
番号 タイトル 採用歌集 採用番号

1 聖なる　聖なる　聖なる

かな2 いと高き神に 讃美歌21 037

3 夜が明けて　ともに目

覚め4 父なる神　力の主よ

8 ほめたたえよ

12 聖なる主の御前に伏し

13 栄えと平和　身にまとう

14 とうとき主のみ救いよ

16 聖なるかな 讃美歌　第二篇 236

19 素晴らしき主

20 力に満ちたる 讃美歌21 357

22 神のなさること　すべて

正しい23 恵みの光は闇路を照ら

し24 御神に背きしアダムの

末なる25 聖なる主は栄えに満ち

29 主こそわが望み

30 御前にひれふし

31 わが主のとうとさ輝く栄

えを33 うるわしき王なるイェス

35 主は谷のゆり

37 喜びの歌を主にささげ

よう41 心にあふれる喜びは

49 すべての人の主

51 愛するイェスよ　受けと

めたまえ52 主われを愛す 讃美歌1954 461

53 みことばに記された

56 心熱くして

58 主の愛のことばで

60 高く戸を上げよ 讃美歌21 233

63 ひとつのバラが花を開

く65 わがたましい主をあが

めて67 「起きよ」と呼ぶ声 讃美歌21 230

68 いかにしてわれ　主を

迎える69 いま来たりませ 讃美歌21 229

70 もろびと声あげ 讃美歌1954 102

71 世の造り主は

72 ひとり子なる主　とわの

父の73 幼子が飼い葉桶

75 静かに眠れるベツレヘ

ムよ76 もろびとこぞりて 讃美歌1954 112



番号 タイトル 採用歌集 採用番号

77 いざ歌え、いざ祝え 讃美歌1954 108

79 まぶねのかたえに 讃美歌21 256

80 野に伏す羊を見まもる

牧人88 高き御空から私は来ま

した89 栄光とわに　王なる御

子に90 天なる神には 讃美歌1954 114

91 神の御子は今宵しも 讃美歌1954 111

92 人みな喜び歌い祝え 新生讃美歌 193

95 彼方の国から

99 貧しい馬小屋　母にい

だかれ101 私のため栄えすて

102 主は豊かであったのに 新生讃美歌 176

105 主イェスの御業を

106 若葉のもえるナザレの

里111 こひつじ　胸に抱くよう

に121 ああ主は誰がため 讃美歌1954 138

122 主イェスの死なれた

123 十字架の上の神の小

羊124 ひとよ、汝が罪の 讃美歌21 294

127 主イェスは尊き 新生讃美歌 223

128 主の十字架のなやみを

132 イェスの十字架の深き

恵み133 神の国の命の木よ 讃美歌21 314

134 十字架のもとに

137 血潮によりきよめるとの

138 救いの主イェスの 讃美歌21 481

139 主のよみがえり

142 キリスト・イェスは

146 輝きのこの日 讃美歌21 319

148 主は死につながれ 讃美歌　第二篇 100

149 暗い墓の奥深く

153 目ざめてたたえよ

159 見よ、主は雲に乗って

162 終わりの日が来る

164 神のいきよ 讃美歌1954 177

167 聖霊の神よ

168 聖なる御霊よ　この身

に臨み169 神の霊　今くだり

170 聖霊きたりて

171 聖霊よ　主のそばに



番号 タイトル 採用歌集 採用番号

175 あなたの願いのままに

177 愛するイェスよ

180 いのちのみことば

190 み恵みあふれる 讃美歌21 127

191 鹿が渇いて谷川の

193 神よ、われをあわれみ 讃美歌21 134

194 詩篇73:21-24

195 詩篇95篇

196 とこしえのみ座に

197 幸いな人 讃美歌21 153

198 目を上げ、わたしは見

る

讃美歌21 156

200 深き悩みより 讃美歌21 160

201 さあ、主をほめたたえよ

206 主の祝福があるように

207 申命記 31:8

211 あなたの神

216 主イェスは荒れ野で

217 ヨハネ3:16

220 主のみわざとみ恵みと

を224 喜べ主を 新生讃美歌 252

225 主は治められる

226 しもべらよ、み声きけ 讃美歌21 401

228 栄光あふれるシオンの

町は230 確かなもとい　ただ主に

置き233 よろこびとさかえに満つ 讃美歌21 202

234 喜びの日よ　いこいの

日よ235 七日のあゆみ　ここに

守られ240 ほめたたえよ、力強き

主を

讃美歌21 007

242 ほめ歌え　主の御名を

