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Christmas Worship クリスマス礼拝

The 9 Lessons and Carols
レッスン ＆ キャロル - ９つの聖書のみ言葉と賛美 -

"それゆえ、主は自ら、あなたがたに
一つのしるしを与えられる。
見よ、処女が身ごもっている。

そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。
イザヤ書 7章 1 4節  

グレースシティチャーチ東京のクリスマス礼拝

「レッスン &  キャロル」へようこそ！

ADVENT  |  アドベントとは？ |  待降節

アドベントはラテン語に由来し、「来る」又は「到着する」という意味があります。
最古のアドベントのお祝いは 7 世紀以前まで遡り、その後時代を経て発展し、
今日のように世界中で祝われるようになりました。アドベントというクリスマス前
の4 回の日曜日を経て、ついに12 月25日にクリスマス（降誕日）を迎えます。

その期間、世界中のクリスチャンは救いの完成を待ち望みながら、キリストが
最初にこの世に来られた日を記念するための準備をします。やがて来たる未来
に目を向けるときでもあります。

CHR I S TMA S  |  クリスマスとは？ |  降誕日

クリスチャンは個人としても教会としても、今すでに与えられている救いに
感謝しつつ、キリストによって全てが成就される未来を待ち望んでいます。
クリスマスはキリストの誕生をお祝いするだけでなく、終わりの時にキリストが
再び来られ、天と地を神の栄光によって統治されるという将来の約束を思い
起こす時です。

クリスマスは、イエス・キリストの誕生日を静まって思いめぐらす時であり、
自分自身を整える時であり、期待する喜びを味わう時でもあります。

いつか 「生きている者と死んだ者」を裁くために、栄光に満ちて再び戻っ
て来られるキリストを迎えるために備える時でもあるのです。

今日の礼拝で使用される9つの聖書

1. 神に対するアダムとエバの反抗とエデンの園からの追放
    創世記 3 章 8 ～ 15 節 Genesis 3:8-15 
     Adam and Eve rebel against God and are cast out of the Garden of Eden

2. 神は民を慰め、贖いの準備に招いている
    イザヤ書 40 章 1 ～ 11 節 Isaiah 40:1-11 
     God comforts his people and calls on them to prepare for redemption

3. 約束の子が私たちの闇に光をもたらす
    イザヤ書 9 章 2,6 ～ 7 節 Isaiah 9:2,6-7
     A child is promised that will bring light into our darkness

４. 預言 : ベツレヘムから生まれる力ある王
    ミカ書５章 2 ～ 4 節 Micah 5:2-4
     Prophecy : A powerful king born in Bethlehem

5. 私たちとともにいる主：私たちは喜び歌うよう呼びかけられている
    ゼパニヤ書 3 章 14 ～ 17 節 Zephaniah 3:14-17
     The Lord will be among us; we are summoned to rejoice and sing

6. 御使いガブリエルはいと高き方の子を産むとマリアに告げる 
    マタイ福音書 1 章 18 ～ 23 節 Matthew 1:18-23
     The Angel Gabriel announces to the Virgin Mary that she will bear the    
     Son of the Most High

7. 王なるイエスの誕生が数えきれない多くの御使いによって
    野原の羊飼いに告げられ、彼らは礼拝する    
    ルカの福音書　2 章 8 ～ 18 節  Luke 2:8-18
     The birth of King Jesus is announced by countless angels to poor
     shepherds out in the fields, who respond in worship

8. ことばは肉となり、闇の中に光が輝く；
    イエスの誕生により、私たちは神の子どもに生まれ変わる 
    ヨハネ福音書 1 章 1-14 節 John.1:1-14
     The Word became Flesh, The Light shone in our darkness; because of   
     His birth we can be born again as children of God

9. イスラエルと世界を治めるよう定められた方が、
    ベツレヘムの小さな村に生まれ、東方の博士たちが礼拝する 
    マタイ福音書 2 章 1-12 節  Matthew 2:1-12
     The one who is destined to rule Israel and the world is born in the little     
     village of Bethlehem yet worshipped by great Magi from the East 

グレースシティチャーチ東京のクリスマス礼拝

やがて来たる未来

     village of Bethlehem yet worshipped by great Magi from the East 
     The one who is destined to rule Israel and the world is born in the little     
     village of Bethlehem yet worshipped by great Magi from the East 

レッスン  LESSONS み言葉

礼拝する者は、この礼拝の流れが神の包括的な物語となっていることに気付くで
しょう。神の計画が 9 つの聖書のみ言葉レッスンによって私たちに啓示されている
ことを示しています。

最初の 5 つのみ言葉レッスンでは、主の日を待ち望む旧約聖書の預言から
来ています。

第 6-8 のみ言葉レッスンは新約聖書の福音書から、どのように神の計画が
イエスの誕生により成就（完成）されたかを学びます。

第 9 のみ言葉レッスンでは、ヨハネ福音書から、長く待ち望んだ救いがキリ
ストにより直接的に成就され、信じる者の手の届くところにあることを学びます。

キャロル CAROLS 賛美

聖書のレッスンの後には、神のみ言葉に対する私たちの応答が続きます。
礼拝の音楽のパートは、神に賛美を捧げるという役割があります。

この礼拝では、何百年も前の曲から現代の曲まで幅広い楽曲を用いることで、
時代を超えた多くのクリスチャンたちの証しを、今日の私たちも共有することがで
きるのです。

私たちのもとに来て下さった方、私たちに救いを与えるために犠牲となられた
イエスに人生を捧げたいと、聖書と音楽によって私たちの心が向けられます
ように。この聖書のみ言葉と賛美の歌が、アドベントの季節に豊かな神の愛
と臨在をあなたにもたらすものとなりますように。

-  9 つのレッスン &  キャロル  -
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