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♪ Christmas Songs 2020 ♪ 

< クリスマス・ソングス > 
                      2020 年 11 月 24 日 Y.Doi 作成 

○1 ジングルベル 

 
1.        走れソリよ     風の様に   雪の中を 軽く早く 

笑い声を      雪にまけば  明るい光の花になるよ 
（ヘーイ）  

         ジングルベル   ジングルベル   鈴が鳴る 
          鈴のリズムに  ひかりの輪が舞う 
          ジングルベル   ジングルベル      鈴が鳴る 
          森に林に      響きながら 

 
2.          走れソリよ   丘の上は   雪も白く風も白く 
        歌う声は    飛んで行くよ  輝き始めた星の空へ 
     （ヘーイ） 

 
        ジングルベル  ジングルベル  鈴が鳴る 
         鈴のリズムに  ひかりの輪が舞う 
        ジングルベル  ジングルベル  鈴が鳴る 
        森に林に  響きながら 
     （ヘーイ） 

 
        ジングルベル  ジングルベル  鈴が鳴る 
        鈴のリズムに  ひかりの輪が舞う 
        ジングルベル  ジングルベル  鈴が鳴る 

森に林に       響きながら 

 
 
                                            （おわり） 
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○2  ひいらぎかざろう 

                （ウェールズ民謡） 

         
       ひいらぎかざろう ファララララララララ 

晴れ着に着がえて ファララララララララ 
カロルをうたおう ファララララララララ 
たのしい この時  ファララララララララ 

 
                          ＜間奏＞ 

              
かがやく この夜  ファララララララララ 
カロルに合わせて ファララララララララ 
たのしく踊ろう  ファララララララララ 
昔をしのんで    ファララララララララ 

 

 

○3  もみの木       （讃美歌） 

  
    樅（もみ）の木  樅（もみ）の木  生（お）いや茂（しげ）れる 

樅（もみ）の木 樅（もみ）の木   生（お）いや茂（しげ）れる 
木かげを さまよい 語りし思い出 
樅の木  樅の木   今なお恋し 

 
                        ＜間奏＞ 

         
乙女（おとめ）よ  乙女よ     汝（なれ）はいずこに 
乙女（おとめ）よ  乙女よ     汝（なれ）はいずこに 

木かげを さまよい 誓いし幸（さち）の日 
乙女よ  乙女よ  いずこに行きし  

 
乙女よ  乙女よ  いずこに行きし  

                        （おわり） 
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○4 あら野のはてに       （讃美歌） 

             あら野のはてに    夕日は落ちて 
たえなるしらべ    天（あめ）よりひびく 

 
グローオーグローオーグローオーオーリア 

イン エクセルシスデーオ 
グローオーグローオーグローオーオーリア 

イン エクセルシスデーオ 

         
ひつじをまもる    野辺のまきびと 
あめなるうたを    よろこびききぬ 

 
グローオーグローオーグローオーオーリア 

イン エクセルシスデーオ 
グローオーグローオーグローオーオーリア 

イン エクセルシスデーオ 

 
              みうたをききて  ひつじかいらは 
              まぶねにふせる  み子をおがみぬ 

 
グローオーグローオーグローオーオーリア 

イン エクセルシスデーオ 
グローオーグローオーグローオーオーリア 

イン エクセルシスデーオ 

 
 
 
      
                        （おわり） 
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○5 神の御子（みこ）は今宵しも  （讃美歌） 

      神の御子は今宵しも   ベツレヘムに生まれたもう 
     いざや友よ もろともに  いそぎゆきて 拝まずや 
           いそぎゆきて 拝まずや 

 
             ＜間奏＞ 

乙女マリア 母として   生まれましし みどりごは 
     まことの神 きみの君  いそぎゆきて 拝まずや 
           いそぎゆきて 拝まずや 

 
             ＜間奏＞ 

「神にさかえあれかし」と みつかいらの声すなり 
      地なる人も たたえつつ いそぎゆきて 拝まずや 
           いそぎゆきて 拝まずや 

 
とこしなえの みことばは 今ぞ人となりたもう 

      待ち望みし主の民よ おのが幸をいわわずや   
            おのが幸をいわわずや 

 
（おわり） 

 

