
式次第 司祭/侍者 聖歌隊/会衆
所作 朗唱 歌唱 所作

灌水式 入堂 起立
祭壇前に跪礼

アスペルジェ・メ/ヴィディ・アクアム
祭壇に灌水 「アスペルジェ・メ」/「ヴィディ・アクアム」
司祭・侍者に灌水
聖堂内の会衆に灌
水

灌水を受けるとき礼

祭壇前に戻り跪礼
祈りを朗唱

跪礼
祭壇脇で祭服に着
替える

着席

階段祈祷 至聖所に入場 跪く
祭壇前で跪礼
告白の祈りを唱え 当日の入祭唱
祭壇に上り、接吻 起立

キリエ 献香 「キリエ」

グローリア
祭壇中央でグロー
リアを歌う

グローリア　イン　エクシェルシス
礼 デオ 礼

着席
エット イン テッラ パクス ホミニブス ボネ
ヴォルンターティス　ラウダムス テ ベネディ
チムス　テ

礼 アドラムス　テ 礼
グロリフカムス　テ

礼 グラツィアス　アジムス　ティビ 礼
プロプテル マニャム グロリアム トゥアム ドミ
ネ デウス レクス チェレスティス デウス パテ
ル オムニポテンス ドミネ フィリイ ウニジェニ
テ

礼 イエースー　クリステ 礼

ドミネ デウス、 アニュス デイ、 フィリウス パト
リス、 クィ トッリス ペッカータ ムンディ、 ミゼ
レーレ ノービス  クィ　トッリス ペッカータ ム
ンディ、

礼 スーシーペ　デプレカツィオーネム　ノストラ 礼
クィセデスアドデクステラムパトリス、ミゼレー
レノービスクォニアムトゥソールスサンクトク
ス、トゥソールスドミヌス、トゥソールスアル
ティッシムス、イエースークリステ、クムサンク
トースピリトーイングロリアデイパトリス。アーメ
ン

集祷文 祭壇に戻り、跪礼
会衆の方を向く

ドミヌス　ヴォービスクム
エット　クム　スピリトゥー　トゥオ

祭壇の書簡側に戻
る

オレームス

当日の集祷文を朗唱
ペル　オムニア　セキュラ　セキュロールム

アーメン
書簡朗読 書簡を朗読 着席
福音書朗読 祭壇に上る 当日の昇階唱

当日のアレルヤ唱/詠唱/続唱 歌が終わったら
福音書に献香 起立

ドミヌス　ヴォービスクム
エット　クム　スピリトゥー　トゥオ

福音書に十字
額、口、胸に小さく
十字

セクイエンツィア　エヴァンジェリウム　セク
ンドゥム　　ＸＸＸＸ

額、口、胸に小さく
十字

グローリア　ティビ　ドミネ
福音書朗読

説教 説教 着席
Ｃｒｅｄｏ 祭壇に上る 起立

クレド　イン　ウヌム
礼 デウム 礼



式次第 司祭/侍者 聖歌隊/会衆
所作 朗唱 歌唱 所作

パトレム オムニポテンテム ファクトレム チェリ
エット テッレ ヴィジビリウム オムニウム エット
インヴィジビリウム エット イン ウヌム ドミヌム

礼 イエズム　クリストゥム 礼

フィリウム デイ ウニジェニトゥム エット エクス
パトレ ナートゥム アンテ オムニア セキュラ
デウム デ デオ ルーメン デ ルミネ デウム
ヴェルム デ デオ ヴェロ ジェニトゥム ノン
ファクトゥム コンスブスタンツィアレム パトリ
ペル クェム オムニア ファクタ スント

跪く
エット インカロナートゥス エスト デ スピリトゥ
サンクト エクス マリア ヴィルジネ エット ホモ
ファクトゥス エスト

跪く

起立
クルチフィクスス　エツィアム　プロ　ノービス
スブ　ポンツィオ　ピラト　パッスス

起立

エット セプルトゥス エスト エット レズレクシッ
ト テルツィア ディエ セクンドゥム スクリプトゥ
ラス エット アシェンディット イン チェロ セデ
ト アド デクステラム パトリス エット イテルム
ヴェントゥルス エスト クム グローリア ユディ
カーレ ヴィーヴォース エット モルトゥオース
クユス レグニ ノン エリト フィニース エット イ
ン スピリトゥム サンクトゥム ドミヌム エット ヴィ
ヴィフィカンテム クイ エクス パトレ フィリオ
クェ プロチェディット クィ クム パトリ エット
フィリオ

