
月8日、3部、214項目からなる「討議要綱」（Instrumentum Laboris）を
発表した。この討議要綱に基づき、10月の総会での議論が行われた。
　会議進行は、午前の部（09：00～12：30）と午後の部（16：30～19：00）
が一日の流れで、基本的に週の前半が全体会議、後半が分科会（14の言語別
グループ）という形で行われた。
　内容的には、「討議要綱」の3部構成のテーマ（「第1部　認識する：現実
に耳を傾ける教会」、「第2部　解釈する：信仰と召命の識別」、「第3部　選
択する：司牧的・宣教的回心の歩み」）に基づき、各週前半の全体会議で各
パートに関わる代表の発題が行われ、それを受けて週後半の分科会で討議が
なされた。最終週は最終文書の作成のための作業が行われた。こうして最終
文書が決定され、これを元に、教皇がシノドス後の使徒的勧告を作成する。
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2．世界代表司教会議（シノドス）に参加して～所感�
ベルナルド　勝谷太治　司教

　今回のシノドスは若者とともに、その喜び、希望、心配、夢、望み、選択
の基準などを自由に分かち合う場となる、協働の場であることが強調されま
した。「討議要綱」（資料3）は、2年の準備をかけ、各国の司教協議会を通
してのアンケートのみならず、ネットを通して全世界から寄せられた10万の
回答と、3月に開催されたプレ・シノドス（シノドス事前会議）に参加した
世界各国の300名の青年たちの発言を基に作成されました。

　今回のテーマ「若者、信仰、そして召命の識別」は「討議要綱」の「認
識」し、「判断」し、「選択」するという霊操のプロセスに相当する過程を実
際の会議を通して実践するという形で進行していきました。持ち時間4分の
五つの発言ごとに3分の黙想時間が設けられ、祈りと識別がなされていきま
した。
　議論された課題は数多くあり、およそ現代社会が抱えている問題はそのま
ま青年に関わるものであり、それらすべてについてここで列挙することはで
きません。「7．最終文書」に今回の議論された事柄が反映されているので
そちらを参照していただくこととし、印象に残ったことをここで述べます。

　最初の週では、児童への性的虐待が大きな話題となり、教会のはっきりし
た謝罪と反省、これからの対応について、とくにこの問題によってつまずき
を与えた青年たちに明確に表明すべきとの意見が多数述べられました。ま
た、全体会議ではオーストラリア代表で最初に発言した司教が4分間の持ち
時間すべてを謝罪に使いました。
　次にわたしの参加した分科会で最初に多く出た意見は、問題を抱えた「結
婚と家庭」「性的マイノリティー」についてです。数名の司教たちが、教皇
様がこの問題について明確な指針を表明していないことに不満を表明しまし
た。しかし、会議が進み今回のシノドスの方法論が理解されるにつれて変化
していきました。終わりの頃のわたしたちの合意は、「教会はすべてのこと
に回答をもっているわけではない。今解決できない問題も多くある。しか
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2．世界代表司教会議（シノドス）に参加して～所感

し、神はすべての人を愛しておられるのだから、教会もそうである。解決で
きない問題を抱えながらも、彼らに同伴し耳を傾け続ける事が大切である」
ということです。この視点は教会の教えにしたがって生活していない若者に
ついても同様で、裁くのではなく、彼らに同伴し、耳を傾け続ける事によっ
て彼らを導く姿勢が大切であることが強調されました。「あるべき指針」を
打ち出して、それにしたがうようにという従来の姿勢から、謙虚に耳を傾け
同伴し続けるという教会の姿勢が表明されました。
　この「同伴」する事、「聞く」ことは一貫して強調されていたことで、今
回のシノドスの隠れたテーマであるといえます。これを「シノダリティー

（協議性）」と表現し、これからの教会のあり方の指針となると思われます。
この姿勢をよく表していたのが教皇様自身です。教皇様はとても謙虚に、つ
ねにわたしたちとともにいようとしてくださいました。これまでのシノドス
では、教皇様が会議場に入られる時は、参加者全員が起立して待っていると
ころに入っていらっしゃったそうです。しかし教皇フランシスコは先に会議
場玄関ホールの入口に立ち、参加者を迎えてくださいました。会議場でも早
めに来られていたので誰も起立せず、開始の祈りの際に全員が立ち上がりま
した。休憩時間もつねにわたしたちとともにいて、参加者と交わっておられ
ました。そうした姿勢そのものが、今回のシノドス全体を象徴していまし
た。

　全体会において、わたしは日本の青年活動、特にネットワーク・ミーティ
ングについて話しました（「6．勝谷司教の発題」）。日本だけではありませ
んが、欧米の教会にはほとんど若者の姿がありません。けれども小教区を越
えたイベント、例えばワールドユースデー（WYD）や各国の国レベルの集
まり、教区大会などで青年たちは知り合い、インターネット上でのネット
ワークを築いています。青年たちは、わたしたちが把握している小教区とい
う地理的区分けの中には入ってきませんが、それとは違う、いわば見えない

“デジタル大陸”の上でつながり合い、活動しています。わたしたちは既成
の概念から離れて、その新大陸に出向いていかなければならないこと、そう
した新しい青年司牧の在り方が必要だというようなことを話しました。しか
し、「討議要綱」に“hikikomori”という単語があったこともあり、ネット
のダークサイドとポジティブな面の議論の中で、わたしの発言が扱われ、
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「小教区を越えた新たな司牧のあり方」という観点ではなく、ネットの有効
性の例としてのみ、扱われました。他方、非日常的な集まり、WYDや教区、
小教区を越えた出会いの場を提供する若者のイベントの必要性は強く支持さ
れました。
　会議後半でシノドス教父たちから青年への手紙を出すことが提案され承認
されました（「9．若者へのシノドス教父の手紙」）。最初の案では、児童へ
の性的虐待や教会が青年に耳を傾けてこなかったこと等を謝罪する内容が多
く、否定的で暗いという意見から大幅に修正されて発表されました。
　本会議には、青年の代表も参加し会場を盛り上げていました。彼らには投
票権はありませんが、意見を述べることが許され、積極的に発言し、気に
入った意見に対しては歓声を上げて賛意を表すなど、今までのシノドスとは
まったく違った雰囲気だったようです。

　あるシノドス常連の司教は、今回のように楽しいシノドスは初めてだと
言っていました。今回のシノドスの形自体が、教会のこれからの在り方（協
議性）を示していると強く感じました。
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3．参加者・開催日程

3．参加者・開催日程�
開催期間
2018年10月3日（水）～28日（日）
会議場
バチカン、シノドス・ホール（パウロ六世謁見ホールの建物内）
テーマ

「若者、信仰、そして召命の識別」
参加者
◎投票権を持つ参加者（シノドス教父）268名
議長：教皇フランシスコ
事務局長：ロレンツォ・バルディッセーリ枢機卿（シノドス事務局長）
議長代理：ルイス・ラファエル1世・サコ枢機卿
 （バビロニア総大司教［カルデア典礼カトリック教会］）
 デシィレ・ツァラアザーナ枢機卿
 （トアマシナ［マダガスカル］大司教）
 チャールズ・マウン・ボ枢機卿
 （ヤンゴン［ミャンマー］大司教）
 ジョン・リバット枢機卿
 （ポートモレスビー［パプア・ニューギニア］大司教）
総書記：セルジオ・ダ・ローシャ枢機卿（ブラジリア［ブラジル］大司教）
特別書記：2名
広報委員会： 委員長：パオロ・ルフィーニ氏
 （教皇庁広報のための部署長官）
　　　　　　副委員長：アントニオ・スパダロ神父
 （「チビリタ・カトリカ」誌編集長）
討議委員会：3名
東方典礼カトリック：21名
各大陸代表内訳　アフリカ：42名
　　　　　　　　アメリカ：45名
　　　　　　　　アジア：26名
　　　　　　　　ヨーロッパ：47名
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　　　　　　　　オセアニア：5名
修道会宣教会総長連盟代表：10名
教皇庁各省庁代表：16名
教皇による任命者：41名（うち、中国大陸からの初めての2名参加者）
シノドス事務局事務次長：ファビオ・ファーベネ司教
◎その他参加者　130名
専門家：22名
オブザーバー：50名（34名の若者も参加）
シノドス事務局：58名
◎友好使節（キリスト教諸派）など
　6名

日程（準備期間を含む）
　シノドス期間中、午前の部（09：00～12：30）と午後の部（16：30～19：
00）がそれぞれ、全体会議ないし分科会が行われた。教皇は会期中、すべて
に出席した。

2017.5.25  準備文書、教皇庁シノドス事務局より発表。各国司教協議会
などからの回答を募る一方、インターネットを通じた質問書
も公表。世界中の約10万人の若者から回答が寄せられた。

2017.10.31 準備文書、回答書、提出締切。日本からの回答書、送付。
2018.3.19-24 シノドス事前会議
2018.5.8 「討議要綱」発表。
2018.9.15  教皇フランシスコ、シノドスに関する使徒憲章『エピスコパ

リス・コムニオ（司教の一致、の意）』を発表
2018.10.1  上記使徒憲章を実行するため、シノドス事務局『シノドス総

会の運営とシノドス事務局の活動に関する教令』発表
2018.10.3  午前、教皇フランシスコ主司式による開会ミサ（サンピエト

ロ広場）、午後、第1回全体会議。教皇の開会あいさつで始
まり、シノドス事務局長、バルディッセーリ枢機卿が今回の
シノドスの概要等について報告。さらに、今回の総書記、
ローシャ枢機卿から、「討議要綱」の説明。
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3．参加者・開催日程

2018.10.4 第2、第3回全体会議。本格的発題と討議に入る。
2018.10.5  第4回全体会議、この中で、勝谷司教の発表。午後、最初の

分科会。
2018.10.6 午後、7千人の若者との集い（パウロ6世ホール）
2018.10.9 午前、「討議要綱」第1部を終了、午後から第2部に入る。
2018.10.10  午前、第7回全体会議。各大陸から1名ずつ、最終文書起草

委員会のメンバー選出
2018.10.14  シノドス会期中に、教皇パウロ6世、オスカル・ロメロ大司

教（エルサルバドル）ら7人の列聖式。
2018.10.15 第11回全体会議。「討議要綱」第2部終了。
2018.10.16 第12回全体会議より、「討議要綱」第3部の討論開始
2018.10.20 第17回全体会議で「討議要綱」第3部終了。
2018.10.23 最終文書の草案提出。これをもとに審議が進められる。
2018.10.25  シノドス教父と若者ら、あわせて約300人が、ローマ郊外か

らバチカンの聖ペトロの墓へ6キロの巡礼。
2018.10.26  午後、第20回全体会議。ここで事務局評議会のメンバーを管

轄・地域別に16名選出。最終的に21名で構成される。全体会
議後、パウロ6世ホールのエントランス広間で、若者たちに
よる感謝の集いが開かれた。

2018.10.27 最終文書への投票。
2018.10.28  教皇主司式による閉会ミサ（聖ペトロ大聖堂）。シノドス教

父から「若者への手紙」発表。
（太字の文書を本報告書に収録）
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4．開会ミサ説教�
教皇フランシスコ

　10月3日（水）午前、世界代表司教会議（シノドス）第15回通常総会を始
めるにあたり、バチカン・サンピエトロ広場において、教皇フランシスコ司
式の開会ミサが行われた。以下はそのミサ説教の全訳。

＝＝＝

　「弁護者、すなわち、父がわたしの名によってお遣わしになる聖霊が、あ
なたがたにすべてのことを教え、わたしが話したことをことごとく思い起こ
させてくださる」（ヨハネ14・26）。
　このように直接的にイエスはその弟子たちに、彼らに託した宣教のわざす
べてに同伴すると確約します。つまり聖霊こそがまず、弟子たちの心に主の
記憶を納め、生き生きとさせ、現実の問題に直結するものとして保つので
す。福音の豊かさと素晴らしさが、絶えざる喜びと新鮮さの源となるよう保
証するのはまさに聖霊です。
　全教会にとってのこの恵みのときを始めるにあたり、神のわざにしたがい
ながら、わたしたちは聖霊に、主の記憶をわたしたちが保ち、わたしたちの
心を燃やす主のことばをわたしたちのうちに再び燃え立たせるよう願います

（ルカ24・32参照）。福音の熱狂と情熱は、イエスに対する熱狂と情熱へとい
ざないます。一つの記憶がわたしたちのうちで、「夢を見、希望を抱く能力」
に再び火をつけ、新たにすることができます。というのも、わたしたち、す
でに大人か老人である人間が夢を見、心に抱く夢と希望を分かち合い、影響
を与えるほどに、若者たちは預言し幻を見ることができると知っているから
です（ヨエル3・1参照）。
　夢を見、希望を抱くたまものをもって、シノドス教父らが油注がれる恵み
を、どうか霊がお与えくださいますように。そうすれば、今度はわたしたち
が預言と幻のたまものによって、今の若者たちを油注がれたものとすること
ができるでしょう。わたしたちが勤勉で、生き生きとし、効果的であったと
記憶される恵みを、どうか霊がお与えくださいますように。その記憶は、あ
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る世代から次の世代に移るにしたがって、悲運や不幸の預言によって、わた
したち自身の欠点、誤り、罪によって消滅したり粉砕されたりすることはな
いのです。そうではなく、わたしたちの心を再び燃え上がらせ、霊の道を識
別できる記憶となりますように。霊の声に耳を傾けるこうした従順な態度を
たずさえて、わたしたちは世界中から集まりました。今日初めて、中国大陸
からの2人の司教も迎えています。彼らを温かく歓迎しましょう。ペトロの
後継者とともに、司教団全体の一致が、彼らの存在のおかげでさらに目に見
えるものとなっています。
　希望によって油注がれ、新たな教会会議を始めましょう。これにより、わ
たしたちは地平を広げ、心を開いて、今日わたしたちをまひさせ、分離さ
せ、若者たちから引き離す考え方を変革できるのです。こうした考え方は若
者を荒海に放り出し、彼らを支えるべき信仰共同体のない、人生の意味と方
向性の感覚を欠いた孤児としているのです（使徒的勧告『福音の喜び』49項
参照）。
　希望は、わたしたちに課題を与え、心を揺すぶり、「いつもこうやってい
る」という体制順応主義を打ち砕きます。希望によってわたしたちは立ち上
がり、若者たちの目を直接見、彼らの状況に目を向けます。この同じ希望に
よって、若者たちがさらされている不確実さ、排除、暴力といった状況を覆
すべく、わたしたちは働くのです。
　若者たちは、過去に自分が選んだ数多くの選択によって形づくられてきた
わけですが、彼らは今、現実に直面する中で、わたしたちもより大きな責任
をもって、ともにかかわるよう求めています。また、彼らの人生が尊厳を
もって発展することを妨げるいかなるものにも抗して、わたしたちが働くよ
う求めています。わたしたちの創造性あふれる献身と、知性に満ち、熱意に
あふれ、希望に満たされたダイナミズムを彼らは求めています。若者たちの
いのちを圧迫し、その展望を暗くする、数多くの死の商人の手に「彼らを引
き渡さないよう」わたしたちに求めています。
　今日の教会にたまものとして主が与えた、こうしてともに夢を見る能力の
ためには、第1朗読で聖パウロが表明するように、ある特定の態度をわたし
たちは育てなければなりません。「めいめい自分のことだけでなく、他人の
ことにも注意を払いなさい」（フィリピ2・4）。また、わたしたちがさらに
高みを目指し、謙虚に、他者は自分より優れていると考えるよう求めていま
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す（3節参照）。こうした心構えの中、互いに耳を傾け合うよう努め、主が
教会に何を望んでおられるのかをともに識別するのです。さらに、二次的な
ものに重要性を与え、重要なものを二次的に扱ってしまう自己保身や自己中
心さに屈しないよう、十分注意する必要があります。福音を愛し、わたした
ちに託された人々を愛することにより、自分の地平を広げ、わたしたちが呼
ばれている使命を見失わないようにとの意欲がかき立てられます。このよう
にしてわたしたちは、すべての人に益をもたらす、ずっとより大きな善を求
めていくのです。こうした心持ちでいなければすべての努力は無駄になりま
す。
　可能な限り偏見や条件なしに、誠実に祈りをこめて耳を傾けることができ
るたまものは、わたしたちが神の民が体験するこうした状況の一部となるこ
との助けとなります。神とともに人々の叫びを聞くことができるほどに、神
に耳を傾け、また人々とともに、神がわたしたちに呼びかけられるみ旨を吸
い込むほどに、彼らに耳を傾けるのです（「家庭に関するシノドスを準備す
る前晩の祈りでのあいさつ」2014年10月4日、参照）。
　こうした姿勢は、道徳主義やエリート主義の立場に陥る誘惑からわたした
ちを守り、人々の現実に決して触れることのない抽象的なイデオロギーの魔
力からわたしたちを守ります（J. M. ベルゴリオ『修道者のための観想』
45-46項参照）。
　親愛なる兄弟姉妹の皆さん、この期間を、おとめマリアの母なるご加護に
ゆだねましょう。耳を傾け記憶を思い巡らす方であるマリアが、霊のしるし
にわたしたちが気づけるよう、ともに歩んでくださいますように。そうすれ
ば、緊迫感をもって（ルカ1・39参照）、自分たちの夢と希望をもって、若
者たちがつねに預言し続けられるよう、わたしたちは彼らに同伴し、励ます
ことができるでしょう。
　シノドス教父の皆さん、
　わたしたちの多くは、第2バチカン公会議が終わりに近づいたころ、まだ
若かったり、修道生活の初期段階だったでしょう。公会議教父の最終メッ
セージは当時の若者に向けられていました。わたしたちが青年期に聞いたそ
のメッセージは、詩人のことばの助けを借りつつ、自分の心の中で再度思い
返してみれば、わたしたちにとってずっと有益なものとなります。「子ども
のときに約束したものを、どうか人は堅持しますように」（フリードリヒ・
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ヘルダーリン『詩集』）。
　次のように、公会議教父たちはわたしたちに語りかけました。「4年間、
教会はその表情を若返らせるために働いてきました。それは教会の創始者、
生きておられる偉大な方、永遠の若者であるキリストのご計画により良く応
えるためでした。この人目をひく『生活の刷新』の終わりに、教会はいま皆
さんに向き直っています。これは若者の皆さんのため、何よりも皆さんのた
めなのです。というのも教会は、公会議の中で一つの光をともしたところだ
からです。それは未来を照らす光です。教会は、皆さんがこれから築いてい
くこの社会が個人の尊厳、自由、権利を尊重すべきだと心配しています。そ
の個人とは皆さんのことです。……教会は……皆さんが人生において、そし
て人生に意味を与えるもの、つまり確かな善の存在と正義の神において、自
分の信仰を表すのだと信頼しています。皆さんが世の次元に心を開き、きょ
うだいの訴えを心に留め、彼らへの奉仕のために皆さんの若いエネルギーを
活用するよう、わたしたちが勧めるのは、この神とそのおん子イエスの名に
おいてなのです。すべての利己主義と闘ってください。戦争とそのすべての
一連の悲惨な結果を生み出す暴力と憎悪の衝動が自由に跋扈する流れを拒否
してください。寛大で、純粋で、尊敬をもち、誠実でいてください。そして
情熱をもって皆さんの年長者が有していたよりもより良い世界を築いてくだ
さい」（教皇パウロ6世、「第2バチカン公会議閉会における、世界の若者へ
のあいさつ」1965年12月8日）。

　シノドス教父の皆さん、教会は皆さんを、信頼と愛をもって見守っていま
す。
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教皇フランシスコ

　10月3日（水）午前、バチカン・サンピエトロ広場における開会ミサで、
世界代表司教会議（シノドス）第15回通常総会の幕が開かれた。その日の午
後、会場をシノドス・ホールに移し、教皇フランシスコは開会のあいさつを
行った。以下はその全訳。

＝＝＝

親愛なる東方典礼総大司教、枢機卿、司教・大司教の皆さん、
親愛なる兄弟姉妹の皆さん、そして、愛すべき若者の皆さん、

　若者について討議するためにこのホールに集い、わたしたちは若者たちが
参加することでもたらされる力をすでに感じています。それは積極性と情熱
を発し、このホールだけでなく、教会全体、世界全体を満たし、喜ばせます。
　だからこそ、皆さんに感謝のことばを言わずに始めることはできません。
ここに出席してくださった皆さんに感謝し、多くの人にも感謝したいと思い
ます。この2年間の準備を通じ、この時を迎えることができるように、――
ここローマの教会においても、世界中のすべての教会においても――、献身
し情熱をもって働いてくださった皆さんです。シノドス事務局長のロレン
ツォ・バルディッセーリ枢機卿、議長代理の皆さん、総書記のセルジオ・
ダ・ローシャ枢機卿、シノドス事務局事務次長のファビオ・ファベーネ司
教、事務局の職員とアシスタントの皆さんに心から感謝申し上げます。シノ
ドス教父の皆さん、オブザーバー、専門家の皆さん全員に感謝します。友好
使節の皆さん、通訳者、合唱隊、ジャーナリストの皆さんにも感謝します。
皆さんの積極的で実り多い参加に心から感謝いたします。
　とくに深謝するのは、2人の特別秘書、イエズス会のジャコモ・コスタ神
父とサレジオ修道会のロサーノ・サラ神父で、彼らは無私の献身をもって寛
大な心で働いてくれました。準備の中で、身を粉にして働いてくれました。
　いま、わたしたちとつながりのある若者たちにも、心から感謝し、さまざ
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まな方法でその声を聞かせてくれた若者たち全員に感謝しています。彼らが
次のようなことに努力する価値があると考え、賭けてくれたことに感謝して
います。つまり、教会の一部と感じ、教会と対話すること、教会を母、教
師、家、家庭として、人間の弱さと困難さにもかかわらず、キリストの時代
を超えたメッセージを広め、伝えること、世の厳しい荒波にもかかわらず、
あらゆる人に隠れ場と歓迎を提供し続ける教会という船にしっかりつかまる
こと、互いに耳を傾け合うこと、世の流れに逆らって泳ぎ、家庭、誠実さ、
愛、信仰、犠牲、奉仕、永遠のいのちといった崇高な価値観に結ばれている
こと、これらのために賭けてくれたのです。ここシノドスにおけるわたした
ちの責任は、そういったものを批判するのではなく、むしろそこに賭けるこ
とは正しいのだと示すことです。つまり、それは真に努力する価値のあるこ
とであり、時間の無駄ではありません。
　さらに、ここに参加している若者の皆さんに、とくに感謝します。若者の
世界は非常に多様で、完全に代表することはできないということが、シノド
スを準備する歩みの中でよく分かってきましたが、皆さんは確かに、シノド
スの重要なしるしとなっています。皆さんの参加によって、わたしたちは喜
びと希望に満たされています。
　わたしたちが過ごす本シノドスは分かち合いのときです。したがってわた
しは、シノドス総会のはじめに、すべての人が勇気をもって、包み隠さず

（＝パレーシア）話すよう、つまり「自由」「真理」「愛」を一体化するよう
招きたいと思います。対話だけがわたしたちを成長させます。正直で、透明
性のある批判は建設的で助けとなり、無益なおしゃべり、うわさ話、憶測、
偏見には与しません。
　そして、耳を傾ける謙遜さをもって、話す勇気に応えなければなりませ
ん。わたしはシノドス事前会議で若者たちに話しました。「もし皆さんが、
わたしが嫌いなことを語るのなら、わたしはさらに聞かなければなりませ
ん。すべての人は、聞いてもらう権利があるからです。それはちょうど、す
べての人に言論の自由があるのと同じです」。この開かれた傾聴のためには、
ここにはいない、世界中の多くの若者たちの声となって語る勇気が必要で
す。対話のための空間を生み出すのは、こうして聞くことです。シノドス
は、何よりも皆さん、参加者同士の対話の実践でなければなりません。この
対話の最初の実りは、すべての人が新しいものに開かれ、他の人から耳にし
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たことのおかげで自分の選択肢を変更することです。これが本シノドスに
とって重要なことです。皆さんのうち多くはすでに、自分の発題について事
前に準備されていることでしょう――そしてわたしはそのことに感謝してい
ます――。しかしわたしは、本シノドスの歩みが皆さん一人ひとりに示唆を
与える、準備した草稿への追加や変更について、自由に考えてもらえるよう
呼びかけたいと思います。自由に他者を受け入れ理解しましょう。そうすれ
ば、わたしたちの信念や立ち位置も変わります。つまりこれは、人間として
の、また霊的な、大きな成熟の一つのしるしとなるのです。
　本シノドスは、識別をしながら進める、教会的な実践です。もし本シノド
スが識別のプロセスをとろうとしているのであれば、率直に話し、心を開い
て聞くことは基本的なことがらです。識別とは、宣伝のスローガンではな
く、組織上の技法でもなく、いまの教皇職による流行でもなく、信仰から来
る行動に根ざす一つの内的態度です。識別は、手段であると同時に、わたし
たちが設定した目標でもあります。つまりそれは、世界の歴史の中で、日常
生活の出来事の中で、わたしが出会い、わたしに語りかける人々の中で、神
は働かれるという信念に根ざしているのです。このためにわたしたちは、し
ばしば予測不能な方法と経路を通って霊がわたしたちに示唆するものに耳を
傾けるよう招かれています。識別には空間と時間が必要です。したがって、
総会と分科会で討議が行われている間、五つの発題がなされたあとに約3分
ほどの沈黙の時間をとりましょう。これはすべての人が、いま聞いたことの
ニュアンスを心の中で認識し、深く内省し、何がもっとも心に残ったかを理
解するためです。こうして内面性に注意することが、理解し、解釈し、選択
する働きを完成するためのかぎです。
　わたしたちは、耳を傾け歩む教会のしるしです。耳を傾けるという態度
は、このシノドスの働きの間に交わすことばに限ったことではありません。
この期間のための準備の歩みの中で、耳を傾けることが必要な教会が強調さ
れてきました。耳を傾ける対象には、自分の本性を教会は理解してくれず、
したがって自分は真にありのままの姿で受け入れられていない、さらには、
拒絶されているときもあると感じている若者たちも含まれています。このシ
ノドスは、真に耳を傾ける教会の一つのしるしとすべき機会であり、課題で
あり、義務です。そうした教会は、出会う人々の経験にしたがって問いを受
ける姿勢をもっており、またいつもお仕着せの答えを用意しているわけでは
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ないのです。耳を傾けない教会は、新しい物事に対し自らを閉ざし、神が与
える驚きに対しても閉ざされており、とくに、近づくよりは遠ざかってしま
うことが避けられない若者たちにとって、信頼感をもたれません。
　先入観とステレオタイプを脇に置きましょう。聞くことの最初の一歩は、
頭と心を先入観とステレオタイプから解放することです。他の人がどういう
人で、何を望んでいるか、すでにわたしたちは知っていると考えてしまう
と、その人たちに真剣に耳を傾けることは実に苦労を要します。世代をまた
ぐ関係には、ことわざで言われるような安易さで、先入観とステレオタイプ
が根付いており、非常に根付いているためしばしばそのことを忘れてしまう
ほどです。若者たちは、大人は時代遅れだと考えたくなります。大人たち
は、若者は経験不足だと考え、彼らがどういう存在で、とくにどうあり、行
動すべきかを自分は知っていると考えたくなります。こうしたすべては、世
代間の対話と出会いにとって圧倒的な障害となりえます。現在存在している
ものの大部分は、もはや若者世代には当てはまらず、わたしたちが若者を、
すでに時代遅れとなっている分類や考え方で論じるリスクに、何よりも注意
を払わなければならないことは明らかです。もしこうしたリスクを避けられ
れば、そのとき、世代間に橋を架けることができるでしょう。大人たちは若
者の能力を過小評価する誘惑に打ち克つべきであり、否定的に判断すべきで
はありません。かつて読んだことがありますが、こうした事実について最初
に言及したのは、紀元前3千年の昔のことであり、それは古代バビロニアの
陶器のつぼの中で発見されました。そこには、若者たちは不道徳で、人々の
文化を守ることができないと書かれています。これは、わたしたち老人の、
古くからの伝統です。一方若者は、大人たちを無視し、年配者は「古くさ
く、時代遅れで、退屈だ」と考える誘惑に打ち克つべきです。彼らは、人生
は彼らの一人ひとりだけで始まったかのように、いつもゼロからスタートす
ることは馬鹿げているということを忘れています。肉体的な衰えにもかかわ
らず、年配者はつねに人類の記憶、わたしたちの社会のルーツ、わたしたち
の文明の「鼓動」なのです。年配者を拒絶し、否定し、孤立させ、鼻であし
らうことは、世間的なメンタリティに傾くことになります。それではわたし
たちの家が内側から壊れていきます。各世代が受け継ぎ、次の世代に伝えて
いく豊かな経験を無視することは、自殺行為です。
　したがって、他方で、聖職者主義の弊害を徹底的に克服することが必要で
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す。耳を傾け、ステレオタイプを脇に置くことは、聖職者主義のリスクに対
する強力な対抗手段です。今回のような総会は、わたしたちの意図にかかわ
らず、聖職者主義にさらされることが避けられません。聖職者主義はとりわ
け、召命に関する、エリート主義で排他的なビジョンから生まれ、受けとっ
た奉仕職を、提供すべき無償で寛容な奉仕としてではなく、行使すべき権力
として解釈します。これによってわたしたちは、すべての答えをもち、聞く
ことも学ぶことも必要のない、つまり聞いている振りをしていればいい集団
に属していると信じるようになるのです。聖職者主義は逸脱であり、教会の
多くの悪の根源です。わたしたちはこのことに対し、謙遜にゆるしを願い、
なによりも、それを繰り返さないための条件をつくり出さねばなりません。
　他方、わたしたちは、「自己充足」というウィルスを治療しなければなら
ず、多くの若者が到達する「性急な結論」というウィルスを治さなければな
りません。エジプトのことわざはこう言います。「もし家に老人が誰もいな
ければ、1人買い求めなさい。彼が必要になるから」。世代を通して手渡さ
れたあらゆるものを避け、拒否するということは、悲しいかな、わたしたち
の人間性を脅かす、方向感覚の喪失というリスクを招くだけです。すべての
世代の人の心に侵入する幻滅をもたらします。歴史を通じて人間の経験を積
み重ねることは、ある世代が前の世代から受け継ぐ、もっとも貴重で信頼の
おける宝です。決して神の啓示を忘れることはありません。それは歴史とわ
たしたちの存在を教え導き、意味を与えます。
　兄弟姉妹の皆さん、本シノドスがわたしたちの心を目覚めさせてくれます
ように。現代は、争い、問題、重荷でうちひしがれているかのようであり、
教会にもまたこれは当てはまります。しかしわたしたちの信仰は、いまはま
た主がわたしたちを愛し、いのちの充満を告げるためにわたしたちに会いに
来る「カイロス（＝時）」でもあると告げています。未来とは、恐れるべき
脅威ではなく、主がわたしたちに、主との、兄弟姉妹との、そして被造界全
体との一致を経験できるようになることを約束するときです。わたしたち
は、「希望の理由」を再発見し、何よりも、希望に飢えている若者たちに受
け渡さなければなりません。第2バチカン公会議が確認しているように、

「人類の未来は、生きる理由、希望する理由を明日の世代に提供できる人々
の手中にある、と考えて間違いないであろう」（『現代世界憲章』31項）。
　世代間の出会いは、希望を生み出すために極めて実り多いものとなりえま
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す。預言者ヨエルはこのことをわたしたちに教え――わたしはシノドス事前
会議で若者たちに思い起こさせました――、そしてそれは「現代の預言」だ
とわたしは考えています。「老人は夢を見、若者は幻を見」（3・1）、そし
て預言するのです。
　現代世界が、偽りの希望をもたず、廃墟と災難ばかりを見るのではなく、
神の国に向かって歩むのを助けることがわたしたちの義務であるということ
を証明するのに、洗練された神学的議論は必要ありません。実際、十分な客
観性や賢明な判断力なしに現実を考察する人について語るとき、聖ヨハネ23
世教皇は次のように語りました。「この人々は、人類社会の現状を見ては破
壊と災難しか見ることができず、過ぎ去った世紀と比べて現代はただただ悪
い方に向かってしまったと繰り返し言い続けます。そして……歴史は生活の
師であるといわれるにもかかわらず、歴史からはなにも学ぶべきものはない
かのようにふるまうのであります」（「第2バチカン公会議開会演説」1962年
10月11日）。
　したがって、「破滅の預言者」によって惑わされないでください。「失敗の
点数をつけ、批判に固執する」ことに、エネルギーを費やさないでくださ
い。「しばしば音も立てず、ブログの話題にも、1面のニュースにもならな
い」善いことに目を凝らしてください。そして、「罪によって、しばしば教
会の子らによって、いつも苦しめられているキリストの肉の傷を前にして」
恐れないでください（「司教省と東方教会省主催の講座参加司教へのあいさ
つ」2018年9月13日、参照）。
　したがって、「未来とともに時を過ごす」よう力を尽くしましょう。この
シノドスから単に文書を出すだけでなく――一般にそれはごくわずかの人に
よって読まれ、多くの人に批判される――、なによりも、このシノドスの目
的を果たすことのできる、具体的な司牧上の提案を出しましょう。言い換え
るなら、夢を植え付け、預言と幻を描き、希望を花開かせ、信頼を生み、傷
をいやし、ともに関係性を編み、希望の夜明けを目覚めさせ、互いに学び合
い、頭脳明晰で機知に富むことを作り出すことは、精神を照らし、心を温
め、手に力を与え、若者たちの中に――すべての若者であり、誰も排除しま
せん――福音の喜びに満ちた未来のビジョンをひらめかせます。どうもあり
がとうございます。
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2018年10月5日（金）

■小教区制を超えた青年司牧の必要性について�
 （「討議要綱」58、68、187、199項）

　日本は極端な少子高齢化社会を迎え、教会もその影響により、教会に来る
信者は高齢者がほとんどになり、一部の大都市の大きな教会以外では子ども
や青年をほとんど見かけなくなりました。しかし、小教区を通しては青年を
見ることができなくなっても、青年は小教区や教区を越えた形で活発に集
い、その活動の輪を広げています。
　彼らはSNSを通して独自のネットワークをもってつながっており、そのつ
ながりは地域を越えて日本全国のネットワークになっています。これまでの
教会は「地域」を重視した小教区を通しての縦の情報伝達の手段しかもって
いませんでした。そのため、「地域が意味をもたない」彼らの情報網とリン
クしていませんでした。小教区というフィルターを通して眺めるとそこに青
年は存在しませんが、青年たちは小教区に集まる大人の目には見えないとこ
ろで、活発に活動しているのです。
　一例として、“ネットワーク・ミーティング”と呼ばれる集まりは年に2
回、全国各地で開かれ、多くの青年たちが集っています。この集いは、17年
前から続いており、ワールドユースデー（WYD）の活動ともリンクし活性
化しています。彼らの多くは、それぞれの活動や小教区とはかかわりのない
グループに属し、小教区教会への帰属感を越えています。しかし、カトリッ
クとしてのアイデンティティーは強くもっており、ミサや祈りを真剣に求
め、集まりではそれをよく準備し参加しています。その他、数は少なくて
も、青年のための祈りの集会や、練成会、海外エクスポージャー、そして
WYDなどへの参加も増えてきています。
　彼らの活動の多くは「出会い」が中心です。そのため、イベントを求める
だけの活動になっているという指摘もされています。しかし、「討議要綱」
で指摘されているように、仮想現実のネット依存から逃れるためにも、現実
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の世界で多くの仲間と「出会い」「感動」し、さらに、外国の現実に目を開
かれる体験は、多くの実りをもたらすものとして期待されます。
　この現状から、これからの青少年司牧は、彼らを小教区に呼び戻すという
ことよりも、いかに彼らの活動の場に出向いていって、彼らに同伴して司牧
するかが重要な課題になります。彼らがそれぞれの人生の重大な選択や困難
な状況において、自らの信仰を確認し、深め、また仲間との出会いを通し
て、仲間とともに、社会の中で福音を生き、あかししていく歩みに、わたし
たちは同伴していくのです。
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7．最終文書と投票結果�（2018年10月27日）

■　最終文書

概　要

はじめに
序文

第1部　「一緒に歩き始められた」
　第1章　耳を傾ける教会
　第2章　重要な3要素
　第3章　アイデンティティと関係性
　第4章　今日、若者であるということ

第2部　「二人の目が開け」
　新しい聖霊降臨
　第1章　若者のたまもの
　第2章　召命の神秘
　第3章　同伴者の使命
　第4章　識別のわざ

第3部　「時を移さず出発して」
　若者の教会
　第1章　教会の宣教的協議性
　第2章　日常をともに歩む
　第3章　新たな宣教の衝動
　第4章　総合的養成

結び
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はじめに

わたしたちが生きてきた本シノドスの出来事
1．「わたしの霊をすべての人に注ぐ。すると、あなたたちの息子と娘は預
言し、若者は幻を見、老人は夢を見る」（使徒2・17。ガラテヤ3・1参
照）。これこそ、聖霊の声を聞き、ともに歩みながら、今回のシノドスにお
いて経験したことである。聖霊はその豊かな恵みによってわたしたちを驚か
せ、希望を世にもたらすために、わたしたちを勇気と力で満たしてくれた。
　わたしたちはペトロの後継者とともに歩み、教皇はわたしたちの信仰を強
め、宣教への情熱を力づけてくれた。文化的視点や教会的視点で異なる背景
から来ているにもかかわらず、当初よりわたしたちは、霊的な調和、対話の
欲求、真の共感が存在するのに気づいていた。ともに働き、重要だと思われ
ることを共有し、疲れを隠さず、互いの憂慮する点を語り合った。多くの発
題にわたしたちは心揺さぶられ、福音的な共感に満たされ、苦しみ喜ぶ、一
つの体になったように感じた。この間過ごしてきた恵みの体験をみなさんと
わかちあい、福音の喜びをわたしたちの教会と世界全体に伝えたい。
　若者たちの出席は、一つの新しさを示していた。彼らを通して、一つの世
代全体の声が本シノドスの中に響いていた。彼らとともに、ペトロの墓への
巡礼を歩みながら、彼らに寄り添うことで、教会が対話の空間、人々を魅了
する友情のあかしとなるような状況を生み出すことを経験してきた。こうし
た体験の力強さは、すべての疲れや欠点を乗り越える。主は繰り返し述べて
いる。「恐れるな。わたしはあなたがたとともにいる」。

準備のプロセス
2．各教区の貢献は、司牧者、修道者、信徒、専門家、教育者やその他多く
の人々のように、大きな恩恵をもたらしてきた。若者たちはこのシノドスの
プロセスに最初から参加し、オンラインでのアンケート、数多くの個人によ
る貢献、とくに「シノドス事前会議」はそれを雄弁に物語るしるしである。
その貢献は、パンと魚のたとえ話のように不可欠である。持ち物すべてを寛
大にもささげた一人の若者の心の広さのおかげで、イエスは奇跡を行うこと
ができた（ヨハネ6・8-11参照）。
　提供されたすべてのものは「討議要綱」の中にまとめられており、それは
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総会の数週間、議論の確固とした基礎をなしてきた。いま「最終文書」は、
こうしたプロセスの結果を集成し、未来に向けてそれを前進させていく。つ
まり、シノドス教父たちが神のことばの光に照らし、認識し、解釈し、選択
したものを表している。

シノドス総会の最終文書
3．「討議要綱」とこの「最終文書」との関係を明確にしておくことは重要
である。前者は、2年にわたる聴取から抽出された、統一的で総合的な参照
のための枠組みである。後者は実施された識別の実りであり、シノドス教父
たちが特別な緊張と情熱をもって集中したことがらについて生み出された主
題の中核を集めている。したがって、この二つの文書が多様かつ包括的であ
るとわたしたちは認識している。
　本文書を教皇と（教皇フランシスコ、使徒憲章『エピスコパリス・コムニ
オ』18項、『シノドス総会運営に関する教令』第35条5項参照）、教会全体
に、このシノドスの成果として提出する。シノドスの旅路はいまだ終わって
おらず、実行に移す段階が予見されていることから（『エピスコパリス・コ
ムニオ』19-21項参照）、本最終文書は、教会が実現すべき次の段階を方向付
ける地図となるだろう。

＊ 本文書において、「シノドス」という語は、シノドスのプロセスを指すと
ともに、2018年10月3日から28日まで行われた通常総会をも指す。

序文

イエスはエマオへの弟子たちと歩く
4．エマオへの弟子の話（ルカ24・13-35参照）の中に、若者世代との関係
において教会の使命を理解するためのパラダイムとなる挿話がある。この箇
所は、わたしたちが本シノドスの中で経験してきたことをよく表しており、
各部分教会が若者に関連する物事の中で活動できるようにわたしたちが望ん
でいることをよく表している。イエスは、起きたことの意味を理解せずにい
る二人の弟子たちとともに歩き、エルサレムとその共同体から離れていく。
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彼らと同伴するために、彼らとともに歩いている。自分たちが過ごしている
ことがらを彼らが「理解できる」よう助けるため、彼らに質問し、一連の出
来事についての彼らの語りを忍耐強く聞く準備ができている。そののち、愛
と情熱をもって、彼らにみことばを語り、彼らが過ごしてきた出来事を、聖
書の光に照らして「解釈できる」よう彼らを導く。夕暮れに、彼らと留まる
ようにという招きを受け入れ、夜になる。それを聞きながら、彼らの心は燃
え、そのたましいは光に照らされ、パンを裂くときに彼らの目は開く。共同
体に戻り、復活したイエスとの出会いの体験を分かち合うために、彼ら自
身、時を待たず逆方向に道を戻ることを「選ぶ」。
　「討議要綱」から継続し、本「最終文書」は、この物語に関連する3部に
分かれている。第1部は、「一緒に歩き始められた」（ルカ24・15）と題さ
れ、シノドス教父が、若者が生活している背景を「理解してきた」ものに光
を当てるように努め、核心や課題を明らかにしていく。第2部、「二人の目
が開け」（ルカ24・31）は「解釈する」部分であり、シノドスの主題の中で
基本的ないくつかの読み解きのかぎを与える。「時を移さず出発して」（ルカ
24・33）と題された第3部は、霊的、司牧的、そして宣教者としての回心の
ための「選択肢」を集める。

