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聖公会のシンボル

Compass Rose

「真理はあなたたちを

自由にする。」

ヨハネ8：32



ウィリアム・ティンダル
William Tyndale

1494-1536

聖書の英語翻訳者
司祭



ティンダルの英
訳聖書

マルコ福音書
の冒頭

1526



ティンダル訳
英語新約聖書

ヨハネ福音書冒頭



英国王
ヘンリー８世
1491-1547

初めは熱心なローマ・
カトリック支持者。

後にカトリックから離脱。
教皇から破門される。



ティンダルの
殉教
1536.10.6

Lord! Open the 
King of 
England‘s eyes!
主よ、英国王の目
を開いてください！



カンタベリー
大聖堂



エドワード6世

1537-1553

1547年に即位

この時期に宗教改

革が進められた。



祈祷書の編集者
カンタベリー大主教
トマス・クランマー
Thomas Cranmer
1489-1556



英国教会
第一祈祷書

1549

THE 
booke of the common

prayer and admi
nistration of 

the
sacramentes and other …..



第一祈祷書 1549
目次（内容）



第一祈祷書 序文 （トマス・クランマー）

•教父たちは、1年間に聖書の全体、もしくはその大部分

を読むように定めている。

•人々は毎日教会で聖書を聴くことにより、常に神の知識

からより多くの益を得、神の真の宗教に対する愛をいっ

そう燃え立たせるべきである。しかし、この何百年という

間、古代の教父のたちの敬虔かつ正当な教えが、……破

棄され、無視されてきたため、今では聖書のいずれかの

書が読み始められても、3章も読めば残りを省略する、と

いうありさまである。・・・」



第一祈祷書 序文 （つづき）

•このイングランドにおける礼拝は、過去何百年の間、人

びとの理解しえないラテン語で行われ、耳では聞くもの

の、心が教化されることはなかった。

•ここに新しい規定が設けられた。……聖書の各部すべて

が秩序正しく読まれるという仕方で、聖書朗読を守るた

めに、明白で理解しやすい教会暦が定められた。

•会衆の教化のために教会内ではすべてが英語で唱えら

れ、歌われるべきである。



注釈付き祈祷書
1550
John Merbeck

（楽譜）



楽譜

聖餐式

キリエ
大栄光の歌の一部



英国教会
第二祈祷書

1552

第一祈祷書よりもさらに
宗教改革を進めたもの。



第二祈祷書 1552

朝夕の礼拝で用いる詩編表。

左端 縦に１日～３０日
左の欄 朝の礼拝の詩編
右の欄 夕の礼拝の詩編

毎月、詩編全体を唱える。



第二祈祷書 1552

聖餐式
the Lordes Supper
or holy Communion
の最初の頁



第二祈祷書
1552

聖餐式2頁目

「そして司祭はテーブルの
北側に立ち、主の祈りを以
下の特祷とともに言う。」



第二祈祷書1552 聖餐式2頁目

「……そして司祭はテーブルの北側に立ち、
主の祈りを以下の特祷とともに言う。」



中世型の
礼拝堂配置

司祭は祭壇に向
かって立つ。

祭壇



新しい
礼拝堂配置

「司祭は聖卓
の北側に立つ」

聖卓の強調

聖卓



メアリー1世
1516-1558

1553即位

カトリック復帰を強硬に
進め、改革者を弾圧。



クランマーの殉教
1556

Lord Jesus, receive my spirit... I see the heavens 
open and Jesus standing at the right hand of God.

