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新しいあなた
クリスチャンになれば神の子とされる。
暗唱聖句：ガラテヤ 3:26, ２ コリント 6:18 

クリスチャンになればあなたの人生は変わる。
暗唱聖句：2 コリント 5:17, 詩篇 28:7 

クリスチャンになればキリストの守りがある。
読む聖句：ヨハネ 10:27-29, ローマ 8:38-39, コロサイ 3:3
暗唱聖句：1 ヨハネ 5:20 ,2 テモテ 1:12b 

クリスチャンになればどんな時も天の父が私のことを心配してく
れる。
読む聖句：詩篇 91:2, ピリピ 4:7, ローマ 8:17, ピリピ 4:6
暗唱聖句：2テサロニケ 2:16-17 , ガラテヤ 4:7 

クリスチャンになれば主イエス・キリストは私に模範を示してく
れる。
暗唱聖句：1 ヨハネ 2:6 

クリスチャンになれば永遠の友達ができる。
暗唱聖句：ヨハネ 15:15 

クリスチャンになれば聖霊が私の内に住んでいる。
読む聖句：ヨハネ 16:14, ヨハネ 16:8, １コリント 2:9-12, ヨハネ
14:16-18, ガラテヤ 5:16,22-23
暗唱聖句：ガラテヤ 5:22-23

正しいことをするための戦い
神が私に望んでいることを知る。
暗唱聖句：１ペテロ 1:15-16, ローマ 6:12-13

正しい心を保つ。
暗唱聖句：ローマ 12:2, ２テモテ 1:7, へブル 12:1b-2, コロサイ 3:2 

誘惑を見極めてそれを避ける。
暗唱聖句：１テモテ 6:11,2 テモテ 2:22 

敵をよく知る。
暗唱聖句：ヤコブ 4:7, １ヨハネ 2:16, ガラテヤ 5:16 

正しい側に立つ。
暗唱聖句：ローマ 6:11, ローマ 6:14, ローマ 8:10 

ひとりで立つ。
暗唱聖句：ヨシュア 24:15, ２テモテ 2:1,3, ２テモテ 1:8-9a 

すべきでないと分かっていることをすること。
読む聖句：ローマ 7:15-19, ローマ 7:25-8:1
暗唱聖句：コロサイ 2:13-14, エペソ 4:22-24 

罪を犯した時の対処。
暗唱聖句：１テモテ 6:11, エペソ 6:18, ２コリント 10:5, ２テモテ
3:15

ことばを越えて
なぜ祈るのか？
読む聖句：詩篇 140, 108:1-6,119:1-9, 詩篇 23,119:165
暗唱聖句：ローマ 12:12, コロサイ 4:2, コロサイ 1:9 

祈りにはいくつもの違った要素があるの？
暗唱聖句：１テモテ 2:1-2, １テサロニケ 5:17-18 

何を祈っていますか。
暗唱聖句：ローマ 8:26-27 

祈りは応えられるのか？
暗唱聖句：１ヨハネ 5:14-15, エペソ 5:17

真理の宝
なぜ聖書を読むのか？
読む聖句：詩篇 119
暗唱聖句：詩篇 119:103, 詩篇 119:105, 詩篇 119:127, 詩篇
119:162 

聖書の中身は？
（聖書の各書巻名を言う。） 

なぜ聖書を暗記するのか？
暗唱聖句：エペソ 6:11,14-17

宣教の課題
むかしむかしにいたふたりの人
パウロとバルナバについて学ぶ
読む聖句：使徒 13:2-14-10

そんなに昔ではない頃にいたひとりの人
ウィリアム・ケアリーについて学ぶ

現在、生きているひとりの中学生（それはあなたのことです。）
1. 宣教団体を訪問する。
2. 宣教師から聞いた宣教活動の内容を礼拝か JV で発表する。

奉仕の課題
友だちを誘う
奉仕に参加する
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神のことばについて語る
あなたの態度をよく調べてみよう
暗唱聖句：1ペテロ 1:24-25 