第1部　「一緒に歩き始められた」

5．「ちょうどこの日、二人の弟子が、エルサレムから60スタディオン離れ
たエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し
合っていた。話し合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいて来て、一
緒に歩き始められた」（ルカ24・13-15）。
　この箇所で福音記者は、二人の旅人が、彼らが過ごしてきた出来事に意味
を見いだすことの必要性について描写している。彼らと歩み始めるイエスの
態度が強調されている。復活したイエスは、一人ひとりの若者とともに歩み
たいと望み、たとえ彼らが失望しているのを見ていてもそのあこがれを受け
止め、たとえそれが不十分であっても彼らの希望を受け入れる。イエスは歩
み、耳を傾け、分かち合うのである。
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第1章　耳を傾ける教会

共感をもって耳を傾け、まなざしを向ける
耳を傾けることの価値
6．耳を傾けることは解放との出会いであり、そのためには、謙遜さ、忍
耐、理解するための度量、新たな対応に向けての根気強さを必要とする。耳
を傾けることで、とりわけ霊への同調と従順という内的態度に達するとき
に、生きている人の心が変えられる。したがって、それは単なる情報の寄せ
集めではなく、一つの目的に到達するための戦略でもなく、神がその民とか
かわるときの態度である。確かに神は、その民の悲惨さを見、その嘆きを聞
き、心がもっとも奥底で揺さぶられ、降っていって彼らを解放する（出エジ
プト3・7-8参照）。そこで教会は聞くことによって、おん子を通して人間
一人ひとりに出会いに来られる神の働きに参与するのである。

若者は聞いてほしいと思っている
7．若者は繰り返し、その存在を方向付ける決断をするよう呼びかけられて
いる。彼らは聞いてもらい、理解され、同伴されたいという望みを表してい
る。多くの若者は、自分の声が、社会でも教会でも、興味深くも有益でもな
いと思われていると感じている。さまざまな領域で、その叫びに対する注目
が不足していることが見受けられ、とくにもっとも貧しく搾取されている人
に対してはそうである。聞く心構えができていて実際にその能力のある大人
が不足している。

教会の中で耳を傾けて
8．教会の中で、若者たちが受容と傾聴の経験ができ、自らの声を聞いても
らえることを通じて受け入れられる取り組みや体験が足りないわけではな
い。しかし、復活したイエスがエマオへ向かう弟子たちをみことばをもって
啓発する前、「歩きながら、やり取りしているその話は何のことですか」（ル
カ24・17）と問うたときにイエスが彼らにとった態度を、教会共同体がいつ
も明確な形で示せているわけではないことを、本シノドスは理解している。
ときには、新たなことを問う質問を若者たちが投げかけることを許さず、ま
たその挑戦を受け入れず、既存の回答、既成の処方箋を与える傾向が支配的
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であることもある。
　耳を傾けることによって、共感を背景に、種々のたまものを交換すること
が可能となる。これにより、若者たちはその貢献を共同体に提供することが
でき、共同体が新たな感受性に開かれ、未知の問いをたてていくのを助ける
のである。同時に、福音が、鋭く実り多い形で、真に心に届くよう告げ知ら
せるための条件が整えられる。

司牧者や養成を受けた信徒による傾聴
9．耳を傾けることは、司牧者たち、とりわけ司教が行う奉仕職のうち重要
なものであるのだが、彼らはしばしば、多くの仕事に圧迫されて生活し、こ
の不可欠の奉仕のために適当な時間を見つけるのに苦労している。同伴する
専門性をもち、それに専念する人が不足していると、多くの人が提起してい
る。耳を傾けることの神学的、司牧的価値を信じることで、司祭の奉仕職を
日常的に実施している方法を改善し、優先順位を見直すために考察すること
となる。さらに、本シノドスは、男女の奉献生活者と信徒が、若者たちに同
伴する資質を身につけるよう、養成される必要性を認識している。聖霊に
よって共同体の中で生み出される、耳を傾けるカリスマはまた、教会奉仕の
ための制度上の認証を受けることも可能だろう。

状況と文化の多様性
多様な世界
10．本シノドスの構成は、世界中のさまざまな地域からの参加と貢献が目に
見える形となっており、普遍教会であることの素晴らしさを浮き彫りにして
いる。増大するグローバル化の文脈の中にあっても、数多くの状況と文化の
違いがあることを――同じ国の中にも存在する違いも含めて――際立たせる
よう、シノドス教父たちは呼びかけてきた。若者の世界には多様性が存在し
ており、いくつかの国では、「若者」ということばを複数形で使う傾向があ
るほどである。さらに、本シノドスで考えられた年齢の区切り（16～29歳）
は、同質的な一団を指しているのではなく、特定の状況を生きている、さま
ざまなグループによって構成されている。
　こうした違いすべては、若者が暮らす具体的経験に深い衝撃を与えるもの
であり、実際、成長年齢の諸段階、宗教経験の形態、家族形態と信仰継承に
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おけるその関連性、世代間の関係性――たとえば高齢者の役割や彼らに示さ
れるべき尊敬など――、社会生活への参加形態、将来に関する態度、エキュ
メニズムや諸宗教問題がかかわってくる。本シノドスは、文化の多様性が有す
る豊かさを認知し受け入れており、霊の一致への奉仕へと向かうものである。

進行中の変革
11．とくに重要なのは、出生率が高い国々、若者が人口の重要で、増大する
部分を占めている国々と、若者の重要さが減っている国々との人口動態の相
対的違いである。それ以上の違いは、歴史に由来している。古くからのキリ
スト教の伝統をもち、その文化は消えることのないその記憶の継承である国
や大陸と、キリスト教に代わり別の宗教的伝統が刻まれ、キリスト教が少数
派であったり歴史の浅いものであったりする国や大陸とは異なる。さらに他
の地域では、キリスト教共同体やその一部となっている若者たちは、迫害の
対象となっている。

排除と疎外化
12．他方、諸国間や1国の中において、社会構造や経済的ゆとりに劇的な格
差がある事態に遭遇する。それにより、グローバル化によって最大限のチャ
ンスを受ける人々と、社会の周縁部やいなかで生活し、さまざまな形の排除
や使い捨ての結果に苦しむ人々が、しばしば非常に明確な形で分離してい
る。さまざまな発題が、教会は勇気をもってこうした後者の側につき、受
容、同伴、一致を促進しながら、排除と疎外をなくすもう一つの社会建設に
参加していく必要性を説いた。したがって、信仰の社会的次元を掘り下げ、
それを克服するために、多くのキリスト者の生活をもまた特徴づけている無
関心に意識を向ける必要がある。

男女
13．その独自のたまもの、独自の感受性や世界における経験により、男女の
違いを忘れることはできない。こうした違いはさまざまな形の支配、排除や
差別を生み出す領域となりうるものであり、すべての社会と教会は解放され
る必要がある。
　聖書では、男女は神の前で平等な同伴者として示されている（創世記5・
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2参照）。性別に基づく支配や差別の一つひとつは人間の尊厳への攻撃であ
る。聖書はまた、性別による差違を、ステレオタイプには還元できない、人
間の本質的な神秘として表現している。さらに男女の関係は、互恵性と対
話、一致と豊沃さの中で生きる、召命という文脈で理解される（創世記1・
27-29、2・21-25参照）。それは、夫婦生活、労働、教育やその他、人間経
験のすべての領域においてのことである。神は世界を男女の結びつきに託し
てきたのである。

文化的植民地化
14．非西洋の背景から来た、多くのシノドス教父は、自国においてグローバ
ル化が本当の形の文化の植民地化をもたらしていることを示している。そこ
では、若者たちが生まれた土地の文化的、宗教的現実に帰属していたものが
根こそぎにされている。必要なことは、そのアイデンティティのもっとも貴
重な特徴を失うことなく、教会が彼らの歩みに同伴することである。
　世俗化のプロセスに与えられる解釈は多様である。慣れ親しんだ、人種や
国籍から来るアイデンティティに根ざした宗教性を清めるための貴重な機会
としてそれを生きている人もいれば、それが信仰伝承にとっての障害となっ
ている人もいる。世俗的な社会においては、神や霊性を再発見するのも、わ
たしたちが助けるべきことである。教会にとっては、信仰、福音の告知、司
牧的同伴が独自に有するダイナミズムの重要性を回復する刺激となる。

今日の教会の第一印象
教育に関する教会の献身
15．若者たちが教会を活気のある素晴らしい存在と理解している地域や、信
者でなかったり他宗教に属する同年代の人たちにとっても教会が重要なもの
となっている地域は多くある。教会の教育施設は、その宗教的選択、文化的
出自、個人、家族や社会的状況にかかわらず、すべての若者を受け入れるよ
うにしている。こうすることにより、教会は世界のもっとも多様な地域にお
いて、若者たちの総合的な教育のために基礎的な貢献を提供している。この
ことは、すべての種類と学年の学校、職業訓練校、大学、さらに青年セン
ターや祈りの家における教育を通じて実現されている。こうした責任はま
た、難民や逃亡者の受け入れ、社会領域におけるさまざまな活動においても
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実現されている。このようなすべての現実の中で、教会は教育事業や人間性
の促進活動を、あかしと福音の告知に結びつけている。文化間や諸宗教間の
対話の中で示唆を受けるとき、教会の教育活動はキリスト者でない人も含め
て、真に人間性を促進するものとして尊重されている。

青年司牧の諸活動
16．本シノドスの歩みの中で、すべての青年を召命司牧の対象と考え、召命
の面において青年司牧の質を向上させる必要性について提案があった。同じ
ように、幼児期から大人になるまでをカバーしてキリスト教共同体を紹介す
るような、包括的司牧プロセスを開発する必要性も取り上げられた。さらに
また、若者の信仰生活への同伴と養成の効果的なプロセスを実現している小
教区グループや、若者の運動体、団体が存在していることも確認された。
　ワールドユースデー――第3千年期の若者にとってもまた、参照点として
あり続けている、聖ヨハネ・パウロ2世教皇の預言者的直観から生まれたも
の――は、国際大会や教区大会と同様、信仰と一致の生きた体験を提供する
からこそ、多くの若者の人生にとって重要な役割を果たしている。そのこと
が、若者たちが人生の重大な課題に直面し、責任をもって社会と教会共同体
において自分の立場をとることを助けている。こうした出会いは、各共同体
の日常的な司牧的同伴に届けられ、そこで福音の受容が、人生の決断におい
て深められ具体化されるべきである。

管理的仕事の負担
17．多くの教父が浮き彫りにしたことだが、管理的な仕事の負担が必要以上
に司祭たちのエネルギーを吸い取り、ときには窒息させている。このこと
が、若者との出会いとその同伴を困難にしている一つの要因となっている。
司牧的、霊的責任の優先順位をより明確にするために、シノドス教父たちは
奉仕職の実践について具体的な方法を再考する必要性を主張している。

小教区の状況
18．その地において教会であることの第一の主要な形であり続けているにも
かかわらず、小教区が若者たちのために重要な場となることに苦心してお
り、その宣教する召命を再考する必要があることは何度も提起された。都市
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部における小教区の重要性が低いこと、提案していることがあまり積極的な
ものではないことは、生活様式の時間と空間が変化していることと併せ、変
革が必要である。改革のための試みはさまざまあるものの、若者の人生の川
はしばしば、共同体の縁を、共同体と出会うことなく流れている。

信者生活の始まり
19．多くが指摘していることだが、キリスト教への入信の歩みは、小学生、
中高生や若者に信仰体験の素晴らしさを紹介することに、いつも成功してい
るわけではない。その共同体が一致の場、神の子たちの真の家族を構成する
とき、信仰を伝える原動力を表す。反対に、代表者の理屈を押しつけ、官僚
的な組織が支配しているところでは、キリスト教の入信は誤解され、堅信の
秘跡で終了する宗教教育の講座だとたいていは捉えられてしまう。したがっ
て、信仰教育の焦点と、家庭と共同体における信仰伝承のつながりについ
て、個人的な同伴のプロセスを基盤に置きながら、すっかり見直すことが緊
急の課題である。

神学生と奉献生活者の養成
20．神学校と養成の家は、司祭職や奉献生活に呼ばれている若者たちが、自
分自身の召命の決断を深め、イエスにしたがう道を熟成させる非常に重要な
場である。しばしばこうした場所は、候補者たちのそれまでの経験を適切に
意識に入れず、その重要性を過小評価している。こうしたことがその人物の
成長を阻害し、神からのたまものを育て、深い回心に導く代わりに、形式的
な態度をとるよう導く恐れがある。

第2章　重要な3要素

デジタル世界の新しさ
まん延する現実
21．デジタル世界は現代社会を特徴づけるものである。人類の幅広い層が日
常的に、継続的な形でその中に浸っている。すでに、単にコミュニケーショ
ン・ツールを「利用する」だけではなく、広くデジタル化された文化の中を
生きるようになっている。それは、時空の観念、自己・他者・世界について
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の捉え方、通信・学習・情報伝達・他者との関係構築のやり方に対し、非常
に深いレベルで影響を与えている。聞くこと、読むことよりも、しばしば映
像を好む現実にアプローチする方法は、学習したり批判精神を発展させるや
り方にも影響を与える。実際、明確なことだが、「デジタル・コミュニケー
ションの世界は、パラレルワールドでも、完全な仮想世界でもなく、若者を
はじめとする多くの人々の日常体験の一部」（教皇ベネディクト16世、第47
回「世界広報の日」教皇メッセージ、2013年5月5日）である。

機会のネットワーク
22．「ウェブとソーシャル・ネットワーク」は、若者が多くの時間を費やし、
簡単に互いに出会える場である。ただし、すべての人が等しく利用できるわ
けではなく、とくにある地域では利用できないものとなっている。どちらに
しても、情報や知識へのアクセスの機会となるのと同様、人々の間で対話、
出会い、交流の非常に優れた機会を築く。別の側面としては、デジタル世界
は、社会政治的参加や積極的市民権の一つの環境であり、権利侵害を公開し
てもっとも弱い人々を効果的に守ることのできる、独立した情報を拡散する
ことを容易にする。多くの国において、「ウェブとソーシャル・ネットワー
ク」は、司牧の取り組みや活動も含め、若者たちに接近し巻き込むために外
せない場となっている。

ネットワークの暗部
23．デジタル世界はまた、孤独、操作、搾取や暴力の領域でもあり、「ダー
ク・ウェブ」という極端な事例にも達する。デジタルの通信手段は、依存、
孤立化、具体的現実とのコンタクトの喪失といったリスクをさらけ出しうる
もので、真の人間相互の関係性の発展を阻害する。たとえばネットいじめと
いった、新たな形の暴力が、「ソーシャル・メディア」を通じて広められる。

「ウェブ」はまた、ポルノを広めたり、性的目的やギャンブルを通じて人を
搾取するチャンネルともなる。

24．最後に、デジタル世界においては、巨大な経済的利権が動き、それは人
の意識や民主主義のプロセスを操作するメカニズムを構築し、巧妙かつ侵入
してくる管理方法を実現しうるものである。多くのプラットフォームがもつ
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機能はしばしば、同じように考える人々同士が出会うことを、結果的に促進
することになり、違いに直面することを妨げる。こうした閉鎖回路が、嘘の
情報やニュースを広めてしまうことを助長し、偏見や憎悪をかき立てる。

「フェイクニュース」の増殖は、真実の意義を見失い、事実を特定の利害に
引き寄せていく文化の表れである。人間の評価は、オンライン上での「略式
裁判」によって危険にさらされている。こうした現象は、教会やその司牧者
にも影響を及ぼすのである。

わたしたちの時代のパラダイムとしての移住者
多様な現象
25．世界規模での移住現象は、過渡的な緊急事態ではなく、構造的なもので
あることを表している。移住は一国の中でも、別々の国の間にでも起こりう
る。教会が憂慮するのはとりわけ、戦争、暴力、政治的・宗教的迫害、自然
災害――他の事象とならび気候変動のための――、極端な貧困から逃れる
人々にかかわるものであり、こうした人々の多くは若者たちである。一般的
に、彼らは自分と家族のためにチャンスを求め、よりよい未来を夢みて、そ
れを現実にするための条件を生み出そうと望んでいる。
　シノドス教父の多くが浮き彫りにしたことだが、移住者たちは、現代のわ
たしたち、とりわけ若者の状況に光を照らす「パラダイム」であり、信仰の
本来の様相、つまり「地上ではよそ者であり、仮住まいの者」（ヘブライ
11・13）である姿をわたしたちに思い起こさせる。

暴力と脆弱性
26．また別の移住者たちは西洋文化に心ひかれて生活し、しばしばあまり現
実的でない期待をもち、大きな失望を表すこととなる。麻薬や武器カルテル
にしばしば結びついている冷酷な密売人たちは、立場の弱い移住者たちの状
況を搾取し、こうした移住者たちはその長い旅の間、ごく頻繁に、暴力、人
身取引、精神的肉体的虐待、筆舌に尽くしがたい苦しみを体験している。同
伴者のいない未成年の移住者がとくに弱い存在であること、また勉強を続け
ることもその才能を伸ばすこともできずに、難民キャンプで長年過ごさなけ
ればならない人々や、通過国で長年足止めされたまま留まっている人々の状
況は注目すべきである。到着国のいくつかにおいては、移住の現象が警戒や
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恐れを引き起こし、しばしば政治的目的をもって扇動されたり搾取されたり
する。わたしたちが決意をもって対応しなければならない移住者たちを前に
して、心を閉じて自分自身に引きこもる人々の外国人嫌いのメンタリティが
このように広まっていく。

別れと出会いの物語
27．外国に出る若者たちは、自身の生まれ故郷の状況から切り離されなけれ
ばならず、しばしば、文化的、宗教的に根無し草となって生活する。傷はま
た、もっとも精力的で勇気ある人々を失う生まれ故郷の共同体にもかかわ
り、またとくに、両親のうちどちらか、または両方が出て行ってしまい、生
まれ故郷の国に子どもが残される場合、家庭にも影響してくる。教会は、こ
うした離れ離れになっている家庭の若者たちのためのよりどころとして重要
な役割をもつ。しかし、移住者の歴史はまた、人と文化の出会いの歴史でも
ある。彼らが到着する共同体や社会にとって、豊かさとすべての人の総合的
な人間発展の機会なのである。教会がかかわる、彼らの受け入れの取り組み
は、この視点から重要な役割であり、これを実現できる共同体を再活性化し
うるものである。

教会の預言者的役割
28．教父たちが多様な地域から来ているおかげで、移住のテーマに関し本シ
ノドスは、とくに出発国と到着国間の多くの観点の出会いを体験してきた。
さらに、そのメンバーが戦争や迫害から逃れざるをえなくなってきて、また
こうした強制移住の中でその存在自体が脅かされている諸教会の不安の叫び
が響き渡っている。まさに、これらのすべての観点を胸に納めることによ
り、教会が社会を通じて移住者のテーマに関して預言者的役割を果たすため
の条件が整うことになる。

あらゆる種類の虐待の認知と対応
真実を明らかにし、ゆるしを願う
29．司教、司祭、修道者、信徒が犯した、さまざまな種類の虐待は、その被
害に遭った人々の中に、一生続きうる、そしてどんなに後悔しても治癒する
ことのできない苦しみをもたらしている。こうした現象は社会に非常にまん



37

7．最終文書と投票結果

延し、教会にも影響を及ぼし、その宣教のための深刻な障害となっている。
本シノドスは、責任ある教育の務めを託する人々の選定と養成から始まり、
これが繰り返されることを防ぐための厳格な予防策を採用するという、断固
とした約束を新たにする。

根本にまで到達する
30．権力による虐待、経済的虐待、良心の虐待、性的虐待など、さまざまな
種類の虐待が存在する。明らかなことだが、さまざまな形で不正に得られた
権威が行使されることを根絶やしにし、多くの事件が処理される上で責任と
透明性が欠如しているのを防ぐようにする必要がある。支配欲、対話と透明
性の欠如、二重生活、霊的空虚感、精神的脆弱性といったことは、腐敗が繁
殖する土壌となる。聖職者主義はとりわけ、「召命に関する、エリート主義
で排他的なビジョンから生まれ、受けた奉仕職を、提供すべき無償で寛容な
奉仕としてではなく、行使すべき権力として解釈します。これによってわた
したちは、すべての答えをもち、聞くことも学ぶことも必要のない、つまり
聞いている振りをしていればいい集団に属していると信じるようになるので
す」（教皇フランシスコ「開会あいさつ」2018年10月3日）。

感謝と励まし
31．本シノドスは、ひどい苦しみを告発する勇気をもち続けている人々、つ
まり起こったことに決然と対応する必要性の意識をもつよう教会を支えてい
る人々に感謝を表す。また、日々若者への奉仕に対する誠実さと献身をもっ
てかかわっている、数多くの信徒、司祭、奉献生活者、司教の真摯な努力に
感謝し、励ます。その働きは、音も立てず成長する大きな森である。さら
に、本シノドスに参加した多くの若者たちは、彼らに同伴した人々に感謝を
表し、模範となる人物が大いに必要であることを強調していた。
　主なるイエスは決して教会を見捨てず、新たな道のために力と教えを授け
る。時宜にかなった「切実に必要とされている活動や制裁」（教皇フランシ
スコ「神の民への書簡」2018年8月20日、2項）という路線を確認し、正義
が要請するいつくしみを意識しつつ、すべての側面において虐待の課題に直
面することは、若者たちの有効な助けも相まって、歴史的刻印の改革のため
の一つの機会に本当になりうると本シノドスは認識している。
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第3章　アイデンティティと関係性

家庭と世代間の関係性
恵まれた参照点である家庭
32．家庭は引き続き、若者にとって第一の参照点であり続ける。子どもたち
は親から受けた愛と世話を感謝し、家族のきずなを重視し、自分の番になれ
ば家庭を築くよう望む。疑いもなく、別居、離婚、再婚、ひとり親家庭の増
加は、若者たちに大きな苦しみとアイデンティティの危機をもたらしうるも
のである。しばしばそうしたことで、その年齢には不釣り合いな責任を負わ
され、年齢よりも早く大人にならなければならなくなる。しばしば祖父母
が、愛情や宗教教育のために重要な助けとなり、その知恵をもって、世代間
の関係性の中で、重要な結びつきとなる。

母性と父性の重要性
33．母親と父親は異なる役割をもっているが、子どもたちを育て、信仰を伝
えるときには、参照点として等しく重要である。母親像は、文化、政治、労
働の側面においては十分に認知されてはいないものの、自分の成長のために
不可欠だと若者が考える役割をもち続けている。多くの親たちはその役割を
熱心に果たしているが、ある状況においては、父親像が欠如したり、薄かっ
たり、また別のケースでは抑圧的だったり、権威主義的だったりすることも
隠すことはできない。こうしたどっちつかずな状況はまた、精神的な父性を
行使する上でも影響される。

世代間の関係
34．本シノドスは、文化的文脈がもつ困難さにもかかわらず、価値観の伝達
のために徹底的にかかわりをもつ、多くの親や教育者たちの献身する姿を認
識している。さまざまな地域において、高齢者の役割や先祖崇敬が教育の基
盤の一つとなり、個人のアイデンティティ形成の重要な手段として貢献して
いる。拡張した家族――ある文化において、これが厳密な意味での家族であ
る――はまた、重要な役割を果たす。しかし若者の中には、家族の伝統は圧
迫的だと感じ、しばしば彼らに参照点を失わせてしまうグローバル化された
文化に刺激され、そこから逃れてしまう。世界の他の場所では逆に、若者と
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大人たちは本当の意味で世代間の争いを起こすのではなく、互いに疎遠に
なっているところもある。しばしば大人たちは、存在の基本的価値観を伝達
しようとせず、それを成し遂げず、または若者のスタイルを真似て、世代間
の関係を逆転することもある。このようにして、若者と大人の関係が情緒面
に留まり、教育や文化の次元に届かないリスクを冒している。

若者と文化的ルーツ
35．若者たちは未来に向かって解き放たれており、エネルギーと活力をもち
つつ人生に直面している。しかし、現在の楽しみに集中してしまう傾向があ
り、しばしば過去の記憶、とくに両親や祖父母が伝えてきた数多くの贈り
物、彼らが住んでいる社会の文化的な知識経験にあまり注意を払わないこと
がよくある。自身の決断や可能性のためにこれを記憶し利用しながら、過去
の生きた豊かさを若者が再発見できるよう手伝うことは、その成長やなさね
ばならない決断を考慮した、若者に対する真の愛の行為である。

友情や仲間との関係
36．世代間の関係性のほかに、同時代人の間の関係性も忘れてはならない。
そこでは、生まれた家庭状況における相互交流や、そこから次第に自立する
という基本的な経験が反映している。しばしばまた、多少は組織だっている
集団の中での友情や関係性は、人を評価したり判断したりしない状況の中
で、社交性や対人関係のスキルを磨く機会を提供する。グループでの体験は
同時に、信仰を分かち合い、あかしにおいて互いに助け合うための資源を生
み出す。若者は、他の若者を導くことができ、仲間とともに真の使徒職を生
きることができる。

身体と情緒
進行中の変化
37．若者たちは、身体とセクシャリティがその人生とアイデンティティの成
長の道において、不可欠の重要性をもつと認識しており、それは、友情と愛
情を生きるためにはすでに不可避のものである。しかし、現代世界において
は、これに関して、急激に変化する現象が見られる。何よりもまず、科学と
生物医学技術の発展が身体概念に影響を与え、際限なく操作しうるという考
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えを促進している。DNAを書き換える能力、組織への人工物の挿入（サイ
ボーグ）、神経科学の発展は大きな資源を生み出すものの、同時に人間学的、
倫理的疑義を呈する。身体に対する技術主義的アプローチを無批判に採り入
れることにより、いのちはたまものであるという意識や被造物の有限性とい
う意義が弱められ、それらは経済的、政治的力によって逸脱し、または悪用
されうる（教皇フランシスコ、回勅『ラウダート・シ』106項参照）。
　さらに若者たちの間では、自己を探求する手段として、危険なふるまいを
求める確かな誘惑がまん延しており、彼らは強烈な興奮を求め、自己承認を
得ようとしている。性的早熟、乱交、セクシャル・ツーリズム、肉体に関す
る過剰な礼讃といった、残存する古い現象とともに、今日、デジタル・ポル
ノの広まりや自身の体をネットにさらすことなどが確認される。新たな世代
がさらされているこうした現象は、落ち着いた形での成熟を妨げるものとな
る。それらは、個人の体験や決断に影響を与える、公に知られていない社会
的動きを示しており、それは一種のイデオロギーの植民地化の素地となって
いる。

教会の道徳的教えの受容
38．これこそが、若者たちがセクシュアリティを神秘の住む偉大なる贈り物
として理解し、福音の論理にしたがって関係性を生きられるよう、キリスト
者家族と教会共同体が努力している背景なのである。しかしこうした希望
を、散発的で場合に応じた介入に限定しない、適切な愛情と性の教育に翻訳
することがいつも成功するわけではない。本当にこうした教育を答えとして
採用する決断をしている場合、イエス・キリストへの信仰に傾倒すること
と、愛情や人間関係をどう生きるかの関係を若者が理解する助けとなる肯定
的な結果になっていることが見て取れる。こうした結果が希望の動機とな
り、この領域に教会の力をさらに振り向ける必要がある。

若者たちの疑問
39．この主題に関し、自らの教えを築き上げ、提案する豊かな伝統を教会は
有している。たとえば、『カトリック教会のカテキズム』、ヨハネ・パウロ2
世による身体に関する神学、教皇ベネディクト16世、回勅『神は愛』、教皇
フランシスコ、使徒的勧告『愛のよろこび』である。しかし、こうした教え
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を知り、生きている人も含め、若者たちは教会から、明確で、人間味のあ
る、共感することばを受け取りたいという希望を示している。実際、しばし
ば性道徳は、無理解と教会からの離反の原因となっており、それは、教会が
裁きと糾弾の場だと受け止められているからである。社会の変化や、愛情を
生きる生き方の変化、また倫理的概念の多様性を前にして、若者たちは正統
さと自己贈与の価値について敏感になっているものの、しばしば方向感覚を
失ったままになる。とりわけ、男女のアイデンティティの差、男女の相互
性、同性愛に関する問いについて取り組むよう、明確な希望を表している。

脆弱性の諸形態
労働の世界
40．労働の世界は引き続き、若者たちが改革のための創造性と能力を表現す
る空間としてあり続ける。同時に、さまざまな形の排除や疎外も経験してい
る。第一の、もっとも深刻なものは若者の失業であり、いくつかの国では法
外なレベルに達している。貧困になるだけでなく、仕事がないことで若者
は、夢を見、希望をもつ力を削がれ、社会の発展に貢献する可能性を奪われ
る。多くの国においてこうした状況は、若者人口のある層が適切な職業訓練
を受けていないからであり、また教育や養成のシステムが非効率なためであ
る。よくあることだが、若者を苦しめる雇用の不安定さは、経済的利権によ
る労働搾取に結びつく。

暴力や迫害
41．多くの若者は戦争の中を生きており、数え切れないほどの多様な暴力、
誘拐、ゆすり、組織犯罪、人身取引、奴隷化と性的搾取、戦時強姦などを受
けている。別の若者たちは、その信仰のために社会の中で場を見つけるのに
苦しみ、死をも含むさまざまな形の迫害の犠牲となっている。多くの若者
は、他の選択肢が減ったり無くなったりしたため、児童兵士、武装犯罪集
団、麻薬売買、テロなどの犯罪や暴力を犯して生きている。こうした暴力は
多くの若者のいのちを絶っている。暴力や悪事と同様、虐待や依存症は、あ
る人種や社会集団においてとくに発生率が高く、若者たちが刑務所に入るよ
うになる原因になっている。こうした状況すべては、教会に問いを投げかけ
る。
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疎外と社会的困難
42．世界の中で、宗教、人種、経済などの理由で、疎外や社会的排除をさま
ざまな形でもっとも多く受けているのは、依然として若者たちである。HIV
のまん延、さまざまな形（薬物、ギャンブル、ポルノなど）の依存症、スト
リート・チュルドレンたちの状況と同様、妊娠して中絶するという不幸に遭
う青少年や若者たちの困難な状況をわたしたちは思い起こしている。彼らは
家も、家族も、経済力もなく、監獄にいる子どもたちは特別に配慮を受ける
に値する。さまざまな発題が、排除されている若者たちや共同体に貢献でき
る若者たちの能力を、教会が評価する必要性を浮き彫りにしてきた。教会は
決意をもって彼らの側に立つことを希望し、彼らが自らの尊厳と共通善を建
設する上での役割を回復するのを助ける道のりに沿って彼らに同伴する。

苦難の経験
43．一般化されたステレオタイプとは逆に、若者の世界はまた、傷つきやす
さ、障がい、病、苦悩の体験によって深く特徴づけられている。多くの国
で、何よりも若者たちの間で、深刻な劣等感の体験や社会において場を見つ
けられないことと結びついたさまざまな形の心理的不安、うつ、精神疾患、
摂食障害が増加している。最終的には、自死という悲劇的な現象を忘れては
ならない。いつもそれに適切に応えられる手段をもっているとは限らないも
のの、このようなさまざまな不安な状況を生きている若者たちとその家族は
キリスト教共同体の支援を頼りにしている。

脆弱性にとっての貴重な資源
44．こうした状況の多くは「使い捨て文化」の産物であり、若者たちはその
最初の被害者となっている。しかしこうした文化は、若者たちへと同様に、
キリスト教共同体やその責任者たちにもまん延しうるもので、このようにし
て、人間、社会、環境の劣化を促進し、わたしたちの世界をかき乱す。こう
した困難な状況の中で、特別な形で存在を示すため、教会がとる応答は、回
心、連帯、教育的な革新運動への呼びかけである。こうした状況下で生きる
若者たちもまた、共同体に分かち合える貴重な資源を有しており、限界に挑
戦することをわたしたちに教え、人間性において成長するようわたしたちを
助ける。創造性は尽きることがなく、福音の喜びに刺激を受けた共同体とと



43

7．最終文書と投票結果

もにある創造性は、不安や困難な状況に対し取って代わるものとなりうる。
このようにして、家を建てる者が捨てた石が隅の親石となるということを社
会が体験できるのである（詩編118・22、ルカ20・17、使徒4・11、一ペト
ロ2・4参照）。

第4章　今日、若者であるということ

今日の若者文化の諸相
独創性と特異性
45．若者世代は、さまざまな特徴を示す、現実にアプローチするある形を有
している。自分の独創性が受け入れられ、尊重されるよう、若者たちは望ん
でいる。若者文化の中でもっとも明らかな特徴の中、他のコミュニケーショ
ン言語に関して映像の選好、現実にアプローチする手段としての衝撃や感情
の重要性、理論的分析に関し具体性や効率性の優先が指摘されている。友人
関係や同時代のグループへの帰属はまた、ソーシャル・ネットワークのおか
げで発展し、とても重要となっている。若者たちは一般的に、多様性に対し
て自然にオープンな態度をとり、それによって彼らは、平和、受容、諸文化・
諸宗教間の対話といったテーマに対し関心が深い。世界中の数多くの場での
体験は、平和的共生という観点において、若者たちが諸文化間、諸宗教間の
出会いと対話のパイオニアになるすべを知っていることを証明している。

献身と社会的参加
46．過去の世代とは別の形ではあるが、社会貢献は、現代の若者たちの一つ
の特性である。無関心な人がいる脇で、ボランティア、市民運動、社会連帯
といった率先した行動に専心していく多くの若者がいる。そこでは、若者た
ちがその才能、技術、創造性を表せるよう同伴し、励まし、また彼らが責任
を引き受けていくように勧めていくことが必要である。社会貢献や貧しい
人々との直接的なかかわりは、信仰を発見し深め、自分の召命を識別するた
めの基本的な機会であり続ける。その結果、エコロジーや持続可能性といっ
た課題に対する感受性が強められ、広められることになり、それは、回勅

『ラウダート・シ』が促進しようとしてきたものである。共通善の建設のた
め、若者たちが政治領域において貢献できるように準備していることもまた
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指摘された。これに対し教会は、養成の機会や識別のための空間を提供する
ことによって、いつも同伴できてきたわけではなった。正義の促進に関して
若者たちは、教会が世俗的なメンタリティとのあらゆる共謀関係を根絶する
ような、断固とした首尾一貫したかかわりを示すよう求めている。

芸術、音楽、スポーツ
47．本シノドスは、若者があらゆる形態の芸術表現におく重要性を認識し、
評価している。この領域で授かった才能を活用している若者は多く、美、真
理と善を促進し、人間性と神との関係を成長させている。多くの若者にとっ
て芸術表現はまた、真の職業的召命でもある。何世紀もの間「美の道」は、
信仰と福音化を表現する一つの特権的な形態であったことを忘れてはならな
い。
　音楽の重要性は特別なものである。それは、若者たちがつねに浸っている
実際の環境であり、感情を高め、アイデンティティを確立することのできる
一つの文化、言語となっている。音楽的な言語はまた、司牧的資源を表し、
それはとくに典礼とその刷新に挑むものである。商業的観点から嗜好を認め
ることはときに、伝統的な音楽表現や、典礼的表現との結びつきを損なうリ
スクがある。
　若者の間でスポーツの重要性もまた同様に大切である。教会は教育と訓練
におけるスポーツの潜在的能力を過小評価すべきではなく、その強力な存在
感を維持すべきである。スポーツ界は、優勝の神秘、商業的論理に対する隷
属、あらゆる代価を払ってでも成功するというイデオロギーといった、その
一部をなす不明瞭さを克服するために助けを必要としている。この意味で、
スポーツ実践における障がいのある人々への同伴と支援の価値をあらためて
主張する。

スピリチュアリティと宗教性
さまざまな宗教的文脈
48．若者の宗教体験は、彼らが住む社会的、文化的文脈の影響を強く受けて
いる。いくつかの国では、キリスト教信仰は強く、感動を与える共同体体験
であり、若者たちは喜びを分かち合っている。古いキリスト教伝統をもつ他
の地域では、大多数のカトリック人口は真に教会の一員としては生きていな
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い。しかし、拘束し窒息させるような見通しへのリアクションとして、創造
力のある少数者や宗教的関心が再興している体験も存在している。他の地域
では、他のキリスト教諸派とともにカトリックは、ときに差別や迫害さえも
体験している少数派である。最後に、セクト、つまり代替となる宗教形態が
増加しているという状況もある。そこにしたがっていく人々はしばしば落胆
し、宗教的なもの全般に反発心を抱く。若者たちが公に自分の宗教心を表す
機会がない地域があったり、信教の自由が否定されている地域もあれば、教
会の信用度を傷つけた過去の選択――政治的選択を含め――が重しとなって
感じられる地域もある。これらすべての違いを考慮に入れることなしに、若
者たちの宗教性について語ることはできない。

宗教調査
49．全般的に、若者たちは人生の意味を模索中であると公言し、スピリチュ
アリティへの関心を表明する。こうして注目する場合、生きる神の神秘との
出会いにオープンであるよりも、心理的な幸福を求めるような形をとること
がある。とくにある文化の中では、多くの人が宗教は個人的ことがらである
と信じ、多様な霊性伝統の中から、自分独自の信念を見いだす要素を選び取
る。ある種のシンクレティズム（混合主義）がこのように広まり、すべての
宗教は等しいという相対主義的な仮説を発展させる。信仰共同体に帰属する
ことは、すべての人にとって人生の意味を見いだすために恵まれた手段であ
るとは考えられておらず、物質的な自己実現という論理の中で、イデオロ
ギーや、職業的、経済的成功を模索することが加味されてきたり、ときには
それによって置き換えられることもある。しかしながら、多くの若者たちの
心に届きうる聖地巡礼といった、伝統的実践は依然として生き残っており、
また人々の信仰体験を保つ、聖母や聖人たちへの信心に関連する信仰表現も
同様に残っている。

イエスとの出会い
50．イエスの人物像と若者たちとの関係性の中にもまた、同様の多様性が見
て取れる。多くの人はイエスを救い主であり神の子として認識し、しばしば
その母マリアを通して親しみを感じ、信仰の道にかかわっていく。他の人は
イエスとの人格的な交わりをもたないものの、イエスはよい人で、倫理的な
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参照点と考える。さらに他の人々は、霊の強烈な体験によってイエスと出会
う。一方残りの人々にとっては、イエスは過去の人であり、実存的かかわり
に欠け、人間の経験からはほど遠いものである。
　多くの若者にとって、神、宗教、教会は空虚なことばであり、その代わ
り、イエスの姿が魅力的で効果的に示されれば、彼らはその姿に影響を受け
る。さまざまな仕方で今日の若者たちは、「イエスにお目にかかりたいので
す」（ヨハネ12・21）とわたしたちに表明している。このように、一人ひと
りの人間の心を特徴づける聖なる関心、つまり、「霊的探求への関心、神と
の出会いへの関心、愛についての関心」（教皇フランシスコ「聖アウグスチ
ノ会総会の開会ミサ説教」2013年8月28日）が表されている。

生き生きした典礼の渇望
51．さまざまな状況の中で若いカトリック信者は、新鮮で、真正で、喜びに
あふれる典礼を通して、彼らの日常生活に力を与えることのできる祈りの機
会と秘跡の執行を求めている。世界の多くの場で、典礼の体験はキリスト者
としてのアイデンティティの主要な源泉であり、信念をもった、幅広い参加
がある。若者たちは典礼を、神と教会共同体を体験する恵まれたときであ
り、宣教の出発点だと理解している。他方、他の地域では、諸秘跡や日曜の
ミサに対し一定の距離があり、復活した主と共同体との喜びの出会いとして
ではなく、より道徳的教えとして理解されている。全般的に、秘跡について
の信仰教育が行われている地域であっても、深く典礼を生き、そのシンボル
と儀式が有する豊かな神秘に没入するための教育的同伴が弱体化している状
況が見受けられる。

参加と主役性
若者は主役になろうとする
52．社会の矛盾に直面して、多くの若者は自分の才能、技術、創造性を活用
したいと思い、さまざまな責任を実行に移す用意ができている。彼らにとっ
て最も重要なテーマは社会的にも環境的にも持続可能な成長であり、差別や
人種差別である。若者たちが関与することで、人々の動員や政治的圧力――
たとえば、ライフスタイル、消費モデル、批判的投資の普及、環境に対する
連帯と関心など――に関して、とくにデジタル・コミュニケーションの潜在
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能力を活用し、しばしばかつてないアプローチが生まれる。つまり、新たな
形による社会と政治への責任と参加であり、もっとも弱い人を保護すると
いった社会支援の新たな在り方である。