「主イエスよ、わたしの霊
をお受けください。……

天が開いて、イエスが神
の右手に立っておられる
のが見える。」

使徒言行録7：56､59



エリザベス1世
1533-1603

1558年即位

The religious settlement: 
the middle way

「エリザベスの解決」 “中道”
英国教会（聖公会）の基本が
この時期に固まる。



３９箇条（聖公会大綱）
Thirty-Nine Articles of Religion
of the Church of England 1563

英国聖公会の信仰的立場を明確にしたもの。

しかし全教会の信仰告白である「信経」とは違って、
「告白」するものではない。聖職者のみ、同意が求め
られた。日本聖公会はこれを採用しなかった。



３９箇条（１）

•第11条 人の義とされることについて

私たちが神の前で義とされるのは、ただ、私達の主

であり、救主であるイエス・キリストの功績のゆえに、

信仰によって義とされるのであって、私たち自身の業

や価値によるのではない。

（「信仰義認」 ローマ3：22､24 ガラテヤ2：16）



３９箇条（２）

•第24条 教会では会衆の理解できる言葉で話すこ

とについて

会衆の理解できない言葉で公祷を捧げたり、聖奠(秘

跡)を執行することは、明らかに神の御言と原始教会

の慣行に反することである。



３９箇条（３）

•第26条 聖職者の欠陥が聖奠(秘跡)の効果をそこなわない

ことについて

可見的教会においては、常に悪人は善人と入り混っており、

時には悪人が御言と聖奠(秘跡)の執行における主要な権威

を持つようなこともあるけれども、彼らは自分自身の名によっ

てではなくキリストの名によって執行し、またキリストの委任と

権威によって奉仕するのであるから、私達は神の御言を聞き、

また聖奠(秘跡)を受けるに際して、このような人びとの職務を

用いてもよいのである。……



事効論の立場

•事効論 ex opere operato

“from the work done” 「なされたわざから」

人間の側の信仰よりも神さまが働かれた事実を重んじる。

•人効論 ex opere operantis
“from the work of the worker” 「なす人のわざから」



中道・中庸 Via Media
a middle way between two extremes

二つの極端の中間

•ひとつのことを重んじたとき、他のことを軽んじ
ない。

•「だれも、一人を持ち上げてほかの一人をない
がしろにし、高ぶることがないようにするため」

コリント一 4：6



宗教改革期のイギリスの音楽家

クリストファー・タイ

Christopher Tye 1505?-1572

In Nomine "Crye"

英語祈祷文に作曲し、後に司祭となった。



エドマンド・グリンダル
1519-1583

1575年カンタベリー大主教

聖職者の聖書研究・説教運
動を推進。
エリザベスからの自粛命令
を拒否。謹慎処分を受ける。
「女王さまも救われなければ
ならない罪人」



日本聖公会綱憲

•第1 旧約及び新約の聖書を受け、之を神の啓示にして救いを得

る要道を悉く載せたるものと信ずる。

•第2 ニケヤ信経及び使徒信経に示されたる信仰の道を公認する。

•第3 主イエス・キリストの命じ給うた教理を説き、其の自ら立て給

うた洗礼及び聖餐の２聖奠を行い、且つ其の訓戒を遵奉する。

•第4 使徒時代より継承したる主教（ｴﾋﾟｽｺﾎﾟ）、司祭（ﾌﾟﾚｽﾌﾞﾃﾛ）、

執事（ﾃﾞｱｺﾉ）の３職位を確守する。

（４使徒継承による主教制を重視）



日本聖公会綱憲は

シカゴ－ランベス四綱領を元にしたもの。

Chicago-Lambeth Quadrilateral  1886, 1888

1886年にシカゴで開かれた米国聖公会の総会で、「教会一致の

ための最低条件」として可決され、2年後の1888年に開かれた第

3回ランベス会議で承認された四つの綱領であるためにこの名で

呼ばれている。

「ランベス会議」とは、カンタベリー大主教が全世界の主教たちを

大主教のロンドン邸ランベス・パレスに招待して開催する協議会。



アメリカ聖公会ホームページ
教会暦 ３月２１日

Thomas Cranmer: Archbishop of 
Canterbury and Martyr, 1556

日本聖公会祈祷書 ３月２１日

主教トマス・クランマー（1556年カンタベリー）



読者よ、勤勉であれ 1526

ウィリアム・ティンダルの英訳聖書の後書き

読者よ、勤勉であれ。そうすれば純

粋な精神をもって、聖書が言うよう

な素朴な目をもって、健康と永遠の

生命の言葉に至るであろう。

この言葉によって、われわれは新

しく生まれ、新しく造られ、キリスト

の血の実りを楽しむのである。



ウィリアム・ティンダルを記念する祈り １０月６日

全能の神よ、あなたはあなたの僕ウィリアム・ティンダルの心に、聖書を人

びとに、彼ら自身の言葉でもたらそうとの焼き尽くすほどの情熱を与え、ま

た力強く恵みに満ちた表現の賜物と、あらゆる妨げに抗して取り組み続け

る力をお与えになりました。

わたしたちはあなたにお祈りします。わたしたちが聖書を読み、学ぶとき、

またそれらの言葉がわたしたちを悔い改めと命へと招いているのを聞くとき、

あなたの救いの言葉をわたしたちに現してください。

わたしたちの主イエス・キリストによって。主はあなたと聖霊とともにひとり

の神であって、世々に生き、支配しておられます。アーメン

アメリカ聖公会 Lesser Feasts and Fasts・2006



聖公会のシンボル

Compass Rose

「真理はあなたたちを

自由にする。」

ヨハネ8：32


