
2017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2日 受難節
十字架に向かうイエス
様

マタイ16:21～27
十字架に向かわれるイエス様のお心と弟子たちへの
教えを理解する。

進級式・イース
ターに向けて（た
とえば、プラン
ターでの植栽等）

4月9日 受難節
十字架に向かうイエス
様

マタイ21：1～11
エルサレムに入城されるイエス様の謙遜と使命を理解
する。

イースターに向け
て（たとえば、プ
ランターでの植栽
等）

4月16日 復活節 イースター イエス様の復活 マタイ28：1～10
イエス様の復活の出来事と天使のメッセージの意味を
理解する。

4月23日 復活節 イエス様の復活 マタイ28：11～15
イエス様の復活を信じない人たちの心を理解し、信じ
ることの幸いを理解する。

4月30日 復活節 イエス様の復活 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7日 復活節 教会ってなんだろう 一コリント12：12～27
いろいろな人が支え合い愛し合うキリストの体としての
教会の姿を理解する

5月14日 復活節 教会ってなんだろう エフェソ2：14～22
イエス様の十字架がみんなを一つにしてくださったこ
と、イエス様が教会の土台であることを理解する。

5月21日 復活節 教会ってなんだろう 二テサロニケ3：1～6
パウロとテサロニケの教会が祈り合う姿から、教会は
互いに祈り合えること、その幸いを理解する。

5月28日 復活節 教会ってなんだろう 一ペトロ2：1～5
一人ひとりが神さまに用いられ、教会の担い手である
ことを理解する。

6月4日 聖霊降臨節 ペンテコステ
教会ってなんだろう－
ペンテコステ－

使徒2：1～13
教会誕生の経緯を理解すると共に、一人ひとりが違っ
た形で神さまのために用いられることを理解する。

6月11日 聖霊降臨節 パウロ 使徒13:1～12
神さまがサウロ（パウロ）を選ばれ宣教に召し出された
ことと、パウロの奇跡を理解する。

6月18日 聖霊降臨節 パウロ 使徒14:8～18
パウロの奇跡から、奇跡と信仰の関係を理解する。リ
ストラの人たちの行動へのパウロの訴えから本当の神
さまのことを理解する。

6月25日 聖霊降臨節 パウロ 使徒16:16～34
パウロ投獄のいきさつを理解し、パウロと看守のやり
取りから神さまを信じる心と信じることの幸いを理解す

7月2日 聖霊降臨節 アブラハムの子孫 創世記22:1～14
イサクを献げるアブラハムの姿から、神さまを信じるこ
とを理解する。

7月9日 聖霊降臨節 アブラハムの子孫 創世記25:19～26 イサクの二人の子どもの誕生と神さまの約束を理解す

未定

ペンテコステに向
けて（たとえば、
ホールの飾り作
り等）

未定

夏の恵みを神さ
まに感謝を（たと



7月16日 聖霊降臨節 アブラハムの子孫 創世記25:21～34
長子の権利を巡るヤコブとエサウのやり取りから、神
さまの約束の実現への営みを理解する。

7月23日 聖霊降臨節 アブラハムの子孫 創世記27:1～17
ヤコブがエサウへの祝福をだまし取ったいきさつと神
さまの約束の実現への営みを理解する。

7月30日 聖霊降臨節 アブラハムの子孫 創世記27:41～28：5 ヤコブの逃亡と、夢の意味を理解する。

8月6日 聖霊降臨節 アブラハムの子孫 創世記29:1～15
ヤコブがラバンの下に着いたことと、結婚のいきさつを
理解する。

8月13日 聖霊降臨節 アブラハムの子孫 創世記31:1～4
ヤコブの帰還のいきさつと神さまのご計画を理解す
る。エサウとの和解、ヤコブの12人の子ども（35：22ｂ
～26）にも触れる。

8月20日 聖霊降臨節 ヨセフ 創世記37:1～11 ヨセフの夢の意味と兄たちの感情を理解する。
8月27日 聖霊降臨節 ヨセフ 創世記37:12～20 ヨセフがエジプトに売られるいきさつを理解する。

9月3日 聖霊降臨節 ヨセフ 創世記39:1～6
ヨセフがエジプトで神さまに守られていたこと、投獄さ
れるいきさつを理解する。

9月10日 聖霊降臨節 ヨセフ 創世記40:1～23 ヨセフの夢説きの話を理解する。
9月17日 聖霊降臨節 ヨセフ 創世記41:1～16 ヨセフがファラオの夢を説いたことを理解する。
9月24日 聖霊降臨節 ヨセフ 創世記41:37～44 ヨセフがエジプトを飢饉から救ったことを理解する。