距離を置く理由
53．本シノドスは、大部分の若者は極めて多様な理由から、教会には何も頼
らないということを認識している。それは、彼らの存在にとって教会は意味
がないと考えているからである。教会は自分たちのことを放っておいてほし
いとさえ、わざわざ言明する若者もいる。というのも彼らは、教会の存在は
邪魔であり、迷惑とさえ感じているからである。こうした要求は多くの場
合、無批判で衝動的な軽蔑の心から生まれるのではなく、真剣で尊重すべき
理由、つまり性的また経済的スキャンダル、若者の感受性を適切につかみ取
ることのできない叙階された奉仕者の準備不足、説教やみことばの解説の準
備に対する配慮不足、教会共同体内で若者に受動的な役割しか与えないこ
と、現代社会に対し教義的、倫理的立場の根拠を教会が提供することの困難
さ、といったものに根ざしている。

教会における若者
54．若いカトリック信者は単に司牧活動の受け手であるだけでなく、一つの
教会の体の生きる一員であり、主の霊が生き、働いている洗礼を受けた者で
ある。彼らは単に教会が何をするかだけでなく、教会は何であるかをより豊
かにするのを助ける。教会の未来であるだけでなく、現在でもある。若者た
ちは教会の多くの活動において主役であり、そこで彼らは寛大にも自らの奉
仕を提供し、とくに信仰教育や典礼での支援、もっとも若い人々の世話、貧
しい人々へのボランティア活動などでそうなっている。さまざまな運動体、
団体、修道会はまた若者たちに、献身と共同責任の機会を提供している。と
きに、若者たちが参加可能であるのに、大人たちや司牧者の側からの権威主
義や不信感にあって、彼らの創造性が十分に認められず、責任を担うことが
困難なときがある。

教会における女性
55．若者たちの中に、社会と教会において女性をもっと認め、評価するよう
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にという要求があることをわたしたちは認識している。多くの女性はキリス
ト教共同体の中で代えのきかない役割を担っているものの、特定の奉仕職の
責任を求められないときも含め、多くの場で女性が決定プロセスに入るのは
困難である。女性の声とまなざしがないことで、識別のために貴重な貢献が
見捨てられ、教会の議論と歩みが貧弱なものとなる。本シノドスは、とくに
男女の相互協力に関する人間学的、神学的考察から、すべての人が不可避の
変革の緊急性を確実に意識するよう勧める。

仲間たちに向けた若者の使命
56．さまざまな状況において、明確な生活のあかし、伝わりやすいことば、
友情の真のきずなを築く能力を通して、同年代の若者の福音化に非常に活発
な若者グループ――しばしば、教会の諸団体や運動体から派生したグルー
プ――が存在する。こうした使徒職は、通常の青年司牧では届きにくい人々
へ福音を伝えることを可能にする。それはまた、これを実行する人たちの信
仰を成熟させる助けとなる。したがって、それは評価され、支援を受け、賢
明に同伴されて、共同体生活の中に位置づけられるべきである。

より真正できょうだい的な教会共同体を希望して
57．若者たちは、教会がその真正性、模範性、能力、共同責任性、文化的な
堅実性によって輝くよう求めている。ときに、こうした要求は批判のように
聞こえるが、きょうだい的で、人を受け入れ、喜びに満ち、社会の不正義に
対する闘いに預言者として責任を担う共同体への、個人の献身という肯定的
な形をしばしばとる。若者たちの期待の中、教会が父権主義的ではない、率
直な対話をするようにという望みは、とくに明確である。

第2部　「二人の目が開け」

58．「そして、モーセとすべての預言者から始めて、聖書全体にわたり、御
自分について書かれていることを説明された。一行は目指す村に近づいた
が、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が、「一緒にお泊
まりください。そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますから」と
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言って、無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。一
緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パン
を裂いてお渡しになった。すると、二人の目が開け、イエスだと分かった
が、その姿は見えなくなった」。（ルカ24・27-31）
　彼らの話を聞いたあと、主は二人の旅人に「鋭く」、決定的なことばをか
け、そのことばには権威があり、彼らを変えていく。このように、優しさと
強さをもって主は彼らの家に入り、彼らと留まり、いのちのパンを分かち合
う。二人の弟子の目を最終的に開くのはご聖体のしるしである。

新しい聖霊降臨
聖霊の働き
59．聖霊は二人の旅人の心を照らし、目を開き、信仰を呼び覚ます。聖霊
は、すべてのものがキリストにおいて一つとなるという御父のご計画が実現
するよう、世界の創造の始まりから働いている。聖霊はすべての時代、すべ
ての場所において、多様な背景と文化の中で働き、また困難さと苦悩の中に
おいて、正義への献身、真理の探究、希望をもつ勇気を高めてくれる。した
がって聖パウロは、「被造物がすべて今日まで、ともにうめき、ともに産み
の苦しみを味わっている」（ローマ8・22）と語る。若者たちの心の中に住
まう愛と健全な憂慮の中でいのちを求めることは、喜びの実現へと向かうす
べての被造物の熱き思いの一部である。その一人ひとりの中に、たとえその
人がキリストを知らなくとも、創造の霊は彼らを美、善、真理へと導くよう
働くのである。

聖霊は教会を若返らせる
60．青年期は人生の中で独特で、刺激的な時期であり、イエス自身この時期
を生き、聖なるものとした。第2バチカン公会議の「若者へのメッセージ」

（教皇パウロ6世、1965年12月8日）では、教会は「世の真の若者」である
と表現されており、「始まりつつあるものを喜び、見返りを求めず自らを明
け渡し、自らを刷新し、新たな遠征に向けて旅立つ能力」を有している。み
ずみずしさと信仰をもって、若者たちは、「偉大なる人物で、永遠の若者で
あるキリスト」を反映する教会のこうした面を示す助けとなる。したがっ
て、若者のために新たな教会をつくるという問題ではなく、新たな聖霊降臨



50

の恵みに対しわたしたちが自らをオープンにすることが問題なのである。

信者の生活の中に住まう霊
61．キリスト者の召命とは、洗礼の水をくぐり抜け、堅信のしるしを受け、
聖体においてその体となってキリストにしたがうことである。「水のあとの
火、聖霊が訪れ、そしてあなたはパン、つまりキリストの体となるのであ
る」（聖アウグスチヌス『説教』227）。キリスト者の入信の中で、信者たち
が成長と使命のために、聖霊降臨と新たな霊のほとばしりを体験できるの
は、何よりも堅信である。形式的で、あまり意味のない時間としないため
に、この秘跡の豊かさを再発見し、洗礼を受けた一人ひとりの個人的召命と
カリスマの神学との結びつきを理解し、司牧をよりよく配慮して行うことは
重要である。聖霊はすべての召命の道を築く職人である。つまり聖霊は、わ
たしたちを導くことをゆるされるべき「内なる師」なのである。

真正な神体験
62．霊における召命の識別のための第1条件は、「信仰はわたしたちの暗闇
をすべて打ち払う光ではありません。むしろそれは、夜の闇の中でわたした
ちの歩みを導くともしびです。そしてこのともしびは、歩むために十分な光
です」（教皇フランシスコ回勅『信仰の光』57項）ということを思い起こし
ながら、キリストの死と復活における信仰を真に体験することである。キリ
スト教共同体において、ときにわたしたちは、人間の安全と安心のニーズに
応えるため、福音の光と霊の力における神との生きた出会いではなく、意図
するところを超えて、倫理的、治癒的有神論を提案するリスクを冒すことが
ある。人生は、人生によってのみ目覚めさせられるということが真実なら、
若者たちは、キリストとの友情に深く根ざしたキリスト教共同体と出会う必
要があり、キリストこそがわたしたちを、聖霊との一致のうちに、御父のも
とへと導いてくれるのである。
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第1章　若者のたまもの

若者の中にいる若きイエス
青年期のイエス
63．「青年たちの間では青年となって、青年たちの手本となり、（彼らを）主
のために聖別した」（聖イレネオ『異端反駁』II、22、4）キリストは、キ
リスト自身がそれを生きたという事実によって、若者を聖化した。聖書箇所
はイエスの青年時代の話を一つ示しており（ルカ2・41-52）、ナザレにおい
て、騒動もなく、簡素に暮らし、働き、したがってイエスは「大工」（マル
コ6・3）「大工の息子」（マタイ13・55）として知られている。
　イエスの生活を黙想することによって、いかに若さは祝福であるかをより
よく理解できる。つまりイエスは御父に無条件の信頼を抱き、弟子たちとの
友情をはぐくみ、危機の時にあっても変わらず誠実であった。弱い人々、と
くに貧しい人、病者、罪びとや排除されている人に深い同情を示した。当時
の宗教的、政治的権威と対峙する勇気をもち、誤解され、拒絶される体験も
もっていた。苦しみに恐れを感じ、受難のときのぜい弱さも理解していた。
まなざしを将来に向け、御父の確かな御手にゆだね、霊の力に信頼してい
た。イエスにおいて、すべての若者は恐れと希望、不確かさと夢をもって自
らを見いだすことができ、イエスに打ち明けることができる。イエスが若者
たちと出会うところを黙想することは、彼らにひらめきをもたらす源泉とな
るだろう。

主のまなざしをもって
64．キリストに耳を傾け、イエスとの一致のうちにあることはまた、司牧者
たちや教育にたずさわる人々がこの人生のときを賢く読み解くことを可能に
する。本シノドスは、霊の働きのしるしを彼らの生活の中で識別するため、
イエスの態度で若者たちを見るよう努めた。事実、若者たちの創造性や責任
感を通して、またその苦しみや支援の願いを通して、神は教会と世界に語り
かけると、わたしたちは今日もなお信じている。彼らとともに、わたしたち
はこの時代をより預言者的なやり方で読み、時のしるしを理解することがで
きる。だからこそ若者たちは、明日を建設するためのいくつかの期待と課題
を主が知らせる「神学的場」の一つなのである。



52

青年期の特徴
65．青年期は人格の形成期であり、夢が次第に具体化し、一貫した安定した
人間関係が築かれ、挑戦することがあり、人生設計をつくり上げていく選び
をしていくという特徴を有する。人生のこの時点で若者たちは、自分のルー
ツを切り捨てることなく前進し、孤独に陥ることなく、主体性を確立するよ
う招かれている。社会、経済、文化的状況は、つねに好都合な条件を提供す
るわけではない。多くの若い聖人は、青年期の人々の顔をあらゆる美しさで
輝かせ、その時代にあって変革のための真の預言者であった。彼らの模範
は、若者たちが自分をキリストとの出会いに向けてオープンにしたときに、
何ができるのかをわたしたちに示してくれている。
　障がいのある、また病を患う若者たちはまた、貴重な貢献をなすことがで
きる。本シノドスは、若者たちが評価され、彼らが主役となることができる
率先した行動のためのスペースを、各共同体がつくるよう招いている。たと
えば、聴覚障がい者のための手話の使用、適切に完成されたカテケージス課
程、人との交わりや職場訪問の体験を通してである。

若者の健全な不安
66．若者たちは、何よりもまず、彼らの自由と責任を確信しながら、聞いて
もらい、尊重され、同伴されるべき不安を抱えている。教会は体験から、彼
らの貢献が教会の刷新のための基礎となることを知っている。いくつかの側
面において、こうした若者たちは司牧者たちよりも先んじているかもしれな
い。復活の日の朝、主の愛する弟子は、年齢と裏切りによって重苦しさを感
じていたペトロより速く走り、先に墓に着いた（ヨハネ20・1-10参照）。同
じように、キリスト教共同体の中では、若者の原動力は、教会を刷新してい
くエネルギーである。というのも、それこそが鈍重さと遅滞を取り除き、復
活した方に開かれていくことを助けるからである。同時に、愛されていた弟
子の態度は、司牧者たちの役割を認識し、勝手に先行してしまわないよう
に、年長者の体験との結びつきを保つことの大切さを示している。わたした
ちはこのように、霊の実りであるこうしたさまざまな声のシンフォニーを達
成するのである。
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傷ついた若者
67．若者たちの人生は、他の人たちと同様、傷ついている。それは、自分の
歴史の中での敗北、欲求不満になっている望み、差別や不正義による苦し
み、愛され認められていると感じられないこと、といった傷である。それら
は体と心の傷である。キリストは十字架を通して、死と復活を過ぎ越すこと
を受け入れ、苦しむすべての若者の隣人となることを選んた。他方、道徳的
傷、過ちの重さ、誤ってしまったあとの罪意識もある。自分自身の傷と和解
できることは、かつてないほど今日、よい生活を送るために必須の条件であ
る。教会は、すべての若者をその試練のときに支援し、適切な司牧活動を展
開するよう招かれている。

大人になること
選定の年代
68．青年期は、成人の年代へ余地を残すため、終了すべき人生の一段階であ
る。この道は探求のプロセスであるだけでなく、成熟の道をも意味してお
り、それは若者たちが暮らしている環境から、いつも助けを受けられるわけ
ではない。世界の多くの地域では、「暫定的なもの」の文化が広がり、それ
が青年期を無期限に引き延ばし、決断を先延ばしすることを助長している。
こうして決断に対する恐れが、一種の「決断まひ」を生み出している。しか
し青年期は中断期間のままではありえない。それは選定すべき年代であり、
その魅力とその重大な務めはまさにここにある。若者たちは、職業、社会、
政治的領域のほか、彼らの人生に決定的な方向性をもたらす根本的な領域に
おいて決断をする。わたしたちがまさに「人生の決断」について語っている
のはこの最後に関して、である。事実、その繰り返しのきかない一回性にお
いて、人生そのものであり、決定的な方向付けがなされる。

宣教のしるしのもとにいる存在
69．教皇フランシスコは、若者たちが自分の人生を宣教の地平の上に考える
よう招いている。「人生の中で何回も、『でも、わたしは何者なのか』と自問
して、わたしたちは時間を無駄にしています。しかしわたしたちは、自分は
誰であるか自問し、一生の間、自分は誰なのかを探しながら過ごすことがで
きるのです。『わたしは何者なのか』と、自問してみてください。」（「ワール
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ドユースデー準備の前晩の祈りでの演説」サンタ・マリア・マッジョーレ大
聖堂、2017年4月8日）。こうして肯定されることで、人生の決断は深く光
に照らされることとなる。というのも、自分自身を明け渡す地平において、
これらの決断を引き受けねばならないということを思い起こさせられるから
である。これこそが、真正で永続する幸福を達成する唯一の道である。実
際、「わたしにとって民のただ中での福音宣教とは、生活の一部分でも、取
り外せる装飾品でもなく、ちょっとした時間のことでもありません。それ
は、わたしという存在から、それこそ自己破壊を望むのでもなければ取り除
くことのできないものです。わたしはこの地上に派遣されているのです。そ
のために、わたしはこの世にあるのです」（教皇フランシスコ、使徒的勧告

『福音の喜び』273項）

問いをたてられるようにする教育法
70．宣教は人生の歩みの中で確かな羅針盤ではあるが、あらかじめ経路全体
を教えてくれる「GPS」ではない。自由はつねに、勇気をもって評価し、漸
進性と知恵をもって同伴しなければならないというリスクの次元を併せも
つ。福音書の多くのページは、自分の十字架を背負う必要性を隠すことなく

（マタイ16・24参照）、わたしたちが大胆にふるまい、船をこぎ出し、「教え
遵守」の論理から「寛大で無条件なたまもの」の論理へと移行するよう招く
イエスを描いている。イエスは革新的である。「イエスはすべてを与え、す
べてを求める。イエスは完全なる愛を与え、分割されないままの心を求め
る」（教皇フランシスコ「説教」2018年10月14日）。若者たちに最小限度の提
案しかせずにだましたり、縮小傾向や道徳主義といったキリスト教のイメー
ジを与えるようなひとまとまりの規則をもって彼らを押しつぶしてしまうこ
とを避け、彼らの勇気に投資し、励まし、自分の責任を引き受けるよう訓練
するよう、わたしたちは招かれている。誤り、失敗、危機も含め、さまざま
な経験が若者たちの人間性を強めるのは確かである。

権威の真の意味
71．成熟のための真の歩みをするために、若者たちは権威ある大人を必要と
する。その語源的な意味において、auctoritasとは、成長する能力を指す。
これは指導力という意味ではなく、本物の、生み出す力という意味を表して
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いる。イエスが若者と出会うとき、彼らがどんな状態、状況にいたとして
も、たとえ死んでいても、何らかの形でイエスは彼らにこう語る。「起き上
がり、成長しなさい」。そしてイエスのことばは語られたとおりに実現する
のである（マルコ5・41、ルカ7・14参照）。今日の若者たちのさまざま形
の疎外を想起させる、悪霊に取りつかれたひきつけを起こす子どものいやし
の物語の中で（マルコ9・14-29参照）、イエスが手を取ることは自由を取り
去るのではなく、それを刺激し、解放することを意味する。イエスは自らの
十全な権威を行使する。イエスには、支配し、操作し、誘惑するといった欲
望はなく、若者の成長以外、何も望まないのである。

家庭のきずな
72．家庭は最初の信仰共同体であり、限界と不完全さがありながらも、そこ
で若者たちは神の愛を体験し、自分の召命を識別し始める。前回のシノドス
と、その後に出された使徒的勧告『愛のよろこび』が強調し続けていること
であるが、「家の教会」として家庭は、日常生活において福音の喜びを生き、
彼らが召命と宣教の次元に開かれた状態でいるようゆだねつつ、すべてのメ
ンバーをその状況にしたがって内包していく務めをもつ。
　しかしながら、すべての家庭が、彼らの子どもたちが召命の観点から未来
を見るように、つねに教育しているわけではない。ときに、社会的名声や個
人の成功を追求すること、親の野心、子どもの選択を決定する傾向が、識別
するスペースを浸食し、決断を条件付けてしまう。本シノドスは、各家庭が
生活を召命としてより明確に理解できるよう助ける必要があることを認識し
ている。イエスは青年期の福音箇所では（ルカ2・41-52参照）、両親にした
がってはいるものの、御父の務めを果たすために彼らから距離をとることが
できており、福音的意味における家族関係へと導く、貴重な洞察を提供する
ことができる。

自由へと呼ばれて
自由の福音
73．自由は真正な人生選択のために必須の条件である。しかし、とくにその
ことが正しく提示されていないために、誤解されているようである。教会自
体、多くの若者にとって、規則、禁止事項、義務を押しつける組織のように
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見られてしまっている。しかしキリストは、「自由を得させるために、……
わたしたちを自由の身にしてくださった」（ガラテヤ5・1）のであり、律
法による統治体制から、霊による統治体制へとわたしたちを移行させた。福
音の光に照らされ、自由は本質的に関係性にかかわるものであることをより
明確に理解するために、また他者との真の出会いに向けわたしたちを導く限
りにおいて、情熱と感情は重要であることを示すために、現代は時宜にか
なっている。こうした見方にしたがえば、真の自由は、真理との（ヨハネ
8・31-32参照）、またとくに愛との関係（一コリント13・1-13、ガラテヤ
5・13参照）においてのみ理解され、可能となるということは明らかであ
る。つまり自由とは、他者の心の中で、自分らしくあることなのである。

応答としての自由
74．とくに小さくされた人々とともに生きる友情と連帯を通して若者たち
は、真の自由とは、受け入れられているという実感から生まれ、他者のため
に空間を生み出せば生み出すほど成長する、ということを学ぶ。彼らが環境
に対する謙遜や尊重を育てようと献身するとき、同様の体験をする。互いに
認め合い、責任を分担する経験により若者たちは、自分の心に、神から来る
静かな愛への呼びかけが住んでいることを発見する。このように、自由が本
来内包し、人生のもっとも重要な体験――誕生と死、友情と愛情、失敗とゆ
るし――と接触する中でより明確にわき起こってくる超越的次元を、より認
識しやすくなる。こうした体験は、自由の本性が根本的に応答なのであると
いうことを理解する助けとなる。

自由と信仰
75．50年以上前、聖パウロ6世教皇は「救いの対話」ということばを紹介
し、世におけるおん子の使命を「愛をもとめるおどろくべき要求」という表
現で解釈した。しかし彼は、わたしたちが「愛でこたえるか、これを拒むか
をその自由に委ねた」（『エクレジアム・スアム』第3章5項）と付け加え
た。こうした見解の中で、個人の信仰の動きは自由で解放されているように
見える。つまりそれは、信仰内容が次第に適切なものになっていく出発点と
なる。そこで信仰とは、自由に対し外から付け加えられるような要素を構成
するのではなく、イエスのうちに十全に出会う、真、善、美の意識がもつあ



57

7．最終文書と投票結果

こがれが成就することなのである。過去と現在の、多くの若い殉教者たちの
証言は、本シノドスにおいても声高に響いており、信仰は世の権力、その不
正義、死からさえも自由であることの、もっとも説得力ある証明である。

傷つき、あがなわれた自由
76．人間の自由は、個人の罪と情欲の傷によってしるしづけられている。し
かし、ゆるしといつくしみのおかげで、人が自分を拘束している障害物に気
づくようになると、成熟へと成長し、人生のさまざまな重要な選択において
明快に尽力していくことができる。教育的見地から見ると、侮辱されるよう
な間違いや失敗によってでさえ、若者たちが落胆しないように助けることは
重要である。そういったものは、より成熟し、自らの偉大さと弱さを自覚し
ている自由へと向かう道の一部だからである。
　しかし悪が最後のことばをもっているわけではない。「神は、その独り子
をお与えになったほどに、世を愛された」（ヨハネ3・16）。神はわたしたち
を最後まで愛し、わたしたちの自由をあがなわれた。十字架上でわたしたち
のために死に向かう中で、自らの霊を放った。「主の霊のおられるところに
自由がある」（二コリント3・17）。新たな復活の自由は、日々自らを明け渡
す中で実現するのである。

第2章　召命の神秘

召命の探究
召命、旅、発見
77．サムエルの召命物語（サムエル上3・1-21参照）によってわたしたち
は、識別の基本要素、つまり、神の主導することに耳を傾け認識すること、
個人の体験、成長する理解、忍耐強い同伴、働いている神秘への尊敬、共同
体の目的を把握することができる。その召命はサムエルが引き受けるべき運
命として強制されているのではなく、一つの愛の提案であり、日々の相互信
頼の歴史の中に宣教のために派遣することなのである。
　若きサムエルにとって、またすべての男女にとって、召命は強力で恵まれ
たときではあるが、長い旅路を必要とする。主のことばを理解し解釈するの
に時間を要し、みことばが呼びかける使命は次第に明らかになる。若者たち
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は次第に自己発見していく冒険に魅了される。彼らは実践する活動から、出
会いや関係性から喜んで学び、日々試練に自らを置く。しかし彼らはそうし
た多様な体験をまとめ、信仰の観点からそれを読み解き、散漫になるリスク
を避けながら、神が語るしるしを認識するための助けを必要としている。召
命に関する発見の中で、あらゆることは瞬時には明らかにならない。という
のも信仰は、「歩みながら、神のことばが開いた場に歩み入りながら『見
る』」（教皇フランシスコ回勅『信仰の光』9項）からである。

召命、恵み、自由
78．数世紀にわたり、召命の神秘に関する神学的理解は異なる強調点をも
ち、それはこのテーマが反映される社会的、教会的状況に左右される。いず
れにしてもわたしたちは、「召命」ということばの隠喩的性格や、それが指
している現実を性格づけている多様な次元を理解すべきである。これは、バ
ランスをもって全体の多様性が守られるような視点で、いつも見られるとは
限らない、いくつかの具体的側面を強調することになる。その起源が神にあ
る召命の神秘の奥深さを把握するため、わたしたちは聖書物語の豊かさとバ
ランスを取り戻すことで、自分の想像力と宗教上のことばを清めるよう招か
れている。とくに神の選択と人間の自由の密接な関係は、すべての決定論と
外因主義（extrinsecism）から考察されなければならない。召命とは、人間
が単に復唱すべき既述された脚本でもなければ、手がかりなしの演劇のよう
な即興なわけでもない。神はわたしたちを召使いとしてではなく、友として
招いているのだから（ヨハネ15・13参照）、わたしたちの選択は、神の愛の
ご計画の歴史的発展に、実際的な方法で貢献する。一方、救いの秘められた
計画（oikonomia）は、わたしたちを永遠に超えていく神秘であり、した
がって、主に聞くことによってのみ、どういった役割にわたしたちは招かれ
ているのかが明らかになるのである。こうした光の中で理解されて、召命は
真に、恵みと契約のたまもの、わたしたちの自由がもつ、もっとも素晴らし
く貴重な神秘として現れるのである。

創造のわざと召命
79．万物はキリストによって、キリストのために造られたということを確認
しながら（コロサイ1・16参照）、聖書は、わたしたちが召命の神秘を、神
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の創造を特徴づける現実として理解するよう招く。ことばによって創造する
神は、存在といのちへと「招き」、宇宙に美の秩序と多様性の調和を与える
ことにより、ぼんやりとした混沌の中で「差違を生み出す」。もし聖パウロ
6世教皇が、「それぞれの人生が……なんらかの使命（召命）をもっている」

（『ポプロールム・プログレッシオ』15項参照）とすでに断言していたとして
も、ベネディクト16世は、人間は対話的生き物として造られたと主張した。
つまり、創造するみことばは「一人ひとりを個人的に招くことを示し、生活
そのものが神との関係へと招く召命であることを明らかにしました」（使徒
的勧告『主のことば』77項参照）。

召命の文化のために
80．召命の観点から人間存在について語ることは、若者の成長のためにとて
も重要な、いくつかの要素を強調することを助ける。ここで、存在は運命に
よって決まるとか、または、存在は偶然の結果であるとかいうことは除外さ
れ、自律的に管理する個人的なものであるということも同様に除外される。
1番目の場合、存在する価値のある運命が認知できなければ召命はない。一
方、2番目の場合、「結びつきがない」と考えている人間は、「召命がない」
ことになってしまう。だから、すべてのキリスト教共同体において、そのメ
ンバーが洗礼について目覚めるところから、真の召命文化と、召命のために
絶えず祈る約束を拡充できるような状況をつくり出すことは重要である。

イエスにしたがう召命
イエスの魅力
81．多くの若者はイエスの姿に魅了されている。その人生は彼らにとって素
晴らしいもので、それは貧しく質素で、誠実で深い友情からなっており、
きょうだいたちに寛大に時間を使い、誰に対しても扉を閉ざさず、つねに自
分を明け渡す覚悟ができている。イエスの人生は今日でもなお、深く魅力が
あり、示唆を与えるものである。すべての若者にとって挑発するものであ
る。これはイエスが一人ひとりの人間と深くかかわりがあるからであると、
教会は知っている。「最後のアダムであるキリストは、父とその愛の神秘の
啓示そのものをもって、人間を人間自身に完全に示し、人間の高貴な召命を
明らかにする」（『現代世界憲章』22項）。



60

信仰、召命、弟子であること
82．事実、イエスはその人生によって人を魅了するだけでなく、明確に信仰
へと招き入れた。救いへと導く信仰にしたがい、イエスの行いとことばの中
で、神について語り、神とかかわる正しいすべを見いだした人々にイエスは
出会った。「娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい」

（ルカ8・48）。一方、イエスに出会った他の人々は、弟子やあかし人となる
よう招かれた。イエスの弟子になろうとする人に対しては、自分の十字架を
日々抱え、死と復活の受難の道をイエスにしたがうのだという要求を、イエ
スは隠さなかった。あかし人の信仰は、すべての民族の救いのしるしと道具
として教会の中で生き続けている。イエスの共同体に属することはつねに、
さまざまな形でイエスにしたがうことを許容してきた。弟子の大部分は、日
常生活の普通の状況の中で信仰を生きてきた。一方、何人かの女性も含め、
師の旅人としての存在、預言者としての存在を分かち合った人もいた（ルカ
8・1-3参照）。当初から、使徒たちは共同体の中で特別の役割をもち、指
導し説教するキリストの奉仕職にかかわっていた。

おとめマリア
83．召命の神秘を描く、聖書の登場人物すべての中で、マリアは唯一無二の
場を占めている。自らの「はい」によって受肉を可能にした若い女性は、そ
の後生み出された、教会の他のあらゆる召命の状況をつくり出したことで、
イエスの最初の弟子であり、弟子である在り方すべての模範であり続けてい
る。信仰の旅路の中で、マリアは十字架の足もとまでおん子にしたがい、復
活のあと、生まれたばかりの聖霊降臨の教会とともに歩んだ。いつくしみ深
い母であり元后としてマリアは教会に同伴し、すべての召命を生き生きとす
る霊を願い続けている。したがって、「マリアの原理」は教会のさまざまな
存在表現の中で重要な役割を果たし、教会生活全体を表現している。マリア
の次に、その夫、ヨセフの姿もまた召命に対する応答に関し、模範的な例で
ある。

召命とさまざまな具体的召命
召命と教会の使命
84．洗礼による召命は、例外なくすべての人にとって聖性への招きであると
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考えなければ、その意味を完全に理解することはできない。この呼びかけは
必然的に、教会の使命へと参与することへの招きを内包している。教会の基
本的目的は、神との交わり、すべての人との交わりである。事実、教会の召
命は、教会が、きょうだい的共同体の中に受け入れられる、福音の真のしる
しとなるようにという招きを実現する、多面的な表現なのである。キリスト
にしたがうさまざまな形は、それぞれの仕方で、あらゆる人が救いを見いだ
したイエスの出来事をあかしする使命を表現している。

カリスマの多様性
85．その書簡の中で、聖パウロはこのテーマに何度も戻り、異なるメンバー
によって成る一つの体としての教会イメージを呼び起こし、一人ひとりのメ
ンバーは必要であり、同時につねに全体につながっていると強調する。とい
うのも、全員の一致だけが、体を生かし調和あるものとするからである。こ
の使徒は聖三位一体の神秘のまさにその中に、この一致の源を見いだしてい
る。「たまものにはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ霊で
す。務めにはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ主です。働
きにはいろいろありますが、すべての場合にすべてのことをなさるのは同じ
神です」（一コリント12・4-6）。第2バチカン公会議とそれに続く教導職
は、教会におけるカリスマと奉仕職の正しい神学を発展させるための貴重な
指針を提供している。それは、教会において霊が絶えず教会を若返らせる恵
みのたまものを、感謝と知恵をもって受け取るためである。

職業と召命
86．多くの若者は召命の地平において職業上の方向性を生きている。彼らが
キリスト教的価値にそぐわない仕事の提案に引きつけられるのを拒否し、神
の国の奉仕の中で、個人的才能の実りをどう得るかを尋ね求めることで、自
分の教育の道を選ぶことはまれなことではない。多くの人にとって仕事は、
自分が受けたたまものを認識し、評価する機会である。このようにして人は、
創造、あがない、聖化の、三位一体の神秘に、積極的に参与するのである。

家庭
87．使徒的勧告『愛のよろこび』がのちに出された、家庭に関する最近の二
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つのシノドスは、教会における家庭の召命について豊かな貢献をなし、また
家庭が福音のあかしとして、相互愛、子を授かること、子どもの教育を通し
て与えるよう招かれている、かけがえのない貢献を提供している。こうした
最近の文書の豊かさに言及する一方、結婚の召命の素晴らしさを再発見し、
若者たちに理解しやすくするために、こうしたメッセージを取り上げる重要
性を思い起こさせる。

奉献生活
88．教会において、その活動と祈りの形において霊が呼び覚ます奉献生活の
たまものは、それが愛の自由な本性を喜んであかしする限りにおいて、特別
な預言者的価値をもっている。修道者の共同体と新たに創立された共同体が
真に兄弟愛のうちに生活すれば、それが一致の学びや、祈りと観想の中心、
世代間と文化間の対話のあかしの場、福音化と愛の行為の空間となる。世界
の片隅で小さくされた人々のケアにあたる多くの男女修道者の宣教によっ
て、「出口にある教会」の献身が具体的に表現される。もしある地域で、人
数が減少したり、高齢化による疲労が進んでも、奉献生活はまた、異なるカ
リスマの使命と霊を分かち合う信徒との共同責任を通じて、変わらず実り豊
かで、創造的であり続ける。教会と世界はこの召命のたまものなしでは生き
られず、これは現代の重要な資源なのである。

叙階された奉仕職
89．教会はつねに、叙階された奉仕職に特別な配慮を与え、この最後に登場
した者は教会のアイデンティティを構成する一要素であり、キリスト教生活
にとって不可欠なもの、と認識されている。このため、司祭職の候補者の養
成と同伴には特別の関心を発展させてきた。叙階された奉仕職への召命数の
減少について多くの教会が心配していることから、イエスという人物の魅力
と、その羊たちの牧者となる呼びかけの魅力を示すことのできる、召命と召
命司牧に関する新たな考察が必要となっている。終身助祭への召命もまた、
多くの配慮が必要であり、それはまだ十分に開発されていない潜在力のある
資源となるからである。
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「独身者」の状況
90．本シノドスは「独身」として生活している人々の状況についても考察
し、このことばはさまざまな生活状態を表しうることを認識している。こう
した状態は多くの理由、自発的であったり、そうでなかったり、文化、宗
教、社会的要素によるのかもしれない。したがって、非常に広範囲の経路を
表している。教会は、信仰とたまものの論理を想定し、こうした状況が、洗
礼の恵みが実を結ぶように働き、わたしたち全員が呼ばれている聖性へと導
く多くの道の一つとなりうると認識している。

第3章　同伴者の使命

同伴する教会
選定に直面して
91．次第に多様性が明らかになり、かつてないほど選択肢が広がっている現
代世界において、選定のテーマは、特定の力をもち、さまざまなレベルで提
示されて、とくに選定は大きな不確実さに特徴づけられ、次第に不明瞭に
なっていく人生の旅程に直面している。事実、若者はしばしば、極端なアプ
ローチと幼稚なアプローチの間を右往左往する。つまり、すでに書かれてい
て避けられない運命に自分たちは翻弄されていると考えるか、または無秩序
で暴力的な競争の文脈の中で、抽象的な優秀さという理想に圧倒されている
と感じているか、である。
　したがって、根拠がはっきりとし、安定的で、よく基礎づけられた選定が
できるように同伴することは、大多数が必要と感じている奉仕である。存在
を示し、正しい選定をするために旅程を支援し同伴することは、教会が、神
の子らの自由を生み出す、母としての役割を果たす一つの方法である。こう
した奉仕は、神であるイエス・キリストがその民にした行動を継続すること
に他ならない。つまり、絶えざる、心を込めた現存を通じ、自らを明け渡す、
愛のこもった親しみを通じ、限りない優しさを通じてなされるのである。

ともにパンを裂いて
92．エマオへの弟子の物語が教えるように、同伴するには、重要な関係性を
築きながら、道をともに喜んで歩むことが必要となる。「同伴する」という
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ことばの起源は、パンを裂き、分かち合うこと（cum pane）であり、この
参照箇所の人間的、秘跡的なシンボルの豊かさのすべてを有している。した
がって、最初に同伴する対象はこの共同体全体なのであり、それはまさに、
この共同体の中で、自分の道を歩む人を支え、参照点や方向づけを提供でき
る関係性の網を発展できるからである。大人の生活へと向かって、人間的
に、またキリスト者として成長するのに同伴することは、共同体が自らを刷
新し、世界を刷新する一つの方法である。
　ミサは受難の出来事の生きた記憶であり、宣教への視点をもつ、福音化と
信仰伝達の恵まれた場である。ミサを祝うために集まった会衆の中で、個人
的にイエスに「触れられ」、教えられ、いやされたと感じる体験は、一人ひ
とりの成長の道に寄り添っている。

環境と役割
93．家族のメンバーに加えて、教師、世話人、指導者、職業人を含めた他の
関連する人々のように、若者のさまざまな生活領域において重要なすべての
人々は支援する役割を果たすよう招かれている。司祭、男女修道者は同伴す
る役割を独占しているわけではないが、彼らの召命から来る独自の責任を有
し、若者たちがシノドス総会で他の多くの人の名において要求したように、
彼らが再発見しなければならない責任を有している。いくつかの教会の経験
では、キリスト教共同体とそのメンバーの同伴者として、カテキスタの役割
が強調されている。

社会の内奥へかかわることへの同伴
94．同伴することは、霊的成長の道やキリスト教生活における実践に限られ
るものではない。たとえば職業的領域や社会政治的献身といった、社会の中
で発展していく責任の道に沿った同伴も等しく実り豊かである。この意味
で、本シノドス総会は教会の社会教説を評価するよう勧めている。ますます
多文化、多宗教となる社会と教会共同体において、特定の同伴が多様性との
関係において必要となる。この同伴はこうした状況を、二つの誘惑、つまり
自分のアイデンティティに引きこもることと、相対主義の誘惑に対抗し、互
いを豊かにし、きょうだい的な一致を可能にするものとして評価する。
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共同体、グループ、個人への同伴
実り多い緊張
95．個人と共同体への同伴には、本質的に補完性がある。すべての霊性や教
会的な感受性は、独自の仕方でこのことを明確に述べるよう促されている。
直接の個人的な同伴は、とりわけ何らかの特定の繊細な時期、たとえば、人
生の根本的選定や危機的状況での識別の時期に、特別の実りをもたらす。ど
のようなケースでもまた、主との関係性を深める道として、日常生活の中で
重要となるだろう。
　さらに、神学生や若手司祭、養成中の修道者、また結婚準備中のカップ
ル、洗礼志願期に刺激を受けた秘跡後数年以内の人などへ個人的に同伴する
ことの緊急性も強調される。

共同体やグループへの同伴
96．イエスは、日常生活を分かち合う弟子たちのグループに同伴した。共同
体体験は一人ひとりの人間の気質と限界を浮き彫りにし、謙遜な意識を成長
させる。すべての人の善のために授かったたまものを分かち合うことなし
に、主にしたがうことはできないからである。
　この経験は教会の実践の中で継続され、教会は若者たちがさまざまなグ
ループ、運動体、団体に入り込んでいるのを見る。そこで彼らは、温かで受
容的な環境と、彼らが熱望する親密な関係性を体験する。こうした現実に入
り込むことは、ひとたびキリスト教入信の歩みが完成するととくに重要であ
り、というのも、それは若者たちに、彼らのキリスト者としての召命を引き
続き成熟させるため、肥沃な土壌をもたらすからである。こうした環境のも
と、司牧者の存在によって適切な支援を奨励し、保証すべきである。
　グループの中で、養成者や世話人は同伴に関する参照点を表しており、彼
らのうちに成長する友情関係は、仲間同士による同伴のための土壌であり続
ける。

個人的な霊的同伴
97．霊的同伴は、主イエスにしたがう生活のさまざまな次元に、次第に統合
されていく人を支援することを目的とするプロセスである。このプロセスに
は、生活について耳を傾けること、イエスとの出会い、神の自由と人間の自
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由との間の神秘的対話という、三つの側面がある。同伴する人は、忍耐強く
受け入れ、より深い問いを提示し、若者たちの応答の中で霊のしるしを認識
する。
　個人的な霊的同伴においては、信仰の光の中で認識し、解釈し、選択し、
また日常生活の中で霊が示唆するものに耳を傾けることを学ぶ（教皇フラン
シスコ『福音の喜び』169-173項参照）。霊的同伴をするカリスマは、伝統の
中においてさえ、叙階された奉仕職と必ずしも結びつくものではない。いま
ほど、信仰と人間性の深い体験をもち、単に知的に養成されただけでない、
父親母親という霊的指導者が必要なことはかつてなかった。本シノドスは、
こうした環境においてもまた、とくに女性の奉献生活者や、よく養成された
大人と若者の信徒という、豊かな人的資源を再発見できるよう希望している。

同伴とゆるしの秘跡
98．ゆるしの秘跡は、信仰生活を進めていく上で不可欠の役割を果たし、そ
れは限界やもろさだけでなく、罪によっても特徴づけられている。和解の奉
仕職と霊的同伴は、その目的と形式が異なっているため、適切に区別されな
ければならない。司牧的に、痛悔のプロセスが健全で賢明な形で徐々に進む
ことは適切であり、そこには教育にかかわる多様な人々が参与し、若者たち
が自分の道徳生活を読み取り、正しい罪意識を育て、なによりも人を解放す
るいつくしみの喜びに開かれていくのを助けるのである。

総合的な同伴
99．加えて、本シノドスは総合的な同伴を促進する必要を認識している。そ
こでは霊的側面が、異なる人間的、社会的側面によく内包されている。教皇
フランシスコが説明するように、「霊的識別は、人間論的、実存的、心理学
的、社会学的、倫理学的な知恵による貢献を退けません。ただし、それらを
超越します」（使徒的勧告『喜びに喜べ』170項）。これらは、ダイナミック
な形で、さまざまな霊性や文化を尊重しながら、排除や混乱なく把握するた
めの諸要素である。
　心理学的、また精神療法的支援は超越に対して開かれているとすれば、人
格統合の道にとっての基礎となりうるものであり、閉ざされ、封鎖された人
格のある側面を再び開くことで、召命を成長させることができる。若者たち
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は「建設中」の豊かさともろさすべてを生きている。心理学的コーチング
は、自分の個人的物語を忍耐強く振り返るのを助けるだけではなく、より安
定的な情緒的バランスに達するために、あらためて問いをたてることをも助
ける。

叙階される奉仕職と奉献生活に向けた養成における同伴
100．若者たちを養成の家や神学校に受け入れる際、一つの共同体の中で自
分の十分なルーツを確認することは重要である。それは同僚との友情、勉強
や労働における自分の努力、貧しい人、苦しむ人との結びつきといった関係
性における彼らの安定性となる。霊的同伴において、祈りへの導入と内的作
業は、何よりもまず自身の生活の中で、とくにさまざまな形の自制と禁欲を
通じて識別することを学ぶのに決定的である。み国のため独身でいること

