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十字架の上に屠られたまいし　こよなくきよき　み神の子羊 

わがため悩みをしのびたまいし　み恵み　げにも尊し　アーメン+
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主なる神よ、あなたの御前に背きの罪を告白します。わたしは聖なる戒めに従わず、失われた羊
しゅ かみ み ま え そむ つみ こくはく せい いまし したが うしな ひつじ

のように迷い出て、思いと言葉と行いにおいて罪を犯しました。しなければならないことをせず、
まよ で おも こ と ば おこな つみ おか

してはならないことをして、自分の身に、あなたの怒りと裁きを招きました。憐れみに富んでおら
じぶ ん み いか さば まね あわ と

れる父よ、罪と過ちを悲しむわたしに憐れみを注いでください。神の独り子である救い主の名に
ちち つみ あやま かな あわ そそ かみ ひと ご すく ぬし な

よって、わたしを赦してください。聖霊の恵みによって、わたしを新しく生まれ変わらせてくださ
ゆる せいれい めぐ あたら う か

い。願わくは今から後、み栄えのために生きる者とならせてください。
ねが いま のち さか い もの

主イエス・キリストの御名によって。ア－メン。　(詩編32、イザヤ53、ローマ7)
しゅ み な

""KLQRLST+

U"""""V""+IJOW+

1.あなたは、わたしのほかに、何者をも神としてはならない。
なにもの かみ

2.あなたは自分のために刻んだ像を造ってはならない。それにひれ伏してはならな
ぞう つく ふ

い。それに仕えてはならない。
つか

3.あなたは、あなたの神、主の名を、みだりに唱えてはならない。主は、み名をみ
かみ しゅ な とな な

だりに唱える者を、罰しないではおかない。
とな もの ばっ

4.安息日をおぼえて、これを聖とせよ。
あんそくにち

5.あなたの父と母を敬え。
ちち はは うやま

6.あなたは殺してはならない。
ころ

7.あなたは姦淫してはならない。
かんいん

8.あなたは盗んではならない。
ぬす

9.あなたは隣人について偽証してはならない。
りんじん ぎしょう

10.あなたは隣人の家をむさぼってはならない。隣人の妻、またすべて隣人　　のもの
りんじん いえ りんじん つま りんじん

をむさぼってはならない。　　　　　　　(出エジプト20、申命記5)

A++B""C""D""+EFGX"十字架の上に++
　　　　十字架の上に屠られたまいし　こよなくきよき　み神の子羊 

み救いあらずば　罪のこの身は　滅びをいかでまぬがれん　アーメン""+
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恵み深い父なる神さま、御子イエス・キリストは、救いの約束を実現させるため、ろばの子に
めぐ ふか ちち かみ み こ すく やくそく じつげん こ

乗って、エルサレムに入られました。十字架に向かって行かれた主は、わたしたちが会う全ての
の はい じゅうじか む い しゅ あ すべ

試練を受け、しかも罪はなく、試練と誘惑に勝利されました。
しれん う つみ し れ ん ゆうわく しょうり

それゆえ、主は、わたしたちを、あらゆる試練の中で助けることができ、神に従う力を与えて
しゅ し れ ん なか たす かみ したが ちから あた

くださることを信じます。　(マタイ21、ヘブライ2、ゼカリヤ9)
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"""""今ささぐるそなえものを　主よ　きよめて　うけたまえ　アーメン 
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 天にまします我らの父よ
てん われ ちち

 願わくは御名をあがめさせたまえ
ねが み な

 御国を来たらせたまえ　 御心の天になるごとく  地にもなさせたまえ
みくに き みこころ てん ち

 我らの日用の糧を  今日も与えたまえ
われ にちよう かて き ょ う あた

 我らに罪を犯す者を我らが赦すごとく 我らの罪をも赦したまえ
われ つみ おか もの われ ゆる われ つみ ゆる

 我らを試みに会わせず  悪より救い出したまえ
われ こころ あ あく すく いだ

 国と力と栄えとは  限りなく汝のものなればなり　　ア－メン。
くに ちから さか かぎ なんじ
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Ⅰ　十二使徒の選び
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Ⅱ １２の意味　　
bµçvÈÕèÙIJL«¤Õ�!���¤ø:�ùª^Í_ÔÕÛL`§�U1â

ªÌCÐ��¤abå����LÐiHE_kÕcÔ§�HXâª^ÍdS�¤�Çefµ
��O¤g��ÑiH{GHkÒe�h��OÈijÐÑÒ�µçvÊk�l�ØÕ��¤
DÇâmª^ÍdS���¤ÕZ�ÈÛü�_��Øn�ÒÛ�ÐHXâªo�RÕ��¤
abå����iEGHE%HWkÒ���¤DÇâm�ÈHXâHå§ÕpLø:�ù¥BC
Ð��§ÕÈ� ±R�SCÒ+
È� ±R���¤ÈqrR��æÊ��LÐÑÊÕR§RÕ�Ç�Çg�ÊÕsT

=Êtu���¤ªJ¨RØ��ÑÒvwZúH���ÕxLsT=ÈaâHå¤�Çy
z{Ê«±�ÑÒÛ�ÐÈsâLsTÈ|}§ÝÇ§/§±�SCÒµçvÊÉxvwÐ
«��¤LsT=Ètu��LÐÑÒ+
sT=ÊHXâ���¤Lo<×ÈÕ��~O`1�L���TO��§���Ð �

ÑÒ@AÊ;<��LÐÕU1��Èaâ�åØHH��¤�±�R�ÒÛ�Ðaâ��×
���¤��±�R�Ò��Ñ��}��ØÕ�w�Ê��ªT��R�Ò�bµçvÊ
��ù¤��(^×�Ø���Õ��±Õ���L�#L¤ §�c��ØÕ��ùª�



�Ø���,���c�ÐÕ��¥a����=L`§�H�§aâÊÕ��ù��¨�
ØÕbL]^Lsâ���õ ÐÑÒ�iHGXH%XXk+
ÛÇRØaâ�¨�ØÕ�ÍU1��¤�±�R�ÊÕ��HXâ�LÐRÆÇ�"Û

�ÈÕbµçvLT�§���Ð �ÑÒZú��TO�L[�ÐÑÊÕ]^LbÊø:
�ù���ØT¨��R�Ò�«��Ê�L��|»Ê��¤Õ«��Ê�È¼ªdå
�ÒÛRØÕç��� ü§±Ð�¦Õ@A]¤�exsLv¡ÐÕ��Õ¢L£Ø�¤
��ÐÕ�Lsâ¤���i¥_kÒ��±Õµvëç�U1w¦ªãäÑ��@A]¤
�exsLv¡�Ðsâ¤��LÊU1��ÐÑÒ+
�¢L£Ø�¤��Ð�LsâÈÕ��TO�¾*LÕ§¨âìL��©ª�Ê`«

¤�±�ÑÒÛ�ÐÕefµ��OÐÈÕbµçvÈU1����§¨âLæ�O¦��
¤T¨��R�ÊÕ��Èã¢¬ÐÈ��LÐÑiH{GFkÒµvëç�â§�c��Ø
§¨âì¤�Ç%&Ê«��LÐÑÒ1�L®ÈÕµvëç�ó¦L¯°L`Ð�×�
�R�Òefµ��OÈÕ�sêë� L:ÕA±qL:Õµçv²ÉxvwL³´�§
�O cÔØÕ�vØLµóª�Lø:¤S��¤�ÇbµçvLSl�¶Ð·¨±�
ÑÒ+

Ⅲ　十二使徒の使命
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