○6 あめには さかえ        （讃美歌） 

     あめにはさかえ み神にあれや つちにはやすき 人にあれやと 
     みつかいたちの たたうる歌を ききてもろびと 共によろこび 
            今ぞうまれし  君をたたえよ 

 
                ＜間奏＞ 

さだめたまいし 救いのときに かみのみくらを 離れて降（くだ）り 
    いやしき賎（しず）の 処女（おとめ）にやどり 
    世びとのなかに 住むべき為に いまぞ生まれし 君をたたえよ 
                ＜間奏＞ 
                                              （次葉につづく） 
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あさ日のごとく かがやき昇り みひかりをもて 暗きを照らし 
      つちよりいでし  人を活（い）かしめ つきぬ命を与うるために 
             いまぞ生まれし 君をたたえよ 
                  君をたたえよ 
                           （おわり） 

 

○7 牧人ひつじを         （讃美歌） 

        牧人（まきびと）ひつじを  守めるその宵（よい） 
           妙（たえ）なるみ歌は  あめより響きぬ 
          喜びたたえよ   主イエスは生まれぬ 
                ＜間奏＞ 

 
仰げばみ空（そら）に きらめくあかぼし 

           夜昼さやかに 輝きわたれり 
          喜びたたえよ   主イエスは生まれぬ 
                ＜間奏＞ 

 
その星しるべに みたりの博士（はかせ）ら 

           メシアを訪ねて はるばる旅しぬ 
          喜びたたえよ   主イエスは生まれぬ 

 
くすしき光の   導（みちび）くままに 

           博士（はかせ）は まぶねの 主イエスに まみえぬ 
          喜びたたえよ   主イエスは生まれぬ 

 
                － アーメン ― 
                                                    （おわり） 

○8 諸人（もろびと）こぞりて    （讃美歌） 

         諸人（もろびと）こぞりて  むかえまつれ 
         久しく待ちにし 主はきませり 主はきませり 
              主は  主はきませり 
                ＜間奏＞ 



 
 

6 
 

悪魔のひとやを  うちくだきて 
      捕虜（とりこ）をはなつと 主はきませり 主はきませり 
              主は  主はきませり 
                ＜間奏＞ 

 
この世の闇路（やみじ）を 照らしたもう 

           たえなる光の    主はきませり 主はきませり 
              主は  主はきませり 
                ＜間奏＞ 

 
平和のきみなる み子をむかえ 

            すくいの ぬしとぞ   ほめたたえよ 
            ほめたたえよ ほめ  ほめたたえよ 

 
                           － アーメン ― 
                                                      （おわり） 

○9 We wish you a Merry Christmas（イギリス民謡） 

   （ウイーウイッシュ ユー ア メリークリスマス） 
             ＊ We wish you a Merry Christmas 

                     We wish you a Merry Christmas 
We wish you a Merry Christmas 

                          And a Happy New Year ! 
 
             We wish you a Merry Christmas 
                     We wish you a Merry Christmas 

We wish you a Merry Christmas 
                          And a Happy New Year ! 
 
       ＊＊ みんなして あそびましょう  おめでとう クリスマス 
             おいわいしましょう 
       おいしいおかしを おいしいおかしを おいしいおかしを 
            つくりましょう 
                ＜間奏＞   （次葉につづく） 
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                      ＊印 2 回くりかえし 

 
             ＊＊印 2 回くりかえし 
                                                     （おわり） 

 

○10 サンタが町にやってくる       （ポピュラー曲） 

   
    さあ あなたから メリークリスマス  わたしから メリークリスマス 
         サンタクロース・イズ・カミング・トｳ・タウン 

                
ねえ きこえてくるでしょう  鈴のねが すぐそこに 

サンタクロース・イズ・カミング・トｳ・タウン 

 
 待ちきれないで  おやすみした子に 
きっとすばらしい プレゼントもって 

        
さあ あなたから メリークリスマス  わたしから メリークリスマス 

 
サンタクロース・イズ・カミング・トｳ！ 
サンタクロース・イズ・カミング・トｳ！ 

 
サンタクロース・イズ・カミング・トｳ・タウン 

 
 
                                                            （完) 

 
 
 
 
 
 
 
 