礼 シムル　アドラトゥル 礼
エット コングロリフィカトゥル エット イン ウナ
ム サンクタム カトリカム エット アポストリカム
エクレジアム コンフィテオル ウヌム バプティ
スマ イン レミッシオネム ペッカトールム エッ
ト エクスペクト レスレクシオネム モルトゥオー
ルム

十字を切る エット ヴィタム ヴェントゥリ セクリ 跪く
アーメン 起立

奉献 祭壇に上る 着席
ドミヌス　ヴォービスクム

エット　クム　スピリトゥー　トゥオ
オレームス

奉献を行う オッフェルトリウム

密唱 密唱を唱える
ペル　オムニア　セキュラ　セキュロールム

アーメン
序唱 ドミヌス　ヴォービスクム 起立

エット　クム　スピリトゥ　トゥオ
スルスム　コルダ

ハベームス　アド　ドミヌム
グラツィアス　アガームス　ドミノ　デオ　ノス

ディニュム　エット　ユストゥム　エスト
序唱を唱える

サンクトゥス 歌が始まったら跪く

聖変化

祭壇で周囲に聞こ
えないように小さな
声で聖変化の典文
を唱える
ホスチアの聖変化
跪礼 鈴が鳴ったら礼

御聖体の奉挙

鈴が鳴ったら御聖
体を仰ぎ見て「ああ
我が主、我が天主
よ」と心の中で唱え
る

跪礼 鈴が鳴ったら礼



式次第 司祭/侍者 聖歌隊/会衆
所作 朗唱 歌唱 所作

カリスの聖変化
跪礼 鈴が鳴ったら礼

御聖血の奉挙
鈴が鳴ったら御聖
血を仰ぎ見る

跪礼 鈴が鳴ったら礼
ペル　オムニア　セキュラ　セキュロールム 起立

アーメン
主の祈り オレームス

パーテル　ノステル　クィ　エス　イン　チェリ
ス　サンクティフィチェトゥル　ノーメン　トゥウ
ム　アドヴェニアット　レニュム　トゥウム　フィ
アット　ヴォルンタース　トゥア　シクト　イン
チェロー　エット　イン　テッラ　パーネム　ノ
ストラム　クオーティディアーヌム　ダー
ノービス　ホーディエー　エト　デミッテ
ノービス　デビタ　ノストラ　シクト　エット
ノース　デミッティムス　デビトリブス　ノストリ
ス　エット　ネ　ノス　インデュカース　イン
テンタツィオーネム

セド　リベラ　ノス 　アー　マロー

聖体拝領
聖体拝領の祈りを
唱える

アニュス・デイ

司祭の聖体拝領

侍者/信者の告白
の祈りを聞く

コンフィテオル　デオ　オムニポテンティ　ベ
アテ　マリエ　センペル　ヴィルジニ　ベアト
ミケリ　アルカンジェロ　ベアト　ヨアンニ　バ
プティステ　サンクティス　アポストリス　ペトロ
エット　パウロ　オムニブス　サンクティス
エット　ティビ　パテル　クィア　ペッカーヴィ
ニミス　コジタツィオーネ　ヴェルボ　エット
ペレ

頭を下げる

メア　クルパ　メア　クルパ　メア　マキシマ
クルパ

三度胸を打つ

イデオー　プレコル　ベアタム　マリアム　セ
ンペル　ヴィルジネム　ベアトゥム　ミケレム
アルカンジェルム　ベアトゥム　ヨアンネム
バプティスタム　サンクトース　アポストロース
ペトルム　エット　パウルム　オムネス　サンク
トース、　エット　テ、　パテル　オラーテ　プ
ロ　メ　アド　ドミヌム　デウム　ノストルム

唱え終わったら頭
を上げる

ミゼレアトゥル　ヴェストリ、　オムニポテンス
デウス、　エット　ディミッシース　ペッカー
ティース　ヴェストリス、ペルデュカット
ヴォース　アド　ヴィタム　エテルナム　イン
ドゥルジェンティアム　アブソルツィオネム
エット　レミッシオネム　ペッカトールム　ヴェ
ストロールム　トリブアット　ヴォービス　オム
ニポテンス　エット　ミゼリコルス　ドミヌス

