
日付 2017年12月3日
単元 クリスマス

テーマ 神の愛

タイトル 神さまからのプレゼント

テキスト ヨハネ３：１６

参照箇所 第一ヨハネ４：９－１１

暗唱聖句 ヨハネ３：１６

導入 クリスマスと聞いて、どんなものを思い浮かべますか？そう、
クリスマスツリー。クリスマスケーキも食べたいよね。そしてク
リスマスプレゼントをもらえるって嬉しいよね！（え、良い子
にしていたらサンタさんがくれる？）実はねぇ、神さまは私た
ちにプレゼントを与えてくれているんだよ～。そのプレゼン
トって何だろう？

Ⅰ イエスさまが私たちへのプレゼントです。

Ａ． イエスさまは神さまのひとり子です。

Ｂ． 神さまは私たちにイエスさまを与えてくださったのです。

Ｃ． イエスさまは最高のプレゼントです。

Ⅱ 神さまは、だれ一人として滅んでほしくありません。

Ａ． 「世」とは、罪人である私たちのことです。

Ｂ． 私たちの罪がそのままだと、滅びに向かっていきます。

Ｃ． 神さまは私たちを愛しているから、だれも滅んでほしくない
のです。

Ⅲ イエスさまを信じる人は、永遠のいのちをもつことが
できます。

Ａ． イエスさまは私たちを罪から救うために十字架にかかられま
した。

Ｂ． イエスさまを救い主として信じる人は、ひとりも滅びません。

Ｃ． イエスさまを信じる人は、永遠のいのちをもつことができま
す。

結論 神さまは、私たち１人１人を愛し、滅んでほしくない
から、イエスさまを私たちに与えてくれました。

適用 １）ヨハネ３：１６の「世」というところに自分の名前を入れて何度か
静かに読んでみましょう。神さまは、あなたを愛しています。２）神
さまは私たちにイエスさまをプレゼントしてくれました。このイエス
さまを信じる人は、罪や滅びから救われ、永遠のいのちをもつこと
ができます。イエスさまを信じませんか？３）「世」というところに、
今度は私たちの家族や友だちの名前を入れて読んでみましょう。
神さまはみんなの家族や友だちのことも愛してイエスさまを送られ
ました。イエスさまを信じる人は、神さまの愛が与えられます。私た
ちも神さまの愛で家族や友だちを愛しましょう。

備考

メッセージアウトライン



日付 2017年12月10日
単元 クリスマス

テーマ 神様に信頼して従う

タイトル マリヤとヨセフと天使

テキスト ルカ１：２６－３８

参照箇所 マタイ１：１８－２４

暗唱聖句 ルカ１：３８

導入 「アドベント」の時期に入りました。イエス様がお生まれに
なったクリスマスまで、感謝をしながら一日一日を過ごしま
しょう。今月のお話は、神様がイエス様をどのようにして、こ
の世界におくられたのかを聖書からみていきます。今日の
お話に登場するのは誰だかわかりますか？イエス様のお父
さんとお母さんになる人のお話です。

