
2016年度　日曜学校カリキュラム(案）

月日 教会歴（節） 教会歴（日） 単元 聖書 目標 アクティビティ

4月3日 復活節 復活されたイエス様 ヨハネ20:19～23
弟子たちの恐れから喜びへの気持ちの変化を理解す
る。

進級式

4月10日 復活節 復活されたイエス様 ヨハネ20:24～29
信じることのできないトマスの心を理解する。
イエス様が信じさせてくださることを理解する。

4月17日 復活節 復活されたイエス様 ヨハネ21:1～6
イエス様が魚を捕る奇跡を再び起こされ、信仰の喚起
と養いをされたことを理解する。

4月24日 復活節 復活されたイエス様 ヨハネ21:15～19 イエス様のペトロへの赦しを理解する。
5月1日 復活節 復活されたイエス様 マタイ28:16～20 イエス様のご命令と共にいてくださることを理解する。
5月8日 復活節 復活されたイエス様 使徒1:3～11 イエス様のご命令と昇天の出来事を理解する。

5月15日 聖霊降臨日 ペンテコステ 教会のはじまり 使徒2:1～4

聖霊の降臨により、新約の教会が始まったことを理解
する。
聖霊によって変えていただいた力強いペテロの姿を理
解する。

5月22日 聖霊降臨節 教会のはじまり 使徒3:1～8
ペトロを通して働かれるイエス様の癒し、救いはイエス
様にしかないことを理解する。

5月29日 聖霊降臨節 教会のはじまり 使徒5:12～16
弟子たちの奇跡と、主に従う弟子たちが民衆の好意を
得たことを理解する。

6月5日 聖霊降臨節 教会のはじまり 使徒6:1～7
教会の発展過程で生じた問題とその解決を理解する。
ステファノへの評価を理解する。

6月12日 聖霊降臨節 教会のはじまり 使徒6:8～15
ステファノへの迫害と殉教、ステファノには神様が共に
いてくださることを理解する。

6月19日 聖霊降臨節 教会のはじまり 使徒8:1～8
迫害者サウロの姿を理解する。
迫害の中でも福音宣教が広がっていく様子を理解す

6月26日 聖霊降臨節 教会のはじまり 使徒9:1～19
サウロの回心、イエス様が迫害者サウロを救ってくだ
さったことを理解する。

7月3日 聖霊降臨節 世界のはじまり 創世記1:1～13 神様が、御言葉をもって世界を作られたことを理解す
7月10日 聖霊降臨節 世界のはじまり 創世記1:14～23 神様が、御言葉をもって世界を作られたことを理解す

7月17日 聖霊降臨節 世界のはじまり 創世記1:24～31
神様が、御言葉をもって世界を作られたことを理解す
る。
人間が、すべての被造物の中で、特別な存在であるこ

7月24日 聖霊降臨節 世界のはじまり 創世記2:15～25
人間が想像された経緯と共に特別な存在であることを
理解する。

春の恵みに感謝
を（花壇の整備）

季節のホールの
装飾（ペンテコス
テに向けて）

未定

未定

夏の恵みに感謝
を（たとえば冷た
いデザート作り
等）



7月31日 聖霊降臨節 世界のはじまり 創世記3:1～7
人間が神様の前にはじめて罪を犯したこととその意味
を理解する。

8月7日 聖霊降臨節 ノアの箱舟 創世記6:1～8 世界の罪の広がりとノアへの神様の憐れみを理解す
8月14日 聖霊降臨節 ノアの箱舟 創世記6:9～14 神様がノアを憐れまれ、箱舟を造らせたことを理解す
8月21日 聖霊降臨節 ノアの箱舟 創世記7:1～16 洪水と箱舟乗船の経過を理解する。
8月28日 聖霊降臨節 ノアの箱舟 創世記8:1～12 洪水の終わりと希望のはじまり、神様の約束を理解す