聖書の学びを始めてみよう
学ぶ聖句：エペソ 6:10-17

的を射る（要点をつかむ）
学ぶ聖句：エペソ 6:10-17

絵の全体像をつかもう
3種類の文脈、状況的文脈、全体的文脈、
歴史的文脈を学ぶ。

聖書を読む
読んで学ぶ聖句：ピリピ 2:5-13

絵の全体像をつかもう
神が望んでいるあなたの態度 , 神があなた
に望んでいること , それをするにはどうす
ればよいか について考える。
暗唱聖句：エペソ 6:10-11

復習
暗唱聖句：黙示録 22:13, 伝道者の書
7:20, ヨハネ 20:31, ヨハネ 5:24, エペソ
6:10-11,13

とにかくやってみる
前の「絵の全体像をつかもう」で考えた「そ
れをするにはどうすればよいか」を実際
にやってみる。

それをよく考える
学ぶ聖句：テトス 2:1-8

生活に適用する
テトス 2:1-8 で学んだことを自分の生活に
適用して実際にやってみる。

聖書を読む
読む聖句：使徒 1-5 章

この世について語る
他の人に親切に接する
暗唱聖句：1テサロニケ 5:15,3 ヨハネ
11a, コロサイ 4:5

なぜあなたは証人なのかを理解する
暗唱聖句：2テサロニケ 1:7b-9

正しいことをする
暗唱聖句：2コリント 3:2-3

福音を他の人に伝える
暗唱聖句：1ペテロ 3:15-17

復習
暗唱聖句：2コリント3:2-3,1ペテロ3:15-17 

聖書を読む
読む聖句：使徒 6-9 章

教会について語る
自分の居場所を見つける
暗唱聖句：1コリント 2:12, １コリント
12:25-27

神に奉仕することを選ぶ
奉仕のための自分の履歴書を書く

神を礼拝することを選ぶ
暗唱聖句：ヨハネ 9:38, ヨハネ 4:23-24 

友情に価値を見出す
暗唱聖句：ヘブル 10：24-25

他のクリスチャンと正しく付き合う
暗唱聖句：ヨハネ 13:35,1 ヨハネ 4:7,1 ペ
テロ 3:8, ピリピ 2:3-4

聖書を読む
読む聖句：使徒 10:1-16:35

選択について語る
灰色の領域を扱う
暗唱聖句：１テサロニケ 5:21-22, ローマ
14:19, ピリピ 1:9-10

復習
暗唱聖句：エペソ 6:10-11, エペソ 6:13, コ
ロサイ 4:5 (Unit11)

親友を選ぶ
暗唱聖句：１コリント 15:33, 箴言 27:17,
箴言 11:13, 伝道者の書 4:10

彼氏や彼女を選ぶ
暗唱聖句：１ペテロ 3:8, ２コリント 6:14

音楽を選ぶ
暗唱聖句：伝道者の書 7:5, 箴言 14:9, ルカ
6:45

さらに音楽について
暗唱聖句：箴言 16:3, ローマ 16:19

見るもの聞くものを選ぶ
暗唱聖句：詩篇 34:14, 箴言 4:23-25, ヨブ
記 28:28

聖書を読む
読む聖句：使徒 16:35-21:26

何を話すかを選ぶ
学ぶ聖句：エペソ 4:25-5:4

あなたがどう見えるかを選ぶ
１テモテ 2:9-10, １ペテロ３：４, ローマ
12:1-2

学ぶことを選ぶ
１テモテ 4:12-13, １ペテロ 2:2, １テモテ
1:19, エペソ 2:10

復習
今まで覚えたみことばから 6つを選んで
暗唱する

宣教の課題
昔の宣教師
パウロの第２次伝道旅行について学ぶ
読む聖句：使徒 15:36-18:22
暗唱聖句：ローマ 10:17, １ペテロ 3:15

宣教師になるには
宣教師になる準備について学ぶ

現代の宣教師
宣教師に関する課題をする

奉仕の課題
友だちを誘う
奉仕に参加する