Ⅰ マリヤさんのもとに天使があらわれました

Ａ． ヨセフさんと婚約中のマリヤさんはガリラヤのナザレという町
に住んでいました

Ｂ． 天使は突然あらわれて「おめでとう。恵まれた方。主があな
たと共におられる」と言いました

Ｃ． マリヤさんは天使の言葉に戸惑い考え込みました

Ⅱ マリヤさんは天使の言葉を受け入れました

Ａ． 天使はマリヤさんに神さまのご計画を伝えました

Ｂ． マリヤさんは「どうしてそんなことがありますか」とこたえました

Ｃ． 天使は「神にできないことはない」と言いマリヤさんは受け入
れました

Ⅲ ヨセフさんは夢の中で天使に会いました

Ａ． ヨセフさんはマリヤさんと別れようと思っていました

Ｂ． 天使はヨセフさんに夢の中で神様のご計画を伝えました

Ｃ． ヨセフさんは天使の言われたことを信じました

結論 マリヤさんとヨセフさんは神様のご計画を受け入れ
ました

適用 １．マリヤさんの心の中にも、ヨセフさんもの心の中にも、自分たちの身
に起こったことに対して本当の解決はありませんでした。でも、天からそ
の解決が示されたのです。私たちの中にも、自分の力ではどうすること
もできないことにぶつかることがあると思います。そんなとき、神様は必
ず答えを下さるお方です。そのことを信じてお祈りしましょう。
２．マリヤさんもヨセフさんも、神様のご計画が知らされたとき、その神様
のご計画を信じて従いました。ですから神様はすばらしいことをなさって
下さったのです。神様は私たち一人一人にもすばらしい計画をもってい
ます。その計画を実現させるためには何が必要なのでしょうか？マリヤ
さんとヨセフさんが従ったように、私たちも神様の計画を受け入れて従う
ことが大切です。神様がしなさいと言われたことには、従えるようにお祈
りしましょう。

備考

メッセージアウトライン



日付 2017年12月17日
単元 クリスマス

テーマ クリスマスの備え

タイトル ベツレヘムでの住民登録

テキスト ルカ２：１－７

参照箇所

暗唱聖句 黙３：２０　or　マタイ１１：２８　or　ルカ６：３１

導入 先週のお話は、婚約中だったマリヤさんとヨセフさんが、な
んと、天使から「イエス様のお父さんお母さんになります
よ。」という神様の計画を知らされました。そして２人はその
天使からの言葉を信じて受け入れました。今日のお話はそ
のつづきのお話です。さあどうなるのでしょうか？

Ⅰ マリヤさんとヨセフさんはベツレヘムに向かいました

Ａ． ローマ皇帝から住民登録をするようにと命令がでました

Ｂ． ヨセフさんの住民登録はベツレヘムでしなければなりません
でした

Ｃ． ヨセフさんはマリヤさんと一緒にベツレヘムに行くことにしま
した

Ⅱ マリヤさんとヨセフさんはベツレヘムに到着しました

Ａ． マリヤさんとヨセフさんの旅は本当にたいへんでした

Ｂ． ナザレからベツレヘムは100㎞ぐらいの道のりでした

Ｃ． マリヤさんとヨセフさんはやっとのことでベツレヘムに到着し
ました

Ⅲ ヨセフさんはベツレヘムに泊まる場所をさがしまし
た

Ａ． ヨセフさんとマリヤさんは泊まる場所を探しました

Ｂ． 宿屋はどこもいっぱいで泊めてもらうことが出来ませんでし
た

Ｃ． マリヤさんとヨセフさんは家畜小屋に泊めてもらうことができ
ました

結論 マリヤさんとヨセフさんは家畜小屋に泊まりました

適用 ベツレヘムの町には住民登録のためたくさんの人たちが
やってきていました。そのために、宿屋はどこもいっぱいで
ヨセフさんやマリアさんは、泊まることができませんでした。

備考

メッセージアウトライン



日付 2017年12月24日
単元 クリスマス

テーマ 救い主誕生

タイトル 羊飼いに天使があらわれました

テキスト ルカ２：８－２０

参照箇所

暗唱聖句 ルカ２：１１

導入 今日はクリスマスの礼拝です。クリスマスおめでとうございま
す。イエス様のお誕生日をみんなで心からお祝いしましょ
う。ところで、世界ではじめのクリスマスって？みなさん知っ
ていますか？