（マタイ19・12参照）は、入会や初誓願の前、自由、喜び、感謝と謙遜のう
ちに認識し、確認できるたまものとして理解されるべきである。心理学の貢
献は、情緒的成熟と人格の統合を助けるものとして理解されるべきであり、
職業倫理と養成期にある人の情緒的自由の尊重にしたがった、養成計画の中
に含まれるべきである。院長や養成担当者の姿は養成課程を統合し、養成に
関係するすべての人々の助言を通じて、現実的な識別を達成していくため
に、以前にも増して重要となっている。場合によっては、他の召命の道に向
かうよう変更することで、養成を中断する可能性を決定するためにも重要と
なる。
　いったん養成の初期段階が完了すると、継続養成と司祭や奉献生活の男
女、とくにもっとも若い人への同伴を保証する必要がある。彼らはしばし
ば、不釣り合いに大きな課題や責任に直面させられる。彼らへの同伴は、単
に特定の代表者に任せられるだけではなく、司教や長上によって個人的にな
されなければならない。

十字架につけられた同伴者
同伴することへの招き
101．さまざまな方法で、若者たちは同伴者の人物像を強調するよう願って
いる。同伴する奉仕は真正な使命であり、そのためには同伴を達成する人が
司牧上、対応可能であることが求められる。奉仕者フィリポのように、同伴
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する人は霊の招きにしたがうよう導かれ、キリスト教共同体のシンボルであ
るエルサレムの壁の囲い地を捨てて出かけ、荒れ地で人を寄せ付けない、お
そらく危険でもある地に向かわなければならない。そして見知らぬ旅人が乗
る馬車に追いつくよう努力し、彼とかかわりができるように方法を見つけ、
自然には決して尋ねられたことのない質問を投げかけるのである（使徒言行
録8・26-40）。要約すると、同伴するには、主の霊と、同伴しようとする人
の立場に身を置き、自らの資質と能力すべてを提供し、自分のことを謙遜に
脇に置く勇気をもつ必要がある。

同伴者の略歴
102．よい同伴者は、バランスがとれ、信仰と祈りの人であり、聞くことが
でき、自分の弱さやもろさに直面してきた人である。だからこそ、道徳主義
も誤った甘やかしも排し、同伴する若者をどのように受け入れられるかを理
解しているのである。必要なときに、兄弟愛のある改善のことばもまた言え
るのである。
　同伴するという意識は、同伴する若者たちに対し自由でい続けられるよう
助ける霊的生活に、深く根ざす必要のある使命である。彼らの歩みからもた
らされるものを尊重し、祈りで彼らを支え、心を開く人々の中で霊が生み出
す実りを享受して、自分の考えや好みを押しつけようとはしない。同様に、
他者に奉仕できる人間であり、自らが舞台中央を占め、人の依存を生み自由
を妨げる、独占欲の強い、人を操るような態度を取らない。こうした深い尊
敬はまた、あらゆる種類の盗用や虐待のリスクに対する保証ともなる。

養成の重要性
103．この奉仕を実施できるために、同伴者は自分の霊的生活を涵養し、こ
の使命をゆだねたお方との関係性を養うことが必要である。同時に、自分が
所属する教会共同体の支援を感じる必要もある。その同伴者がこの特定の奉
仕職のために特別な訓練を受け、監督者からの支援を受けることも重要であ
る。
　最後に、教会であることの特徴的な性格は、若者が肯定的に強調すること
であるが、いつも対応可能であることと、チームで働けること、であるとい
うことを覚えておくべきである。このようにわたしたちは、若者たちの養成
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において、より意義深く、効率的で、鋭敏になるのである。共同体の働きに
おけるこの能力は、特別に関係するいくつかの徳――聞く訓練と人のために
余地を残す能力、ゆるす用意と真の一致の霊性にしたがって進んでかかわる
意欲――が成熟する必要がある。

第4章　識別のわざ

識別の場としての教会
多様な霊的伝統における一群の意味
104．召命のための同伴は、選定に呼ばれている人による、識別のプロセス
の基本的次元である。「識別」ということばは、互いに関係するものの、多
くの意味で用いられる。より一般的な意味では、識別は重要な決定をするこ
とへ導くプロセスを指す。第2の意味としては、キリスト教伝統により当て
はまり、わたしたちが留まるところであるが、個人、グループ、共同体が具
体的な状況において、神のみ旨を認識し受け入れようとすることを通じた霊
的原動力を指す。「すべてを吟味して、良いものを大事にしなさい」（一テモ
テ5・21）。霊の声を聞き、その呼びかけを受け入れるための注目としての
識別は、イエスの生き様の本質的次元、時間厳守以上のより深い態度である。
　教会の歴史を通じ、さまざまな霊性は異なる強調点をもち、とくにカリス
マの違いによる多様な感受性や歴史的時代状況にしたがって識別のテーマに
直面してきた。本シノドスの間、言語の多様性を除外しない、いくつかの共
通要素を認識した。つまり、各個人の生活と歴史における神の現存、人の行
動を認識する可能性、祈り・秘跡の生活・禁欲の役割、神のことばによる要
求への永続的直面、獲得した確実性に関する自由、日常生活への絶えざる検
証、適切な支援の重要性、である。

みことばと教会を構成する参照点
105．「信仰の行為に根ざした内的態度」（教皇フランシスコ「世界代表司教
会議第15回通常総会、第1回全体会での演説」2018年10月3日）として、識
別はその構造上、教会に言及している。その使命はあらゆる男女を、そのい
のちと心の中ですでに働いている主と出会わせることである。
　教会共同体の状況は、記憶と祈りの雰囲気の中で、人の召命を探求する信
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頼と自由の空気を促進する。自分自身の物語をあらためて読み直し、神のこ
とばの光の中で自分が受けたたまものと弱さを発見する具体的機会を提供す
る。異なる人生の選択肢を体現する証人に出会わせてくれる。さらにまた、
貧しい人々との出会いは存在において本質的なものを深めるよう招き、一
方、秘跡――とくに聖体とゆるしの秘跡――は、神のみ旨を見いだす人々を
養い、支える。
　共同体の地平はつねに、決して個人の次元のみに矮小化されえないあらゆ
る識別の中に含まれる。同時に、どんな個人的識別も、その共同体メンバー
の霊的体験を通じて霊が示すものに耳を傾けるよう促すことにより、共同体
に挑戦する。つまり、すべての信者同様、教会はつねに識別の継続的プロセ
スの中にいるのである。

識別における良心
神は心に語りかける
106．識別は、すべての男女の心に起きるものに注意をひく。聖書の中で、

「心」ということばは人間の内面の中心点を指すよう使われている。そこで
神が絶えず語りかけていることばを聞くことが、生活とその選定の評価基準
となるのである（詩編139参照）。聖書は個人の次元を考えるが、同時に共同
体の次元を強調する。預言者が約束する「新しい心」は個人的な贈り物では
なく、信じる者たちが含まれる救いの伝統と歴史をたずさえ、全イスラエル
を考えてのものである（エゼキエル36・26-27参照）。福音書もこの線を引き
継いでいる。イエスは内面の重要性を訴え、道徳生活の中心に心を据えてい
る（マタイ15・18-20参照）。

良心に関するキリスト教的考え方
107．使徒パウロは、聖書伝統が心について築いてきたものを、「良心」とい
うことばと関係づけることによって豊かにする。この良心を、パウロは当時
の文化の中で再び取り上げている。わたしたちがキリストとの出会いと一致
の実り、つまり、救いのための変容と新たな自由の受容を把握するのはこの
良心においてである。良心は神との特別な親密さと神との出会いの恵まれた
場であり、そこで神の声が聞こえると、キリスト者の伝統は主張する。「良
心は人間のもっとも秘められた中心であり聖所であって、そこで人間は独り
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神とともにあり、神の声が人間の内奥で響く」（『現代世界憲章』16項）。こ
の良心は、即時的で表面的な感情とも、「自我意識」とも一致しない。すべ
ての人が内面において見いだすが、所有してはいない、超越者の現存を証明
するものである。

良心の涵養
108．良心を形づくることは一生をかけた旅路であり、そこで人は、自らの
選択と行動の意図の基準を引き受けながら、イエス・キリストと同じ気持ち
をはぐくむことを学ぶのである（フィリピ2・5参照）。キリスト教の観点
にしたがい、良心の最奥部に達するために、秘跡の実践と教会の教えに支え
られ、何よりも沈黙のとき、祈りに満ちた観想のとき、みことばを聞くとき
を通じて、内面に注意を払うことが大切である。加えて、意識の糾明で確か
められた、習慣的な善の実践が必要である。意識の糾明は、単に自分の罪を
見いだすことを取り扱うだけではなく、自身の日常の体験の中、わたしたち
が生きる歴史と文化の出来事の中、その知恵をもってわたしたちに先んじ、
また同伴している非常に多くの男女のあかしの中で、神の働きを認めること
もまた取り扱うのである。こうしたすべてのことが、存在全体の方向性を具
体的選定と結びつけ、自分の受けたたまものと限界について落ち着いた意識
をもって、賢明の徳の中で成長するのを助ける。若きソロモンはこのたまも
のを他の何よりも欲したのである（列王上3・9）。

教会の良心
109．一人ひとりの信者の良心は、そのもっとも個人的な次元において、つ
ねに教会の良心と結びついている。イエス・キリストにおいて表された、神
の真のみ顔に触れることができるのは、教会とその信仰伝統の仲介を通じて
のみである。このように霊的識別は、善が見込まれるものを確かめる努力に
おける、良心の誠実な働きであり、そこから実践理性を適切に働かせ、主イ
エスとの人格的交わりの光に照らされることによって、責任ある決断をする
ことが可能となる。
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識別の実践
主への親しみ
110．心の親しみのうちに現存する主との出会いとして、識別は祈りの真正
な形として理解できる。だから識別には、普通の日常生活の中と、黙想会、
霊操、巡礼などの特別なときの両方の中で、回想の適切な時間をもつことが
必要である。真剣な識別は、主との出会いのあらゆる機会を養い育て、主が
現存するさまざまな現実の中で主との親しみを深めてくれる。それは、秘
跡、とくに聖体とゆるしの秘跡の中で、共同体における「レクチオ・ディビ
ナ」といった、神のことばを聞き黙想する中で、共同体生活における兄弟愛
の経験の中で、貧しい人々、主イエスが同一視する人々との出会いの中にお
いて、である。

心の準備
111．霊の声に耳を傾けるよう自分を開け放つためには、内面の特別な準備
が必要である。第1に、沈黙と禁欲を要する、自分を空にすることで整えら
れる心の準備である。同様に大切なのは、生活を秩序づける意欲とともに、
良心、自己受容と痛悔であり、障害となる恐れのあるものを捨てながら、聖
霊のみによって導かれる決断をするために必要な内的自由を回復するのであ
る。よい識別をするためにはまた、自分の心の動きに注意を払い、かつてな
いほどそれを認識し、名付けられるようになることが必要である。最後に識
別は、霊的葛藤にかかわっていく勇気を必要とする。悪霊がわたしたちの道
に置く誘惑や障害が生じてしまうからである。

同伴の対話
112．さまざまな霊的伝統がある中、よい識別には定期的に霊的指導を受け
る必要がある、ということでは一致している。正しく、個人的に自分の経験
を表明することは、それを明確にする助けとなる。同時に同伴者は、教会の
母なる存在の仲介者となり、外部から直面するという必須の機能を引き受け
ることとなる。これは繊細な機能であり、前章で議論されたものである。

決断と承認
113．イエスとその弟子たちの生活様式の次元での識別は、決断の責任を引
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き受け、優柔不断から脱することを目指す具体的なプロセスを可能にする。
したがって、識別のプロセスは、個人の歩みの場合でも、共同体や団体の歩
みの場合でも、無期限に続けることはできない。決断には、日常生活への適
用と確認という、同様に基礎的な段階が続くこととなる。したがって、霊の
声を把握するため、内的感情に注意深く耳を傾ける期間が続くことは不可欠
である。具体的現実に直面することは、こうした観点からとくに重要であ
る。とりわけ、さまざまな霊的伝統は、なされた決断を試みる期間として、
またその人が自分自身を十分に表せる場として、きょうだい的生活や貧しい
人への奉仕の価値を指摘している。

第3部　「時を移さず出発して」

114．「二人は、『道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださった
とき、わたしたちの心は燃えていたではないか』と語り合った。そして、時
を移さず出発して、エルサレムに戻ってみると、十一人とその仲間が集まっ
て、本当に主は復活して、シモンに現れたと言っていた。二人も、道で起
こったことや、パンを裂いてくださったときにイエスだと分かった次第を話
した」。（ルカ24・32-35）
　みことばを聞くことからわたしたちは、心を満たし、人生に意味を与え、
新たな力を吹き込む出会いの喜びへと移行していく。顔は照らされ、道のり
は新たな熱意を得る。共同体と全世界へ向かう宣教へと変貌するのは、召命
へ応答する光と力である。遅れることなく、恐れることなく、弟子たちはき
びすを返し、兄弟たちと集い、復活したイエスとの出会いをあかしするので
ある。

若者の教会
復活の象徴
115．エマオにおける復活の刺激が継続する中、マグダラのマリアの姿は

（ヨハネ20・1-18参照）、教会が本シノドスの実りとして、若者たちととも
に、若者たちのために、駆け抜けたい道を照らしている。それはつまり、福
音の告知と宣教へと続く復活の道である。主の深い望みによって突き動かさ
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れ、夜の暗闇にも負けずに、マグダラのマリアはペトロともう一人の弟子の
ところに走っていく。マリアの行動は彼らの行動を誘発し、彼女の女性的な
信仰心は使徒たちの歩みに先んじ、彼らの道を開く。週の初めの日の明け
方、驚きの出会いが訪れる。マリアは愛していたから探したのだが、彼女は
愛されているから出会うのである。復活したイエスは、彼女の名を呼ぶこと
で自分のことを知らせ、すがりつかないように告げる。復活した体は、もち
続ける宝ではなく、分かち合うべき神秘だからである。そうしてマリアは最
初の宣教する弟子、使徒の中の使徒となる。傷をいやされ（ルカ8・2参
照）、復活の証人となり、マリアはわたしたちが夢見る、若者の教会の象徴
なのである。

若者とともに歩む
116．真理追究の情熱、主の素晴らしさを見る驚き、分かち合う力、福音告
知の喜びはまた、教会の生きるメンバーである多くの若者たちの心の中に、
今日存在している。したがって、「彼らのために」何をするかだけが問題な
のではなく、「彼らとともに」一致のうちに生きることが問題なのである。
それはともに福音の理解を深め、福音を生き、あかしする、もっとも真正な
形を模索する中で進められる。若者たちが教会生活へ責任をもって参加する
ことは一つの選択肢なのではなく、洗礼を受けた人の人生に要求されるもの
であり、すべての共同体の生活にとって不可欠の要素なのである。若者たち
の困難さやもろさはわたしたちがより良いものになることを助け、彼らの問
いはわたしたちに課題を与え、彼らの疑いはわたしたちの信仰の質を問う。
彼らの批判はまたわたしたちに必要である。回心し、組織を新たにするよう
命じる主の声をわたしたちが聞くのは、しばしば彼らを通じてだからであ
る。

すべての若者に手を届かせたいという望み
117．本シノドスにおいて、若者たちについてずっと質疑してきた。その際、
教会の一部をなし、その中で活動的である若者だけでなく、それとは異なる
人生についての考え方をもち、他の信仰を告白し、また宗教的領域には無関
係であると宣言する若者たちもまた念頭に置いてきた。例外なく、すべての
若者は神の心のうちにあり、したがって教会の心のうちにある。しかし率直
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に言って、わたしたちの唇に上るこうして断言したことは、司牧活動におい
ていつも現実になっているとは限らない。つまり、しばしばわたしたちは自
分たちの輪の中に留まり、そこには彼らの声は届かない。また、想定される
安心できる場を越える健全な司牧的関心事は抑制され、あまり手がかからな
い、愉快な活動の方に心を奪われてしまう。しかし福音は、わたしたちが主
の愛をあかしし、世界中の若者全員の手を取りながら、うぬぼれず、改宗主
義にも陥らずに、これをあえて行い、望んで行うよう求めている。

霊的、司牧的、宣教的回心
118．教皇フランシスコは、こうしたことは真剣な回心の道なしには不可能
だということを、しばしば思い起こさせてくれる。これは単に新たな活動を
始めるという問題ではないことにわたしたちは気づいており、「敗軍の将の
特徴である、詳細かつ立派に計画された拡張政策主義的な使徒職計画」（教
皇フランシスコ使徒的勧告『福音の喜び』96項）を書くことを望んでもいな
い。信頼を得るには、教会の改革を生きなければならず、それには、心を清
め、自分のスタイルを変えていくことが含まれる。教会は実際、頂点であ
り、いのちの源、つまり多くの穂からつくられ世界のいのちのために裂かれ
たパンの姿であるミサを模範としなければならない。聞くことと識別を通し
て、霊がわたしたちに引き起こした選びである本シノドスの実りは、若者た
ちと歩み、すべての人と出かけ、神の愛をあかしすることである。このプロ
セスを、宣教のための「協議性（synodality）」について語ることで、描写
することができる。つまり、「協議性を有する教会（synodal Church）を築
いていくことは、神の民全体を巻き込む、新たな宣教の原動力のために不可
欠の前提条件である」 1。これは第2バチカン公会議による預言であり、そ
の深遠さをわたしたちは担いきれておらず、日常へ適用する中で発展させて
いない。これに関し教皇フランシスコは、次のように述べてわたしたちの注
意を喚起している。「まさに『協議性』の歩みとは、神が第三千年期の教会
に期待しておられる歩みなのです」（教皇フランシスコ「世界代表司教会議
設立50周年記念式典における演説」2015年10月17日）。祈りと取り組みの実
りであるこの選択にわたしたちは納得しており、それによって教会は、神の
恵みにより、より明確に「世界の若者たち」のようになり、そう見えるよう
になるのである。
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第1章　教会の宣教的協議性

構成要素のダイナミズム
若者はともに歩むよう願っている
119．本シノドスで若者たちのことに集中することを選択したとき、教会は
全体として、非常に具体的な選択をした。つまり、この時代の司牧的優先事
項としてこの使命を考え、そこに時間、エネルギー、資源を投下しなければ
ならない。準備の歩みの最初から、若者たちは積極的に参加し、評価され、
教会生活と宣教の共演者と感じられるように、という望みを表明していた。
本シノドスにおいてわたしたちは、若者たちとの共同責任性は司教たちに
とっても深い喜びの源であることを体験した。こうした経験の中で、教会を
つねに刷新し、存在と行動の方法として協議性を実践するよう招く霊の実り
を認識している。霊は洗礼を受けたすべての人と善意の人々が、その年齢、
生活状況、召命に応じて参加するよう促している。本シノドスの中で、「ペ
トロとともに、ペトロのもとで（cum Petro et sub Petro）」、神の民への配
慮のうちに、司教たちが一つにまとまる団体性は、すべてのレベルにおいて
協議性の実践と結びつき、ともに高められるよう招かれていることをわたし
たちは理解してきた。

1．教皇庁国際神学委員会「教会生活と宣教における協議性」9項（2018年3月2日）。
加えて、この文書は「協議性」の性質を次のように表現している。「教会の協議性的
側面は、洗礼を受けた人全員が有する能動的主体としての性格を表しており、同時
に、教皇との団体性と位階性における一致のうちにある司教奉仕職の特定の役割をも
表している。こうした教会論的観点は、『すべて』『いくつか』『一つ』のそれぞれの
観点から見た、協議性に基づく一致を広めていくよう招いている。さまざまなレベル
でさまざまな形で、部分教会レベルにおいて、部分教会が集まる地域レベルにおい
て、また普遍教会レベルにおいて、協議性はそれぞれ、『普遍的信仰（universitas
fidelium）』による『信仰の感覚（sensusfidei）』の実践を暗示し［すべて］、それぞ
れの司祭団とともに司教団が導く奉仕職を暗示し［いくつか］、司教と教皇の一致の
奉仕職を暗示する［一つ］。このように、協議性のダイナミズムの中には、神の民全
体を巻き込む共同体的側面、司教奉仕職の実践と関係する団体性の次元、そして教皇
の首位的奉仕職が存在する。この相関性は、聖三位の中で生きられる永遠の共同作業
（conspiratio）の象徴となる、信者と司牧者たちの間のそれぞれの共同作業（singu-
larisconspiratio）を励ます」（64項）。
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シノドスのプロセスは継続する
120．シノドス総会の結論と、その実りを受けた文書は、シノドスのプロセ
スを終わらせるものではなく、次のステップへと続いている。一つの信仰を
分かち合ってはいるものの、若者たちの具体的状況、真の可能性、緊急の
ニーズは、国々によって極めて異なることから、このシノドスで行ったよう
に、討議の中に司教でない人々も含めながら、各国司教協議会や部分教会が
識別のプロセスを共同体の中で実践し、この歩みを続けるよう、わたしたち
は招いている。こうした教会のプロセスの方法には、きょうだいとして耳を
傾けることや世代間の対話を加えるべきであり、とくに疎外されている若者
や、教会共同体にほとんど、またはまったく接点のない人々に注意を払うよ
うな司牧計画を策定する視点をももつべきである。多くの家庭、修道会、諸
団体、運動体、そして若者自身がこの歩みに参加するよう望んでいる。それ
によって、この数日間、わたしたちが経験したものの「炎」が広まっていく
のである。

協議性を有する教会の形態
121．生きた経験により、シノドス参加者は、信仰の宣言と伝達のために、
協議性を有する教会の形態が重要であることに気づいた。若者の参加者は、
協議性に「気づく」助けとなった。それは、「教会を構成するひとつの側面

（であり）……聖ヨハネ・クリゾストモが言うように、『教会とシノドス（協
議性）とは同義語である』……――教会は、神の民が主キリストに向かう歴
史の旅路を『ともに歩む』ことに他ならないのですから」（「世界代表司教会
議設立50周年記念式典における演説」）。協議性は教会生活と宣教をともに特
徴づけるものである。教会は神の民――若者と老人、あらゆる文化と背景を
もつ男女によって形づくられた――、キリストの体であり、その中で、疎外
され、抑圧された人からはじまり、わたしたち一人ひとりがそのメンバーな
のである。対話の間、証言を通じて、本シノドスは協議性のスタイルのさま
ざまな基本要素を提示してきており、わたしたちはそのように変わらなけれ
ばならない。

122．信仰を伝達するのは、関係性――キリストと、他者と、共同体の中
で――の中においてである。今日の宣教を見ると、教会は、聞くこと、受け
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入れること、対話、共同識別を、そこに参加する人々の生活を変容させる歩
みの中心に置く、関係性の側面を引き受けるよう招かれている。「シノドス
的な（協議性を有する）教会とは耳を傾ける教会であり、聞くということが

『聞くだけではなく』、それ以上のことだということを理解している教会で
す。それは相互に耳を傾け合うことであり、その中で一人ひとりにとって学
ぶことがあります。信徒、司教団、ローマの司教、それぞれがお互いに耳を
傾け、またみなが『真理の霊』（ヨハネ14・17）である聖霊に耳を傾けます。
それは、聖霊が『諸教会に告げる』（黙示録2・7）ことを認識するためで
す」（「世界代表司教会議設立50周年記念式典における演説」）。このように教
会は自らを、契約の箱を納める「幕屋」として表す（出エジプト25章参照）。
つまり動的で、移動する教会であり、道に沿って同伴し、多くのカリスマや
奉仕職によって強められる。このようにして、神はこの世に現存するのであ
る。

参加型で共同責任をもつ教会
123．こうした教会スタイルの特徴的要素は、各メンバーの召命と役割にし
たがって、共同責任のダイナミズムを通じて、霊が与える多様なカリスマを
評価することである。それを活性化するには、回心や互いに聞き合う準備が
必要であり、それにより、ともに効率よく聞くことが可能となる。こうした
精神に励まされ、わたしたちは参加型で共同責任を有する教会に向かって前
進できるのである。その教会は、自らを構成する多様性の豊かさを評価で
き、また同時に、感謝のうちに、信徒、とくに若い男女の信徒、奉献生活を
送る男女、さまざまなグループ、諸団体と運動体の貢献を歓迎するのであ
る。誰ひとり排除してはならず、誰も自ら退出したままにしておくこともで
きない。これこそが、多くの人を決定のプロセスから排除する聖職者主義を
避ける手段であり、また同様に、世の宣教の責任に向けて彼らを励ますので
はなく、閉じ込めてしまう信徒の「聖職者化」を避ける手段でもある。
　本シノドスは、司教協議会や普遍教会の諸団体と同様に、部分教会への共
同責任の場へ、若者たちが実効的に通常から積極参加するよう求めている。
さらにまた、若者を代表する国際組織の設立を含め、信徒・家庭・いのちの
部署のユース部門の活動を強化するよう求めている。
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共同識別のプロセス
124．神の民として「ともに歩む」体験は、それぞれの奉仕における権威の
意味をよりよく理解する助けとなる。あかしと宣教における協力を前進させ
る司牧者の能力が必要とされ、また同様に、信仰の光に照らし、霊の導きの
もと、疎外されている人からはじまり共同体の全メンバーの貢献と相まっ
て、時のしるしを理解するために共同識別のプロセスに同伴する能力が必要
とされる。教会の指導者は、こうした能力をたずさえ、協議性における特別
な養成を必要とする。この視点から、若い信徒、若い修道者と神学生のた
め、とくに権威の行使やチームワークといったテーマに関して、共通の養成
コースを組織することが有望であるように思われる。

宣教スタイル
宣教における一致
125．協議性を有する教会生活は、必然的に宣教を志向する。つまり教会は、
神が「すべてにおいてすべて」（一コリント15・28）となる日まで、「神との
親密な交わりと全人類一致のしるし、道具」（『教会憲章』1項）である。霊
に開かれた若者たちは、「教会的な『わたしたち』に対し、個人的な意味で
理解されている『わたし』」から脱し、「それぞれの『わたし』がキリストの
衣を着て（ガラテヤ2・20参照）、神の民独自の宣教において責任ある活動
主体として兄弟姉妹とともに生き、歩むようになる」（「教会生活と宣教にお
ける協議性」107項）受難の過越を、教会が成し遂げるよう助けることがで
きる。霊の刺激のもと、司牧者たちの導きを受け、この同じ歩みはキリスト
教共同体に起こるべきものであり、自己防衛を求める「わたし」から抜け出
し、すべての人類家族と被造界全体を含む「わたしたち」の建設に向かうよ
う、求められている。

対話における宣教
126．この基本的ダイナミズムは、若者たちとの宣教をいかに実現するかと
いう方法について明確な結果をもたらし、それには、率直で妥協のない、す
べての善意の人々との対話を引き受ける必要がある。聖パウロ6世教皇が
語ったとおりである。「教会は全身全霊をこめて語る。教会は全身全霊をこ
めて告げる。教会は全身全霊をこめて話し合うのである」（『エクレジアム・
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スアム』第3章3項）。人と文化の多様性に特徴づけられた世界において、
「ともに歩むこと」は、連帯、統合、正義促進の行動に信頼性と効率を与え、
出会いと感謝の文化はどういうものかを表す基礎である。
　若者たちはまさに、日常的に他のキリスト教派、他宗教、他の信仰や文化
の同年代の若者たちと接触しているのであるから、キリスト教共同体全体が
エキュメニズムと諸宗教対話を生きるよう触発する。このためには、パレー
シアをもって（包み隠さず）話す勇気と、聞く謙遜さが必要であり、これが
暗示する禁欲――さらに、ときには殉教――を引き受ける。

世界の周縁部に向けて
127．民主主義システムが、低レベルの参加や、人口の小さな部分しか代表
しない利益グループからの過剰な影響といった課題に直面し、過度の単純
化、技術主義、権威主義による多様なリスクがあるとき、対話の実践と共通
の解決策の模索は明らかな優先事項である。福音への忠実さが、貧しい人と
大地との二重の叫びに答えを与える方法を見いだすこの対話を導く（教皇フ
ランシスコ回勅『ラウダート・シ』49項参照）。貧しい人々に対し若者たち
は特別な感受性を示し、社会プロセスの中に社会教説の諸原理、つまり人間
の尊厳、財貨が万人のためにあること、貧しい人の優先的選択、連帯の首位
性、補完性への注目、共通の家のケアなどを導入している。教会の中のどの
ような召命も、出口と対話という、この共同体のダイナミズムの外にいるこ
とはできない。だからあらゆる同伴の働きは、もっとも貧しく弱い立場の
人々に特別な注意を向けることによって、この地平を念頭に置くことが求め
られる。

第2章　日常をともに歩む

組織から関係性へ
委任から直接参加へ
128．宣教のための協議性は世界レベルの教会にだけ関心があるのではない。
ともに歩むことの必要性は、刷新され、より目に見える共同体生活の中で兄
弟愛を真にあかしすることにより、何よりもまず、各共同体にかかわること
である。したがって、それぞれ現場の現状の中で自分たちは、異なる文脈の
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中、あらゆる日常の状況のうちに福音を受肉させる責任をもつ神の民であ
る、という意識が芽生える必要がある。そのためには、非常に多くの司牧活
動を条件付ける委託の論理から脱却する必要がある。
　一つの例として、多くの家庭が小教区に委託する一つの働きである、秘跡
の準備のためのカテケージス講座を取り上げることができる。こうしたメン
タリティの結果として若者たちは、信仰を日々の生活を照らす現実としてで
はなく、自分の存在とは切り離された環境に属する概念と規則のセットとし
て理解するリスクを冒している。しかし彼らとともに歩むことが必要であ
り、小教区は、若者たちが信仰の日常的な現実の体験を生きられるために家
庭を必要としており、逆に家庭は、子どもたちにより系統立ったキリスト教
のビジョンを提供し、共同体に彼らを紹介し、彼らの地平をもっと広げるた
めに、カテケージスの奉仕職と小教区の組織を必要としている。したがっ
て、もしその中で真正な関係性が育っていなければ、組織をもつだけでは不
十分であり、事実、福音化を実現するのは、こうした関係性の質なのであ
る。

小教区の刷新
129．小教区はこのプロセスに必然的にかかわり、より生産的な共同体の形
をとり、もっとも小さな人々に向けて宣教が輝く環境となる。わたしたちが
生きる歴史の特定の時期にあって、小教区がさまざまなケースの中で、わた
したちの時代の人々の霊的必要性に応えていないことを、多様なしるしが証
明している。それはとくに、人々のライフスタイルを完全に変えてしまった
いくつかの要素が原因である。事実、わたしたちは、とくにデジタル・コ
ミュニケーションによる、新たな時空の関係性に特徴づけられ、また絶え間
なく移動する特徴のある、「国境のない」文化の中で生きている。こうした
状況の中、地理的境界だけによって区切られ、多様化した提案によって信者
たち、とくに若者たちの注目を集めることができない小教区活動のもつビ
ジョンでは、小教区は、容認できない動きの悪さと、憂慮すべき繰り返しの
司牧の中に閉じ込められてしまう。したがって教会の共同責任性と宣教への
情熱の論理の中で、この領域における相乗効果を発展させながら、小教区の
司牧について検討することが必要である。こうすることによってのみ、若者
たちの人生にとって意義ある環境が現れることが可能となる。
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開かれた、明解な構造
130．同様に、最大限に開放的で、参加的であるという方向性の中、生活様
式や組織利用が、福音の包括的なあかしを若者たちに伝えているかどうかを
問うことは、それぞれの共同体にとって重要である。多くの司祭、修道女、
修道士や司教たちの個人的生活は疑いなく、控えめで献身的なものなのだ
が、それは実際、多くの人、とくに若者たちの目には見えない。多くの人
は、教会の世界は読み解くのが難しいと感じており、わたしたちが果たす役
割と、そこに付随する固定観念との間には距離があるままである。わたした
ちの普段の生活が、そのすべての表現においてより近づきやすいものとなる
よう努力しよう。彼らのそばにいて、空間と活動を分かち合うことで、先入
観のない、純粋なコミュニケーションができる状況が生まれる。このように
して、イエスはみ国を告げ知らせたのであり、このようにして、イエスの霊
は今日もなお、わたしたちの背中を押しているのである。

共同体生活
さまざまな顔のモザイク
131．協議性を有する、宣教する教会は、多くの面々が住まう各地の共同体
を通じて、自らの姿を表す。はじめから教会は、固定的で標準化された形態
をとっていたわけではなく、さまざまな感受性、出自、文化をもつ人々の多
面体として発展してきた。まさにこのようにして、教会は、「陶器のつぼ」
の中、つまり人間の条件である弱さの中に、比類ない三位一体のいのちの宝
を入れて運ぶことを表してきたのである。霊のたまものである調和は、違い
を捨て去るのではなく、それらを束ねて、調和の豊かさを生む。異なる人々
が一つの信仰にこうして出会うことは、わたしたちの共同体を司牧的に刷新
するための基本的な条件である。これは福音の告知、礼拝、奉仕に、つまり
通常の司牧的ケアの基礎領域に影響を与える。民衆の知恵は「一人の子ども
を育てるには、村全体が協力しなければならない」という。つまりこの原理
は司牧的ケアのすべての領域に、今日有効なのである。

地域の中の共同体
132．多面的な共同体を効率的に実現することはまた、地域に根付き、社会
ネットワークに対し開かれ、一般の諸団体と交流することに影響を与える。
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一致した多様な共同体だけが、公に決断し、今日わたしたちに課題を与える
社会生活の諸領域に、福音の光をもたらすことができるのである。具体的に
は、生態系の問い、労働、家庭の支援、人間疎外、政治刷新、文化と宗教の
多様化、正義と平和への道、デジタル世界といった領域である。これはすで
に、さまざまな教会の団体や運動体によってなされている。力を得るためで
はなく、共通善に貢献するために、若者たちはわたしたちに、こうした課題
に自分たちだけで取り組むのではなく、すべての人を巻き込むよう求めてい
る。

ケリュグマ（福音の最初の告知）とカテケージス（信仰教育）
133．死んで復活したイエス・キリストは、わたしたちに御父を示し、霊を
送られた。そのイエスをのべ伝えることは、キリスト教共同体の基本的な召
命である。こののべ伝えることの一部が、若者に対し、自分の人生の中に神
の愛のしるしを見つけ、キリストと出会う場として共同体を発見するように
との招きなのである。これは、つねに再活性化される若者たちのカテケージ
スの基礎であり、それにケリュグマの性質を与えるのである（教皇フランシ
スコ『福音の喜び』164項参照）。以下のことがらを統合できるような、継続
的で系統立った道程を提供する責任をもち続けなければならない。つまり、
イエス・キリストとその福音の生きた知識、自分の経験と歴史的出来事を誠
実に読み解く能力、祈りと典礼を祝うことへの同伴、レクチオ・ディビナの
紹介、愛のわざのあかしと正義の促進支援の統合である。こうして真の若者
の霊性を提案する。
　カテケージスの道程は、感情と関係性の世界、勉強や仕事で経験する喜び
と落胆を伴い、日々の具体的体験と信仰との密接な関係を表している。カテ
ケージスは、教会の社会教説をどのように統合すべきかを理解し、美、音楽
やさまざまな芸術表現のことばと、デジタル・コミュニケーションのさまざ
まな形態に対し開かれていなければならない。身体性、情緒性、セクシャリ
ティの次元も考慮に入れられなければならない。信仰の教育と愛の教育は深
く絡み合っているからである。要するに、信仰は実践として、つまり、世を
生きる方法として理解されなければならない。
　若者のカテケージスにおいて、その中心であるキリストとの出会いという
本質を失うことなく、言語と方法論を刷新することは緊急の課題である。
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『YOUCAT――カトリック教会の青年向けカテキズム』『DOCAT――青年
向けの教会の社会教説の解説』、その他同様の資料は、各司教協議会によっ
て制作されたカテキズムを無視することなく、評価を受けている。ほぼ彼ら
と同年代の他の若者に奉仕するのが、しばしば若者となる場合、カテケージ
スのための新たな献身もまた必要となる。彼らの養成に緻密に注意を払い、
彼らの奉仕職が共同体によってより幅広く認知されることが重要である。

典礼の中心性
134．ミサは共同体のいのちと、教会の協議性を生み出す。それは信仰の伝
達と、使命の養成の場であり、そこで共同体は、その手による働きではな
く、恵みによって生きていることが明らかになる。東方教会の伝統のことば
を繰り返すことで、次のことを確認できる。つまり、典礼とは、わたしたち
の傷を身にまとい、わたしたちのために復活の宴を準備する、神のしもべと
の出会いなのである。そのしもべは、兄弟姉妹に同じことをするようわたし
たちを派遣する。したがって、高貴な質素さをもち、さまざまな信徒が奉仕
職にかかわりながら、典礼を祝うことに献身することは、教会が宣教のため
に回心する上で本質的な要素であるということを明確に再確認すべきであ
る。しるしの美しさ、説教における配慮、共同体参加が本当に神について
語っている中で、若者たちが真正な祝祭を評価し、力強く生きられることを
示してきた。だから、こうした若者の参加を励ます一方で、神秘を前にした
驚きを生かし続けることが必要である。そのために、音楽や芸術的感性と出
会うために踏み出す一方、典礼は純粋に自己表現なのではなく、キリストと
教会の一つの行動であることを彼らが理解するよう助ける。同様に、若者た
ちがミサの延長として、また観想と沈黙の祈りの場として、聖体賛美の価値
を発見するよう同伴することも重要である。

135．信仰の道において、ゆるしの秘跡はまた大きな重要性をもつ。若者た
ちは、愛され、ゆるされ、和解していると感じることが必要であり、御父の
いつくしみ深い抱擁に対する秘めた郷愁をもっている。だから司祭が、この
秘跡のためにいつでも対応できるということは必須である。共同体で行う痛
悔のための祭儀は、若者たちが個人の告白に向かい、秘跡の教会的次元をよ
り明らかにするのを助けるものである。
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136．多くの状況の中で、人々の信心は、若者たちが実践的で繊細かつ直接
的なやり方で信仰生活に触れるために重要な役割を果たしている。ボディ・
ランゲージや感情の関与を強調することにより、人々の信心は、しばしば神
の母や聖人たちの取り次ぎを通し、救いの神と出会う望みをともにもつ。
　巡礼は若者たちにとって、人生と教会の隠喩となる旅の経験である。つま
り、創造のわざと芸術の素晴らしさを観想し、兄弟愛を生き、祈りのうちに
主と一致しながら、識別の最善の条件を生み出すのである。

助祭職の寛大さ
137．若者たちは小教区共同体の形態を刷新し、貧しい人々とともに、親し
い、兄弟愛のある共同体を建設するのを助けることができる。貧しい人々、
排除されている若者、もっとも苦しんでいる人々は共同体の刷新の源となり
うる。どのような場合でも、彼らは福音化の主体と認識されねばならず、わ
たしたちが霊的荒れ野から解放されるのを助けてくれる。若者たちはしばし
ば「ディアコニア（奉仕）」の次元に敏感である。多くは積極的にボラン
ティア活動にかかわり、その奉仕の中で神と出会う方法を見つける。このよ
うに、小さくされた人々に献身することは真の信仰の実践となり、そこで人
は、福音の中心であり、キリスト者の生活全体の基礎であるこの「失われた
ものの中にある」愛を理解するのである。貧しい人、小さくされた人、病
者、高齢者は苦しむキリストの肉であり、だから彼らへの奉仕に身を置くこ
とは主と出会う道であり、同時に、自分個人への呼びかけを識別するための
恵まれた場なのである。移住者や難民といった別の状況においては、特別な
オープンさが必要となる。彼らとともに、受け入れ、保護、激励、同じ人間
として扱うことのために働かなければならない。貧しい人々を社会で受け入
れて行くことで、教会は愛のわざの家となる。

召命のかぎとなる青少年司牧
若者の居場所としての教会
138．キリスト教共同体の関係性と活力に向けられた配慮からはじめて、自
らを刷新する可能性のある司牧活動だけが、若者にとって意味のある、魅力
的なものとなる。教会は若者たちに対し自らを、家庭的な雰囲気、信頼と親
密さによって特徴づけられた、受け入れる家として示すことができる。本シ
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ノドスで若者たちに耳を傾ける中で何度も出てきた友情に対する欲求によれ
ば、教会が「多くの人の家……、すべての民の母」（『福音の喜び』288項）
となるよう願っている。つまり、司牧的ケアには、教会の普遍的母性を歴史
の中で築く務めがあり、それは教会を若者たちにとっての家とする、喜びに
満ちて日常的に受け入れていく、具体的で預言者的な姿勢を通して行われ
る。

司牧における召命促進
139．召命は、その周りで人間のあらゆる次元が統合される軸であり、この
原理は個人の信者に関するだけでなく、司牧全体にかかわるものである。し
たがって、それは源泉でもあり完成でもあるので、すべての司牧が統合する
原理を見出せるのは召命の次元においてのみであるということが明確になる
ことはとても重要である。だから、司牧における回心の現在の歩みの中で問
題なのは、分離した独立の分野として召命のための司牧的ケアを強化するこ
とではなく、召命の多様性を効果的に紹介することにより、教会のすべての
司牧的ケアを促進することである。事実、司牧的ケアの着地点は、識別の道
を通してすべての人を助け、「キリストの満ちあふれる豊かさ」（エフェソ
4・13）に到達することである。

