
主の変容 

栄光のみなもとである御父よ、あなたは「高い山」で、人となら
れたみことばイエスの神秘を垣間見させてくださいました。光より
の光、御父の永遠の輝き、神の独り子としての栄光を。 

たとえ束の間であっても、光り輝くイエスのみ前に私をとどまら
せてください。最愛のみ子を賜うほど、私を慈しまれた父であるあ
なたのあわれみの淵に沈められるために。ご自分をむなしくし、十
字架の死にいたるまで従われたイエスが、永遠からあなたの御ふと
ころにおられるみ子である神秘に分け入るために。聖霊に促され、
イエスから放たれる光に包まれて、奉献された者のこの上ない喜び
を深く味わうために。 

御父よ、まばゆい光でありながら、悲しみを秘めたイエスの面影
を、聖霊によって私の魂に刻んでください。今、目の当たりにする
イエスの栄光は、十字架の上でその輝きを世界に放つのです。この
量りがたい愛を人びとに告げ知らせ、イエスと共に私自身のパスカ
を生きるために、私は山を降りなければなりません。日常の生活に
戻っても、みことばは私にとどまり、復活に向かう歩みを支えてく
ださると信じます。「これは、私の愛する子、これに聞け」、とあな
たは仰せになりましたから。 

御父よ、いつの日か、み子イエスがあなたに切に祈られた願いが、
私の上に、また、すべての愛する人々の上に実現しますように！ 

「父よ、私に与えてくださった人々を、私のいるところに、共に
おらせてください。天地創造の前から私を愛して、与えてくださっ
た栄光を彼らに見せるためです。」 

菊地多嘉子 

 

The Transfiguration 
Father in heaven, fountain of glory, there on “a high 

mountain,” for one fleeting moment you let us see the mystery of 

the divinity of your Son become man. We catch a glimpse of the 

light of light, the eternal glory of the Father, the glory of God’s 

only Son. 

Though it be only for a moment, let me stay here before the 

Jesus of glory. The more you bestow on me, Father, the Son of 

your love, the deeper can I descend into the abyss of your mercy. 

This Jesus who emptied himself, becoming obedient even to 

death on the Cross, it the Son who dwells in your bosom from all 

eternity. Urged on by the Holy Spirit and clothed with the light 

Jesus spread over us, mat we look on this mystery and taste to 

the full the joy beyond all other joys, prepared for those who give 

themselves to him. 

The blinding glory of Jesus’ face conceals his sorrow. Heavenly 

Father, engrave this truth on my heart. The glory I behold now 

will soon shine out over the world from the Cross. 

But I must descend from the mountain, to live my own Pasch 

with Jesus and tell others of a love that cannot be measured. 

Back then to an everyday life, but confident you will sustain me 

on the way to the Resurrection. For have you not said, “This is my 

beloved Son, listen to him.” 

Heavenly Father, grant that the fervent prayer Jesus made to 

you, may one day be fulfilled for me and all those you love: 

“Father, all those you gave me, I would have in my company, 

where I am; to see the glory of mine which is your gift to me, 

because of the love you bore me, before the world began. ” 
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