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＊一字下げは「くりかえし」を示します

あ
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ああ かみはあいなり… ………………… 26

ああ じゅうじか… …………………… 120

ああ しゅのひとみ… …………………… 219
ああ しゅはたがため… ………………… 121
ああ めぐみ…………………………… 310

あなたのへいわのうつわに… …………… 485
あなたのみちを しゅにまかせて… …… 397
あなたのリズムにあわせ… ……………… 370
あふれるこのなみだで… ………………… 318

あまつましみず ながれきて… ………… 471

あめなるかみには みさかえあれ… ……… 90
あめなるよろこび せいなるあいよ… … 328

あいするイェス なにをなされて… …… 117

あめをふりそそぎ… ……………………… 308

あいするイェスよ みことばしたいて…… 177

あらそいのたえぬ このよにくだり… …… 484

あいするイェスよ うけとめたまえ… ……… 51
あいするかみにのみ……………………… 384
あいするしゅよ あなたに… …………… 410
あいするふたりに あふれるよろこび…… 280
あいするものはしゅのもとに……………… 334
あいのかみよ われはたよる… ………… 385
あいのひかりかがやき… ………………… 156

あらしのはげしいときも…………………… 439
あらののはてに… …………………………… 87

い

イェスきみのみなは… ……………………… 34
イェスのじゅうじかの……………………… 132
イェスのすくい けがれをきよめる…… 365

あかつきにたいよう… ………………… 477

イェスのちにあらわれ… ………………… 307

あがないぬしよ われをそこに… …… 441

イェスのみうでと… ……………………… 437

あがない しゅのちを… ……………… 305

あさごとにしゅは… ……………………… 357

イェスのふかいあいと… ………………… 310
イェスはすくいぬし… …………………… 46

あさつゆにみどりがぬれて… …………… 496

イェスはわがすべて… ……………………… 36

あさひがのぼり よるになるまで………… 184

イェスよ あいのみてをのべて… ……… 388

あさもひるもよも… ……………………… 381

イェスよ みくにに… …………………… 223

あさつゆのそのを… ……………………… 378

あさひはのぼりて… ………………………… 66
あしたはこわくはない… ……………… 314

あたらしいあさよ めざめよ……………… 248

イェスはわたしにかたる… …………… 378

イェスよ このみをきよめて……………… 324
イェスよ みてのなかで… …………… 326

いかなるときにも みつばさの… …… 439

あたらしいてんとちをみたとき…………… 342

いかにさいわいなひと… ………………… 185

あなたこそわがのぞみ… ………………… 353

いくるかいもなしとひとり………………… 136

あなたにまねかれ………………………… 264

いざうたえたからかに… ………………… 143

あなたのねがいのままに… …………… 175

いつくしみふかき… ……………………… 432

あなたがたのからだを… ………………… 267

あなたにかたりしらせたい… …………… 369
あなたのかみ しゅであるわたしが… … 211

いかにしてわれ しゅをむかえる… ……… 68
いざうたえ いざいわえ… ………………… 77

いだいなみかみの………………………… 504
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いつもわたしをささえ … ……………… 418

え

いつわりのよに わかれをつげん… …… 332

えいこうあふれるシオンのまちは………… 228
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おおいなるなぐさめとよろこび…………… 92
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おきよとよぶこえ… ………………………… 67
おさなごがかいばおけ……………………… 73

いばらのかむりと ひのころもで………… 116

おどろくばかりの しゅイェスのあいは… 478
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おもいなやみくるしむものよ……………… 424
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いまそなえる ささげものを… ………… 266
いまだみぬち ひらくしめい… ………… 477
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か
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かみさまのみめぐみは… …………………… 28
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かみのくにとかみのぎを… ……………… 213
かみのくにの いのちのきよ… ………… 133

かみのなさること… ………………………… 22
かみのへいわ こころふかくみたす…
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くさきもひとも ねむりにおちて… ……… 493

かみのみこにます イェスのために… … 455

くしきわがすくいぬし………………………… 38

かみのみこは よにこられた… …………… 61

くらいはかのおくふかく…………………… 149

かみのみこなる つみなきしゅは… …… 107
かみのみこはこよいしも… ………………… 91
かみのめぐみ たみとともに… ………… 295

くしきしゅを くしきしゅを… …………… 38

くらいそらにただひとつ……………………… 94
くらきやみもしばし……………………… 476
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くるしみわれをかこむとも………………… 421
グロリア グロリア グロリア… ………… 273