若者のための召命司牧
140．協議性の歩みのはじめから、青年司牧は召命の側面から特徴づけられ
るべきであることは明確になっていた。このように、若い世代のための司牧
的ケアに二つの必須の要素が現れる。つまり、青年期という人生の中のこの
年代がその受け手であることから、「青年」司牧でなければならないし、青
年期は人生の選択と神の呼びかけに応える時期であるから、「召命に関する
もの」でなければならない。青年司牧の「召命に関する性質」は排他的にで
はなく、集約的な意味で解釈されるべきである。神は人生のすべての年
代――母の胎から高齢まで――において招いているが、青年期は、神のみ旨
に耳を傾け、準備を整え、受け入れる、恵まれた時期である。
　本シノドスは、召命の観点から、教区の指導者や現場の司牧担当者たち
が、若者たちとともに彼らのために、養成と活動を発展させるのを助けるた
め、各国司教協議会が「青年司牧指導書」を作成するよう提案している。
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分裂から統合へ
141．即興になることを避けるため、司牧部門が計画を立てる必要性は認識
されているものの、教会の司牧的ケアが断片化されているため、シノドス教
父らは多くの状況で不安を感じていることが表明された。とくに、若者に関
するさまざまな司牧活動が言及された。青年司牧、家庭司牧、召命司牧、学
校と大学での司牧、社会司牧、文化的司牧、慈善の司牧、余暇の司牧などで
ある。高度に専門化され、しかしときに分離した部門が多様になっているこ
とは、キリスト教としての提案がより意味あるものとなることを妨げてい
る。分散的で多様な帰属を生み出している断片化された世界において、若者
たちは日々の体験を深く読み込み、それを識別することによって、その生活
を統合していく助けを必要としている。もしこれに優先順位があるのであれ
ば、「部門」の働きから「プロジェクト」の働きへと移行し、さまざまな領
域の中で、より多くの調整と統合を発展させる必要がある。

さまざまなイベントと日常生活の実り多い関係
142．本シノドスの間、諸団体、運動体、修道会や他の教会主体によるもの
に加え、ワールドユースデーや、各大陸、各国、各教区レベルで行われるそ
の他のイベントについて、多くの言及があった。こうした出会いと分かち合
いのときは、ほとんどすべての場所で評価され、それは巡礼のダイナミズム
の中を歩き、すべての人との兄弟愛を体験し、幸せのうちにともに信仰を生
き、教会への帰属感を成長させる機会を提供するからである。多くの若者た
ちにとって、こうしたイベントは変容の体験であった。その中で彼らは主の
み顔の素晴らしさにとらえられ、重要な人生の選択をなしたのである。こう
した体験の最良の実りは日常生活の中で収穫される。したがって、これらの
呼びかけは、より大きな徳にかなうプロセスの中で、重要なステップとして
計画され実現されることが重要である。

青少年センター
143．後援会、青少年センターや他の同様の組織といった、キリスト教共同
体による若者に向けられた特定のスペースは、教会の教育に向けた情熱を表
す。さまざまな方法を取りうるが、教会はティーン・エージャーや若者たち
にとって居心地のいい居場所となるような、恵まれた場所であり続けるので
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ある。そこで彼らは自分の才能を見いだし、人のための奉仕に対応できるよ
うになれるのである。そうした場所は豊かな教育的遺産を伝え、より大きな
規模で分かち合われ、家族や市民社会自体を支えるのである。
　しかし、「出口にある教会」のダイナミズムの中で、こうした現実を創造
的に柔軟性をもって刷新することを考える必要がある。それは、若者たちが
来ることのできる固定的なセンターというアイデアから、若者とともに若者
に向けた運動における、司牧主体というアイデアへと移行することによって
なされる。つまり、彼らの日常的な生活の場――学校とデジタル世界、実存
的な周縁部、いなかと働く場、音楽と芸術表現、などなど――における出会
いのために出かけることができ、よりダイナミックで積極的な、新たなタイ
プの使徒職を生み出すのである。

第3章　新たな宣教の衝動

いくつかの緊急課題
144．協議性とは、教会が、若者からはじめてすべてのメンバーからそのた
まものを集め、分かち合うことで、古い課題、新しい課題に直面できるよう
にするための方法である。本シノドスの働きのおかげで、この文書の第1部
においてわたしたちは、キリストがわたしたちに託し、ここでより具体的に
直面しようとしている宣教を達成するため、緊急に教会の推進力を発揮した
り、また刷新すべき、いくつかの分野を示してきた。

デジタル環境における宣教
145．デジタル環境は教会にとって多くのレベルで課題である。したがって、
人間学的、倫理的観点からそのダイナミズムと領域に関する知識を深めるこ
とが必須である。その中に生き、キリスト教をのべ伝える視点でコミュニ
ケーションのための潜在力を促進することが必要なだけではなく、その文化
やダイナミズムを福音に植え付けることも必要になる。こうした方向性の中
で、いくつかの経験がすでに進行しており、それは奨励され、深められ、分
かち合われるべきである。コミュニケーションの手段として多くの人がこう
した光景に割り当てる優先順位を考えると、神のことばを聞き、聖書を読む
ことに基礎を置く、信仰伝達の様式に疑問を呈さずにはいられない。同時代
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の若者たちのように、デジタル環境に生まれた若いキリスト者たちは、すで
にある人たちが専心している真の宣教をここで見いだす。さらに、高度にデ
ジタル化された環境の中で、彼らがリスクを避けながらチャンスをつかめる
ために、成熟した生活様式を識別するときに同伴してもらうよう願っている
のは、若者たち自身なのである。

146．本シノドスは、教会内のふさわしいレベルで、文化とデジタルの福音
化のための事務局や団体が設立されるよう希望している。それは若者たちに
よる不可欠の貢献と相まって、この領域における教会の活動と内省を励ます
ものである。その機能の中で、個人レベルと共同体レベルにおける優れた実
践の交換と普及を促進し、またデジタル教育や福音化のための適切なツール
を開発することに加え、彼らはまた、カトリックのサイトを認証するシステ
ムを管理できるだろう。それは、教会に関するフェイクニュースの広がりを
抑制するためであり、またインターネット上の未成年保護のため、かつてな
いほど厳格な政策や手段を促進するよう当局を説得する方法を模索するため
である。

移住者：壁を壊し、橋を架ける
147．多くの移住者は若者である。世界に広がる教会は、出発地と、到着地
の共同体が恐怖と不信を克服できるよう貢献し、移住によって壊される恐れ
のあるきずなを強めながら、対話するための大きな機会を提供する。「受け
入れ、保護し、励まし、同じ人間として扱う」、教皇フランシスコが移住者
のための行動指針をまとめたこの四つの動詞は協議性をもつ動詞である。
　これらを実践に移すためには、すべてのレベルにおける教会の行動と、キ
リスト教共同体のメンバー全員の関心が必要である。彼らの側では、適切な
同伴がいる移住者たちは、霊的、司牧的、宣教のための資源を、彼らをもて
なす共同体のために提供できる。文化的、政治的関与はとくに重要である。
それは、外国人嫌悪、人種差別、移民拒絶の広がりと闘うために適切な組織
を通じて実施されなければならない。多くの修道女たちの献身と行動が明確
に強調しているとおり、カトリック教会がもつ資源は、人身取引に反対する
闘いの中で、有効な要素である。宗教指導者と法執行機関とを結びつける

「サンタ・マルタ・グループ」の役割は非常に重要であり、そこから示唆を
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受ける、よい実践を表している。移住したいわけではなく、そう強制させら
れた人々が自分の国に残る権利を保障するよう努力することと、移住によっ
て過疎となったキリスト教共同体を支援することを、わたしたちはどちらも
忘れるべきではない。

協議性の教会における女性たち
148．協議性のスタイルを生きようとする教会は、その中において、また結
果として社会においても同様に、女性の状況と役割に関し検討しないわけに
はいかない。若者たちは断固それを求めている。文化的変革や日々の司牧実
践の中での変化という勇気ある働きによって、すでに重ねられた検討を実践
に移していく必要がある。これに関し、一つとくに重要な領域は、すべての
レベル、とくに責任ある地位における女性のプレゼンスの問題と、叙階され
た奉仕職の役割を尊重しながら、女性が教会の決定に参画する問題である。
それは、イエスが当時の男女とかかわっていたやり方と、救いの歴史と教会
生活の中で、聖書におけるある女性たちがもつ役割の重要性との両方によっ
て触発される、正義の務めである。

セクシュアリティ：明確で、自由で、真正なことば
149．現在の文化的背景の中で、教会は、聖書、伝統、近年の教皇たちの教
導職を考察しながら、身体性とセクシャリティに関するキリスト教のビジョ
ンの素晴らしさを伝えるのに苦労している。したがって、養成のための新し
い道を切り開く中で、具体的に理解される、より適切な方法を模索すること
は緊急の課題である。わたしたちは若者たちに、貞潔の真の価値をも与える
ことのできる、情緒とセクシュアリティの人間学を提供しなければならな
い。教育学的な知恵をもって、すべてのライフステージにおける成長のため
の、そのもっとも真正な意味を示すのである。問題は、近年の教導職の線に
沿って、共感を伴う傾聴、同伴と識別に集中することである。このために、
司牧担当者が信頼できるようになるために、彼ら自身の感情的、性的次元の
成熟から始める養成に配慮が払われなければならない。

150．地方教会から普遍教会まで、もっともふさわしい形態とレベルにおい
て実現される、人間学的、司牧的、神学的な働きをさらに必要とする、身
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体、情緒、セクシャリティに関する問いが存在する。そうした課題の中、と
くに、男女のアイデンティティ間の違いと調和、性的指向の違いと調和と
いった課題がある。この意味で、本シノドスは、神が一人ひとりの人間を愛
し、教会もそのようにすることを再び確認し、性差に基づくすべての種類の
差別と暴力に反対する責任を新たに確認する。また男女間の違いと相互性
の、決定的な人間学的妥当性を再び強調し、さらに「性的指向」のみによっ
て、人のアイデンティティを決定することは限定的にとらえている（教皇庁
教理省「同性愛者の司牧的ケアに関するカトリック教会の司教への書簡」16
項、1986年10月1日）。
　多くのキリスト教共同体において、すでに同性愛者の信仰における同伴の
道が存在している。本シノドスはこうした道を促進するよう勧める。こうし
た中で、人々は自分自身の物語を読み、自由と責任をもって自らの洗礼の呼
びかけにこだわり、共同体生活に帰属し貢献したいという望みを認識し、こ
れを実行できるために最善の方法を識別することの助けを受ける。このよう
にして、一人ひとりの若者は排除されることなく、関係性の質において成長
し、自分のたまものに向けて歩みながら、セクシャリティの次元を自己の人
格にさらに統合していくよう助けられる。

経済、政治、労働、共通の家
151．教会は、若者たちが示したように、正義、連帯、平和に向かって方向
付けられた、社会、経済、政治生活を促進する責任を引き受けている。この
ためには、腐敗、戦争、武器取引、麻薬取引、天然資源の搾取を糾弾し、こ
うしたことすべてに責任のある人々を回心へと招きながら、世界の指導者た
ちの前で、声なき人たちの声となる勇気が必要である。同じ人間として扱う
という観点からこれは、もっとも弱い人々を受け入れていく責任と切り離す
ことはできない。そのために、彼らが自分のニーズに答えを見つけ、社会建
設に貢献できるような道を築くのである。

152．本シノドスは、「働くことは人間の地上の生存にとって基本的なこと」
（聖ヨハネ・パウロ二世教皇回勅『働くことについて』4項）であり、仕事
がないことで多くの若者たちは屈辱を味わっていると理解しており、地方教
会が、若い起業家の率先する行動を支援することを通して行うことも含め
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て、この領域にかかわっていくことを促進し同伴するよう勧める。この種の
経験は多くの地方教会に広まっており、支援され、強化されなければならな
い。

153．正義の促進はまた、教会の資産管理を問いただす。若者たちは経済と
財政が透明で一貫性をもって行われている教会を自分の家と感じる。回勅

『ラウダート・シ』で述べられているとおり、環境への尊重の欠如がより多
くの貧困を生み、その最初の犠牲者は若者であるため、持続可能性の視点を
もって、勇気ある決断を下すことが必要である。システムは変わりうるもの
であり、経済と財政の次元を生きる他のやり方は可能であることを実証す
る。若者たちは、教会がこの領域でことばをもって、しかし主に、人と環境
を尊重する経済は可能であることを示す決定を通じて、預言者的となるよう
促す。わたしたちはともに、これをなすことが可能である。

154．エコロジーの課題に関しては、教会の実践の中で、回勅『ラウダー
ト・シ』を具体的に実現するガイドラインを提供することが重要だろう。多
くの発題が、社会政治的な責任の視点をもつ養成を若者たちに提供する重要
性を強調し、また教会の社会教説がこの点を表す資源であることを強調し
た。政治にかかわる若者たちを支援し、不正義の社会構造を真に変革する働
きを励ますことが必要である。

諸文化、諸宗教の文脈の中で
155．文化的、社会的多様性は若者たちの社会生活において発展している現
実である。若いキリスト者たちが、自分たちの生き方や日々の活動を変革す
るように信仰を生きるとき、素晴らしい福音のあかしを行っている。彼ら
は、他の宗教や霊的伝統をもつ若者たちに対して自らをオープンにし、相互
の知識を深め、偏見やステレオタイプを終わらせる真の関係性を彼らと維持
するよう招かれている。このように彼らは、新たな形の諸宗教間、諸文化間
対話の先駆者であり、これによりわたしたちの社会は、排除、過激思想、原
理主義や、また党派主義や大衆主義の目的のために宗教を操作することから
免れることができる。福音のあかし人であるこうした若者たちは、仲間とと
もに、多様性のある包括的な市民権と、社会のきずなや平和に対し社会的に
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責任ある、建設的な宗教的働きを促進するようになるのである。
　最近になって、若者たちの要求によって、さまざまな宗教と文化に属する
人々の共存を促進する、率先する行動が立ち上げられた。そこですべての人
は、それぞれの信教に対する調和と尊敬の雰囲気の中、社会の中で共通し
た、分かち合われた責任の主役となるのである。

エキュメニカル対話のための若者
156．すべてのキリスト者の和解の道に関し、本シノドスは、分かれたキリ
スト教共同体の中で、一致を加速させようとする多くの若者たちの望みを評
価している。こうした意義を主張しつつ、若者たちは自身の信仰のルーツを
深く掘り下げ、他者が与えるものに対する真のオープンさを経験している。
いくつかの違いは残っているものの、すでにキリストはわたしたちを一致さ
せているということを彼らは直観している。教皇フランシスコが2014年、東
方正教会総主教バルトロマイ1世を訪問した際に述べたように、「わたした
ちを今日、完全なる一致に向けて動かすのは」若者たちなのである。「そし
てこれは、わたしたちを依然として分かつ違いの意味を彼らが無視している
からではなく、その先をどう見越すか知っており、すでにわたしたちを結び
つけている本質を把握できているからなのである」（「イスタンブール、聖グ
レゴリオ正教会における礼拝での演説」2014年11月30日）。

第4章　総合的養成

具体性、複雑性、完全性
157．現在の状況は、社会現象と個人の体験の複雑さが増大しているという
特徴をもつ。日常生活の中で起こる変化は互いに影響を及ぼし合い、個々を
選び出して対処することはできない。現実生活の中では、家庭生活と職業的
責任、技術利用と共同体での生活様式、ヒト胚の擁護と移住者の擁護といっ
たすべてが結びついている。具体的現実は、総体としての人間の人間学的ビ
ジョンについて語り、また、分かつのではなくつながりを捉え、みことばの
光のうちに解釈することで経験から学び、抽象的なモデルではなく模範とな
る証言から刺激を受けるような認識の仕方について語ってくるのである。こ
のためには、さまざまな観点を統合するように方向付けられた、新たな養成
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基準が必要となる。それによりわたしたちは、諸問題のつながりを把握し、
人のさまざまな側面をどう統合するかを理解できるのである。この基準は、
神と人、天と地の分かちえない出会いである、おん子の受肉のうちに観想す
るキリスト教のビジョンと完全に調和するものである。

教育、学校と大学
158．本シノドスの間、学校と大学における召命の養成という決定的で置き
換えられない任務に、特別な強調点が置かれていた。というのも、他のこと
がらの中で、この二つは大多数の若者が彼らの多くの時間を過ごす場である
からである。世界のある場所では、基礎的教育が、若者が教会に求める第一
の最も重要なニーズである。このためキリスト教共同体は、こうした環境に
あって優秀な教師、特定の学校付き司祭、適切な文化的働きをもって、重要
な存在感を示さなければならない。
　カトリックの教育機関は、若者たちの総合的養成を求める教会の要求を表
明しており、特別に考察するに値する。それらは、福音が人々の文化と出会
い、探求を発展させる貴重な場である。信仰を、現代世界のさまざまな問い
と、さまざまな人間学的観点と、科学技術の諸課題と、社会慣習の変化と、
正義への責任と対話させることのできる養成モデルを提案するよう招かれて
いる。
　科学と芸術、詩と文学、音楽とスポーツ、デジタル世界とメディアなどの
領域で、若者の創造性を促進することに特別な注意を向けるべきである。こ
のようにして若者たちは、自分の才能を発見し、共通善のために社会に対応
できるようになるのである。

新たな養成者の準備
159．最近の、教会立の大学と単科大学に関する使徒憲章『ベリターティ
ス・ガウディウム』は、現在まで課題となっている養成プロジェクトのため
のいくつかの基礎的基準を提案した。ケリュグマの霊的、知的、存在論的観
想、すべてのレベルにおける対話、知恵と創造性を駆使する学際性、「ネッ
トワークづくり」の緊急のニーズ、といったものである（4項d）。こうし
た諸原理は教育と養成領域におけるインスピレーションの源泉となりうる。
これらを引き受けながら、第一に、新たな教育者の養成において、彼らが知
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恵のビジョンに向かって自らを開き、経験と真理を統合できるようになるの
を助けることで、便益がえられるだろう。教皇庁立大学は、カトリック大学
や学習センターが大陸レベルや国レベルで行うのと同様、世界規模で基礎的
な役割を果たしている。これら諸機関の定期的評価、質的要求、不断の刷新
は、若者たちと教会全体の善のための、大きな戦略的投資となる。

宣教する弟子の養成
160．本シノドスの歩みは、若者の主役性に空間と形を与える望みが増大し
ていると主張している。他の若者に対応する若者たちの使徒職は、即興で
行ってはならず、真剣で適切な訓練の歩みの実りとなるべきである。このプ
ロセスにどう同伴すべきか。福音の真正な証人となるためのよりよいツール
を若者たちにどのように与えられるか。同様にこの問いは、自らの信仰をよ
りよく知りたい、自らの聖書的ルーツを発見したい、教説の歴史的発展、教
義の意味、典礼の豊かさを理解したいといった、多くの若者たちの望みと一
致する。このすべてによって若者たちは、信仰を試みる現代の諸課題につい
て考察し、自分の希望についてどう弁明できるかを理解できるようになる

（一ペトロ3・15参照）。
　この理由から本シノドスは、彼らを宣教へと派遣することで終了する総合
的なプロセスを通じ、若者と若い夫婦を対象にして宣教のために養成するセ
ンターを組織することにより、若者の宣教体験を評価するよう提案する。こ
の種の率先した行動はすでにさまざまな地域に存在するが、各司教協議会
は、自分たちの状況の中でこれが可能かどうかを研究するよう要請される。

識別に同伴する時間
161．シノドス・ホールにおいて、寛大な教育への情熱、相当の時間、経済
的資源をもって、若者へ投資する、緊急の呼びかけが何度も繰り返された。
本シノドスは、協議性を有する対話の中で表現された貢献と希望を取りまと
め、すでになされている具体的経験に耳を傾け、部分教会、修道会、運動
体、諸団体、その他教会組織へ、若者たちは識別の観点をもつ同伴の体験を
提供されるべきだと、断固として提案している。この体験――その継続期間
は、状況や環境にしたがって決定されるべきである――は、「成人のキリス
ト者生活へと成熟するよう目指された期間」と定義できる。通常の環境や関
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係性から離れる長期に渡る期間を構想し、次の三つの必須の要素の基礎の上
に築かれるべきである。つまり、共通の家について本質的で、厳格で、尊敬
をもった成人の教育者たちと分かち合うきょうだい的生活の体験、ともに生
きられる、熱意ある、意義深い使徒的提案、祈りと秘跡の生活に根ざした霊
性の提案、である。このようにして、すべての必要な要素がそろい、教会は
それを望む若者たちに、召命識別の深い体験を提供できるのである。

夫婦への同伴
162．結婚準備の歩みの上で、こうした歩みを整理する別の適切な方法があ
ることを念頭に置きながら、カップルに同伴することの重要性を主張する必
要がある。『愛のよろこび』は207項で、「それは、要理をすべて教えること
ではなく、主張しすぎて彼らをうんざりさせることであってもなりませ
ん。……それは、結婚の秘跡に向けての『手ほどき』のようなもので、彼ら
が申し分のない心構えをもってそれを受け、家庭生活をしっかりとした覚悟
をもって始めるのに必要なものを彼らに示します」と述べている。若い家
庭、とくに結婚1年目に同伴を続けることは重要であり、彼らがキリスト教
共同体の中で積極的な構成要素となるよう助けるのである。

神学生と修道者の養成
163．叙階された奉仕職と、男女の奉献生活のための候補者の総合的養成と
いう特定の任務は、教会にとって重要な課題であり続ける。同様に、奉献生
活を送る男女への確固とした文化的、神学的養成の重要性も記憶されてい
る。明白なことだが、神学校に関しての最初の務めは、新しい「ラチオ・フ
ンダメンタリス・インスティテューティオニス・サチェルドタリス：司祭召
命のたまもの」（教皇庁司祭省、2016年）を運用するための適用と翻訳であ
る。本シノドスの間、いくつかの重要な優先事項が現れ、言及すべきものは
以下の通りである。
　第1は、養成者の選定。文化的に準備できているだけでは不十分で、きょ
うだい的な関係性、共感的傾聴、深い内的自由をもっていなければならな
い。第2に、適切な同伴のためには、女性を含めた多様な構成をもった養成
チームにおける、真摯で要求にかなう働きが必要である。異なる召命が作用
し合う、こうした養成チームの養成は、小さなものではあるが貴重であり、
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若者たちの初期養成において、そのメンタリティに影響を与える協議性の姿
となる。第3に、養成によって、若い候補者たちが自らを共同体に明け渡す
よう教育し、未来の司牧者と奉献生活者のうちに、権威をもった、権威主義
に陥らない指導の役割を果たす能力を育てるべきである。聖職者主義の克
服、チームで働ける能力、貧しい人への感受性、生活の透明性、同伴される
ことへの意欲といった、いくつかの養成基準にとくに注意を払わなければな
らない。第4は、最初の識別の真剣さである。というのも、神学校や養成の
家に現れる若者は多くの場合、彼らの人物像や歴史について、適切で深い知
識のないまま受け入れられるからである。問題はとくに、「道を外れた神学
生」の場合にデリケートになる。つまり、関係性と情緒的不安定さや、教会
への愛着の欠如は危険な兆候である。それに関する教会の諸規則を無視する
ことは無責任な行動となり、これはキリスト教共同体にとって極めて深刻な
結果をもたらしうる。第5の点は養成共同体の数的整合性について言及して
いる。つまり、大きすぎる共同体においては、歩みが非人格的となり、その
過程における若者たちへの知識が不十分になるリスクがある。他方、小さす
ぎる場合、窒息させ、依存の論理にしたがってしまうリスクがある。これら
の場合、最善の解決策は、明確な養成プロジェクトとよく定義された責任を
有する、複数教区立の神学校や、いくつかの修道会管区合同の養成の家を設
立することである。

164．本シノドスは、刷新を促進するため三つの提案を挙げる。
　第1に、信徒、奉献生活者と司祭の合同養成について言及する。若者の養
成には、とくに女性やキリスト者夫婦の存在に注意を払いながら、家庭や共
同体の日常生活とつねにかかわりをもち続けることが重要である。そうすれ
ば、養成は具体的な生活に根ざしたものとなり、社会文化的背景と相互作用
できる関係性の側面に特徴づけられたものとなる。
　第2の提案は、叙階する奉仕職と奉献生活の準備のカリキュラムの中に、
特定の養成コースや使徒職と福音化の体験を通じて、若者たちの司牧的ケア
のための養成を入れることを意味する。
　第3の提案は、「ラティオ・フンダメンタリス・インスティテューティオ
ニス・サチェルドタリス」のビジョンと精神にしたがい、人と状況を純粋に
識別する中で、経験的かつ共同体的意味において、養成の道を確認する可能
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性を考慮に入れるよう要請する。これはとくに、司牧の責任を発展的に統合
していくために提供する養成課程の最終段階に当てはまる。やり方や方式は
各国司教協議会により、「ラティオ・ナショナリス（各国の方法）」を通して
示されることになるだろう。

結び

聖性への招き
165．異なる召命は、聖性への一つの普遍的招きへとまとめられる。それは
根本において、若者たち一人ひとりの心の中に響く愛の喜びをもって生きる
ことなのである。事実、聖性への一つの呼びかけの基礎の上でのみ、さまざ
まな生活形態が統合されるのである。神が「わたしたちに望んでおられるの
は聖なる者となることであり、平凡で風味に乏しい、曖昧なものにとどまる
ことではない」（教皇フランシスコ使徒的勧告『喜びに喜べ』1項）と知っ
ているからである。聖性は、永続するその源泉を御父のうちに見いだす。御
父は霊を通じて、「神の聖者」（マルコ1・24）、イエスをわたしたちに遣わ
した。イエスはわたしたちのうちに住み、わたしたちのいのちを喜びと平和
で満たすイエスとの親しみによってわたしたちを聖なる者とした。すべての
刷新の基本的条件は、教会の日常的な司牧の中で、至福をえたイエスの現存
との生き生きとした出会いを回復することにある。

世を聖性に目覚めさせる
166．わたしたちは若者たちが聖なる者となるために、聖なる者とならねば
ならない。若者たちは、真正で、光り輝き、透明性のある、喜びに満ちた教
会を強く求めてきた。つまり、聖なる教会のみが、こうした関心に応えるこ
とができるのである。多くの人は教会の中に聖性を見出せず、凡庸、うぬぼ
れ、分裂と腐敗を見たゆえに、これを諦めてしまった。残念なことに、その
メンバーの聖性によって建てられた教会の中の、何人かが起こした虐待に
よって世はずっと怒っている。だから教会は全体として、決定的で、います
ぐ行う、根本的な焦点の変更を実行しなければならない。若者たちは、他の
聖なる者を養成するために聖なる者となる必要があり、このようにして、
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「聖性は、教会の最高に美しい顔」（『喜びに喜べ』9項）であることを示す。
あらゆる時代のあらゆる場所と文化の、すべての男女が理解できる言語が存
在する。それは直接的なものであり光り輝くからである。それは聖性のこと
ばである。

若者の聖性に引き込まれて
167．本シノドスの歩みの最初から、若者たちは教会の不可欠の部分だとい
うことは明確であった。若者たちの聖性も同様であり、過去数十年間、それ
は世界中で多様な形で花開いている。本シノドスの間、自らのいのちを福音
への誠実さから明け渡している、非常に多くの若者たちの勇気を観想し祈る
ことは、わたしたちにとって感動的なものだった。本シノドスで提示され
た、迫害のただ中で主イエスの受難を共有しようと決断した若者たちのあか
しを聞くことは、生きる力を与える体験だった。若者たちの聖性を通して、
教会はその霊的情熱と使徒的活力を新たにすることができる。非常に多くの
若者たちの善良な生活から生まれた聖性の香油は、教会と世界の傷をいやす
ことができ、わたしたちがいつも招かれている愛の充満を思い起こさせる。
若い聖なる者は、わたしたちがまずわたしたちの愛に戻るよう励ますのであ
る（黙示録2・4参照）。

■　最終文書に対する投票結果
 （有権者数268人、第1、2部投票出席者249人、3分の2は166人）
  〈主題〉 〈賛成〉 〈反対〉
  はじめに� �
 1 わたしたちが生きてきた本シノドスの出来事 227 1
 2 準備のプロセス 229 1
 3 シノドス総会の最終文書 191 43
  序文� �
 4 イエスはエマオへの弟子たちと歩く 235 2
  第1部� �
 5 「一緒に歩き始められた」 239 1
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  第1章　耳を傾ける教会� �
  共感をもって耳を傾け、まなざしを向ける� �
 6 耳を傾けることの価値 238 2
 7 若者は聞いてほしいと思っている 238 1
 8 教会の中で耳を傾けて 236 5
 9 司牧者や養成を受けた信徒による傾聴 235 7
  状況と文化の多様性� �
 10 多様な世界 240 0
 11 進行中の変革 238 2
 12 排除と疎外化 240 1
 13 男女 221 18
 14 文化的植民地化 233 5
  今日の教会の第一印象� �
 15 教育に関する教会の献身 233 2
 16 青年司牧の諸活動 238 3
 17 管理的仕事の負担 220 16
 18 小教区の状況 228 9
 19 信者生活の始まり 239 2
 20 神学生と奉献生活者の養成 227 12
  第2章　重要な3要素� �
  デジタル世界の新しさ� �
 21 まん延する現実 235 3
 22 機会のネットワーク 231 3
 23 ネットワークの暗部 232 2
 24 ネットワークの暗部（2） 235 3
  わたしたちの時代のパラダイムとしての移住者� �
 25 多様な現象 231 7
 26 暴力と脆弱性 234 5
 27 別れと出会いの物語 234 3
 28 教会の預言者的役割 235 3
  あらゆる種類の虐待の認知と対応� �
 29 真実を明らかにし、ゆるしを願う 208 30
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 30 根本にまで到達する 204 31
 31 感謝と励まし 234 8
  第3章　アイデンティティと関係性� �
  家庭と世代間の関係性� �
 32 恵まれた参照点である家庭 237 2
 33 母性と父性の重要性 222 18
 34 世代間の関係 237 1
 35 若者と文化的ルーツ 233 4
 36 友情や仲間との関係 239 2
  身体と情緒� �
 37 進行中の変化 206 33
 38 教会の道徳的教えの受容 214 25
 39 若者たちの疑問 195 43
  脆弱性の諸形態� �
 40 労働の世界 235 2
 41 暴力や迫害 239 1
 42 疎外化と社会的困難 234 3
 43 苦難の経験 241 1
 44 脆弱性にとっての貴重な資源 235 3
  第4章　今日、若者であるということ� �
  今日の若者文化の諸相� �
 45 独創性と特異性 238 2
 46 献身と社会的参加 235 1
 47 芸術、音楽、スポーツ 232 7
  スピリチュアリティと宗教性� �
 48 さまざまな宗教的文脈 239 1
 49 宗教調査 238 1
 50 イエスとの出会い 238 1
 51 生き生きした典礼の渇望 227 9
  参加と主役性� �
 52 若者は主役になろうとする 230 9
 53 距離を置く理由 234 8
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 54 教会における若者 235 3
 55 教会における女性 209 30
 56 仲間たちに向けた若者の使命 237 2
 57 より真正できょうだい的な教会共同体を希望して 234 8
  第2部� �
 58 「二人の目が開け」 238 1
  新しい聖霊降臨� �
 59 聖霊の働き 234 2
 60 聖霊は教会を若返らせる 236 4
 61 信者の生活の中に住まう霊 238 2
 62 真正な神体験 240 3
  第1章　若者のたまもの� �
  若者の中にいる若きイエス� �
 63 青年期のイエス 232 9
 64 主のまなざしをもって 236 5
 65 青年期の特徴 232 7
 66 若者の健全な不安 232 5
 67 傷ついた若者 235 5
  大人になること� �
 68 選定の年代 238 1
 69 宣教のしるしのもとにいる存在 238 2
 70 問いを建てられるようにする教育法 236 3
 71 権威の真の意味 237 1
 72 家庭のきずな 244 0
  自由へと呼ばれて� �
 73 自由の福音 226 4
 74 応答としての自由 239 1
 75 自由と信仰 235 0
 76 傷つき、あがなわれた自由 238 0
  第2章　召命の神秘� �
  召命の探究� �
 77 召命、旅、発見 237 3
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 78 召命、恵み、自由 236 3
 79 創造のわざと召命 235 3
 80 召命の文化のために 230 10
  イエスにしたがう召命� �
 81 イエスの魅力 238 1
 82 信仰、召命、弟子であること 237 3
 83 おとめマリア 236 2
  召命とさまざまな具体的召命� �
 84 召命と教会の使命 230 2
 85 カリスマの多様性 239 3
 86 職業と召命 232 7
 87 家庭 210 6
 88 奉献生活 227 4
 89 叙階された奉仕職 231 7
 90 「独身者」の状況 212 29
  第3章　同伴者の使命� �
  同伴する教会� �
 91 選定に直面して 234 2
 92 ともにパンを裂いて 238 1
 93 環境と役割 238 3
 94 社会の内奥へかかわることへの同伴 241 3
  共同体、グループ、個人への同伴� �
 95 実り多い緊張 243 3
 96 共同体やグループへの同伴 240 3
 97 個人的な霊的同伴 241 3
 98 同伴とゆるしの秘跡 239 6
 99 総合的な同伴 236 5
 100 叙階される奉仕職と奉献生活に向けた養成における 
  同伴 241 5
  十字架につけられた同伴者� �
 101 同伴することへの招き 239 2
 102 同伴者の略歴 240 4
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 103 養成の重要性 237 4
  第4章　識別のわざ� �
  識別の場としての教会� �
 104 多様な霊性伝統における一群の意味 235 3
 105 みことばと教会を構成する参照点 236 3
  識別における良心� �
 106 神は心に語りかける 223 20
 107 良心に関するキリスト教的考え方 219 23
 108 良心の涵養 205 36
 109 教会の良心 205 34
  識別の実践� �
 110 主への親しみ 238 3
 111 心の準備 235 4
 112 同伴の対話 238 2
 113 決断と承認 238 3

 （有権者数268人、第3部投票出席者248人、3分の2は166人）
  第3部� �
 114 「時を移さず出発して」 242 0
  若者の教会� �
 115 復活の象徴 241 2
 116 若者とともに歩む 241 1
 117 すべての若者に手を届かせたいという望み 223 17
 118 霊的、司牧的、宣教的回心 214 25
  第1章　教会の宣教的協議性� �
  構成要素のダイナミズム� �
 119 若者はともに歩むよう願っている 206 34
 120 シノドスのプロセスは継続する 203 39
 121 教会の協議性を有する形態 191 51
 122 教会の協議性を有する形態（2） 199 43
 123 参加型で共同責任をもつ教会 202 38
 124 共同識別のプロセス 208 33
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  宣教スタイル� �
 125 宣教における一致 215 26
 126 対話における宣教 230 10
 127 世界の周縁部に向けて 228 11
  第2章　日常をともに歩む� �
  組織から関係性へ� �
 128 委任から直接参加へ 224 13
 129 小教区の刷新 225 11
 130 開かれた、明解な構造 222 15
  共同体生活� �
 131 さまざまな顔のモザイク 229 9
 132 地域の中の共同体 229 8
 133 ケリュグマ（福音の最初の告知）とカテケージス 
  （信仰教育） 231 9
 134 典礼の中心性 230 10
 135 典礼の中心性（2） 223 15
 136 典礼の中心性（3） 236 4
 137 助祭職の寛大さ 239 4
  召命のかぎとなる青少年司牧� �
 138 若者の居場所としての教会 236 6
 139 司牧における召命促進 234 3
 140 若者のための召命司牧 233 8
 141 分列から統合へ 230 8
 142 さまざまなイベントと日常生活の実り多い関係 237 4
 143 青少年センター 232 6
  第3章　新たな宣教の衝動� �
 144 いくつかの緊急課題 222 17
 145 デジタル環境における宣教 237 3
 146 デジタル環境における宣教（2） 234 6
 147 移住者：壁を壊し、橋を架ける 228 12
 148 協議性の教会における女性たち 201 38
 149 セクシュアリティ：明確で、自由で、真正なことば 214 26
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 150 セクシュアリティ：明確で、自由で、真正なことば 
  （2） 178 65
 151 経済、政治、労働、共通の家 230 7
 152 経済、政治、労働、共通の家（2） 236 1
 153 経済、政治、労働、共通の家（3） 233 6
 154 経済、政治、労働、共通の家（4） 229 6
 155 諸文化、諸宗教の文脈の中で 225 13
 156 エキュメニカル対話のための若者 228 9
  第4章　総合的養成� �
 157 具体性、複雑性、完全性 233 9
 158 教育、学校と大学 230 6
 159 新たな養成者の準備 230 7
 160 宣教する弟子の養成 230 7
 161 識別に同伴する時間 229 13
 162 夫婦への同伴 231 9
 163 神学生と修道者の養成 217 22
 164 神学生と修道者の養成（2） 211 25
  結び� �
 165 聖性への招き 234 2
 166 世を聖性に目覚めさせる 216 8
 167 若者の聖性に引き込まれて 239 2
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8．閉会ミサ説教�
教皇フランシスコ

　10月28日（日）、「世界代表司教会議（シノドス）第15回通常総会」は最終
日を迎え、バチカンの聖ペトロ大聖堂で、教皇フランシスコとシノドス参加
司教らによって、閉会ミサが行われ、若者たちをはじめ約7千人が参加し
た。
　ミサ説教で教皇は、この日の福音箇所、マルコ10章46-52節に沿って、「耳
を傾ける」「寄り添う」「あかしする」という、信仰の歩みの3ステップにつ
いて話した。以下はミサ説教の全訳。

＝＝＝

　いま読まれた箇所は、福音記者マルコが、巡回するイエスの宣教について
語っている最後の部分です。イエスは死に、復活するためにエルサレムに入
城するところです。バルティマイはこうしてイエスの旅にしたがう最後の弟
子となりました。つまり、エリコへの道端にいる物乞いだったのが、他の人
たちと並んで、エルサレムへの道を歩く弟子の一人となったのです。わたし
たちもまた、互いに並んで歩いてきました。わたしたちは「協議性（＝シノ
ドス）」であり続けたのです。この福音箇所は「信仰の旅路」の基礎となる
3段階を確認します。
　第1に、バルティマイについて考えましょう。その名前は「ティマイの
子」という意味です。だから福音書は彼のことを「ティマイの子で、バル
ティマイ」（マルコ10・46）と称しています。しかしおかしなことに、その
父親はどこにも出てきません。バルティマイは、家から、故郷から遠く離れ
て、独りで道端に座っています。彼は愛されず、見捨てられています。盲目
で、誰も彼のことを聞いてくれません。話そうとすると、皆、彼を黙らせよ
うとしました。イエスは「彼の願いを聞き入れます」。彼がイエスのところ
に近づくと、イエスは彼に話させます。バルティマイが何を望んでいたかを
想像することは難しいことではありません。明らかに、盲目の人は、目が見
えるように、再び視力を取り戻したいのです。しかしイエスは時間を取りま
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す。聞く時間を取ります。これこそが、信仰の旅路を手助けする第一歩で
す。「耳を傾けること」。それが「耳の使徒職」です。話す前に聞くのです。
　こうする代わりに、イエスとともにいた多くの人は、バルティマイに黙る
よう命じます（48節参照）。これらの弟子たちにとって、助けを求める人は、
道端の邪魔者、予期せぬ障害物でした。「先生」の予定表より、自分たちの
予定表の方を選び、他者に耳を傾けるより、自分が話す方を選びます。イエ
スにしたがっていますが、頭には自分の計画が入っています。このことはつ
ねに、防ぐべきリスクです。しかしイエスにとって、助けを求める人々の叫
びは障害物ではなく、挑戦です。いのちの声を聞くことはわたしたちにとっ
ていかに重要なことでしょう。天の御父の子らは、その兄弟姉妹に関心があ
り、役に立たないおしゃべりにではなく、自分の隣人たちのニーズに関心を
もっています。彼らは忍耐強く、愛をもって耳を傾け、それはちょうど、神
がわたしたちのこと、わたしたちの祈りを聞いてくださるようであり、しか
も何度も繰り返し聞いてくださいます。神は決して疲れません。わたしたち
が見上げるといつも神は幸せそうです。わたしたちも、「聞く心」の恵みを
願いましょう。すべての大人たちの名において、わたしは若者の皆さんに言
いたいと思います。もしわたしたちが、しばしば皆さんの言うことを聞かな
かったら、もし自分の心を開く代わりに皆さんの耳を埋め尽くしていたら、
わたしたちのことをゆるしてください。キリストの教会としてわたしたち
は、愛をもって皆さんに耳を傾けたいと思っています。二つのことは確かで
す。神は若々しい存在であり、若者を愛しておられるので、神の目に皆さん
のいのちはかけがえのないものです。また皆さんのいのちはわたしたちの目
にもかけがえのないものであり、実際、前進する必要があります。
　聞いたのち、信仰の旅路の第2段階は「隣人となること」です。イエスを
見てみましょう。イエスは彼にしたがう「大きな群衆」から誰かを代理人と
はせず、自らバルティマイに会いに行きます。彼に尋ねます。「あなたのた
めに、わたしに何をしてほしいのか」（51節）。「…何をしてほしいのか」――
イエスはバルティマイと完全に興味を示し、彼を避けようとはしません。

