
日付 2021年3月28日
単元 イースター

テーマ 十字架

タイトル 十字架につけられたイエス様

テキスト ルカ２３：２６－４９

参照箇所 マタイ２７：３２－56、マルコ１５：２１－41、ヨハネ１９：１７－30

暗唱聖句 ルカ２３：３４

導入 この前のお話しは、オリーブ山でイエス様が逮捕されたとい
うことを学びました。今日は、イエス様が裁判にかけられて、
罪がないのに十字架につけられたお話しです。

Ⅰ イエス様は十字架につけられました

Ａ． イエス様はゴルゴダの丘で十字架につけられました

Ｂ． イエス様は二人の犯罪人と一緒に十字架につけられました

Ｃ．

Ⅱ イエス様は十字架の上で祈られました

Ａ． イエス様は「彼らを赦して下さい」と祈りました

Ｂ． 犯罪人の一人が「自分のことを思い出して下さい」とイエス
様に言いました

Ｃ． イエス様は「あなたは私と一緒に天国にいる」と約束をして
下さいました

Ⅲ イエス様は十字架の上で息を引き取られました

Ａ． 昼の１２時頃なのに暗くなりました

Ｂ． イエス様は最後のお言葉を叫ばれました

Ｃ． ローマの隊長は十字架のイエス様をみて神様を賛美しまし
た

結論 イエス様は私たちの罪の身代わりとして十字架に
つけられました

適用 イエス様が十字架にかかって下さったのは、私たちを罪から
救うためでした。ですから、イエス様のことを「救い主」と言う
のです。教会に十字架があるのも、それを見て私たちが神
様に感謝するためです。みなさんは、イエス様を自分の救
い主として信じますか。神様に赦していただきたいことが
あったら、いまお祈りしましょう。神様は、どんな人の罪も赦し
て、天国に行く約束を与えてくださいます。

備考

メッセージアウトライン



日付 2021年4月4日
単元 イースター

テーマ 復活

タイトル 復活の朝におこったこと

テキスト ルカ２４：１－１２

参照箇所 マタイ：２８：１－１０、マルコ１６：１－８、ヨハネ２０：１－１０

暗唱聖句 ルカ２４：６

導入 今日はイースターです。イースターおめでとうございます。と
ころでイースターというのは何の日か知っていますか？それ
は、イエス様が死から復活したことをお祝いする日です。今
日はこの復活の出来事についてお話しをします。

Ⅰ 女のたちはイエス様のお墓に行きました

Ａ． 女の人たちは香料を準備していました

Ｂ． 女の人たちは朝早く出かけました

Ｃ． お墓の入り口には大きな石がありました

Ⅱ イエス様のお体はお墓にありませんでした

Ａ． 女の人たちは、大きな石がわきに転がっていたのでお墓に
入りました

Ｂ． イエス様のお体がありませんでした

Ｃ． 御使いが「イエス様はよみがえられた」と婦人たちに知らせ
ました

Ⅲ 女の人たちは急いで弟子たちに伝えました

Ａ． 女の人たちは急いで弟子たちのところへ戻りました

Ｂ． 弟子たちは女の人たちの言葉を信じませんでした

Ｃ． ペテロとヨハネは自分の目で確かめるためにお墓へ行きま
した

結論 イエス様はよみがえられました

適用 イエス様は今も生きておられます。そして天国から私たちを
いつも見ておられます。それだけではありません。イエス様
にお願いをすれば、私たちの心の中に住んで下さいます。
そして目には見えなくても、私たちと一緒にいて下さるので
す。私たちが信じている神様は、本当にすばらしいお方で
す。今日あなたもこのイエス様を信じませんか？

備考

メッセージアウトライン



日付 2021年4月11日
単元 イースター

テーマ 愛の回復をして下さる主

タイトル あなたは、わたしを愛しますか

テキスト ヨハネ21:15-22

参照箇所 ヨハネ18:15-18,25-27,マタイ26:31-35,マルコ14:66-72,ル
カ22:31-34

暗唱聖句 Iヨハネ4:19

導入 イエスさまが十字架にかかられる時、ニワトリが鳴く前にペテロはイ
エスさまのことを３度知らないと言いました。ペテロにとっては、触
れて欲しくない少し前の失敗の出来事です。イエスさまを裏切り、
失敗したペテロに、よみがえりのイエスさまは、どのように声をかけ
られたのでしょうか？