グロリヤ インエクセルシス デオ……… 87

かみよ われをあわれみ………………… 193

ガリラヤのかぜ かおるあたり… ……… 227
ガリラヤのかぜ かおるおかで… ……… 183
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け

けがれたつみびと あいされたしゅの… … 54

けがれはてたみに………………………… 306

こ

かわべをあゆめば………………………… 336
かんしゃささげよ… ……………………… 294

こえをあげさんびして… ………………… 28

かんしゃせよしゅに… …………………… 290

ここにいますしゅは… …………………… 375
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こころあつくして……………………………… 56

き

こころにあふれるよろこびは………………… 41

きよしこのよる… …………………………… 93

こころのそこより…………………………… 364

かんしゃにみちて… ……………………… 237

きみのたまものと わかいちからを… … 456
キリスト・イェスは ハレルヤ…………… 142

ここにいますみたまのかみよ… ……… 168

こころからねがうのは… ………………… 325

こころにしゅのあい… …………………… 417
こころをひくく てんをみあげて… …… 259

キリスト きょうかいのしゅよ… ………… 229

こころよわりなやみ… …………………… 415

キリストのあい われにせまれば… … 468

こころをたかくあげよ……………………… 246

キリストにはかえられません……………… 465
キリストのまえに… ……………………… 452
キリストはわたしのつみを… …………… 232
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こころをつくして しゅをほめまつれ………… 7
こころをてらすひは… …………………… 366
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こころをひとつに… ……………………… 445

しずけきゆうべに いのりをささぐ… …… 499

ことばにできないほどの… …………… 368

しもべらよみこえきけ……………………… 226

こどものささげる わずかのかて………… 451

しゅイェスのあいには… ………………… 488

このきよきよるに… ………………………… 74

しゅイェスのしなれた… ………………… 122

ゴッド ブレス ユー… ………………… 382

こどもたちをきたらせよと……………… 111

こどもをあいする しゅのみまえに……… 285
このひ よはあけて… …………………… 152
このよにイェスのみなを… ……………… 339
このよのいのちは… ……………………… 338
このよのすべてがかわっても… ………… 41

このよのつとめ いとせわしく…………… 380

このよのなげきとなやみをこえて………… 431

しみもとがも… …………………………… 261
シャロンのはな… …………………………… 55

しゅイェスのかしらに……………………… 115
しゅイェスのすくいを……………………… 365
しゅイェスのなを ほめたたえよ…………… 42
しゅイェスのみこえは… ………………… 319
しゅイェスのみそばに… ………………… 441
しゅイェスのみわざを… ………………… 105
しゅイェスのめぐみと……………………… 254

このよはみな かみのせかい… ………… 491

しゅイェスはあれので… ………………… 216

こひつじイェスよ… ………………………… 50

しゅイェスよ わたしではなく… ………… 326

このよをあいするかみは… ………………… 27

こひつじしゅイェスの うちきずより… … 322

しゅイェスはとうとき……………………… 127
しゅイェスを ただしゅを……………… 354
じゅうじか じゅうじか そこにきみは… 136

こひつじなるしゅの まねきに…………… 299

じゅうじか じゅうじか ほめたたえよ… 132
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こひつじをば ほめたたえよ… ………… 158

さ

さあ しゅをほめたたえよ………………… 201
さいわいなひと…………………………… 197

じゅうじかに イェスきみ……………… 118

じゅうじかのうえでイェスは… …………… 131
じゅうじかのうえにじょうじゅされし… …… 119
じゅうじかのうえのかみのこひつじ… …… 123
じゅうじかのもと しゅのひかりあり…
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さかえとへいわ みにまとう………………… 13

じゅうじかのもとに………………………… 134

さかえをすてて… ………………………… 100

しゅがうけいれてくださるから… ………… 449

さかえのおうにますしゅの………………… 181
ささげまつる ちいさきわがこ…………… 284
さらにしゅにつかえて… ……………… 461
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じあいのいぶきよ… ……………………… 165