聖櫃から御聖体を
取り出し、信者に
示す

エッチェ　アニュス　デイ、　エッチェ　クィ
トッリット　ペッカータ　ムンディ

跪礼

ドミネ、ノン　スム　ディニュス　ウト　イントレ
ス　スブ　テクトゥム　メウム、セド　タントゥム
ディク　ヴェルボー　エット　サナビトゥル
アニマ　メア

ドミネ、ノン　スム　ディニュス　ウト　イントレス
スブ　テクトゥム　メウム、セド　タントゥム　ディ
ク　ヴェルボー　エット　サナビトゥル　アニマ
メア

起立

 ×3  ×3
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信者の聖体拝領
コルプス　ドミニ　ノストリ　イエースー　クリ
スティ　クストディアット　アニマム　トゥアム
イン　ヴィタム　エテルナム　アーメン

当日のコンムニオ

合掌し、跪き、顔を
上げ、目を閉じ、口
を開け、舌を出し、
司祭の手から口に
御聖体を拝領す
る。終始沈黙（Ａｍ
ｅｎと答えない）

聖櫃に御聖体を安
置する
祭器具の洗浄
祭壇に向かい祈願
する

ドミヌス　ヴォービスクム

エット　クム　スピリトゥ　トゥオ
オレームス
祈願分を朗唱
ペル　オムニア　セキュラ　セキュロールム

アーメン
派遣 ドミヌス　ヴォービスクム

エット　クム　スピリトゥ　トゥオ
イテ　ミサ　エスト

デオ　グラツィアス
ベネディカームス　ドミノ

デオ　グラツィアス

祝福
祭壇に向かい祝福
の祈りを唱える

跪く

信者側を向く
ベネディカット　ヴォース　オムニポテンス
デウス、パテル　エット　スピリトゥス　サンク
トゥス

アーメン 起立
最後の福音 ドミヌス　ヴォービスクム

エット　クム　スピリトゥ　トゥオ
額、口、胸に小さく
十字

イニツィウム　サンクティ　エヴァンジェリ　セ
クンドゥム　ヨアンネム

額、口、胸に小さく
十字

グローリア　ティビ　ドミネ

イン　プリンチピオ　エラト　ヴェルブム
エット　ヴェルブム　エラト　アプド　デウム
エット　デウス　エラト　ヴェルブム　ホク　エ
ラト　イン　プリンチピオ　アプド　デウム　オ
ムニア　ペル　イプスム　ファクタ　スント
エット　シネ　イプソーファクトゥム　エスト
ニヒル　クォッド　ファクトゥム　エスト　イン
イプソー　ヴィタ　エラト　エット　ヴィタ　エラ
ト　ルクス　ホミヌム　エット　ルクス　イン　テ
ネブリス　ルチェット　エット　テネブレ　エア
ム　ノン　コンプレヘンデルント　フイト　ホ
モ　ミッスス　ア　デオ　クイ　ノメン　エラト
ヨアンネス　ヒック　ヴェニット　イン　テスティ
モニウム　ウト　テスティモニウム　ペルヒベ
レット　デ　ルミネ　ウト　オムネス　クレデル
ント　ペル　イッルム　ノン　エラト　イッレ
ルクス　セド　ウト　テスティモニウム　ペルヒ
ベレット　デ　ルミネ　エラト　ルクス　ヴェラ
クェ　イッルミナット　オムネム　ホミネム
ヴェニエンテム　イン　ホック　ムンドゥム　イ
ン　ムンド　エラト　エット　ムンドゥス　エウム
ノン　コニョヴィット　イン　プロプリア　ヴェ
ニット、エット　スイ　エウム　ノン　レチェペ
ルント　クォトクォト　アウテム　レチェベルン
ト　エウム、デディト　エイス　プロテスタテム
フィリオス　デイ　ヒス　クィ　クレドゥント　イ
ン　ノミネ　エイユス　クイ　ノン　エクス　サ
ングィニブス　ネクェ　エクス　ヴォルンター
テ　カルニス　ネクェ　エクス　ヴォルンター
テ　ヴィリ　セド　エクス　デオ　ナーティ　ス
ント

跪く エット　ヴェルブム　カロー　ファクトゥム　エ 跪く
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エット　ハビタヴィット　イン　ノービス　エット
ヴィディムス　グロリアム　エユス　グロリアム
クアジ　ウニジェニティ　ア　パトレ　プレヌム
グラツィエ　エット　ヴェリターティス

起立

デオ　グラツィアス

閉祭
祭器具を捧げ持
ち、退場

閉祭唱

,