10月1日 聖霊降臨節
神さまを信じる（宗教
改革記念日に向けて）

ローマ3:9～26
誰もが罪があるが、イエス様を信じることで救われるこ
とを理解する。
ルターの働きと「信仰のみ」について理解する。

10月8日 聖霊降臨節
神さまを信じる（宗教
改革記念日に向けて）

ローマ4:1～12
アブラハムの信仰、ダビデの言葉から、信仰の意味を
理解する。

10月15日 聖霊降臨節
神さまを信じる（宗教
改革記念日に向けて）

一コリント2:1～5
十字架の主を神さまが信じさせてくださることを理解す
る。

10月22日 聖霊降臨節
神さまを信じる（宗教
改革記念日に向けて）

ヘブライ11:1～12
信仰の先輩の歩みから、信仰は見えない事実を確認
することであることを理解する。

10月29日 聖霊降臨節 宗教改革記念礼拝
神さまを信じる（宗教
改革記念日に向けて）

ヨハネ14:1～4
イエス様のお約束から慰めと励ましをいただく。
宗教改革記念日の意味を理解する。

11月5日 聖霊降臨節 ヨセフと兄弟 創世記42:1～11
ヨセフの兄弟たちがエジプトに来た経緯と夢の実現を
理解する。

11月12日 聖霊降臨節 ヨセフと兄弟 創世記43:1～16
ベニヤミンのエジプト行きから、ヨセフの計略までを理
解する。

11月19日 聖霊降臨節 ヨセフと兄弟 創世記45:1～13
ヨセフと兄弟の再会とヨセフがエジプトに先に来ていた
意味を理解する。

11月26日 聖霊降臨節 ヨセフと兄弟 創世記46:1～7 ヨセフとヤコブの再会、ヨセフのその後の活躍を理解

未定（宗教改革
記念日にちなむ
ものがあれば）

未定

まに感謝を（たと
えば、畑・花壇、
冷たいデザート
作り等）

未定

秋の恵みを神さ
まに感謝を（たと
えば、畑・花壇
等）



12月3日 待降節
アドベント～マリアと天
使～

ルカ1:26～38 天使の言葉を聞いたマリアの信仰を理解する。

12月10日 待降節
アドベント～マリアとエ
リサベト～

ルカ1:39～45
エリサベトのマリアへの証言から、マリアの信仰を理解
する。

12月17日 待降節
アドベント～マリアの
賛歌

ルカ1:46～56
マリアの賛歌から、マリアの信仰と神さまの約束の実
現を理解する。

12月24日 待降節 クリスマス礼拝 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。
12月31日 降誕節 冬休み ― ― ―
1月7日 降誕節 イエス様の奇跡 マタイ14:13～21 五千人への給食の奇跡の出来事と意味を理解する。
1月14日 降誕節 イエス様の奇跡 マタイ14:22～33 湖の奇跡の出来事と意味を理解する。
1月21日 降誕節 イエス様の奇跡 マタイ14:34～36 癒しの奇跡の出来事と意味を理解する。
1月28日 降誕節 イエス様の教え マタイ15:10～20 本当に人を汚すものとは何かを理解する。
2月4日 降誕節 イエス様の教え マタイ15:21～28 カナン人の信仰とイエス様の愛を理解する。

2月11日 降誕節 イエス様の教え マタイ16:13～20
ペトロの信仰告白とイエス様がメシアであることを理解
する。

2月18日 受難節 イエス様のたとえ話 マタイ13:1～9 種蒔く人のたとえを理解する。
2月25日 受難節 イエス様のたとえ話 マタイ13:24～30 毒麦のたとえを理解する。
3月4日 受難節 イエス様のたとえ話 マタイ13:31～33 からし種のたとえ、パン種のたとえを理解する。

3月11日 受難節 十字架への道 マタイ26:6～13
香油をそそぐ意味を理解する。
受難日が近いことを理解する。

3月18日 受難節 十字架への道 マタイ26:14～25 過越の食事の出来事とユダの裏切りを理解する。
3月25日 受難節 十字架への道 マタイ26:26～29 主の晩餐の意味を理解する。

イースターに向け
て（たとえば、プ
ランターでの植栽
等）

クリスマスに向け
て

冬の恵みを神さ
まに感謝を（たと
えば、冬の調理

未定

春の花壇整備