「…わたしに…」――単に話すだけでなく、何かを行います。「あなたのため
に…」――自分であらかじめ考えていた案にしたがうのではなく、あなたの
特定の状況の中で、あなたのために。このように神は働かれるのです。あら
ゆる人に優先的な愛をもって、直接に神はかかわります。神のわざによっ
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て、そのメッセージはすでに伝えられています。信仰はこのようにして、人
生の中で花開くのです。
　信仰は人生を通じて伝えられます。信仰が純粋に教義の定型句に関心があ
るのなら、頭にだけ語りかけ、心に触れない危険があります。行動にだけ関
心があるのなら、単なる、諭すような社会活動になってしまう危険がありま
す。そうではなく、信仰は「人生です」。それは、わたしたちの生活を変え
てきた、神の愛の中で生きています。わたしたちは、「教義」と「活動主義」
の間で選択することはできません。わたしたちは、神のわざを、神ご自身の
やり方で、実行するよう呼ばれています。つまり、神に向かって突き進むこ
とにより、互いの一致の中で、兄弟姉妹と並んで、「親密さ」の中で、なの
です。親密さとはつまり、信仰心を伝えるための秘訣であり、二義的な要素
ではありません。
　「隣人となること」とは、神の新しさを、兄弟姉妹の生活の中にもたらす
ことです。それは、簡単な答えや速攻の解決といった誘惑に対する「解毒
剤」として働きます。仲間内から外に出て、「わたしたちの仲間の一人」で
はない、しかし神が熱心に探し求めていた人を抱きかかえ、キリスト者とし
て隣人になれるかどうか自問してみましょう。聖書の中でよく見かける誘惑
はつねに存在します。自分の手を洗う誘惑です。今日の福音箇所の中で群衆
が行うことです。それはカインがアベルに対し行ったことであり、ピラトが
イエスに行ったことです。彼らは自分の手を洗いました。しかしわたしたち
はキリストに倣いたいと思っており、キリストのように手を汚したいので
す。キリストは、バルティマイのために道で立ち止まる「道」（ヨハネ14・
6参照）です。盲人を助けるために身をかがめる「世の光」（ヨハネ9・5
参照）です。主はわたしたち一人ひとりのために手を汚されてきたことを理
解しましょう。十字架を見上げ、そこから始め、神は罪と死においてわたし
の隣人となられたことを思い起こしましょう。神はわたしの隣人となられた
のです。すべてはそこから始まります。そして、神の愛から、わたしたちも
隣人となり、「新たないのちの運び手」となります。あらゆる人の教師では
なく、聖なるものの専門家でもなく、人を救う愛のあかし人となるのです。
　第3段階は、「あかしすること」です。イエスの求めに応じて、バルティ
マイを呼び出した弟子たちのことを考えましょう。彼らは黙らせるための硬
貨をもって乞食に近づいたわけではなく、助言をしに近づいたわけでもあり
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ません。彼らはイエスの名において行くのです。実際、彼らは三つのことば
しかかけてなく、その三つはイエスのことばです。「安心しなさい。立ちな
さい。お呼びだ」（49節）。福音書の他のあらゆるところで、イエスだけが

「安心しなさい」と語ります。というのも、イエスだけが、彼に聞き入る
人々を「元気づける」からです。福音書の中で、イエスだけが「立ちなさ
い」と言い、心と体をいやします。イエスだけが「呼びかけ」、彼にしたが
う人の生活を変え、倒れている人が立ち上がるよう助け、神の光を人生の暗
闇にもたらします。とても多くの子どもたち、とても多くの若者たちが、バ
ルティマイのように自分の人生に光を探し求めています。彼らは真の愛を探
し求めています。そして、こうした大群衆の中でイエスだけを探し求めたバ
ルティマイのように、彼らもまた人生を探し求め、しかししばしば空約束し
か見つけられず、真に心配してくれる人はごくわずかです。
　模索する兄弟姉妹たちはわたしたちのドアを叩いてくるはずだと期待して
いるようでは、キリスト者とは言えません。彼らのところに出かけていき、
わたしたちではなくイエスをもたらすべきです。イエスがわたしたちを、弟
子たちのように派遣し、わたしたちは他者を励まし、イエスの名において彼
らを立ち上がらせるのです。わたしたちがそれぞれの人に「神は、あなたが
神によって愛されることをゆるすよう、あなたに願っています」と伝えるた
めに、イエスはわたしたちを派遣します。こうした解放する、救いのメッ
セージの代わりに、どれほど頻繁に、わたしたちは教会の中に自分自身を持
ち込み、自分の「レシピ」、自分の「ラベル」を持ち込んでしまうことで
しょう。主のことばを自分自身のことばとする代わりに、どれほど頻繁に、
わたしたちは自分の考えを主のことばとして売り歩くことでしょう。どれほ
ど頻繁に、人々はイエスの優しい存在よりも、わたしたちの組織の重さを感
じることでしょう。こうしたケースにおいてわたしたちは、NGOや政府関
係機関のように行動し、主の喜びのうちに住む、救われた共同体として行動
していないのです。
　「耳を傾けること」「隣人となること」「あかしすること」。今日の福音箇所
にある信仰の旅路は、イエスが「行きなさい。あなたの信仰があなたを救っ
た」（52節）と語り、素晴らしい驚きの形で結末を迎えます。しかしバル
ティマイはなんの信仰告白もせず、なんのよい行いもしていません。彼は単
にいつくしみを願っただけでした。救いの必要性を自分の中で感じること
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は、信仰の始まりです。それこそがイエスと出会う直接の道です。バルティ
マイを救った信仰は、神についての明確な考えをもつこととはなんの関係も
なく、神を探し求め、神との出会いに憧れる中に存在したのです。信仰は、
出会いとかかわるものであり、理論とではないのです。出会いの中でイエス
はそばを通り、出会いの中で教会の心は躍るのです。そのとき、説教ではな
く、わたしたちの人生のあかしが働くことが証明されるのです。
　この「ともに歩む旅路」に参加したすべての人々に、皆さんのあかしに対
し、「ありがとう」と申し上げます。わたしたちは、率直さのうちに、神の
民に奉仕する望みをもって、一致して働きました。どうか主がわたしたちの
歩みを祝福してくださいますように。そうすれば、わたしたちは若者に耳を
傾け、彼らの隣人となり、彼らの前にイエスに対する、わたしたちの人生の
喜びのあかしをもたらすことができるのです。
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9．若者へのシノドス教父の手紙�
　第15回通常総会は、10月28日、教皇フランシスコと参加司教らの閉会ミサ
をもって終了した。シノドスの閉会にあたり、シノドス教父らは世界の若者
たちに宛てて、次のような手紙を発表した。

＝＝＝

若者へのシノドス教父の手紙

　わたしたちシノドス参加司教は世界の若者の皆さんに、希望と信頼と慰め
のことばをもってごあいさつしたいと思います。この数日間、わたしたちは

「永遠に若者である救い主」、イエスの声に耳を傾けるために集い、イエスの
うちに、皆さんの多くの声、喜びの叫び、嘆き、沈黙のときを知ることがで
きました。

　皆さんの内なる探求、喜びと希望、皆さんを切望へと導く悲しみと苦悩を
わたしたちは知っています。ここで皆さんにわたしたちのことばを聞いてい
ただきたいと思います。皆さんの喜びを分かち合いたいのです。そうすれ
ば、皆さんの期待することは実現できるかもしれません。夢が実現し、自ら
の歴史を形づくるために、皆さんが人生に向けた情熱をもってかかわる準備
をしていくのだと確信しています。

　自分の弱さが皆さんを失望させることがあってはなりません。もろさや罪
が皆さんの自信を妨げてはいけません。教会は皆さんの母であり、皆さんを
見捨てません。新しい道、山の高みの小道をともに歩んでいます。そこでは
霊の風がより強く吹きつけ、無関心、浅はかさ、落胆といった霧を吹き飛ば
してくれます。

　神が、ひとり子イエスをお与えになるほど深く愛されたこの世界が、物質
的なことがら、短期間での成功、享楽に集中し、最も弱い人を押しつぶすと
き、皆さんは、世界が再び立ち上がり、そのまなざしを愛、美、真理、正義
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に再び向けるよう助けなければなりません。

　1カ月にわたり、わたしたちはここで皆さんのうちの何人かと、そして祈
りと愛情を通してわたしたちと結ばれたそのほかの多くの皆さんとともに歩
んできました。主イエスがわたしたちを宣教する弟子として派遣される地球
上のそれぞれの地で、いまこの歩みを続けたいと思います。

　教会と世界は緊急に、皆さんの情熱を必要としています。もっとも弱い
人、貧しい人、人生に傷ついた人たちを、確実に皆さんの旅の同伴者として
ください。

　皆さんは現在です。光り輝く未来となってください。

2018年10月28日
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資料1．準備文書�（含、教皇書簡・シノドス事務局長書簡）

教皇フランシスコの若者への手紙�
世界代表司教会議　第15回通常総会準備文書発表に際して

親愛なる若者の皆さん、

　わたしは、2018年10月にシノドスを、「若者、信仰、そして召命の識別」
というテーマで開催することを、喜びをもって発表します。わたしは、皆さ
ん自身が注目の的になることを望んでいました。なぜなら、わたしの心には
皆さんがいるからです。今日、準備文書が発表されました。この文書は、わ
たしが皆さんに、今回のシノドスの旅における「コンパス」として委ねるも
のでもあります。
　わたしは、神がアブラムに話されたことばを思い起こしています。「あな
たは生まれ故郷、父の家を離れてわたしが示す地に行きなさい。」（創世記
12・1）。このことばは、今も皆さんにのべられています。このことばは、
皆さんに「行く」、つまり未来に向かって出発するよう招いている、父なる
神のことばです。未来は未知なるものですが、必ず満ち足りたものに、父な
る神ご自身が皆さんに寄り添い、目指す未来につながるでしょう。わたし
は、皆さんが聖霊の息吹によって、心に響く神の声を聴くよう招きたいと思
います。
　神がアブラムに、「行きなさい」と言われた時、神は何を言いたかったの
でしょうか。神はもちろん、アブラムを彼の家族から遠ざけようと、あるい
は世界から離れさせようと言ったのではありません。アブラムは、あらがい
難い招待状、すべてを置き去りにして新しい地へ行くという課題を受け取っ
たのです。若者である皆さんが、世界の果てに築きたいと心から望み願って
いる、公正で優しい社会でないとしたら、この「新しい地」は、現代のわた
したちにとって、いったい何なのでしょうか。
　ところが不幸にも、今日、「行く」ということばには、異なる意味があり
ます。すなわち権力の乱用、不正、戦争です。皆さんの中の多くが、暴力と
いう真の脅威にさらされ、母国から逃げることを強いられています。その人
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たちの叫びは、エジプト王に奴隷にされ、抑圧されたイスラエルの人々の叫
び声のように、神に届きます（出エジプト2・23参照）。
　わたしはまた、かつてイエスが、弟子たちに尋ねられた時に言われたこと
ばを思い出してもらいたいと思います。「先生......どこに泊まっておられるの
ですか」と言うと、イエスは、「来なさい。そうすれば分かる」と言われま
した（ヨハネ1・38）。イエスは皆さんを見て、ご自分について来るように
招いています。親愛なる若者の皆さん、皆さんに向けられたこのまなざしに
気付いたことはありますか。この声を聴いたことはありますか。この旅を始
めたいという気持ちになったことはありますか。騒音や困惑がこの世界に広
く行き渡っているように見えますが、わたしは、この呼び声が皆さんの心の
奥に響き続け、その充満に喜びを見いだせるよう皆さんの心をきっと開く
と、確信しています。このことは、皆さんが自分の人生における神のご計画
を発見するために、識別の旅を専門的な指導者と一緒にどのように始めるか
を学ぶときにはじめて可能になるでしょう。その旅が不確かで皆さんがつま
ずく時でさえ、いつくしみ深い神は、皆さんを立ち上がらせるために手を伸
ばしてくださるでしょう。
　クラクフでのワールドユースデー最終日のはじめに、わたしは皆さんに、

「わたしたちは、物事を変えることができるでしょうか」と何度か尋ねまし
た。そして皆さんは、「はい」と叫びました。その叫びは、決して不正を許
さない、「使い捨て文化」に従わない、無関心のグローバリゼーションに負
けないという皆さんの若い心から生じたものです。皆さん自身の内から生じ
る叫び声に耳を傾けてください。皆さんが、預言者エレミヤのように、若さ
の未熟さを感じる時でさえ、神は、ご自分が皆さんを遣わした場所へ行くよ
うに皆さんを励まします。「恐れるな。わたしがあなたと共にいて、必ず救
い出す」（エレミヤ1・8）。
　よりよい世界は、皆さんの努力、変えたいという欲求、広い心の結果とし
ても、築かれます。勇気ある選択を求める聖霊に、耳を傾けることを恐れな
いでください。皆さんの良心が、主に従うことにおいてリスクを負うよう求
める時、先延ばしにしないでください。教会もまた、皆さんの声、感受性、
信仰、そして皆さんの疑いや批判に耳を傾けたいと望んでいます。皆さんの
声を聴かせてください。その声を、共同体の中で響き渡らせ、司牧者たちに
聴かせてください。聖ベネディクトは、大修道院長に、若者にも何か重要な
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決定の前には相談するよう勧めました。なぜなら、「神は時に、若者にも最
善なことを表す」からです（『聖ベネディクトの戒律』III 3）。
　このシノドスの旅においても同じです。兄弟である司教の皆さんとわたし
は、さらにいっそう「あなたがたの喜びのために協力し」（二コリント1・
24）たいと望んでいます。わたしは、皆さんのように若く、神が愛をもって
見守られたナザレのマリアに皆さんを委ねます。そうすれば、マリアは、
きっと皆さんの手を取って、「はい」（ルカ1・38参照）と答えて、神の招き
に十分に惜しみなく応えるという喜びへと、導いてくださるでしょう。

父なる愛とともに
フランシスコ
バチカン、2017年1月13日

■　○　■

シノドス事務局長、ロレンツォ・バルディッセーリ枢機卿の書簡

枢機卿、司教、総大司教の皆様、

　わたしは、皆様に、シノドスの事務局長としての立場から、喜びをもって
この手紙を書き、世界代表司教会議（シノドス）第15回通常総会の準備文書
を送ります。このシノドスは、教皇フランシスコにより、2018年10月に招集
され、「若者、信仰、そして召命の識別」というテーマを扱います。
　皆様もご存知のように、この準備文書は、シノドスのテーマについて教会
全体が協議する時期に、各国司教協議会、東方典礼カトリック教会（sui 
iuris）、総長管区長会、そして教皇庁の諸省庁に送られます。本文書はまた、
バチカンのホームページでも、入手できます（www.vatican.va/roman_curia/ 
synod/index.htm）。
　これについて上記の教会組織は、すべての専門教育施設、教会、諸団体、
信徒グループ、その他の教会組織の参加を求めるよう、招かれています。そ
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れによって「若者、信仰、そして召命の識別」についての神の民の協議を広
めるためです。若者は、このテーマについて考えながら、シノドスの過程に
積極的に参加しなければなりません。その協議がいったん地域レベルで終了
したら、該当教会組織は、シノドス事務局に2017年10月末までに、結果をま
とめたものを送らなければなりません。
　したがって、わたしは皆様にこの文書を各教区に配り、各教区が同様にこ
の文書を管区や小教区に広く行き渡らせるために配るよう、お願いします。
それは、「討議要綱」草案を作成する準備に、すべての神の民が貢献できる
ようにするためです。
　さらに、わたしは皆様に、事務局が今回のシノドスの準備を推進するため
に、ホームページを開設する計画を立てていることを、お知らせしたいと思
います。このホームページは、教会の外にも向けられています。この方法で
は、世界中の若者を、特別に考えられた一連の質問を示しその回答が事務局
に直接受け取られることを通して、シノドスの段階に参加するよう招くこと
ができます。皆様が、このお知らせに加えて、ホームページについて公表
し、さらに広めてくだされば、大変幸いです。
　次回の世界代表司教会議通常総会に関する件について、皆様のご対応をお
願いするとともに、皆様のご多幸を心からお祈りいたします。

ロレンツォ・バルディッセーリ枢機卿
シノドス事務局長
バチカン、2017年1月13日
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世界代表司教会議　第15回通常総会�
「若者、信仰、そして召命の識別」�

準備文書

バチカン、2017年5月25日

序文

　「これらのことを話したのは、わたしの喜びがあなたがたの内にあり、あ
なたがたの喜びが満たされるためである」（ヨハネ15・11）。これは、あらゆ
る世代のすべての人々のための神の計画です。その中には、第三千年期を生
きるすべての若者が一人残らず含まれます。

　福音の喜びを宣べ伝えることは、神によって委ねられた教会の使命です。
「新しい福音宣教」をテーマとするシノドスと、使徒的勧告『福音の喜び』
は、いかにこの使命を現代世界において成し遂げるかを扱いました。一方、

「家庭」をテーマとした二つのシノドスと、シノドス後の使徒的勧告『愛の
よろこび』は、家庭が福音の喜びを見いだすための助けとなるものでした。

　教会はこの使命に従い、また「若者、信仰、そして召命の識別」をテーマ
とするシノドスを通して新しい方法を紹介しながら、どうしたら若者がいの
ちと愛の充満への招きに気付き、受け入れることができるか、彼らを導く方
法を考察することにしました。それと共に教会は、今日、福音を告げ知らせ
るための最も効果的な方法を識別する際に、若者の助けを求めることにしま
した。若者の話に耳を傾けることによって、教会は再び、神が現代世界で語
りかけることばを聴くでしょう。サムエル（サムエル記上3・1-21参照）
とエレミヤ（エレミヤ1・4-10参照）の時代と同様に、若者は聖霊によっ
て導かれ、わたしたちの時代の時のしるしを識別することができます。教会
は、若者の願望に耳を傾けることにより、将来の世界と教会が歩むよう招か
れている道を、垣間見ることができるのです。
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　愛の召命は、日々の生活の中での一連の選択を通して、一人ひとり、具体
的な形を取ります。それらの選択は、生活様式（結婚、聖職、奉献生活な
ど）、職業、社会的、公的な取り組み、ライフスタイル、時間や金銭の管理
などに表れます。これらの選択が自らの意志でなされるのか、単に受け入れ
ただけなのか、意識的か無意識かにかかわらず、誰もこれらの選択を行うこ
とから免れません。召命の識別の目的は、それらの選択を、信仰の光に照ら
して、皆が招かれている喜びの充満に向かう一歩へといかに変えていくかを
見いだすことです。

　教会は、「若者の力と素晴らしさの根拠となるものを知っています。それら
は具体的には、仕事に喜んで取り掛かる力、後退せずに完全に自分自身を投
入する力、立ち上がり新しいやりがいを求めて再び始める力などです（第二
バチカン公会議若者へのメッセージ、1965年12月8日）。教会の霊的な伝統
という財産は、良心の養成と真の自由へと導く、多くの手段を与えてくれます。

　今回の準備文書は、このことを念頭に置きつつ、神の民全体に意見を求め
るというシノドスの段階を始めるものです。世界代表司教会議（シノドス）
と東方典礼カトリック教会（sui iuris）の総主教評議会、各国司教協議会、
教皇庁の諸省庁、さらには総長管区長会に宛てられたこの文書は、一連の質
問で締めくくられています。意見収集は、若者の期待や生活についての質問
が掲載されたウェブサイトを通して、すべての若者にも向けられています。
双方の一連の質問への答えは、「作業文書」すなわち討議要綱草案を作成す
るための基盤となります。それらの文書は、シノドス教父が議論を進める上
で基準となります。

　この準備文書は、3段階の考察を提起しています。まず、若者が成長し意
志決定を行う世界における社会的文化的原動力のいくつかをまとめ、信仰の
光の中でそれらを読みとることを提案しています。次に、識別の過程への基
本的段階を振り返ります。教会は、それらの段階を若者に提示できれば、若
者は、信仰の光に照らして、彼らの召命を見いだすことができると考えてい
ます。最後に、本文書は、若者のための召命司牧プログラムのキーポイント
を扱っています。したがって、本文書はすべてを網羅するものではなく、さ
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らなる議論を促すための手引書のようなものです。この文書の実りはシノド
スの閉会のときにのみ得られるでしょう。

愛された弟子の足跡をたどって

　使徒ヨハネの福音のイメージは、この道のりのはじめに、ひらめきを与え
てくれます。第四福音書の伝統的解釈では、ヨハネは、イエスに従うことを
選んだ若者と「イエスの愛しておられた者」（ヨハネ13・23、19・26、21・
7）両者の代表的人物です。

　　  　「そして、歩いておられるイエスを見つめて、『見よ、神の小羊だ』と
言った。二人の弟子はそれを聞いて、イエスに従った。イエスは振り返
り、彼らが従って来るのを見て、「何を求めているのか」と言われた。
彼らが、『ラビ――「先生」という意味――どこに泊まっておられるので
すか』と言うと、イエスは、「来なさい。そうすれば分かる」と言われ
た。そこで、彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるか
を見た。そしてその日は、イエスのもとに泊まった。午後四時ごろのこ
とである」（ヨハネ1・36-39）。

　洗礼者ヨハネの弟子たちは、自分の人生の意味を探し求めるなかで、「何
を求めているのか」というイエスの鋭い質問を聞きます。「ラビ――『先生』
という意味――どこに泊まっておられるのですか」という彼らの返事に対し
て、主は招きをもって答えます。「来なさい。そうすれば分かる」（ヨハネ
1・38-39）。同時にイエスは、弟子たちが実際にどうするかはわからない中
で、彼らが内なる旅を始め、現実的に行動を起こすように招かれました。弟
子たちがその日の時間を覚えているほど、それは忘れ難い出会いでした（ヨ
ハネ1・39参照）。

　弟子たちは、行って自分の目で見てみるという勇気によって、キリストと
の変わらぬ友情を経験し、キリストとともに毎日を過ごすことができたので
しょう。弟子たちは、イエスのことばを熟考し心を動かされ、深く影響を受
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けイエスの行動によって動かされたのでしょう。ヨハネは特別に、主イエ
ス・キリストの受難と復活の証し人となるよう招かれたのでしょう。最後の
晩餐（ヨハネ13・21-29参照）では、ヨハネとイエスの関係の親密さから、
ヨハネは頭をイエスの胸もとに置いて寄りかかり、イエスのことばに耳を傾
けていたのでしょう。次にシモン・ペトロが大祭司の家に行った場面では、
ヨハネは苦しみと孤独の夜に直面していたことでしょう（ヨハネ18・13-27
参照）。十字架の足元では、ヨハネは、マリアの世話をする責任を引き受け
ながら、彼に委ねられた聖母マリアの深い悲しみに耐えていたことでしょう

（ヨハネ19・25-27参照）。復活の朝、ヨハネは、ペトロと空になった墓へ、
混乱しながらも希望を抱いて、走って行ったのでしょう（ヨハネ20・1-10
参照）。最後に、ティベリアス湖の漁の奇跡（ヨハネ21・1-14参照）では、
ヨハネは復活された主に気付き、共同体全体に証言したのでしょう。ヨハネ
の模範は、召命の体験とは、内的識別および信仰の成熟の進んだ段階である
ということを理解する助けとなります。その段階は、わたしたち自身の献身
と福音宣教への参加の中に、愛の喜びと満ちあふれた生活を見いだすことへ
と導きます。

一　現代世界の若者

　この章では、社会または若者の世界の包括的な分析ではなく、召命の識別
という問題に取り組む場合に有益な、社会分野における調査の結果が、提示
されています。「それをもってわたしたちの心を根本から動かすことで、そ
こから始まる倫理的・霊的道筋の具体的基盤を築きたいと思います」（教皇
フランシスコ回勅『ラウダート・シ』15）。

　グローバルな視点で問題に近づくためには、各地域における特殊な具体的
状況に、抱いたイメージを適合させることが必要でしょう。世界的傾向から
判断すると、地球上の様々な地域における違いが重要です。若者について言
えば、様々な理由で、世界は一つではなく、多様性があると言えます。これ
らの中で、いくつかは特に注目に値します。最初の違いは、人口統計による
ものです。それは、若者が人口の割合で著しく増加している国々と、減少し
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ている国々を、高い出生率で分けるというものです。第二の違いは、歴史に
基づいています。それは、古代キリスト教の伝統および文化――失われては
ならない――を有する国々や大陸を、文化が他の宗教的伝統によって示され
る、キリスト教が少数派であり、ごく最近になって多少は見られるように
なった国々や大陸と区別するというものです。最後に忘れてはならないの
は、男女の性別によって生じる違いです。性別は、一方で、異なる現実の認
識を決定づけ、他方では、すべての社会が克服しなければならない支配、排
除、差別の様々なかたちのもととなっています。

　以下のページでは、「若者」という言葉は、地域の事情に適応させる必要
性を踏まえれば、約16歳から29歳の人たちを指します。どんな場合でも、

「若者」という言葉は、人々のことだけでなく、各世代が、同じではない独
自の方法で理解している、人生の一つの段階を指していることを思い出すと
よいでしょう。

1．急速に変化している世界
　諸変化の急速な推移は、現代の社会や文化の主な特徴です（『ラウダー
ト・シ』18参照）。この推移の高度な複雑性と速さは、かつてないほど変わ
りやすく不確かな状況を生み出しています。この状況が問題であるのか、そ
れとも機会であるのか、「先験的に」判断せずに、状況の耐久性や将来のた
めの今日の選択の結果を念頭に置きながら、十分に注意を払い長期的に計画
する力が必要とされています。

　不確かさの増大が脆弱な状態をもたらすということは、つまり、社会的不
安、経済的困難、さらには人口の大部分の生活に見られる不安定さが結び付
いた結果です。仕事に関して言えば、この状況は、失業、労働市場における
柔軟性の増大、特に未成年者の搾取、あるいは政治的、経済的、そして社会
的原因、さらには環境によって引き起こされる一連の原因を、思い起こさせ
ます。これらは、難民移住者の数の圧倒的な増大を説明するものです。経済
のグローバル化の過程によって提供された機会を享受できる少数の特権階級
と比べると、多くの人々は、不安定で安全ではない状況の中に生きていま
す。そうした状況は、彼らが人生において選んだ道や選択に影響を与えます。



123

資料1．準備文書

　現代世界は、地球規模で、「科学」に基づいた文化によって特徴付けられ、
しばしば技術および無限の可能性を持つ科学的裏付けによって支配されま
す。その文化では「いろいろな悲しみと孤独が人々に増大しているように見
え、若者たちもその例外ではありません」（『あわれみあるかたと、あわれな
女』3）。回勅『ラウダート・シ』で教えられているように、技術主義の標
準と短期的利益の必死の追求が、「使い捨て」文化の起源となっています。
それは、多くの若者を含む何百万人もの人々を排除し、次世代の将来を脅か
す、天然資源の見境のない搾取と環境の悪化を生んでいます（『ラウダー
ト・シ』20-22参照）。

　多くの社会がますます多文化、多宗教になりつつあることを見過ごしては
なりません。特に、異なる宗教の伝統が存在することは、挑戦と機会です。
この状況は、不確かさ、そして相対主義の誘惑へと導きますが、同時に、実
りある対話と相互の豊かさのための可能性を増大させます。信仰の視点から
見れば、この状況は、よりいっそう耳を傾け、尊重し、対話することを必要
とする、現代の時のしるしであると見ることができます。

2．新しい世代
　現代の若者は、両親や教育者たちとは異なる世界に生きています。経済的
社会的変化が、ありとあらゆる義務および機会に影響を与えています。若者
の願望、ニーズ、他人に対する感情や関わり方も同様に変化しています。さ
らに、ある特定の見方をすれば、若者は、グローバル化によって、世界中の
地域で、より一様になる傾向にあります。それにもかかわらず、彼らは、社
会性と個人のアイデンティティーの形成過程に影響を与える、地域環境や彼
ら独自の文化的、制度的背景にとどまります。

　多文化主義の挑戦が、若者の世界に、特別な方法で存在しています。たと
えば、「第二世代」（すなわち、移住の結果として、彼らの両親とは異なる社
会や文化で成長する若者）の特殊性、または、ある意味では、（民族性、文
化／宗教の観点から）「混ざり合った」両親の子どもです。

　世界各地で、若者は、人生における真の選択をする際に困難をもたらす、
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特別に辛く苦しい状況を経験しています。なぜなら、彼らは自由を行使する
ためのわずかな可能性も持っていないからです。この状況としては、貧困と
排除を経験している若者、両親や家族なしで大きくなった若者、あるいは学
校に行けない若者、多くの大都市郊外で路上生活をしている子どもと若者、
失業している若者、避難民および移住者、搾取と不法取引と重労働の犠牲
者、犯罪組織やゲリラ兵として強制的に集められた子どもと若者、意志に反
して強制的に結婚させられた幼な妻である少女たちが挙げられます。世界の
あまりにも多くの人々が、児童期から直接、成人期へ、そして彼らが選ぶこ
とのできない責任の重荷へと進みます。しばしば女児、少女、そして若い女
性の方が、同年齢では、より大きな困難に直面します。

　国際レベルで行われた研究が、現代に生きる若者の特徴を明らかにするた
めの助けとなります。

帰属と参加
　若者は、彼ら自身を、不利な立場にある、あるいは守られるべき社会集団
として、あるいはその結果として、司牧プログラムまたは政策の受動的な受
け手として見ていません。多くの若者が、現在起きている変化の過程に積極
的に関わりたいと望んでいます。若者を重要視し、他の人々とともに活動す
る主役として見ている草の根のレベルでの活動や改革を経験することによっ
て、彼らの望みは確かなものとなっています。

　若者は一方で、個人の各貢献が自らのアイデンティティーを認識するため
の機会となりうる具体的な活動に、進んで参加し自らをささげる意欲を示し
ます。他方で若者は、彼らが、事の是非はさておき、参加するあるいは励ま
しを受ける機会がないと感じている場で、不寛容さを示します。これは、諦
め、もしくは、熱望する、夢見る、計画するという彼らの熱意の低下につな
がります。このことは、ニート（「学校教育にも、雇用にも、職業訓練にも
属さない」、すなわち、若者が、勉強や仕事、あるいは召命のトレーニング
などの活動に従事していない状態）の拡がりの現象に見られます。受動的で
弱気な若者と、積極的で活動的な若者との間の相違は、意味のある体験、人
間関係、そして青年期の前に形成された価値観をも加えて、社会と自分が
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育った家庭において各人に与えられた具体的な機会に起因します。受動的で
あることに加えて、自信および能力の欠如は、彼ら自身の自己イメージへの
過度な関心と一時的な流行への従順な服従として現れます。

個人と組織の視点
　様々な調査研究は、若者が、すぐそばにいて、信頼でき、一貫性があり、
そして誠実である人物を、彼らの参考となる人物として必要としていること
を明らかにしています。また、若者の他者（大人と仲間の両方）と関わる能
力を試し、彼らの気持ちや感情をコントロールするための場や機会も必要で
す。若者は、共感でき、彼らを支持し、励ましを与え、しかしながら、彼ら
が判断されていると感じることなく自分自身の限界を認識するよう助けてく
れる人物を、探し求めています。

　この視点から見ると、両親と家族の役割は、きわめて重要でありながら、
時に問題があると言えます。年上の世代には、しばしば、若者の可能性を過
小評価する傾向があります。彼らは、若者の弱さを強調し、若い人たちの
ニーズを理解することができません。両親や成人教育者たちも、彼ら自身の
間違いに気付き、彼らが若者にしてほしくないことを知ることもできるで
しょう。しかしながら、彼らはたいてい、若者が未来に焦点を合わせるのを
いかに助けるかについて、明確なアイデアを持ち合わせていません。これに
ついて、最も一般的な反応は、何も言わないことと、彼ら自身の選択を押し
付けることの2つです。不在の親や過保護な親は、彼らの子どもたちを人生
に直面することに対して不用意にさせたり、関わるリスクを軽視する傾向に
あったり、間違うことへの恐れに取りつかれたりします。

　しかしながら、若者は、大人の間だけで参考となる人物を探してはいませ
ん。若者には、彼らの仲間の間で、参考となる人物を探したいという強い欲
求があります。その結果として、若者は、彼らと一緒に自由な交流をする機
会を必要とします。彼らの気持ちや感情を表すことができ、打ち解けた感じ
で学べる、そしてストレスや不安を感じることなく役割や能力を体験できる
機会を必要とするのです。
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　仲間はずれにされることを生来気づかう若者は、不信感、無関心、あるい
は組織への怒りをしばしば抱きます。これは、社会だけでなく、教育機関や
教会組織にもますます大きな影響を与えます。若者は、教会が人々により
いっそう近づき、教会が社会問題にもっと注意を向けることを望んでいます
が、すぐには実現しないことも認識しています。

　これらすべては、組織に属していることと宗教活動をとおして、若者をま
すます性格付ける背景で起こります。若者は、公然と「拒否」しないまで
も、福音によって示された神が「いない」生き方と、教会「なし」の生き方
を学んでいます。また、その代わりとなる、最小限の制度となっている宗教
と霊性の形態を信頼することを学んでいます。あるいは、宗派や強い宗教体
験に逃避することを学んでいます。多くの場所では、教会の存在は、ますま
す普及しないものとなっており、その結果、出会うことがより難しくなって
います。このことは、支配的な文化が、独自の伝統の要素であろうと、消費
主義と個人主義によって特徴がよく表れた地域のグローバル化という現実で
あろうと、しばしば福音の価値とは矛盾する必要性の担い手となっている中
で、起きています。

高度につながり合っている世代に向かって
　今日、若い世代は、現代の通信技術と、通常「バーチャルワールド（仮想
世界）」と呼ばれる、とても現実的な影響を与えるものとの関係によって特
徴付けられます。この「バーチャルワールド」は、前世代が楽しむことのな
かった幅広い機会へのアクセスの可能性をもたらしていますが、危険がない
わけではありません。技術的な介在によってつながり合った体験が、世界、
現実、そして対人関係についての考えをいかに構築するかについて注目する
ことはとても重要です。このことから教会は、適切な文化を発展させるため
に必要な司牧活動の価値を見極めるよう求められています。

3．若者と選択
　先に述べた変わりやすさと不安定さのうちに、成人期へ移行し、個人のア
イデンティティーを確立するには、「一連の考察手段」をますます必要とし
ます。人々は、人生の旅を新たに方向転換することを強いられ、絶えず選択
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を手にします。さらに、西洋文化の拡がりとともに、いつも新しい可能性を
選ぶための機会として理解される自由の観念が、出現しています。若者は、
もしそれが将来において別の道を行くことを諦めるということを意味するの
ならば、個人の人生の旅を続けることを拒否します。「今日、私はこれを選
択し、明日はまた考えます」。私的関係と職業上の関係においては、絶対的
な選択よりむしろ変わりうる選択が存在しています。

　この状況においては、古い手段はもはや機能せず、前の世代によって伝え
られた体験は、すぐに廃れます。貴重な機会と誘引する危険は、もつれて絡
み合っており、簡単には解けません。そのため、適切な文化的、社会的、霊
的な手段が必要とされます。そうすれば、意志決定のプロセスは、おそらく
間違うこと、さらには導くよりもむしろ変化することを恐れるために、行き
詰まって終わってしまうことはないでしょう。教皇フランシスコのことばを
引用すれば、「広範囲にわたる決断をし、教育的、感情的な課題に立ち向か
うために心を奮い立たせる勇気と偉大さを、どうしたら呼び起こすことがで
きるでしょうか。わたしは、『リスクを負いなさい』というフレーズをとて
もよく使います。リスクを負いなさい。リスクを負わない者は誰でも、歩ん
でいません。『しかし、もし間違いを犯したら、どうすればよいのでしょう
か』。主がたたえられますように。もしじっとしているならば、あなたはもっ
と間違いを犯すでしょう」（ナザレの別荘における講話、2016年6月18日）。

　勇気と鼓動の高まりを呼び起こす方法を探す際には、イエスという人物と
イエスによって宣べ伝えられた福音が、多くの若者を魅了し続けているとい
うことを必ず考慮しなければなりません。

　若者の選択する能力は、不安定な状況と結び付いた困難によって、妨げら
れます。たとえば、仕事を見つけるための彼らの奮闘や働く機会の激減、経
済的自立の達成を阻む障害、そして、彼らの能力不足のためにキャリアを積
み重ねられないことが挙げられます。一般的に言えば、若い女性が、これら
の障害を克服することは、さらにいっそう困難です。

　家族の経済的社会的困難、若者の現代文化の一定の特徴を取り入れる方
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法、そして新しい技術の影響は、広い意味で、若者の教育における課題に対
応する際の強い力を必要とします。これが、教皇ベネディクト十六世によっ
て強調された、教育の緊急事態です（若者の教育における緊急性についての
ローマ市および教区への手紙、2008年1月21日）。地球規模で、各国間の格
差は考慮される必要があります。同様に、異なる社会に溶け込む機会を若者
に与えることについても考えなければなりません。さらに、文化的宗教的要
因は、たとえば、男女不平等による排除、民族的、宗教的少数派に対する差
別による排除につながります。これらの差別はまた、若者を移住へと押し
やっています。

　この状況は特に、共通の成長のためにしっかりした計画の奉仕をさせるこ
とによって、個人のスキルを早急に向上させます。若者は、結果を出すとい
う能力を測る実際の計画において協力する選択、生きている環境を改善する
ことに向けてリーダーシップを発揮する選択、そして、生活および仕事に役
立つスキルを、実際に習得して磨く機会を探す選択を与えられたことに、感
謝します。

　社会的革新は、変化のリスクから保護を求める敗者を、新しい機会を生み
出す変化の主体へ変えながら、新しい世代の状況を逆さまにひっくり返す、
積極的な関与を表しています。若者――受動的なことおよび未熟さの固定観
念によく陥る――が、世界または教会がどのようなものであるかを示す選択
肢を提示し、実践することは重要です。もし、社会またはキリスト教共同体
が、何か新しいことを再び実現させたいと欲するのであれば、新しい人々が
行動を起こせる空間を残さなければなりません。言い換えれば、持続可能性
の原則に従って変化を考え出すことは、新しい世代が発展の新しいモデルを
体験できるようにすることを必要とします。このことは、責任の地位を占め
る人たちの年齢が高く、世代交代のペースが減速する国々や組織において、
特に問題です。
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二　信仰、識別、召命

　今回のシノドスの各段階を通して教会は、若者に出会う、若者に寄り添
う、そしてすべての若者を一人残らず配慮するという教会の望みを、繰り返
し述べます。教会は、世界が若者に露呈している孤立と排斥の中に彼らを捨
て去ることができませんし、またそれを望んでもいません。若者の生き方は
良い経験であるかもしれない、彼らは暴力や死のうちに自らを失わない、失
望は彼らを閉じ込めたり孤立させたりしないといった、これらすべてのこと
が、信仰のうちに洗礼を受けていのちを授けられ、素晴らしいたまものを受
けたことに気付いている人にとっては、とても重要なことであるに違いあり
ません。

　これらのたまものにより、生まれることは、人に満ち足りた人生の約束を
もたらします。そして、受け入れられて大事にされることは、基礎的経験と
なります。その経験は、人生の意義の欠如や死の闇に見捨てられてはいない
という信頼と、充満の人生に向かう旅で個性を表すことができるという希望
で、それぞれの人の心を満たします。

　東方教会の知恵は、この信頼が「3つの誕生」の類比を考える上でどのよ
うに基本となっているかを理解するための助けとなります。第一の誕生は、
自然な誕生、すなわち、人間が、女か男として、命を受け入れて維持するこ
とのできる世界に生まれることです。第二の誕生は、「神の愛によって神の
子どもとなる」洗礼における誕生です。そして第三の誕生は、「この世にお
ける肉体の命から、来世における霊的な命へ」という一節に見られます。そ
れは、人間に自由の完全な行使を与えます（マブグのフィロクセノスの講
話、5世紀のシリアの司教9参照）。

　自分が受けたたまものを他の人々に与えることは、彼らに寄り添うこと、
自分の弱さや困難に向き合う彼らの人生の旅において、彼らと並んで歩くこ
と、そして特に、いまだ形成されている自由を行使しながら、彼らを支える
ことを意味します。したがって教会は、司牧者をはじめとして自己分析を行
い、他の人々に配慮するという教会の召命を再発見するよう招かれていま
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す。その方法については、教皇フランシスコが教皇職をはじめるにあたっ
て、次のように奨励しています。「配慮し、守護するには、いつくしみが必
要です。柔和さを生きることが必要です。福音書の中で、聖ヨセフは力強
く、勇気に満ちた労働者としての姿を示します。しかし、ヨセフの心の中に
見られるのは深い柔和さです。柔和さは弱者の特徴ではなく、むしろその反
対に、心の強さを示します。それは、注意し、共感し、他者に心を開く力で
す。愛する力です」（ローマ司教のペトロの奉仕職を始めるにあたっての就
任ミサ説教、2013年3月19日）。

　この視点から、若者に寄り添うこと、信仰とともに始めること、そして教
会の伝統に耳を傾けることについて、いくつかの考えをこれから提示しま
す。それらは、召命の識別において、若者を支援するという明確な目的と、
彼らが人生において、基本的な選択を行うことを、それらの選択の一部は永
続的であるという認識のもとに、助けるという目的をもっています。

1．信仰と召命
　信仰は、イエスの視点から、見ることです（教皇フランシスコ回勅『信仰
の光』18参照）。信仰は、召命の識別の源です。なぜなら、信仰は、召命の識
別に、基本的な内容、具体的な成長、個人の様式、そして教育を与えるから
です。喜び進んで神の愛のたまものを受け入れることは、人生における具体
的で一貫した選択を通して、それを実りあるものにすることを必要とします。