9月4日 聖霊降臨節 アブラハム 創世記12:1～4
アブラムへの神様の約束と、アブラムが神様を信じて
旅だったその信仰を理解する。

9月11日 聖霊降臨節 アブラハム 創世記15:1～6
アブラムへの神様の約束と、アブラムが神様を信じた
信仰を理解する。

9月18日 聖霊降臨節 アブラハム 創世記17:1～8
アブラムからアブラハムへの改名の意味を理解する。
アブラムの子孫についての約束を理解する。

9月25日 聖霊降臨節 アブラハム 創世記21:1～8 イサクの誕生と、イエス様に連なる約束を理解する。

10月2日 聖霊降臨節
聖書は神のことば（宗
教改革記念日に向け
て）

ヨシュア1:8～9

神様のことばを学び、行うことを求められる神様のご
命令とその実りを理解する。
御言葉と共に神様が共にいて守ってくださることを理
解する。

10月9日 聖霊降臨節
聖書は神のことば（宗
教改革記念日に向け

ルカ4:16～21
聖書の御言葉が、イエス様によって実現したことを理
解する。

10月16日 聖霊降臨節
聖書は神のことば（宗
教改革記念日に向け

ヨハネ5:39 聖書はイエス様のことを証していることを理解する。

10月23日 聖霊降臨節
聖書は神のことば（宗
教改革記念日に向け

使徒17:10～12
聖書を熱心に学ぶことがイエス様のことを学ぶため、
救いのために大切であることを理解する。

10月30日 聖霊降臨節 宗教改革記念日
聖書は神のことば（宗
教改革記念日に向け

Ⅱテモテ3:16
聖書の益について理解する。
可能であれば、宗教改革記念日についても触れる。

11月6日 聖霊降臨節 エリヤ 列王記上17:1～7
神様がエリヤを用いられたこと、そして守られたことを
理解する。

11月13日 聖霊降臨節 エリヤ 列王記上17:8～16
エリヤを通して神様が行われた奇跡を理解する。
神様が外国人をも救われることを理解する。

11月20日 聖霊降臨節 エリヤ 列王記下2:6～14

エリヤが神様にとられる経過と、エリシャへの信仰の
継承を学ぶ。
可能であれば、クリスマスに先立ち、洗礼者ヨハネへ
の約束にも触れる。

11月27日 待降節 ザカリヤと天使 ルカ1:5～25 ザカリヤへの天使のことばから、救いの約束を理解す
12月4日 待降節 マリアと天使 ルカ1:26～38 マリアへの天使のことばから、救いの約束を理解す
12月11日 待降節 ヨセフと天使 マタイ1:18～22 ヨセフへの天使のことばから、救いの約束を理解す

クリスマスに向け
て（たとえば装飾
準備やクリスマス
会準備など）

ノアの箱舟作り

秋の恵みに感謝
を（たとえば花壇
の整備等）

聖書を大切に（た
とえば聖書カ
バー作り等）



12月18日 待降節 ヨハネの誕生 ルカ1:57～66 ヨハネの誕生から、救いの約束を理解する。
12月25日 降誕節 クリスマス クリスマス ルカ2:1～21 クリスマスの経過と約束の実現を理解する。
1月1日 降誕節 冬休み ― ―

1月8日 降誕節
神殿の赤ちゃんイエス
様

ルカ2:27～35 シメオンのことばから、救いの実現を理解する。

1月15日 降誕節 神殿の少年イエス様 ルカ2:41～52
イエス様の神殿での出来事から神様の御子であること
の意味を理解する。

1月22日 降誕節 イエス様の洗礼 マタイ3:13～17
イエス様が罪人である人間と同じ戒めを守られている
姿から人と共にあられたイエス様を理解する。

1月29日 降誕節 イエス様と悪魔 マタイ4:1～11
悪魔の誘惑へのイエス様のお答えから、神様に従うた
めに必要な事柄を理解する。

2月5日 降誕節 最初の弟子たち マタイ4:18～22
イエス様が弟子たちを召し出された経過と、それに
従った弟子の姿を理解する。

2月12日 降誕節 怒ってはいけない マタイ5:21～26
山上の説教から、怒ってはいけない戒めを理解する。
戒めの高さと守れない私たちをイエス様が救ってくださ
ることを理解する。

2月19日 降誕節 人を愛する マタイ5:43～48
山上の説教から、人を愛する戒めを理解する。
戒めの高さと守れない私たちをイエス様が救ってくださ
ることを理解する。

2月26日 降誕節 主の祈り マタイ6:7～13
イエス様が教えられた祈りの姿勢と主の祈りの意味を
理解する。

3月5日 受難節 権威あることば マタイ9:1～8
中風の人への癒しから、イエス様の権威（罪を赦すこ
とや病を癒すことなど特別な権威をもたれていること）
を理解する。

3月12日 受難節
弟子たち、麦の穂を摘
む

マタイ12:1～8
安息日の戒めを表面的に理解する過ち、安息日にも
人を憐れまれるイエス様の愛を理解する。

3月19日 受難節 手の病気を治す マタイ12:9～14

安息日の戒めを表面的に理解する過ち、安息日にも
人を憐れまれるイエス様の愛を理解する。
戒めを破っていると考えた人々らのイエス様への憎し
みを理解する。

3月26日 受難節 ナザレでのイエス様 マタイ13:53～58
イエス様が故郷でも受け入れられなかった事実から、
人々の無理解、そのことへのイエス様のお気持ちを理

冬の恵みに感謝
を（たとえば、冬
の調理等）

未定

イースターに向け
て（たとえば、プ
ランターでの植栽
等）