ジーザス オー ジーザス… …………… 57

シオンよ いそぎつたえよ… …………… 474

しかがかわいてたにがわの……………… 191
しずかにねむれるベツレヘムよ… ………… 75

しゅがあなたをしゅくふくし… …………… 206
しゅがくださる このへいわを…………… 442
しゅがそなえられた… …………………… 411
しゅがつくられた… ………………………… 49
しゅがてをとっておこせば………………… 109
しゅからうける やすらぎは……………… 440
しゅごじしんが あなたの… …………… 207
しゅこそわがのぞみ… ……………………… 29
しゅとしゅのことばに……………………… 391
しゅとともにあゆむ……………………… 412
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しゅとともにあゆむひび………………… 404

しゅはあなたをよばれる… ……………… 300

しゅとともにつみにしに…………………… 312

しゅはガリラヤこの……………………… 403

しゅとともに しゅとともに… …………… 287
しゅにあるものみな… …………………… 503
しゅにすがるわれに… …………………… 402

しゅにつげよ しゅにつげよ…………… 433

しゅにつげよ ひとりでは………………… 433

しゅにとどまり しゅとあゆむ… ……… 442

しゅはおさめられる… …………………… 225
しゅはしにつながれ… …………………… 148
しゅはすくいたもう……………………… 119

しゅはたにのゆり… ………………………… 35
しゅはみちびかれる… …………………… 399

しゅはゆたかであったのに… ………… 102
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しゅはわがかいぬし… …………………… 188
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しゅよ いのちのことばを………………… 179
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しゅのあいとみめぐみに… ……………… 462
しゅのあいのことばで… …………………… 58
しゅのうちにやみはなく………………… 416

しゅのきよいあい こころにみち………… 281
しゅのことばのひかりのうち……………… 351
しゅのじゅうじかのなやみを……………… 128

しゅのしょくたくをかこみ… ……………… 265

しゅはわたしを すくうために…………… 457
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しゅよ いまわれを… …………………… 329
しゅよ おわりまで つかえまつらん…… 459
しゅよ きたり しゅくしたまえ… ……… 276
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しゅよ こころみうくるおり… …………… 420
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しゅのたみひさしく…………………………… 62
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しゅのまねくこえが………………………… 458
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しゅよ ともにいて… ………………… 389

しゅよ ひにひにましたまえ……………… 321
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しゅよ われらをあわれみたまえ………… 288
しゅをあいするあついおもいは… ……… 56

しゅのみわざとみめぐみとを……………… 220

しゅをあおぎみれば… …………………… 341
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しゅをほめたたえよ たからかに…………… 44
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しゅはあいの みてをのべて… ……… 392
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しんこうこそわがみをたすけるつえ……… 348

せいなるみたまよ… ……………………… 168

しんじつなみてに… …………………… 399

せいれいとあいとが… ……………………… 57

しんこうのそうししゃ……………………… 346

しんじてしたがいゆけ… ……………… 351
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せいれいもてわれをみたし… ………… 329
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すくいぬしなるしゅイェスと… ………… 404
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すくいのおとずれ うけしわれは………… 473
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ぜんちよ よみがえりのしゅを…………… 249
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そ

すくいのしゅイェスの……………………… 138

すくいのみちをひらいたイェスを………… 231
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すくわれてかみのこと… ………………… 330

すばらしいしゅ そのしんじつは………… 40

すばらしいしゅのあい えいえんの……… 54

すばらしいしゅのあい よろこび………… 53

すばらしきしゅ われらのかみ… ………… 19

すべてのちからとすべてのくには………… 155

そなえたもう しゅのみちを…………… 401
そのときわがしゅの… ………………… 338
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そらをそめる あさのひかり… ………… 498

た
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たがいにあいしあい……………………… 362

すべてをしゅに ゆだねれば… ……… 440
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すべてをすてて したがいまつらん…
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たたえよこのひ ハレルヤ… …………… 140
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だれでもキリストの… …………………… 480
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ちちなるかみさま… ………………………… 6

てをさしのべ たすけだせ… …………… 472
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と
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ちのふかみはしゅのみてのうちに… …… 195

つかれたるものよ… ……………………… 426
つきないしゅのあいと… ………………… 305
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