　「あなたがたがわたしを選んだのではない。わたしがあなたがたを選んだ。
あなたがたが出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また、わた
しの名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、わたしがあなた
がたを任命したのである。互いに愛し合いなさい。これがわたしの命令であ
る」（ヨハネ15・16-17）。もし、愛の喜びへの召命が、神がすべての若者の
心に抱かせた、一人一人の存在が実を結ぶよう求める、根本的な招きである
ならば、信仰は、天からのたまものであるとともに、自分が選ばれ愛されて
いるという思いへの応答となります。

　信仰は「臆病な人の逃れ場ではなく、わたしたちの人生を広げるもので
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す。信仰は、偉大な招き、愛の召命に気づかせてくれます。それは、愛が信
頼するに足り、引き受けるに値するものであることを約束してくれます。な
ぜなら、愛は、わたしたちのあらゆる弱さよりも強い、神の忠実を基盤とす
るからです」（『信仰の光』53）。この信仰は、わたしたちの時代の男女の間
に「普遍的兄弟愛」を築くことに貢献しながら、「すべての社会関係を照ら
す光となります」（同54）。

　聖書には、召命の招きを受け入れ、それに応えた若者のたくさんの記述が
あります。信仰の光に照らされて、彼らは次第に、一人一人に対する神の深
い愛の計画に気づきます。それは、神が世界を「良い」場所として、命を受
け入れることができる場所として創造し、信頼関係のつながりのたまものと
してお与えになって以来、神の一つ一つの行動における、神の意志です。

　信じることは、聖霊に耳を傾けることであり、精神と感情の力のすべてを
尽くして、道であり、真理であり、命である（ヨハネ14・6参照）方と、対
話をすることです。信じることはまた、毎日の生活の具体的な出来事の中
で、また十字架に出会う時に、さらには「愛された弟子」のように復活のし
るしを見ることに喜びを感じる時に、「みことばをあかししながら」、みこと
ばを信頼することを学ぶことです。

　この対話の場所は良心です。第二バチカン公会議で教えられているよう
に、良心は「人間のもっとも秘められた中心であり聖所であって、そこで人
間は独り神とともにあり、神の声が人間の内奥で響」（『世界現代憲章』16）
きます。したがって良心とは、ある約束を受け入れるよう求める招きがあら
われる、侵すことのできない場です。聖霊の声と、他の招きを識別し、どの
ように応えるかを決めるのは、各自の課題です。他の人々は、この課題にお
いて、同伴してその人を強めるかもしれませんが、彼らは決して、別の人物
の代わりをすることはできません。

　人生と歴史は、人間が、喜びの具体的な形を簡単には認識することができ
ないことを教えています。その喜びとはすなわち、神が一人一人を招いてお
られる喜びであり、また一人一人が望む喜びです。変化と不確実性が広がる
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現代においては、その認識が簡単ではないことは、言うまでもありません。
またある時には、人間は落胆や、人を充満への道の途中で立ち往生させる執
着心の重圧に、対処しなければなりません。多くの人々は、たとえば次のよ
うなことを、経験します。イエスの招きを受け入れることから自分自身を遠
ざけるたくさんの財産を持った若者は、そのために、多くの喜びに満ちてで
はなく、悲しみながら立ち去りました（マルコ10・17-22参照）。人間の自由
は、それは常に純化されて完全でなくてはならないという事実にかかわら
ず、善なるものを認識し、それを実行する基本的な力を、決して失いませ
ん。「人間は、一方では、最悪なまでに身を落とす可能性がありつつも、他
方では、心的または社会的な制約があろうとも、自らを超えて立ち上がり、
善なるものを選び直し、新しいスタートを切ることができます」（『ラウダー
ト・シ』205）。

2．識別のたまもの
　不確かな状況と内なる力の葛藤に直面する中で、意志決定を行い、その人
の行動を導くことは、識別を行うための場であり、さまざまな状況に適用す
る教会の従来からのことばです。実際に、識別の一つの形は、時のしるしを
読むことにおいて行われます。時のしるしを読むことは、歴史における聖霊
の存在とはたらきを認識することを導きます。それに対して、道徳的識別
は、善なるものと悪なるものを見分けます。さらに、別の形である霊的識別
は、誘惑をはねのけるために認識し、人生の充満に向かって進むことを目的
としています。これらの識別のさまざまな意味は明らかにつながっており、
一方を他方と完全に分けることはできません。

　このことを念頭に置いて、シノドスでは、召命の識別に取り組みます。召
命の識別とは、人が、神との対話において、聖霊の声に耳を傾けながら、人
生におけるその人の状況の選択をはじめとする基本的な選択を行う過程で
す。個人が、自己実現のための機会をどうしたら無駄にしないで済むかとい
う問いかけは、すべての男女に本質的なものです。信者にとって、その問い
かけは、より強く、深いものとなります。つまり、人は福音のよい知らせを
どのように生きることができるか、そして人は、神が、出会うすべてのもの
に向けて呼びかける招きに、結婚、聖職、または奉献生活を通してどのよう
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に応えることができるか。人の才能は、職業、ボランティア活動、貧しい
人々への奉仕、市民または政治生活における関わりなどのどこで生かされる
か、という問いかけです。

　聖霊は、それぞれの生活における出来事を通して語りかけ、はたらきます
が、それらは、さまざまな解釈が自由にできるという点で、不明瞭または曖
昧です。識別は、それらの意味を明らかにし、意志決定することを必要とし
ます。使徒的勧告『福音の喜び』51では、識別を表現するために3つの動
詞、すなわち、「見分ける」、「解釈する」、そして「選ぶ」が使われていま
す。これらの3つの動詞は、個人またはグループ、そして共同体が、それら
の異なる段階の境界線が、実際には決して明確に描かれないということを、
十分に認識した上で、適切な計画を綿密に立てるために役立ちます。

見分けること
　何よりもまず、「見分ける」ことは、人生の出来事、出会う人々、そして
耳にしたり読んだりする言葉が、内なる生命力、すなわち、さまざまな「欲
求、気持、感情」（使徒的勧告『愛のよろこび』143）およびそれらの多様な
表現、たとえば、悲しみ、暗さ、満足感、恐れ、喜び、平安、空虚感、優し
さ、怒り、希望、無関心などに、どのように影響するかに関係します。人
は、どのように対処するのかはっきりしないまま、良い時期や悪い時期、場
合によっては、実際、内面に起こっている葛藤などさまざまな方向に、引き
付けられたり、押しやられたりします。「見分ける」には、こうした感情の
豊かさが表れ、これらの気持ちを裁くことなく確かめることを必要としま
す。「見分ける」にはまた、残っている「味わい」、すなわち、経験したこと
と、心の奥に残っていることとの間に、一致と不一致をとらえることを必要
とします。

　この段階では、神のみことばが重要です。その意味を黙想することは、実
際、内なる自分に触れるすべての経験のように、熱い思いを呼び起こしま
す。それと同時に、神のみことばが物語る出来事において、情熱が表れ、情
熱と一致する可能性が開かれます。「見分ける」という段階では、聞く能力
そして気持ちや感情が、重要視されます。その際には、沈黙という大変な努
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力、すなわち個人の成長における重要な段階を避けることはできません。特
に若者にとってはなおさらです。若者は、大きな重圧のもとに、さまざまな
強い欲求を経験していますが、それらの強い欲求によって、おじけづくこと
も、彼らが引き寄せられる大いなる前進を断念することもできないのです。

解釈すること
　これまで考察してきた「見分ける」ことだけでは、十分ではありません。
次の段階は「解釈する」ことです。言い換えれば、聖霊が、それぞれの心に
何を呼び起こし、それを通して聖霊が、その人に何をするよう招いているの
かを理解することです。人は、しばしば、体験は「強烈な印象」を与えると
言いながら、その体験について話すことをやめます。体験した欲求や感情の
源と意味を理解することは、さらに困難です。また、それらの欲求や感情
が、建設的な方向に向いているのか、それとも、自分自身の中に閉じこもら
せる方向に向いているのかを確かめることも、非常に困難です。

　この解釈の段階は、とても繊細であり、忍耐、用心、そして確かな知識を
も必要とします。人は、社会的、心理的な条件が及ぼす影響を考慮する能力
を必要とします。その能力は、知性も必要とします。しかしその際には、何
をするのがよいことであり、ふさわしいかについて抽象的理論を構築すると
いう罠に陥ることがあってはなりません。識別においてでさえ、「現実は理
念に勝る」（『福音の喜び』231）のです。同様に、「解釈する」際には、現実
に直面し損なうことも、また現実的に有効な可能性を考慮し損なうことも
あってはなりません。

　「解釈する」欲求と内面的な動きは、神のみことばに照らされ、またキリ
スト教生活の道徳的な願いのもとに、率直に向き合うことを必要とします。
経験した具体的状況に、それらを常にあてはめてみることが必要です。この
努力は、それを行った人が、最小限の律法主義的な論法によらず、与えられ
た才能と可能性を最大限に活かし、若者を魅了し、感動させるメッセージを
もたらす方法を探し求めるように、導きます。

　解釈の作業は、神との内的な対話において、個人の能力を最大限に用いて
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行われます。経験豊かな人が、聖霊に耳を傾けることにおいて手助けするこ
とは、教会が提供する貴重な支援であり、その支援を無視することは賢明で
はありません。

選ぶこと
　すべての欲求と感情が見分けられて、解釈されたら、意志決定を行う次の
段階は、真なる人間の自由と個人の責任を行使することです。それは、当
然、具体的状況に結び付いており、それゆえに制限されています。選ぶこと
は、衝動という盲目的な力にさらされます。現代社会における一定の相対主
義は、最終的にその衝動に行き着きます。それは、変化し続ける状態に人を
閉じ込めるような規範を、究極な規範として取り入れることによってなされ
ます。同時に、人は、自分自身の外に存在する力への服従、すなわち、他律
性から解放されます。これらすべては、生涯を通して一貫性のあることを必
要とします。

　歴史の中の長期にわたり、人生における基本的な選択は、関係する個人に
よって行われてきませんでした。第一章で触れた地域では、そうした状況が
いまだに存在しています。真の自由と責任ある選択を促すことは、過去の慣
習からは除かれましたが、すべての重要な召命司牧プログラムの目標であり
続けます。識別は、良心における不可侵な場所を、それを入れ替えるよう装
うことなく、守るための主な手段です（『愛のよろこび』37参照）。

　決定は、それが正しい決定かどうか確かめる事実によって、証明されなけ
ればなりません。選択は、内面性に閉じこもったままであり続けることがで
きず、バーチャルか非現実的――現代文化において強まった危険――なまま
存在しそうです。そうではなく、選択は、欲望や感情を引き起こす現実と直
面する危険を受け入れながら、行動に移されるべきもの、具体化されるべき
もの、道へと歩みだすものとなるべきです。他の欲望や感情は、この段階で
生じます。すなわち、それらを「見分け」、「解釈する」ことは、その決定が
よいかどうか、再評価するのに望ましいかどうか、検討する可能性を与えま
す。その結果として、「外へ出る」ことが重要となります。前述したように、
たとえ間違いを犯すことへの恐れにより、動きが制限されるとしてもです。
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3．召命と宣教への道
　召命の識別は、単一の行動では成し遂げられません。たとえ、召命の成長
について詳しく話すとしても、はっきりと瞬間や決定的な出会いを見分ける
ことは可能です。召命の識別は、人生において重要なすべてのことに関し
て、時間をかけて次々と明らかにする、長い過程です。その間、人は、とて
も個人的で独特な召命を指し示すために、主が用いるしるしを観察し続けま
す。神は、アブラハムとサラに、彼らの生まれ故郷を離れるように命じまし
た。しかしながら、それは、段階的な過程をたどって、――段階を誤ること
なく――命じられました。その過程は、最初は隠されていたものを、明らか
にしています。「わたしが示す地に行きなさい」（創世記12・1）。マリア自
身は、たとえその意味が分からなくても、自分の召命に気づき、自分が聴い
たことばと起きた出来事を思い巡らし、成長を遂げています（ルカ2・
50-51参照）。

　時間は、行った意志決定の有効性を確かめる上で、基本となるものです。
聖書の各ページで教えられているように、すべての召命は、熱意のあるなし
に関わらず、実行された使命に向けられています。

　使命を受け入れることは、命を懸けるという意志と、イエスの歩みに倣っ
て、十字架の道を行くという意志を表します。イエスは、固い決意でエルサ
レムへの旅に出かけて（ルカ9・51参照）、ご自身の命を人類のために差し
出したのです。自分の欲求で自分のことばかり考えるのをただやめるだけ
で、人は、家庭生活、聖職あるいは奉献生活において、神の計画を受け入れ
ることができるように心を開かれ、真剣に自分の職務を遂行しようとし、ま
た、心から共通善を求めようとします。特に文化が、個人主義によって、よ
り深く傷つけられる場所においては、選択がどういうものであるか、調べる
必要があります。自己実現の追求は、自己愛の結果と言えるかどうか、そう
ではなく、人生を、自己に与えられたたまものである寛大さに従って、論理
的に生きようとする意志を含むかどうか、確かめる必要があります。した
がって、貧困に触れること、傷つきやすいこと、必要に迫られることは、召
命の識別に向かうためには、非常に重要です。何よりも、神学校の養成担当
者は、神学生に、「羊の匂い」が染みつく意志があるかどうかを確かめて、
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育てるべきです。

4．寄り添うこと
　3つの基本的な確信が、召命の識別の根底にあります。それらは、信仰の
光とキリスト教の伝統において理解されるすべての人間の経験に、根差して
います。第一の確信は、聖霊が、考え、イメージ、そして計画などに結び付
く気持ちや欲望を通して、全ての男女の心にはたらくというものです。人間
は、これらの合図を、注意深く耳を傾けながら解釈することができます。第
二の確信は、人間の心が、その弱さと罪のために、本来は分裂してしまうと
いうものです。なぜなら、心は、異なる感情、反対の感情にさえ、引き寄せ
されてしまうからです。第三の確信は、すべての生き方は、選択を強いられ
るというものです。なぜなら人は、不確かな状態にいつまでもとどまること
ができないからです。人は、神の愛の喜びへの招きを見分けるために必要と
される、手段を選ばなくてはなりません。そして、神の招きに応えることを
選ばなくてはならないのです。

　これらの手段において、教会の霊的な伝統は、個人に寄り添うことの重要
性を強調しています。他の人に寄り添うことにおける、識別についての教え
の研究は、十分ではありません。人は、聖霊のはたらきを認識できるよう心
の動きを見極めるという困難で個人的な経験を必要とします。聖霊の声は、
一人一人の固有の個性に語りかけるのです。個人に寄り添うことは、聖霊の
声に対して、感受性を絶え間なく洗練させることを必要とすると同時に、そ
の人の個性の資質と豊かさを発見することへ導きます。

　それは、神と人との関係を育て、それを妨げるかもしれないものを取り除
くことを助けるという問題です。識別において寄り添うことと、心理的な支
援との違いは、ここにあります。それは、超越性を受け入れる時に、しばし
ば、基本的に重要となります。心理学者は困難に陥っている人々を支援し、
彼らが自分の弱さや可能性に気づくことができるよう助けます。霊的な指導
は、その人を神の方へ再び向かわせ、神との出会いのための基盤を用意しま
す（ヨハネ3・29-30参照）。
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　福音書に記されている、イエスの、同時代の人々との出会いは、召命の識
別において、若者に寄り添う人物の理想像の一部となる、明白な要素を浮き
彫りにしています。それらは、愛のまなざし（最初の弟子たちの招き、ヨハ
ネ1・35-51参照）、権威ある言葉（カファルナウムの会堂での教え、ルカ
4・32参照）、「隣人になる」資質（善いサマリア人、ルカ10・25-37参照）、

「並んで歩く」選択（エマオの弟子たち、ルカ24・13-35参照）、そして、恐
れることなく先入観に逆らう真の証言（最後の晩餐で足を洗う、ヨハネ13・
1-20参照）です。

　若い世代に寄り添うという課題において、教会は、若者の喜びに協力する
という教会の召命を受け入れます。それは、彼らの信仰を支配しようとする
ものであってはなりません（二コリント1・24）。このような奉仕は、最終
的には、祈りにおいて、さらには、一人一人を教え導く聖霊のたまものを求
めることにおいて築かれます。

三　司牧活動

　教会は、特に不確かで変わりやすく不安定な現代において、若者が福音の
喜びへの招きを受け入れることを、どのように助けるのでしょうか。

　この章の目的は、課題に関わる人々、指導が行われる場所、そして利用で
きる手段を考慮しながら、いかに真剣に司牧的配慮と召命の識別の課題に対
処するかに目を向けることです。この点において、若者のための司牧的かつ
召命に関する配慮は、さまざまな相違を伴いながらも、互いに結びついてい
ます。以下の概要は、テーマをすべて扱うことを意図しているのではなく、
各地域の教会が経験したことに基づいて、さらに詳細に仕上げられるべき指
針を提示することを目的としています。

1．若者とともに歩むこと
　若者に寄り添うことは、先入観で作り上げた枠組みを越え、彼らがいる場
所で出会い、彼らの時間と生活のペースに合わせ、彼らのことを真剣に考え
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ることを必要とします。このことは、実行されなければなりません。なぜな
ら、若者は、彼らの生きている現実を理解しようとしているからです。そし
て若者は、日々、自分の経歴を築き上げようと試みたり、自分の人生の意味
を多少なりとも意識的に探し求めたりする言動の中で、受け取った教訓を活
用しようとしているからです。

　日曜日ごとにキリスト者は、聖餐式においてイエスと出会い、主が十字架
につけられて復活した記憶を思い起こし続けます。多くの子どもたちは、教
会の信仰において洗礼を受け、キリスト者として出発する旅に出ます。しか
しながら、これは、信仰生活のための成熟した選択を行うことと同じではあ
りません。この時点に到達するには、時に予測不可能な道と、教会共同体の
習慣からかけ離れた場を含んでいる旅が必要です。これについて、教皇フラ
ンシスコは次のように言っています。「召命のための司牧の奉仕職とは、イ
エスのなさり方を学ぶことです。イエスは、日常生活の場を通り、急ぐこと
なく立ち止まり、そして、わたしたちの兄弟をいつくしみをもって見つめな
がら父なる神と出会うように導きます」（召命司牧活動についての国際会議
参加者への演説、2016年10月21日）。若者とともに歩むことにより、キリス
ト教共同体全体は築き上げられます。

　この提言は若者の自由に関するものであるからこそ、それぞれの共同体
は、自分と結び付けて若者に話をし、個人の成長を支援するという独創的な
方法を重視する必要があります。多くの場合、その作業は、何か新しいこと
を可能にさせる学習を含み、先入観で作り上げた枠組みをあてはめようとし
て新しいものを抑制しません。もし閉鎖的で「『いつもこうしてきた』とい
う自己満足的な司牧姿勢」で対処されるならば、また、「自分の共同体の目
標や構造、宣教の様式や方法を見直すというこの課題に対して、大胆かつ創
造的」（福音の喜び33）な人々が関わらなければ、その召命の種は実を結び
ません。イエスが同時代の人々に出会った方法を言い表している福音の中の
3つの動詞、「出向いて行く」、「見る」、「招く」は、司牧の様式を採り入れ
る上で、助けとなるものです。
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出向いて行くこと
　召命司牧活動とは、何よりもまず、福音の喜びに宣べられていることを信
じられないとするかたくなな態度を捨てて、「出向いて行く」よう求める、
教皇フランシスコの招きを受け入れることです。束縛されていると感じる枠
組みを脱却することによって「出向いて行く」のです。そして、教会として
行動するという、時に時代遅れな方法をやめて、「出向いて行く」のです。
それは、日々の活動や関心からの内的自由の表れである、「外へ出る」こと
でもあります。そうすれば、若者は、自分の人生の主役になることができま
す。若者は、彼ら独自の貢献がキリスト教共同体によって歓迎されているの
を見るとき、教会をより魅力的に感じるでしょう。

見ること
　若者の世界に「出向いて行く」ことは、彼らと一緒に時間を過ごし、彼ら
の人生の話に耳を傾け、そして彼らの喜び、希望、悲しみ、不安に注意を向
ける意志を必要とします。すべて彼らと共有しようとする努力です。これ
は、福音の文化内受肉、福音があらゆる文化に、若者の間にさえ浸透するこ
とをもたらします。イエスが同時代の男女と出会う福音の記述では、彼らと
ともに時間を過ごしたイエスと、彼らと視線を交わしたイエスの魅力が、ま
さに強調されています。同じことが、心の奥底を、押し入らずに、あるいは
脅かさずにのぞき込むことができる、真の司牧者の場合にも言えます。これ
が、他人の良心の占有を欲することもなければ、神の恩恵の道をあらかじめ
決めることもない、自分自身の精神構造を傍らに置くことから始める、真の
識別の目です。

招くこと
　福音の記述では、イエスの愛のまなざしは、あることばに変えられていま
す。それは、受け入れられる、求められる、そして築かれるという新たな人
生への招きです。何よりも、招くとは、欲求を呼び起こすこと、彼らを遮る
ものや、彼らを鈍くする自己満足から人々を目覚めさせることです。招くと
は、既成の答えがない質問をすることです。受け身的に決められたことを遵
守することによってではなくこのような方法で、人々は旅に出させられ、福
音の喜びに出会うようにさせられるのです。
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2．主体
一人残らずすべての若者
　若者は、司牧活動において客体ではなく、主体です。社会はしばしば、若
者を不必要なもの、または迷惑なものと見なします。教会はそのような態度
を二度ととることはできません。なぜなら、すべての若者は一人残らず、人
生の旅において導かれる権利を持っているからです。

　したがって、それぞれの共同体は、若者、特に貧困、社会的疎外や排除を
経験している者に目を向け、彼らが人生で関わり合いをもつように導くよう
招かれています。貧困や困難、暴力、戦争、病気、障がい、そして苦しみの
真っ只中に生きている若者に寄り添うことは、聖霊の特別なたまものです。
それは、教会による適切な行動様式、すなわち、「出向いて行く」ことをま
さに明示するものです。教会自身は、若者から学ぶよう招かれています。多
くの若者の聖人は、この事実をはっきりとあかししています。そして、すべ
ての者にひらめきを与え続けています。

責任を担う共同体
　キリスト教共同体全体は、新しい世代を教育する責任を感じるべきです。
実際、教会生活のうちにこの責任を担っている人々をはじめとする、この仕
事に関わる多くのキリスト者は、感謝に値します。福音生活の善とあふれ出
る喜びを毎日あかしする人々の努力も、同様に称賛されるべきです。教会
は、主に、司牧委員会をはじめとする教区および小教区の共同体に参加する
構造における若者の関わりを、重要視することが必要です。教会はまた、若
者を彼らが創造的な貢献をするように招き、彼らが挑戦的に見える時でも彼
らの考えを受け入れる必要もあります。

　世界各地に、小教区、修道会、カトリック団体、運動、そして教会施設が
存在します。それらは若者に、成長と識別の重要な経験を考案し、提供する
ことができます。時に、その計画の側面には、準備不足やスキルの欠如の兆
しが現れます。その状況は、若者のための司牧プログラムを正しく、一貫し
た、そして効果的方法で、考える、具体化する、調整する、そして実行する
という課題に、もっと真剣に取り組むことによって、避ける必要がある状態
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です。そのような課題においては、養成に対する責任ある具体的で継続的な
準備も必要とされるでしょう。

参考となる人々
　信頼できる大人と仲間の役割が、人間の発達と召命の識別においては基本
となります。これには、人間としてのはっきりとしたアイデンティティー、
教会への強い帰属意識、目に見える霊的な特徴、教育への強い情熱、そし
て、識別の優れた能力を持つ、真の信仰者が必要とされます。しかしなが
ら、準備ができていない未熟な大人たちはしばしば、独占欲の強い、人を巧
みに操る態度で行動する傾向にあります。否定的な依存関係、不利で深刻な
反対証言を生み出しながら、その行動は、虐待の段階にまで激化することが
あります。

　信頼でき参考となる人々を持つには、彼らをトレーニングし、支援するこ
とが必要です。また専門的な教育学的スキルを提供することも必要です。特
にこれは、聖職および奉献生活への招きを受け入れるための召命の識別にお
いて、同伴する課題を担っている人々にあてはまります。

〈両親と家族〉
　両親と他の家族の一員によって果たされるかけがえのない教育的役割は、
すべてのキリスト教共同体において、認められるべきものです。家族の中で
まず両親が、毎日、神は一人一人の人間を愛をもって思いやってくださるこ
とを伝えます。その愛は、彼らを互いに結び付け、そして子どもたちとも結
び付けます。この点について、教皇フランシスコは、『愛のよろこび』の中の
このテーマに関する章において、貴重な内容を述べています（259-290参照）。

〈司牧者〉
　時間や手段をささげることによって若者と真に関わることができる聖職者
と、無私無欲なあかしの助けに助けられながら修道女や修道士たちとの集い
は、新しい世代の成長に決定的な役割を果たしています。この点について、
教皇フランシスコは、次のように述べています。「わたしは、特に教会の司
牧者、司教、司祭の皆さんが、キリスト者と聖職者の召命に対して、主に責
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任を担っていると申し上げたいと思います。そしてその任務は、官僚組織に
任せることはできないものです。他の司祭――教区司祭、聴罪司祭、霊的指
導者――が、皆さんが神の愛の素晴らしさを経験するのを助けた時、皆さん
自身も、人生を変えた出会いを経験したのです。このように、皆さん自身
も、出向いて行って、若者の声に耳を傾けることによって――それは忍耐を
必要とします――、若者が彼ら自身の心の動きを理解するのを助け、彼らの
歩みを導くことができるのです」（召命司牧活動についての国際会議参加者
への演説、2016年10月21日）。

〈教師および他の教育者〉
　多くのカトリックの教師は、大学や学校で、すべての学年およびレベルの
教育に関わっています。また多くの者は、職場においても、熱心に、有能に
従事しています。さらに他の信者たちは、より公正な社会のためにパン種に
なろうとしながら、社会生活に関わっています。社会の中でボランティア活
動に従事している多くの人々は、彼らの時間を共通善と神から創られた物を
大切にするためにささげています。とてもたくさんの人々が、熱心に、また
喜びを持って、自由時間の活動とスポーツに参加しています。これらの人々
はすべて、人間そしてキリスト者の召命をあかししています。その召命は、
信仰と献身とともに、受け入れられ、生かされるものです。彼らの姿を見る
人は、彼らのようになりたいと思わずにはいられません。したがって、自分
の召命に喜んで応答することは、召命司牧活動を行う上で最初の一歩です。

3．場
日々の生活と社会的な取り組み
　大人になるということは、人生のさまざまな局面に自立して対処できるよ
うに学ぶことを意味します。一度にまた同時に、日々の生活の基本および本
質的な部分を学びます。具体的には、時間と金銭の使い方、生活様式、物品
やサービスの利用方法、勉強と娯楽、衣服や食べ物、感情と性的関心などで
す。若者にとって、このような避けられない課題を学ぶことは、彼らの生活
で物事の優先順位をつけるための一つの機会にもなります。その行動方針の
選択とは、識別作業と、非常に重要な決定をする際の人生の方向付けです。
信仰がより本物であればあるほど、信仰は毎日の生活に挑戦し、そしてそれ
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自体への挑戦を許します。仕事の世界における経験は、時に困難や問題があ
り、雇用不足と同様に特筆に値します。これらもまた、自分の召命を受け入
れる、あるいはより深く考える機会です。

　貧しい人々は、叫びます。そして彼らととともに、地球も叫びます。双方
に耳を傾けることは、神そして教会に出会う本物の機会、また自分の召命を
見いだす機会となり得るものです。教皇フランシスコは、共通の家と貧しい
人々の生活の質を配慮することにおいて、共同体の活動について次のように
教えています。「それが自己譲与の愛を示すとき、とりわけ豊かな霊的体験
にもなるでしょう」（『ラウダート・シ』232）、そしてその結果、人生の旅と
召命の識別における機会にもなるでしょう。

司牧活動の具体的な場
　教会は、若者に、出会い、文化的養成、教育、宣教、ミサそして奉仕のた
めの特定の場を提供しています。教会自身が真っ先にすべての人々をどんな
人でも受け入れています。これらの場と若者に関わる司牧従事者の課題は、
若者へのメッセージの統合ネットワークの発展をますます促進させることで
あり、「出向いて行く」、「見る」、「招く」の適切な方法を導入することです。

――ワールドユースデー
ワールドユースデーは、世界レベルなものです。司教協議会と各教区は、若
者のための特別な行事や経験を提供する責任をますます担っています。

――小教区が提供する若者のための行事、活動、時間や旅程
秘跡に基づく生活は、彼らの生活において、神のたまものを受け入れる能力
を成長させるための基本的な機会を与えると同時に、教会の使命に行動的に
関わるようになる招きを与えます。若者のための施設および小聖堂があるこ
とは、若者に対する教会の関心の表れです。

――大学およびカトリック系の学校
貴重な文化的、教育的活動を行う大学およびカトリックの学校は、若者の間
で、今もなお教会の存在を示すものです。
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――社会活動およびボランティア活動
社会活動およびボランティア活動は、無私無欲な活動のための機会を提供す
るものです。この点において、貧しく、社会の片隅に追いやられた人々と交
わることは、霊的な成長と召命の識別のために恰好の機会です。なぜなら、
この視点から見ると、貧しい者は、一つの教訓を与えることもできます。実
際に、貧しい人々こそ、彼らの内で、救い主が弱さの内に現れるというよい
知らせを携える人なのです。

――カトリック団体および教会の活動
カトリック団体および教会の活動は、多くの霊的な施設と同様に、若者に識
別のための特別なプログラムを提供します。宣教の体験は、利他的な活動で
あり、実り多い変化をもたらします。巡礼の再発見は、人生の旅を続ける形
式および方法として価値があり、とても有望です。多くの場所で民間信心
は、若者の信仰を養い、育てます。

――神学校および養成機関
神学校および養成機関には、実践的な重要性があります。なぜなら、神の招
きに応える若者を生み出すという使命を負っているからです。そこでは、彼
らが他の者に寄り添うことができるようにするために密接な共同体生活を営
む体験も提供されています。

デジタル世界
　これまでに述べてきたことすべてにより、「新しいメディア」界は、特別
の注目に値します。なぜなら、若者の場合は特に、それは彼らの生活におい
て実に重要な位置を占めるからです。「新しいメディア」は、特に情報への
アクセスに関しては、遠隔地とのつながりを構築しながら、多くの新しい機
会を提供します。しかしながら、それらは、危険ももたらします（ネットい
じめ、ギャンブル、ポルノ、チャットルームの隠れた危険性、思想的な嫌が
らせなど）。世界の各地域には、このメディア分野において、多少の違いが
ありますが、キリスト教共同体は、新しい「アレオパゴス」で、共同体の存
在を高めつつあります。そこでは、若者が共同体に教えるものがたしかにあ
るのです。
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4．手段
司牧活動における表現方法
　教会の活動では多くの実りある出会いがあり、聖書、典礼、芸術、カテ
ケージス、そしてメディアの領域においては若者の期待がありますが、教会
は時に、若者に話しかけるための適切な言葉や表現を見いだすことに困難を
感じます。多くの人々は、教会がその活動に大いに若者を参加させることが
できる次のような姿を思い描いています。すなわち、特に教会が若者の表現
方法を用いることをとおして、また、若者の創造力と才能の重要性を評価
し、そうすることによって、教会の活動の中に若者を参加させることのでき
る教会の姿です。

　特にスポーツは、さまざまな機会を提供する一つの教育手段です。音楽や
他の芸術的表現はそれ自体が、若者が彼らの個性を明示することができる非
常に優れた手段です。

教育的配慮と福音宣教の道
　若者との司牧活動は、場を支配することよりも段階をはじめることを求め
られており、何よりも、一人一人の人間の成長のための活動とその助けとな
る教育と養成の手段の重要性を表しています。宣教と教育の間には、生産的
な発達をもたらす結びつきが存在します。すなわち、その結びつきは、現代
社会における自由の漸進的な成熟が考慮されなければなりません。
　過去の状況とは違い、教会は、信仰に取り組む方法がそれほど共通化され
ていないという事実に慣れる必要があります。そのため、教会は、一人一人
の個性にもっと目を向けなければなりません。キリスト教入信の伝統的段階
に従い続ける人々と一緒に、多くの人々は、神にそして信者の共同体に、他
の方法で後の人生で出会います。たとえば、正義への努力、あるいは、教会
外の信頼できるあかしびととの触れ合いから生まれる方法です。共同体に
とっての課題は、ユダヤ人やサマリア人と、ギリシャ文化の異教徒やローマ
の支配者と、彼ら一人一人の深い欲求を掴みながら話をすることができたイ
エスの例に倣いつつ、すべての人を受け入れることです。
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沈黙、観想、祈り
　最後に最も重要なことですが、識別は、神との親密さを深めることなしに
は、また、みことばとの対話なくしては、可能ではありません。特に「霊的
読書」は、教会の伝統が常に行ってきた有益な方法です。

　ますます喧騒で、過剰な刺激を与える社会では、若者の司牧ケアにおける
基本的な目的の一つに、若者に、沈黙と観想の価値を楽しむ機会、自分の経
験を理解することにおいて養成を受ける機会、そして自分の良心に耳を傾け
る機会を提供することがあります。

5．ナザレのマリア
　シノドスのプロセスは、マリアに委ねられています。このプロセスにおい
て教会は、若者が愛の喜びと生活の充満への神の招きを受け入れるために、
若者にどのように寄り添うかについて、自己分析を行っています。ナザレに
生まれた若い女性のマリアは、彼女の人生のあらゆる段階で、神のみことば
を受け入れ、心に留め、心の中で思いめぐらしました（ルカ2・19参照）。
マリアは、この歩みを実行した最初の人物です。

　すべての若者は、マリアの人生の中に、耳を傾ける方法、信仰が生み出す
勇気、識別の深さ、そして奉仕への献身を見いだすことができます（ルカ
1・39-45参照）。ヨセフのいいなずけであったおとめマリアは、身を「低
く」して、人間の弱さと、神の秘められた意志を理解することの難しさを経
験しました（ルカ1・34参照）。マリアはまた、自分自身から脱し、信頼す
ることを学ぶ自らの計画にしたがって生きるよう招かれました。

　全能の神がマリアに成し遂げられた「偉大なこと」（ルカ1・49参照）を
思い起こすと、おとめマリアは孤独を感じることなく、十分愛されて、天使
の「恐れることはない」（ルカ1・30参照）ということばに支えられていま
した。神が自分とともにいることを知りながら、マリアは、「わたしはここ
にいる」ということばに心を開き、そしてこのように福音の旅ははじまった
のです（ルカ1・38参照）。イエスの十字架の足元で、「愛された弟子」との
つながりを得た、「とりなす方」（ヨハネ2・3参照）は、人間の歴史におい
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て、豊かに生き、命を生み出す招きを受け入れました。マリアの目で見る
と、すべての若者は、識別の素晴らしさを再発見することができます。そし
て、マリアの心で見ると、すべての若者は、親密さがもつ優しさと、あかし
することの勇気、使命への勇気を経験することができるのです。

質問

　本質問の目的は、「権限ある」当該機関が、若者の世界に対する理解を表
し、召命に同伴するという経験を考察する際の助けとなることです。これ
は、シノドスの作業文書すなわち「討議要綱」草案を作成するための情報収
集を意図しています。

　異なる大陸および地域の様々な状況を考慮できるように、各地域への3つ
の具体的な質問が、該当する教会組織からの応答を引き出すために、質問15
の後に挿入されています。

　この作業を円滑で首尾一貫したものにするために、各組織は、回答を次の
範囲内にとどめてください。統計上の質問に対して約1ページ、状況を考察
する質問に対してはそれぞれの質問に1ページ、そして各大陸および地域へ
の3項目の経験の分かち合いに対しては各1ページで回答してください。必
要や要望に応じて、回答の内容を裏付けたり補ったりするために、他の文書
を添付することもできます。

1．統計データの収集
　統計の情報源と年度をできるだけ示してください。各国の状況をよりよく
理解するために有益な他の情報も添付できます。
・国または諸国の人口と出生率
・国または諸国の若者（16～29歳）の数と割合
・国または諸国のカトリック信者の数と割合
・  結婚の平均年齢（ここ5年以内、男女別）、神学校および奉献生活に入る

平均年齢（ここ5年以内、男女別）
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・  16～29歳の集団における、学生、労働者（可能であれば、職種を明記）、
失業者、ニートの割合

2．状況の考察
a）若者、教会、社会
　以下の質問は、教会の取り組みに参加している若者だけでなく、それらに
参加していない、あるいは参加することに関心がない若者に関するものでも
あります。
1．   教会は、どのような方法で、若者の現実に耳を傾けていますか。
2．  あなたの国または諸国で、今日、若者にとっての最大の挑戦および最も

重要な機会は何ですか。
3．  どのような若者の集まりの種類と場（制度化されるか否かにかかわら

ず）が、教会「の中で」大きな成功を収めていますか。なぜですか。
4．  どのような若者の集まりの種類と場（制度化されるか否かにかかわら

ず）が、教会「の外で」大きな成功を収めていますか。なぜですか。
5．  あなたの国または諸国で、今日、若者が教会に真に求めているのは何で

すか。
6．  あなたの国または諸国で、若者が教会共同体の生活に参加するには、ど

んな参加の可能性がありますか。
7．  教会にあまり行かない若者と、どうやって、またどこでつながりを持つ

ことができますか。

b）若者のための召命司牧プログラム
8．  家族および共同体は、どのように、若者の召命の識別に関わっています

か。
9．  小・中・高等学校、大学、または他の（民間あるいは教会の）教育機関

は、どのように、召命の識別における若者の養成に貢献していますか。
10．  デジタル世界の発展の結果として生じた文化的変化をあなたはどのよう

に考えていますか。
11．  ワールドユースデーや他の国内、国際イベントは、通常の司牧活動にど

のように組み込まれていますか。
12．  あなたの教区は、若者のための召命司牧プログラムをどのような形で計
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画していますか。

c）若者に寄り添う司牧従事者
13．  聖職者と他の養成者は、各個人への霊的指導をどのくらいの時間、どの

ような方法で、行っていますか。
14．  どのような養成のための取り組みと機会が、召命司牧指導のために行わ

れていますか。
15．  どんな個人指導が神学校で行われていますか。

d）地域別の質問
　アフリカ
　a．  若者のための召命司牧ケアにおいて、どんな観点や仕組みが、あなた

の大陸の必要性に最もよく応えていますか。
　b．  父親像のない状況で育った人にとっては、「霊的父性」とはどのよう

に解釈されるでしょうか。どんな養成が行われていますか。
　c．  若者が教会の未来を築くために必要とされているということを、どの

ように若者に伝えますか。

　アメリカ
　a．  あなたの共同体は、極度の暴力（ゲリラ戦、非行グループ、刑務所、

麻薬中毒、強制結婚）を経験した若者をどのようにケアし、さまざま
な形で彼らの人生に寄り添っていますか。

　b．  社会および市民生活における若者の関わりを、共通善に向けて後押し
するために、どんな養成が施されていますか。

　c．  非常に世俗化された世界において、キリスト教入信の諸秘跡を受けた
後に信仰の旅を続けるためには、どんな司牧活動が、最も適切ですか。

　アジアとオセアニア
　a．  非カトリック信者による宗教的集まりは、どうして、そしてどのよう

に、若者を引き付けているのでしょうか。
　b．  地域文化の価値観は、民間信心に重きを置きながらも、どのように、

キリスト教の教えと結び付いていますか。
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　c．  特にメディア、スポーツ、音楽などにおいて、若者のための司牧活動
ではどのような言葉が使われていますか。

　ヨーロッパ
　a．  ヨーロッパにおけるキリスト教の伝統の豊かさによって、若者が、自

信と希望をもって未来に目を向けられるようにするために、どんな支
援が与えられていますか。

　b．  若者はよく、彼らが生きている政治、経済などの社会的状況において
脇に追いやられた、除外されたと感じています。どうしたら、その反
感を汲み取り、参加や協力へと変えることができるでしょうか。

　c．  世代間の関係は、どんなレベルで、今でも機能していますか。もし、
機能していないならば、どうしたら再生できますか。

3．活動の分かち合い
1．  あなたが現在置かれた状況における同伴と召命の識別のための司牧活動

の主な種類を挙げてください。
2．  普遍教会と共有するために最も興味深く、適切であると思われる活動

を、3つ選び、以下の形式に基づいて述べてください（それぞれの活動
に1ページ以内）。

　　a）  〈説明〉数行で、大まかに活動について述べてください。誰が主役
ですか。どこでどのように活動が行われていますか。

　　b）  〈分析〉叙述形式でもよいので、重要な要素をよりよく理解できる
よう、活動を評価してください。目的は何ですか。理論的な根拠は
何ですか。最も興味深い見識は何ですか。どのようにそれらを展開
しますか。

　　c）  〈評価〉目標は何ですか。もし達成されなかったらどうしますか。
どうしてですか。長所と短所は何ですか。社会的、文化的、そして
教会のレベルにおける影響は何ですか。なぜ、またどういった形
で、活動は重要もしくは啓発的ですか。
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I　統計資料　日本

1．人口：127,095,000人
　　  （2015年　総務省統計局：「全国：年齢（5歳階級）、男女別人口」及び

「（参考表）全国人口の推移」）
　　  出生率（合計特殊出生率）：1.45
　　（2015年、厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」
　　［参考人口：126,761,000人（2017年4月）］