Ⅰ 羊飼いに天使があらわれました

Ａ． 羊飼いは夜通し羊の番をしていました

Ｂ． 羊の番をしている羊飼いに天使が突然あらわれました

Ｃ． 羊飼いは非常に恐れました

Ⅱ 天使は救い主の誕生を羊飼いに伝えました

Ａ． 天使は「恐れることはありません。大きな喜びを伝えます」と
言いました

Ｂ． 天使は「あなたがたの救い主がお生まれになりました」と言
いました

Ｃ． 天使は「飼い葉桶の中に寝ている赤ちゃんを見つけるで
しょう」と言いました

Ⅲ 羊飼いは救い主に会いに行きました

Ａ． 羊飼いは天使が知らせて下さった出来事を見に行くことに
しました

Ｂ． 羊飼いは飼い葉桶に寝ている赤ちゃんを探しあてました

Ｃ． 羊飼いはみんなにこのすばらしい出来事を伝えました

結論 救い主は家畜小屋でお生まれになりました

適用 イエス様は、家畜小屋の中でお生まれになり、飼い葉おけに寝かせら
れました。それが、わたしたちすべての者のための「救い主」であるイエ
スさまのお誕生でした。イエス様は、私たちが「神さまの独り子、私たち
の救い主」にふさわしいと思うような、りっぱなお姿で私たちの所に来ら
れたのではありませんでした。イエスさまは、家畜小屋で生まれ、飼い葉
おけがベッドでした。もしもイエスさまが立派な宮殿やお城で堅く守られ
ているような所でお生まれになったとしたらどうでしょうか？私たちは近
づくことが出来たと思いますか？羊飼いたちもわたしたちも近づくことが
できなかったでしょう。しかしイエスさまは家畜小屋で生まれ、飼い葉お
けをベッドにして寝かされていました。ですから羊飼いは近づくことがで
きたのです。すべてのひとのための救い主だからこそ、イエスさまはこの
ようなお姿で私たちに与えられたのです。イエス様がこのようなお姿で
お生まれになったことを心から感謝しましょう。

備考

メッセージアウトライン



日付 2017年12月31日
単元 クリスマス

テーマ 礼拝

タイトル 東方の博士

テキスト マタイ２：１－１２

参照箇所

暗唱聖句 マタイ２：１１

導入 今年はみんなにとってどんな一年でしたか？先週はクリスマ
スでしたが、みなさんはクリスマスプレゼントをもらいました
か？プレゼントをもらえるということは、とってもうれしいことで
すね。クリスマスの日に、天の父なる神様が私たちに大切な
プレゼントを下さいました。それはイエス様です。今日は、そ
のイエス様にすばらしいささげものをした人たちのお話で
す。

Ⅰ 東方の博士たちは不思議な星を見ました

Ａ． 博士たちは自分たちの国で不思議な星を見ました

Ｂ． 博士たちが星について調べてみると「救い主の誕生」である
ことがわかりました

Ｃ． 博士たちはその星を目指してエルサレムに出発しました

Ⅱ 東方の博士たちはエルサレムでヘロデ王に会いま
した

Ａ． 博士たちはエルサレムに着くとヘロデ王に会いました

Ｂ． ヘロデ王は博士たちの話を聞いて不安になりました

Ｃ． 博士たちは救い主はベツレヘムに生まれると教えられベツ
レヘムに向かいました

Ⅲ 東方の博士たちはイエス様にささげものをしました

Ａ． 博士たちはイエス様の前にひれ伏して礼拝しました

Ｂ． 博士たちは幼いイエス様に贈り物をささげました

Ｃ． 博士たちは夢でお告げがあったので別の道で自分の国へ
帰りました

結論 東方の博士たちは幼子イエス様を礼拝しました

適用 博士たちは、黄金、乳香、もつ薬などの宝物をイエス様にさ
さげました。彼らは自分たちが準備できる一番良い物をささ
げたのです。私たちは、イエス様に何をおささげすることが
できるでしょうか？神様の前で心から賛美することでしょう
か？神様のご用のために献金をささげることでしょうか？毎
週日曜日はかならず礼拝をささげることでしょうか？神様の
すばらしさをお友達に伝えることでしょうか？自分にできるこ
とを神様にお祈りをしてさがしてみましょう。イエス様はあな
たのささげものを喜んで下さいます。

備考

メッセージアウトライン