Ⅰ イエスさまは、ペテロに質問しました（１５－１７）

Ａ． イエスさまは、ペテロに「あなたはわたしを愛しますか」と質
問しました。

Ｂ． ペテロは、「はい。私があなたを愛することはあなたがご存じ
です」と言いました。

Ｃ． イエスさまは、ペテロに同じ質問を３度しました

Ⅱ イエスさまは、「わたしの羊を飼いなさい」と言われ
ました（１５－１９）

Ａ． イエスさまは３度、「わたしの羊を飼いなさい」と言われました

Ｂ． イエスさまは、「他の人があなたの行きたくない所に連れて
行きます」と言われました

Ｃ． それは、神の栄光が現れることでした

Ⅲ イエスさまは、「わたしに従いなさい」と言われました
Ａ． イエスさまは、ペテロに「わたしに従いなさい」と言われました

Ｂ． ペテロは、「この人は、どうですか」と尋ねました

Ｃ． イエスさまは、「あなたはわたしに従いなさい」と再び言われ
ました

結論 イエスさまは、失敗した人も受け入れ、用いて下さ
います

適用 「イエスさまは、僕のことを愛してくれているだろうか？」と不安にな
る必要は全くありません。イエスさまの愛は永遠の愛なので、増え
たり減ったりしません。大切なことは「あなたはイエスさまを愛して
いますか？」というイエスさまの質問に心から「主よ、愛します」と答
えていくことです。私たちが心から「イエスさま、今日もあなたを愛
します」と告白していくなら、私たちの毎日は変わってきます！ま
たイエスさまを愛する人は、イエスさまに従い、イエスさまのために
何かをすることができます。それは他の誰かと同じでなくても良い
のです。愛するイエスさまのために今の私に何が出来るか、この１
週間、イエスさまに聞きながら祈りましょう。そして来週、みんなが
どんなことを決心したか、聞き合いましょう。

備考

メッセージアウトライン



日付 2021年4月18日
単元 イースター

テーマ 天に上られた主

タイトル 再臨の約束

テキスト 使徒1:1-11

参照箇所 ルカ24:13-26, ヨハネ14:2-3,16-17,26,15:26,16:7-16

暗唱聖句 ヨハネ１４：３

導入 約束をした事がありますか?　約束って、約束した人は必ず
守らなけれ意味がないですよね。イエス様も、最後にお弟子
さん達に約束した事がありました。さて、どんな約束だったの
でしょう?

Ⅰ イエス様はよみがえった後多くの人々に会われまし
た

Ａ． イエス様はよみがえってから40日の間に多くの人に会われ
ました

Ｂ． 弟子の中で一人だけイエス様に会えなかったトマスの所に
も行かれました

Ｃ． エマオの途上でお弟子さんの所に行かれました(ルカ
24:13-25)

Ⅱ イエス様は弟子達に約束をしました

Ａ． 場所を用意して再び戻ってきます(ヨハネ14:2-3)

Ｂ． 聖霊があなたの所にこられます(ヨハネ14:16-
17,26,15:26,16:7-16)

Ｃ． エルサレムを離れないでいなさい

Ⅲ イエス様は天に上られました

Ａ． イエス様はみんなのいる前で雲に包まれて天に上って行か
れました

Ｂ． みんなはずっとイエス様が上っていかれた空を見続けてい
ました

Ｃ． 二人のみつかいはイエス様が再び来られると告げました

結論 私たちの主キリストは再び来られます

適用 イエス様はお弟子さん達にもう一度戻って来ると約束されま
した。それまで、皆さんのために天国の場所を用意しておら
れるのです。そうです。あなたの場所です。でも、イエス様が
来られるまで、聖霊が私たちの所に来られると約束なさいま
した。実は聖霊は、もう来ておられます。イエス様が迎えに
来て下さるまで、イエス様を信じ続けましょう。

備考

メッセージアウトライン



日付 2021年4月25日
単元 イースター

テーマ キリストの昇天

タイトル 聖霊のバプテスマの約束

テキスト 使徒1:３-11

参照箇所 ヨハネ20:24-29

暗唱聖句 使徒１：８

導入 イエス様は十字架にかかった後、3日目に甦りました。その
後、イエス様はどこに行かれたのでしょうか？

Ⅰ 復活されたイエス様は、弟子たちにお会いになりま
した。（使徒１：３）

Ａ． イエス様は、復活してこの地に４０日間おられました。

Ｂ． イエス様は、ご自分が生きておられることを示されました。

Ｃ． イエス様は、神の国のことをお話しされました。

Ⅱ イエス様は、弟子たちに約束されました（使徒１：４
－８）

Ａ． イエス様は、聖霊のバプテスマを約束されました。（１：４－
５）

Ｂ． イエス様は、聖霊が下ると力を受けると約束されました。（１：
８）

Ｃ． その力は、イエス様の証人となる力です。（１：８）

Ⅲ イエス様は、天に昇っていかれました（使徒1:９－１
１）

Ａ． イエス様は、みんなの見ている前で、天に上げられました。
（１：９）

Ｂ． 白い衣を着たふたりが立っていました。（１：１０）

Ｃ． その人たちは、イエス様がもう一度天からお出でになること
を告げました。（１：１１）

結論 イエス様は、確かに甦られ、天に昇られ、もう一度
お出でになります。

適用 １．イエス様が今も生きておられることを信じていますか？イ
エス様は死んでいなくなった神様ではなく、今も生きておら
れることを感謝しましょう。
２．イエス様が今も生きておられることを信じられない人がい
たら、一緒にお祈りをしましょう。イエス様は弟子たちに一番
分かりやすい方法で、イエス様が甦ったこと、生きておられ
ることを示されました。信じられない人は、「イエス様が生き
ておられることを、僕にも分かるように体験させて下さい」と
一緒に祈ろう。約束の聖霊が働いて、きっとイエス様を体験
することができます。
３．聖霊の力を頂こう。イエス様が生きているおられることを
体験した人は、そのことを友だちにお話ししよう！そのため
の勇気や力を聖霊なる神様が与えてくれます。

備考

メッセージアウトライン