2．若者（16～29歳）の人口および総人口に占める割合（総務省統計局）
　　15～29歳＝1849万人　割合　14.5%

3．  カトリック信者人口および総人口に占める割合（2016年カトリック教会
現勢）

　　434,054人　0.34%

4．結婚平均年齢（近々5年、男女別）（厚生労働省）
　　＊結婚

　　＊神学校に入る年齢（近々5年）
　　2013年度　26.3歳

男性 女性

2011 30.7歳 29.0歳

2012 30.8歳 29.2歳

2013 30.9歳 29.3歳

2014 31.1歳 29.4歳

2015 31.1歳 29.4歳
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　　2014年度　34.7歳
　　2015年度　30.2歳
　　2016年度　48.5歳
　　2017年度　34.4歳
　　＊奉献生活に入る年齢の統計は取っていないため、回答不可

5．  学生、労働者（可能であれば職種を明記）、失業者（ニート）の総人口
に占める割合

　　  （「準備文書」の質問は16～29歳だが、日本の統計の都合上、15～34歳の
数値、2017年）

II　状況を考察する

a）若者、教会、社会

1．��教会は、どのような方法・手段で、若者の現実を把握していますか。

　教区レベル
　  　青年が集まれる継続した機会を作り、そこで出会う青年のつながりを利

用し、情報を入手するよう努力している。SNSなども利用して日常的情報
の把握をする場合もある。ただし日本は各教区差、地域差が激しいため、

非労働力人口
（＝通学・家事・若年無業者など）

33.2%（853万人）
［同年の高校・高専・短大・大学の
学生数…635万人］

就業者
（＝労働力人口－完全失業者）

64.0%（1,643万人）
（なお、完全失業者は2.6%［68万人］）

ニート
（若年無業者）

2.1%（54万人）

総務省統計局「労働力調査（基本集計）平成29年（2017年）平均（速報）」
文部科学省「文部科学統計要覧（平成30年版）」
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その教区の青少年担当者によりその状況把握の限界があり、情報量は大き
く異なっている。年に2度開催の日本全国の青年の集まりは、現状を聞く
良い機会となっている。

　小教区レベル
　  　日本社会の高齢化が進み、司祭は現場で多くの時間を高齢者司牧、病者

への司牧に費やされている。また召命の減少により複数の教会司牧や委員
会業務などの兼務が多く、会議で疲弊している現状がある。司祭も高齢化
が進み、若者と関わることができる時間が減少し、世代間格差により若者
に寄り添えない現状が各地で起こっている。青年担当司牧者を専従で置け
ない日本の現状においても、小教区で青少年に目を向けながら出会いの中
で情報把握に努めている。また青少年の保護者、活動に協力している信
徒、ミッションスクールとのつながり、キャンプや食事会などを通して青
年の情報に触れる機会を司牧者は模索している。

　  　教会に来ている青年を取り巻く社会状況が多様化している。例を挙げる
と、少子化による青年人口の減少、晩婚化により青年層が拡大し、年齢差
の大きい青年団になる傾向があること、就業の困難さやワーキングプアの
問題、転職や転勤により、若者が一定の場所に留まらない傾向、などであ
る。そのため、青年団としての定期的な集まりを持つのが難しくなってい
る。

　  　また、若い世代では堅信の秘跡を受けた後、親も子どもも「教会の卒
業」と思うようで、特に若い世代で教会離れが進行している。さらには学
校のクラブ活動および塾の強化も拍車をかけている。一般的な若者の現状
は、ニュースなどを通して把握しているが、実際に教会から離れた青少年
に対しては、本人につながる手段を失ってしまっている。

　  　日本において最近増えている若者は外国籍の青年である。特にベトナム
人やフィリピン人の技能実習生の増加が目立つ。しかし、低賃金などの厳
しい労働条件から、あるいは日本語習得の低さから、日本人の青年との交
わりに参加する機会を失っている。一方、2世（ダブル）の青年が増え始
めており、彼らのネットワークに期待がもたれる。

　  　多くの司祭は、青少年の現状を把握することに努力をしているが、同時
に困難さも感じている。彼らの情報手段の主軸はめまぐるしく変化し、そ
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れらを把握する専門的な担当者が少ない中、小教区・教区の枠組みを超え
た青年同士のつながりから情報を得なければならなくなっているのが多く
の状況であろう。

2．��今日の日本における若者にとって、人生を歩む上で起こりうる課題と、
それらを乗り越えることができる機会はどのようなものがありますか。

　忙しい若者
　  　現代の青年は、経済的・時間的なゆとりを持つことができないほど忙殺

されている。学生は、クラブ活動やアルバイト、就職活動に忙しく、また
非正規雇用の若者も時間的にも経済的にも厳しい状況に置かれている。

　コミュニケーションの困難さ
　  　職場での人間関係で苦労している。一つにはコミュニケーションの取り

方に課題があると思われる。そんな彼らの話を聞き、癒しの教会となるよ
う寄り添うことが大事である。社会に出ていく若者の成長段階で、良き人
間関係の構築が必須である。癒しと養成の両面で若者を支え続ける場こそ
教会の働きの一つでもあろう。しかし青年の減少はその機会も奪ってしま
う。若者の絶対数の確保が緊急課題となる。

　  　バーチャルを多く体験している若者は、直接的な家族的な交わり、社会
的交わりが薄れてしまっている。そのため人間関係、人間同士のコミュニ
ケーションが苦手となり、上下関係における上手な対話ができない青年が
増えてきた。これは一般社会にとどまらず教会内においても見える現象で
ある。そのため打たれ強さが芽生えず、年配の方や先輩からの言葉に対し
て、苦しみだけを内面に押しとどめてしまう。養成される前に引きこもり
となり、孤独となるケースも少なくない。

　若者の独身、離婚
　  　昨今の社会状況と同様、教会内においても、晩婚化や独身を望む傾向が

進み、また早期離婚も増えている。現在の日本社会には、愛に包まれ、愛
をはぐくむことの難しさがあるのだろう。子どもを授かり家庭を築き生き
ていくための喜びが十分伝わっていないことにあるのかもしれない。
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　若者の自殺
　  　世界に若者が羽ばたくグローバルな時代になったにもかかわらず、自殺

者の数は減少していない。それだけ社会の中に若者を抑圧する何かがあ
る。日本において自殺者が多い理由として、希望、絶望の中にあっても乗
り越えていくための繋がり、寄り添うものを示すことができていない、こ
とがあげられる。現代社会の経済や雇用状況の悪化、愛や深い人間関係を
築き難い状況、また福音を証し切れていない教会の力不足も要因になって
いる。

3．��教会組織の「中」で（例年行われているか否かにかかわらず）どのよう
な若者の集まりが、大きな成功を収めていますか。それはなぜですか。

　定期集会
　  　地域差はあるが、小教区で集まることが困難な中、小教区を超えた定期

的な集いは、青年たちの憩いと慰め、学びと祈りを思い起こす大切な場と
して機能している。一人で何かを始めることが苦手な青年にとって、とも
に歩める仲間がいることは、次につながるスタート地点として大きな役割
を担っている。少人数になっても集りが継続し、戻る場所が用意されてい
ることは、教会から離れている青年にとって大事なことであり、その場は
大切な家となっている。つまり、信仰者としてのアイデンティティーを見
つめなおす場、青年リーダーとなるための養成の場、教会に戻るための大
切な機会となっている。

　ボランティア
　  　小さな日本国内で起こる災害は、すぐに自分の生活に影響を与えるた

め、日本の教会の災害への反応は早い。そのときボランティアとして関わ
ることは、青年たちが一つの目的を通していろいろな人との出会いを体験
する場となっている。そして自分が必要とされていること、自分が何かを
成し遂げた充実感、誰かに寄り添う大切さを学ぶ大きな機会である。これ
を機会に教会に戻る青年、新たに教会のすばらしさに触れる被災者、そこ
で新たな人間関係が作られて考えさせられる自らの信仰は、青年たちに深
い信仰と人間の成熟に向かわせるものとなるだろう。ただ大きな災害時の
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ボランティアには興味を示すが、日常的な継続性が求められるボランティ
アには、深い関わりや忍耐強さが求められるため、若干関心は薄いかもし
れない。

　リーダー養成
　  　青年たちがリーダーを務める子どもたちのキャンプや研修会は、青年自

身がイエスと出会い、仲間と出会い、子どもの笑顔からたくさんの恵みを
受ける場になっている。事前準備の際に行う信仰の振り返り、聖書の学
び、愛の振り返りなど、近隣の仲間で集まり、継続的なリーダーミーティ
ングを通して、子どもたちとの関係を築き、仲間としての深い交わりを実
現している。新たに次世代のリーダーを見つけることができれば、さらに
素晴らしい機会となることだろう。

4．��教会組織の「外」で（例年行われているか否かにかかわらず）どのよう
な若者の集まりが、大きな成功を収めていますか。それはなぜですか。

　産業的イベント
　  　現代の日本における商業的イベントはマーケティング戦略に基づき、若

者の興味を引き、目的意識に合致し、また帰属感を満たすようなあらゆる
工夫が凝らされている。また一体感を生みやすいスポーツや音楽のイベン
トにも若者を十分に惹きつけるための産業的アプローチが取られている。
若者にとってのキーワードは、興味、明確な目的意識、帰属感、一体感で
あろう。カルトや新興宗教などはこれら商業的イベントを上手に利用し、
彼らを引き込んでいく。知らずうちに導かれるほど巧みに利用している。
一方日本のキリスト教でも、音楽やアニメなどを利用するとき、普段と違
う集客力を発揮する。聖書や祈りという言葉の他に、商業的イベントで使
われる音楽やアニメの利用も検討する余地があるだろう。

　学生たちの課外活動
　  　学生たちにとって重要な活動として学校における部活動がある。部活動

は学生同士のつながりを作り、社会に出る前の学びの場となっている。そ
の活動は学生が主体性を持ち選択できるためその帰属意識は強く、大会な
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どに出場して充実感や達成感などを得やすい。課外活動のため、放課後、
土曜、日曜、祝日に行われ、学校によっては、同窓会や保護者が力を入れ
て熱心に支援しているところもある。卒業後も、部活動で培った人間関係
や精神的に得たものは、社会生活を送る上で大きな財産となる。部活動を
行う中で培った人間関係の築き方は、就職活動を行う際にも評価を得てい
るため、学生たちにとって価値あるものと位置付けられている。

　ボランティア
　  　ボランティアは、目的を達成し、充実感を得るのに十分な活動として、

若者にとって大切なものとなっている。教会外においても青年たちは積極
的に参加する。そこには信仰がなくても人が集まり、自己肯定感を高め、
人、地域、社会と接点を見出し、人間関係を構築する。国内の災害支援に
留まらず、昨今のミッション校において海外支援についても力を入れてい
る。この活動は社会学習、地理・歴史の学習とも結びつき、地球規模の人
類の共存、隣人愛をはぐくむため、信者ではなくてもこの活動には多くの
生徒が参加する。人の役に立つ喜びに触れることは万国共通なのだろう。

5．��今日若者が、教会に真に求めている（内面・外面）のはどんなことです
か。

　癒しと安らぎ
　  　青年全体を見た時、学校や社会における人間関係によって傷ついたこと

が引き金になり、精神疾患、発達障害を持つ若者が増えている。学生は部
活動、アルバイト、勉強に、社会人は、就職難による非正規雇用や低賃金
のため不安定な生活をしながら、多忙を極めているのが現状である。それ
でも奉仕活動によって自分の存在意義を保ち、自立を目指して成長してき
ている若者は、同時に心のどこかで癒しと安らぎ、慰めを求めており、同
じ思いを持つ仲間、場、時間を求めている。少しでも心を解放してもら
い、社会に出ていこうとする。

　集う場所・同伴者
　  　かつてはそこに行けば誰かがいるという安心のもと教会が集う場所と
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なっていた。しかし、教会の管理体制、司祭の減少などから満足に青年た
ちに教会を開放できなくなっている。と同時に共に歩む同伴者も疲弊し、
十分に受け入れることが難しくなっている。また少子化に伴い青年数の減
少、忙しさも相まって、皆が集う難しさが生じている。大都市でもその傾
向が見受けられるが、地方ではなおその問題は如実に表れている。それで
も誰かがいる場所、自分が肯定される場所を青年は求めている。

　静かな時・空間・仲間
　  　社会のあわただしさの中で静かな時を持ち、自己を振り返り、神に心を

向けようとする青年は少なくない。テゼなどの祈りの集いには多くの青年
が参加する。若者は本物を見極める力を持っている。しかしそれ以上の外
的力（一時の誘惑や周りの影響）が本物を見失わせてしまう。青年にとっ
て何を行うにしても支え合いながら進む仲間が必要。そして、ともに作り
上げていく同伴者が必要。教会は、若者が真に求めているものを提供でき
ていない現実を見据えながら、それを具体的に証ししていく必要がある。

　霊的な指導
　  　若者は同じ信仰を持つ青年を求めている。しかし成人になって洗礼を受

けた青年と、幼児洗礼による青年ではモチベーションが違い、また知識、
生活習慣、教会や祈りについて考え方や感じ方に違いがある。正しい信仰
教育を青年に与える機会が少なく、霊的な指導も行われていない。青年も
学びの場以外では、霊的な相談よりも人間関係の相談に終始してしまう。
それらを霊的に指導する司牧者の力不足と時間の足りなさ、若者とのタイ
ミングにずれが生じ、成果が得られない。若者は今を解決してほしいとい
う欲求が強く、キリスト者として解決しようという霊的発信が少ない。教
会に期待するのではなく、教会を自分にあわせて利用しているように見受
けられる。



162

6．��今日若者が、小教区、地区、教区などの教会共同体で役割を担って活動
するには、どんな参加の仕方や、可能性がありますか。

　教会にいる青年・来る青年
　  　小教区においては教会の高齢化に伴い、教会管理運営に青年の力が必要

になってきている。もちろんともに教会を支えることは大切なことであ
る。例えば典礼や侍者、教会学校、広報、その他諸々の委員会活動にも参
加している青年も少なくないだろう。しかし、古い教会体質を持つところ
では、大人の側からすると青年は労働力として、また便利屋として扱われ
てしまう。古くからいる青年は、教会内の人間関係により、「役割を担わ
される」存在であり、「喜んで担う」という自由さがないため活動そのも
のを敬遠してしまう傾向がある。「教会に行けばわずらわしい役割を担わ
される」と教会に足を向けず、日常の忙しさから日曜日は自分の好きな時
間として活用するようになってしまっているケースも少なくない。その結
果、途中から転入してくる青年、初めて教会を訪れる青年、成人洗礼を受
けた青年に、教会の役割を負わせるケースが多い。昨今の傾向として、教
会に初めて来る青年には、癒しや慰めを求めてくる心病んだ人が多い。教
会のことよりも自分のことで精一杯の青年にとって、小教区において役割
を担ってもらうのは非常に難しい面がある。一方、子どもたちとの触れ合
いに、若者は大きな力を発揮している。青年たちは縦のつながりより横の
つながり、上の世代より下の世代とつながる能力に長けているようだ。

　組織を超えて
　  　教会の青年人口が減少しているので、各小教区で活発な活動を繰り広げ

ていくことは難しい。しかし小教区を超えた共同体、地区、教区、全国レ
ベルで青年がつながったときに、彼らは大きな力を発揮する。同世代同士
で集うことは、大人からの支援がない分、自分たちで主体的に行おうとす
る意思が働く。彼らに枠を設けると、かえってその活動を狭めてしまう。
自主性を重んじることが何よりも大切であろう。彼らの力は計り知れない
が、それは必ずしも信仰からの歩みではないことも多々ある（組織のため
の集まり・気休め・気晴らしの集まり等）。教会組織や信仰に基づく以前
の問題のこともあるが、それでも集うことを通して何かが生み出されるこ
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とを、同伴者は忍耐強く待つことが大切である。青年は成長段階の途中で
あること、若さゆえの隠れた純粋さを引き出すことを、司牧者や大人は忘
れてはならないのだろう。

7．��教会に来ない若者（教会から離れた青年、まだ洗礼を受けていない青
年）と、どのようにしてつながりを持つことができますか。また、つな
がりを持つことができる場所や機会があれば書いてください。

　教会から離れた青年
　  　友人や親、家族などの情報をもとに、再会を求め続けること。特にSNS

を利用して繋がり続けることは大切なことであり、そのことによって戻る
場所を用意する必要性がある。また結婚や葬儀など、また悩み苦しい時の
憩いの場所として開かれた場を用意することで、戻る機会を用意する必要
がある。定期的な集会、楽しいイベント、懐かしい仲間との再会は、戻っ
てくるためには大切なことであろう。

　まだ洗礼を受けていない青年
　  　教育現場、福祉現場、青年が参加しやすいボランティア活動を通して、

青年とのつながりを見出すケースが多い。またインターネットが有効であ
る。青年同士（恋愛も含む）が先に人間関係を築いた後、教会の行事に招
くケースと、インターネットで興味ある集いに招くケースとに分かれるだ
ろう。どちらにしても出会いの場や具体的な目的のある集いは、青年たち
に参加する機会を与える。教会はそれらの活動を継続し、青年が訪れる機
会を提供し続けることが求められる。ただし、必ずしも宗教に出会いたく
て入ってくる若者ばかりでないため、すぐに信仰生活へ結びつかないこと
も念頭に入れ、忍耐強くかかわり、信仰の喜びに導いていけるよう支えて
いかなければならない。

　イベントの必要性
　  　インターネット、祈りの場、集いの場、楽しい場、学びの場、国際的な

関わりなど多岐にわたる機会を提供し続けることで、青年がその時々の思
いやタイミングで関わることができるよう準備が必要であろう。そしてそ
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れは大人からではなく、若者同士で呼びかけられるようにすることで、よ
り参加しやすいものとなっていくことだろう。

b）若者のための召命司牧プログラム

8．��家族や小教区は、どのように若者の人生の選択（広い意味での召命）に
関わっていますか。

　日本の家庭内における若者の人生の選択において、進学や就職に関わるこ
とが優先されている。すなわち少しでもレベルの高い学校に入学することに
より、有名で安定した企業に就職することが良いことであるという理解が一
般的であり、また少しでもそれに近づけるよう様々な努力がなされている。
カトリックの家庭においても、学教行事や就業先の予定が優先され、信仰教
育や教会活動はそれほど重要視されていないのが一般的である。
　多くの小教区では、若者たちへの人生選択や召命に関わる活動は、最近の
若者の減少傾向から、それほど組織的なものとして存在しない。しかし若者
から、聖職者、修道者、先輩の信徒などに相談をすることはよくあるよう
だ。また、堅信の秘跡受けたり、結婚式を教会で挙げたりする若者に対して
は、カテキズムを教える貴重な機会として大切にしている。
　また小教区では、神学生・志願者ともに減少傾向ではあるが、司祭・修道
者への召命のための祈りをささげ、献金を行っている。

9．��小・中・高等学校、大学、その他教育機関は（ミッション校やコレジオ
なども含む）、召命の識別において、どのように若者の養成に貢献して
いますか。

　ミッションスクールの教職員、生徒の中で信徒の数は少ない。その中でも
若者対象に黙想会や静修、セミナーなどが企画されている。また、常駐する
司祭や修道者の数が減少しているので、教職員の信徒が信仰教育を担当して
いる。しかし現在の教育制度の下では、信仰養成が疎かになっている現状も
あるようだ。そのような中である教区においては、教育機関の該当小教区の
司祭がチャプレンとして着任する試みも行われている。以前はミッションス
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クールでの指導により学校で受洗し、経営する修道会に入会する信徒が多数
いたが、現在はほとんどなくなった。それでも宗教科の授業や行事、体験学
習、ボランティア活動などを通し、影響を受け、受洗を希望する若者もい
る。また学校によっては、バザーなど教会の行事が行われる時に、会場提供
など積極的に協力しているところもある。

10．��デジタル世界が発展し、社会や文化に変化が生じてきています。それ
をどのように考えていますか。

　様々な情報を手軽に得ることができ、また場所を選ばずにコミュニケー
ションがとれる手段として有用である。しかし、生まれたときには既にデジ
タル世界が発展した社会に育った若者に関しての懸念は、例えば偏った情報
だけに操作されてしまうことや、不完全なコミュニケーションによる人間関
係の問題などがあげられる。直接対話により、個人の倫理を育て、真偽を識
別していけるような教育と配慮が必要である。またカルトなどの極端な思想
や扇動するような情報から若者を守る必要もある。

11．��ワールド・ユース・デーや他の国内外のイベントは、通常の司牧活動
にどのように組み込まれていますか。

　ワールド・ユース・デーに限ってみると、日本司教協議会からの宣伝によ
り、ある程度小教区における知名度は上がってきている。しかし司牧者たち
の関心によって青年への呼びかけが左右されるところもある。また参加した
青年とそうでない青年の関心の度合いに開きがあるが、参加した青年の繋が
りや呼びかけによって多少の広がりを見せている。またワールド・ユース・
デーがきっかけとなって青年活動が盛り上がることもある。教区ごと、また
は教会管区ごとに参加者への準備や大会後の振り返りが行われている。青年
を支援し大会に派遣している小教区もある。青年が少ない小教区や教区への
呼びかけは課題となっている。
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12．��あなたの教区では、どのように若者のための召命司牧プログラムを計
画していますか。

　各教区によって様々なプログラムが実施され、また計画されている。青年
のための錬成会、分かち合い、カテドラルでのミサ、ハイキング、巡礼な
ど。また修道会主催の黙想会やキャンプなども各小教区に呼びかけられてい
る。ただ参加者はきわめて救いないのが現状である。他に神学生の援助のた
めの活動（一粒会など）の活動はほとんどの教区に存在し、祈りだけではな
く物質的な援助も行っている。

c）若者に寄り添う司牧従事者

13．��聖職者や他の養成に携わる人は、どのくらいの時間を個人的霊的指導
に使っていますか。またそれをどのような方法で行っていますか。

　〈教区〉
　・  教区司祭は、定期的な霊的指導を行っていない。しかし、不定期ではあ

るが個人的に行っている司祭もいる。また、教区養成担当司祭の中に
は、月に1回1時間の霊的同伴を行っている人もいる。

　〈女子修道院〉
　・  修練者とは、月に2回、45～60分程度行い、月に2回行われるうちの1

回は、会則・会憲に定められた項目に従っての振り返り。もう1回は自
己の霊的状態などについての分かち合いが行われる。

　・毎週1回1時間程度行い、毎日の意識の究明について行っている。
　・  志願者と1年ノビスは2週間に1回、2年ノビスは1週間に1回の割合

で30分から1時間行う。
　・  修練院では、1週間に1回、約1時間霊的指導を行っている。必要に応

じて別の時間をとり個人的霊的指導を行っている。
　・月に1回、1時間から1時間半の霊的指導を行っている。
　・  日常の同伴とは別に、個人指導の9泊10日の「黙想会」を年に3回して

いる。
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14．��若者の養成のための取り組み、計画、行事の中で、召命司牧にかかわ
る人々のために、制度化（年間計画に入っている等）されたものがあ
りますか？

　〈教区〉
　・現在、堅信準備のためのカテキスタの養成に取り組んでいる。
　・  堅信勉強会のスタッフを養成し、カテキズムを教えるための養成の勉強

会があり、信仰委員会などの教区組織のものがある。
　・  年に1度、カトリック召命チーム主催による「召命担当者の集い」が開

かれ、日本における召命、司祭、修道者、信徒の召命の活性化を目指し
ている。

　〈男子修道会〉
　・  修道会主催の青年の集いを準備するにあたり、担当者の集いを年に数回

実施している。

　〈女子修道院〉
　・  修道会の管区に召命育成委員会があり、定期的に集いが計画されてい

る。「いのりの集い」、「みこころの道」（テーマ別課題）は、それぞれ月
一回の割合で管区の年間計画に入っている。

　　  各修道院主催の「祈りと分かちあい」は、年間行事として計画し行って
いる。

　・  日本女子修道会総長、管区長会養成委員会主催で、「養成担当者の研修
会」が年に1度、4、5日間行われている。

15．��神学校においてどのような個人指導（霊的指導を含む）が行われてい
ますか。

　神とキリストとの深い交わりに導き入れ、全生活を聖霊に従わせ、聖霊の
恵みによって日々新たに生まれるために、神の言葉の忠実な黙想と典礼への
行動的参加や小さな人々への愛の奉仕が行われるよう指導している。学期中
には、神学生は院内の養成者あるいは養成協力司祭の中から一人を霊的同伴
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者として選び、2週間に1回程度30分から1時間の霊的同伴（霊的指導者）
を行っている。また、希望者にはカウンセラーとの面談を行っている。

　〈男子修道会〉
　  　年に3回は義務として、それ以外は必要に応じていつでも行えることに

なっている。一緒にいることや、普段の会話を大事にしている。

d）地域別の質問　アジア

a．��日本において、カトリック以外で、若者を引き付けている他の宗教の集
りは何ですか。なぜ、またどのような方法で、若者を引き付けているの
でしょうか。

　〈プロテスタント〉
　  　ゴスペル関係のイベントや青年のための音楽を中心とし、遊び場、食事

の場、放課後を過ごす場所などを提供している。ボランティア活動なども
行っている。また、キリスト者学生会は、約1,300人ほどの学生がかか
わっているキリスト者の交わりで、大学、短大、専門学校、高専などの学
内で聖書研究や祈り会の活動をするグループである。その目的は、学内伝
道と、それを通じてキリスト者が成長することにある。ボランティア活動
など様々な活動をしている。

　〈新興宗教〉
　  　大学内で勧誘活動をしている。若者たちが独自に分かち合いの場を定期

的に持ち、自分たちが置かれている様々な状況を他の若者たちと共有して
いる。単純な教義・価値観で一致の魅力を与えている。ご利益主義、洗
脳、マインドコントロールの問題が指摘されている。（エホバの証人、原
理統一、新天地、江原スピリチュアル、New Age、スパモン教、パワー
ストン、ファッション、パワースポット、八十八か所巡礼、幸福の科学、
モルモン教など）
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　〈日本の伝統宗教〉
　  　日本の伝統文化を体験できる寺社フェスティバルが開催され、来場者は

延べ1万5千人に上った。仏教者らによる坐禅や精進料理のワークショッ
プ、経典や宗教間対話をめぐる講演会、船上茶会、能や香道の体験講座、
僧侶との対話コーナーや仏教的世界観に基づくボードゲームコーナー、脳
科学者や修験者を交えたトークイベントから尼僧アイドルのコンサートま
で、多彩なプログラムが催された。夏のお祭りや神社の行事に参加するな
ど、イベントとして楽しんでいる。また、健康のためにヨガや断食、御朱
印収集、寺カフェ、写経カフェなども、流行っている。日常から離れた雰
囲気と、女子に人気があるカフェと組み合わせることで、真新しい物が好
きな若い子たちを惹きつけている。

b．��世俗主義が優位を占める社会の中で、キリスト教の教えは、どのように
日本文化の価値観と結びついていますか。

　〈愛〉
　  　「愛」に関しては、宗教や一般社会に関係なく、通じるものがある。ま

た日本では昔から「人を大事にする心」、「慈しみ」、へりくだりの精神、
隣人を大切にする心、もてなす心、社会的弱者に寄り添う心などを大事に
してきた。

　〈自然神学〉
　  　自然界の中、物の中にも神々が宿るという観点から、自然を敬うや心全

てのものを大切にする心、全てのものが神からの贈り物、恵みとして捉え
る心がある。

　〈武道・芸道〉
　  　茶道、華道、弓道、柔道、剣道など「道」の価値感とキリスト教的価値

感は結びつくのではないか。相手の立場を考える、おもてなしの心、物を
大切にする、和をもって貴しとなす。
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　〈その他〉
　  　キリスト教の教えと日本文化の価値観との直接的な結びつきをあまり感

じることはないという意見も多くあった。

c．��若者のための司牧活動で、特にメディア、スポーツ、音楽などは、どの
ように有効活用されていますか。

　〈メディア〉
　・  SNSを通して、一度に大勢に情報の共有を行うことで、集まりへの誘致

や分かち合いに有効活用されている。
　・  インターネットラジオ・『カトラジ！』がYouTubeで配信されている。

HPを活用して、色々な行事や活動をインターネットに載せてよりたく
さんの人が青年の活動を見ることができるようにしている。

　〈スポーツ〉
　  　スポーツ大会の開催。スポーツを一緒に行い、楽しむことで、分かち合

いに似た効果がある。言語の違いに関係なく、集まることができるイベン
トの一つ。また洗礼を受けていない青年も参加し易い。定期的な徒歩巡礼
の企画もある。その中から新しい召命が生まれ、生き生きとした信仰生活
へと導かれるきっかけとなっている。

　〈音楽〉
　  　ミサでは、明るい聖歌や若者たちが好んで歌うプロテスタントの讃美歌

を使ったり、テゼの祈りを使ったりしている。黙想会では、福音的なメッ
セージを持つポップソングの歌詞を元に分かち合いをしている。また教会
関連イベントを行う場合は、テーマソングを青年が自分たちで作ってい
る。青年主体のミサではギターやバンド形式で演奏されるような、若者向
けの歌が好まれている。
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III　活動の分かち合い

1．��あなたが現在置かれた状況において、同伴者と共に成長できるような霊
的活動の機会をあげてください（あなたが青年と一緒に行っている、青
年のための活動は何ですか）。

　祈り
　  　日本社会では会社や学校においては、宗教的要素が全くないため、日常

生活の中で祈る機会がない。
　  　そこで、月に一回程度の集まりで、テゼの祈りの会、霊操、黙想会など

の祈りの活動を定期的に行っているところが多い。外国籍信徒も増えてい
る中で、それらの青年たちと共に祈る場や機会を作っている取り組みもあ
る。

　学び
　  　最近は子どものころから信仰教育をあまり受けていないこともあり、教

会や修道院に集まった青年のために、聖書や教会公文書の勉強、カテキズ
ム講座などを行っている。

　  　定期的な集まりで、学びと共に分かち合いや食事など交わりの時間をと
ることも多い。また、なるべく青年の信仰生活に役立つ教会の教えを簡単
に話している会もある。

　社会に目を向けた活動
　  　教会の内部での活動だけでなく社会に目を向け、戦争を繰り返さないた

めの平和学習やホームレスの夜回りなどを通じて、実際の社会の中での信
仰の実践を目指し、愛と慈しみに満ちた信仰を育てていく取り組みが行わ
れている。若者たちがそれまで関わったことのないような人々とコミュニ
ケーションを取ることで、自分たちの今の生活が当たり前でないことを知
り、感謝の気持ちも持つようになる。このような活動を継続することで、
少しずつ社会の中で生かすことのできる信仰を身に着けてくれるよう努め
ている。
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　多文化共生
　  　日本で生活している外国籍の信徒が多くなっているため、それらの青年

と共に定期的に集まる活動も増えている。子どもの時に日本に来て、信仰
教育をあまり受けていない青年もいるため、養成の支援をしている。ま
た、日本からアジア各国へのエクスポージャーを通して、それぞれの国の
状況を知り、交流を深める企画も実施されている。

2．��普遍教会と共有するために最も興味深く、適切であると思われる活動
を、3つ選び、以下の形式に基づいて述べてください（それぞれの活動
に1ページ以内）。

　①　平和活動
　　a）��〈説明〉数行で、大まかに活動について述べてください。誰が主役

ですか。どこでどのように活動が行われていますか。

　　  　教区や小教区では、青年や子どもたちを対象に、戦争の悲劇を繰り返
さないため、平和教育を行い、広島と長崎の被爆地への巡礼を毎夏計画
している。

　　��b）��〈分析〉叙述形式でもよいので、重要な要素をよりよく理解できる
よう、活動を評価してください。その目的は何ですか。理論的な根
拠は何ですか。最も興味深い視点は何ですか。どのようにそれらを
展開しますか。

　　  　巡礼や平和教育を通して、戦争や原爆の悲惨さを理解し、平和を築く
者として成長することが目的である。ヨハネ・パウロ二世　広島『平和
アピール』に励まされ、それに応えて日本の信徒は平和のために活動し
ている。広島教区が開催する原爆記念日の平和行事に参加することも含
め、8月4日～7日の間、青年リーダーが引率して、広島の原爆被災地
を中心に巡礼を行う教区もある。

　　  　平和な日本に暮らす青少年に、平和について、考え、行動する機会を
提供している。広島教区の平和行事では、教区を超え、教派、宗教を超
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えて平和を祈願する行進、礼拝の機会があり、小教区を超えた教会を経
験することができる。また、原爆の被災地を訪れ、被爆者の話を聞くな
ど、戦争の悲惨さを目の当たりにする経験が、平和について深く考える
機会となっている。巡礼として、暑い時期に行動することで、物理的な
困難も仲間とともに経験することも貴重な体験と思われる。教会共同体
として行動する中で、分かち合い、助け合い、共に祈る機会が、子ども
たちにも大きな気づきを与える機会となっている。巡礼後、教会での報
告会などを行い、青年の活動の様子、平和へのメッセージを大人に届け
ることで、世代を超えた交流と平和への思いを共有する機会を作りだす
活動も行っている。

　　  　広島巡礼に向けた準備の一環として、平和の大切さや原爆被害の酷さ
などを学ぶ勉強会も行われている。戦時下での社会状況や原爆被害者の
苦しみなどを知り、再び戦争を繰り返さないようにする重要性と平和の
尊さを学ぶ。広島教区では、日本各地の教会から集まる巡礼者の受け入
れとサポート活動を続けている。その際も、多くの青年がスタッフとし
て参加している。

　　��c）��〈評価〉その活動の最終目標は何ですか。もし達成されない場合の
後の展開はどうしますか。なぜ達成されないとなるのでしょうか。
その長所と短所は何ですか。社会的、文化的、そして教会のレベル
における影響はどのようなものと考えますか。その活動はどのよう
な意味で重要、若しくは啓発的なものですか。

　　  　青少年が平和の大切さを心に刻み、再び戦争による過ちを犯さないよ
う、二度と核兵器使用による悲劇を繰り返さないような社会となること
を目指す。行事に参加してし、世界に平和をアピールし続けることに貢
献し、世界に平和がもたらされることを目指す。巡礼を体験した青少年
が平和に貢献する人に育っていくことが最終目標である。世界の教会に
おいても被爆国としての日本のできる事を考える良い機会となる。被爆
国として、平和のメッセージを発信する良い機会としても貴重なものと
なっている。ただし、平和運動は、特定の政治的活動や特定のイデオロ
ギーに偏らないよう、教会活動としてふさわしいものとし、信徒だけで
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はなく市民の団体などと協力しながら、日本社会に向けても平和の意味
を訴える働きが大切になる。

　②　海外支援・海外交流
　　��a）〈説明〉
　　  　アジア諸国への海外エクスポージャーによって、学びと体験を通し

て、世界（特に発展途上国）から多くの気づきを受け、連帯を体感する
ことを目的としている。また、経済的に苦境にあるアジア諸国への支援
や、地域の人々との交流によってともに喜びを分かち合う活動を継続的
に行っている。

　　��b）〈分析〉
　　  　学びと体験を通して、世界（特に発展途上国）から多くの気づきを受

け、連帯を体感することを目的としている。仕事や学校の都合により、
長期間時間を取ることが難しい中、参加者にとっては大きな学びの機会
となっている。不便で日本と大きく違う体験が、人間の成長に大きな影
響を与えている。同じアジアに住む隣人との連帯と共存の必要性を深く
理解する。特に島国である日本において、隣国との出会いは必須であ
る。日本が忘れている素朴さや生活貧富の差などを知り、また日本の過
去の戦争における責任についても、学び、被害者・加害者を受け入れる
ためには、大きなヒントとなるので積極的に進めることは重要である。
豊かさとは何か、「無い」というものの中に見出す福音的視点に気づか
される。修道会の活動を母体として、若者たちの善意と発意とともに誕
生し、若い人たちの情熱と使命感に維持され発足した海外でのボラン
ティア活動もある。海外の派遣先でのボランティア活動を第一の目的と
し、派遣された参加者が、この体験や人との出会い、交流を通して、そ
れぞれ自分の中に新しい気づきを見出し、自分自身が磨かれる。アジア
の国などと姉妹教区となり、継続的に祈りや献金を行い、青年たちも相
互に訪問するなど、交流を深めている教区もある。日本教会全体の取り
組みとして、日韓学生交流会が行われていた。一番近い隣国でありなが
ら、過去の植民地支配などのため隔たりが残っている日本と韓国で、学
生の交流を続けて来た。



175

資料2．準備文書への日本からの回答

　　  　両国間で歴史教育・歴史認識が異なるため、大きな驚きの体験も多
い。相互理解を目指し、共に祈りながら継続してきた。

　　��c）〈評価〉
　　  　多くの国に、多くの若者が関わり、気づき、振り返り、その体験が将

来の社会での働き（個の召命）に反映されることを目標としている。経
済的面、時間的な面の都合が教会活動よりも、個人の生活に使われるこ
とが優先されている。大切であることは解っているのだが、それを許さ
ない状況がある。教会全体の動きがその波にのまれている以上、それに
あらがうのではなく、その中でできることを模索することが重要とな
る。ボランティア活動で得た宝を、これから出会う人々に分けてさらに
大きなものとしていくことで、他者の隣人となり、社会に貢献していく
良き社会人となる育成を志している。

　③　教区をこえた青年の活動
　　��a）〈説明〉
　　  　青年たちが集うイベントとして、情報交換と交流を目的としている

ネットワークミーティング（NWM）など、教区を超えた集いが行われ
ている。NWMは、カトリックの青年、青年の活動を支えている信徒・
修道者・司祭が自由に集い、今かかえている問題や信仰のこと等わかち
あい、交流する場である。また、いろいろな地域で多様な活動をしてい
る青年と出会い情報交換をする場でもある。

　　��b）〈分析〉
　　  　カトリック中央協議会の青少年委員会が解散するに伴い、全国規模で

の青年司牧は行われなくなった。それを受けて、司祭・修道者と青年が
一緒に話し合い考えていくことができる会を目指し話し合いを重ねた。
その結果、青年や青年にかかわって活動している人たちが自由に話し合
い、交流ができる場「ネットワークミーティング」と、会を責任をもっ
て支えていく場「カトリック青年連絡協議会」とを分けることが決定さ
れた。

　　  　「カトリック青年連絡協議会」は、賛同する教区によって支えられお
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り、カトリック青年連絡協議会の運営委員会開催に合わせてNWMの場
を提供している。運営委員会の開催地がNWMの会場となる。運営委員
会においてNWM実行委員会を立ち上げ、開催地の青年と運営委員会の
メンバーが協力して開催する。NWM終了後は、そこで交換されたこと
や問題点を、これから青年のためにどう生すか検討し、新しい動きを支
援する。

　　��c）〈評価〉
　　  　NWMは、参加者の情報交換と交流を目的とし、さらには開催した地

域の青年たちが活性化し、教会活動が盛んになることを目標としてい
る。現在では、NWMは年二回開催され、開催地域の青年が多数スタッ
フとして準備に携わり、毎回百人規模の参加者を集めている。賛同教区
以外の教区や多くの修道会からの参加者も増えている。各地で行われて
いる活動の情報交換も行われており、全国各地の青年同士のつながりが
生まれ、NWM以外での青年の交流も継続している。開催地域では、普
段教会での活動に参加していない青年も準備に関わるなど、活発化して
いるところもある。日本の教会内でも、だんだんと知られるようにな
り、各所から好意的な評価も受けている。ただし、基本的に情報交換と
交流を目的としているため、祈りや霊的な部分での配慮が不足している
などの指摘もある。開催地域で一時的に青年たちが盛り上がっても、開
催終了とともに燃え尽きてしまい、その後の青年活動の活性化にはつな
がっていないこともある。日本各地で開催されるため、交通費を払える
経済的余裕がある人など限定された青年でなければ参加できないので
は、外国籍信徒が参加しにくいのでは、という疑問も提起されている。
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 ［項目番号］

あいさつ
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　シノドスの目的 1
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　文書構造 3
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　　多面的なさまざまな背景 6～7
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　　家庭の役割 11～13
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　　人生の選定 16～18
　　教育、学校、大学 19～21
　　労働や職業 22～23
　　若者、多様な信仰と宗教 24～25
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　　社会的関与と参加 27～28
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　　音楽やその他の形式による芸術表現 36～38
　　スポーツの世界 39～40
　第3章　使い捨て文化の中で� 41～42
　　労働の課題 43～44
　　若者の移住者 45～47
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　　さまざまな差別形態 48
　　病気、苦しみと排除 49～50
　第4章　人類学的および文化的課題� 51
　　身体、情緒、セクシュアリティ 52～53
　　探究のための新たなパラダイムと真理の探究 54～56
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　　世俗化を超えて 63
　第5章　若者の声を聞く� 64
　　聞くことの大変さ 65
　　「本物の教会」を望む 66～67
　　「関係性をより重視する」教会 68～70
　　「正義の責任を引き受ける」共同体 71
　　神学生や若い男女修道者のことば 72

第2部　解釈する：信仰と召命の識別� 73
　第1章　若者の祝福� 74
　　キリスト、「若者たちの中にいる若者」 75
　　愛の喜びへと向かう普遍的な招き 76
　　身体的強さ、霊的強靱さ、リスクをとる勇気 77
　　不確実性、恐れと希望 78
　　堕罪、悔い改め、受容 79
　　聞く意欲と同伴の必要性 80～81
　　信仰の成熟と識別のたまもの 82～83
　　人生計画と召命のダイナミズム 84
　第2章　信仰の光のうちにある召命� 85～86
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