243 罪から解かれて

254 主イェスの恵みとみ栄

えとを257 わが君イェスよ　つみ

の身は257 わが君イェスよ　つみ

の身は

讃美歌1954 199

259 ともにパンを分け合おう

260 まごころもて 讃美歌21 072

262 わが主の御前に行き

267 あなたがたのからだを

268 父・子・聖霊に 讃美歌21 025

269 たたえよ、主の民 讃美歌21 024

271 父・子・聖霊の 讃美歌21 027



番号 タイトル 採用歌集 採用番号

275 父なる神に

278 羊飼いの羊飼いよ 讃美歌1954 211

281 主の聖い愛　心に満ち

282 全き愛　与える主よ 讃美歌21 102

285 子どもを愛する主の御

前に286 私を見つめ

288 主よ　われらをあわれ

みたまえ289 聖なる主よ　あなたを慕

い294 感謝ささげよ　あわれ

みの主に299 小羊なる主の招きにこ

たえて300 主はあなたを呼ばれる

301 千歳の岩よ 讃美歌1954 260.2

302 誰より深く罪に汚れた

306 けがれ果てた身に

307 イェスの血に洗われ

310 イェスの深い愛と

318 あふれるこの涙で

319 主イェスのみ声は罪あ

る者を320 主よ今われらの罪をゆ

るし

新生讃美歌 428

322 こひつじ主イェスの

323 主よ、御腕にわれをとら

え324 イェスよ、この身をきよ

めて326 主イェスよ、私ではなく

328 あめなるよろこび 讃美歌21 476

330 主と同じ姿に

332 いつわりの世に 讃美歌21 571

333 彼方にある御国で

334 愛する者は主のもとに

336 川辺をあゆめば

337 天の御国にいつか着い

て344 神はわが砦 讃美歌21 377

346 信仰の創始者

347 主を見上げて祈るわれ

に348 信仰こそわが身を助け

る杖349 優しき主イェスよ　過ぎ

行かず353 あなたこそわが望み

354 終わりのときに

355 私の望みは

356 祈りのときには

360 私の祈りに応えてくださ

る



番号 タイトル 採用歌集 採用番号

364 心の底より

365 主イェスの救いを信じる

喜び366 心を照らす灯は

373 恵みにあふれる祈りの

ひと時374 夕暮れしずかに主の御

前に375 ここにいます主は

376 祈れ、み父のみ顔見上

げて377 祈りが言葉にならなくて

も378 朝つゆの園を

383 神は私の強い味方 讃美歌21 455

384 愛する神にのみ 讃美歌21 454

388 イェスよ、愛の御手をの

べて389 主の恵みと御声に

392 とうとき主こそ私の

393 日ごと主イェスを

395 たとえば私が 新生讃美歌 570

398 光に歩めよ　愛の中を

399 主は導かれる

400 主よ、み手もて 讃美歌1954 285

401 わが行くみち 讃美歌1954 494

410 愛する主よ　あなたに

411 主が備えられた

418 いつも私を支え

422 わが喜び　わが慰め

わが主イェス424 思い悩み苦しむ者よ 新生讃美歌 549

429 ギルアデの乳香

430 夕闇の迫るとき

431 この世の嘆きと悩みを

越えて432 いつくしみ深き 讃美歌1954 312

433 主に告げよ

434 やすかれ、わがこころ

よ

讃美歌21 532

437 イェスの御腕と

438 川のような平安が

440 主から受ける安らぎは

442 主がくださるこの平和を

445 こころを一つに 讃美歌21 393

446 神ともにいまして 讃美歌1954 405

448 正しく清き心は

457 主は私を救うために

459 主よ、おわりまで 讃美歌1954 338



番号 タイトル 採用歌集 採用番号

460 約束の地に

462 主の愛と御恵みに

467 私の心の願い

469 Send me!（センド・ミー）

471 あまつましみず

472 手をさしのべ助け出せ

473 救いのおとずれ

478 おどろくばかりの主イェ

スの愛は480 主の愛を伝えよう

489 われらの時代に平和を

たまえ490 人は畑をよく耕し 讃美歌21 386

491 この世はみな 讃美歌21 361

494 救い主イェスよ　まこと

の光よ496 朝露に緑が濡れて

500 うるわしき朝も 讃美歌1954 454

503 主にあるものみな 新生讃美歌 57

505 父なる神に　この年の


