
私たちの創造主である宇宙の神は、祈りを聞いて答え
ます。 なんてすごい？ イエスは言われました、「天と
地のすべての力が私に与えられました。」 ですから、
イエスがすべての力を持っているなら、あなたが祈る
とどうなるか想像できますか…

祈りの契約
子供向けの



恵み
愛する天のお父様、

私を愛し、私をあなたの子
供にして下さりありがとう
ございます。

愛する天のお父様、

私を愛し、私をあなたの子
供にして下さりありがとう
ございます。

 わたしは、あなたを愛しています

暗唱聖句
「 私たちが神の子どもと呼ばれるため
に、—事実、いま私たちは神の子どもで
す—御父はどんなにすばらしい愛を与えて
くださったことでしょう。」第1ヨハネ3:1

イエス様は、嬉しさであなたを喜びます。 
彼は愛をもってあなたを和らげます。  
彼は歌いながらあなたを喜びます。

イエス様は、神がどれほど彼らを愛しておられるかを、すべての人に
知って欲しく、羊飼いと失われた羊について話をしました。 羊飼いは
迷子になった1匹の羊をとても心配していたので、他の羊を残して、迷
子の羊を探しに行きました。それはその羊の安全を望んだからです。
羊は無力な動物であり、時々迷って自分の道を行ってしまいます。 熊
やライオンに襲われたり、食べられたりすることもあります。

イエス様は、一人の男
の子または女の子がイエス
様を救い主として受け入れ
たときの様子をこう伝えて
いますー彼らは失われてい
たが見出された。それは天
に大きな喜び、幸せ、お祝

いをもたらします！

羊飼いの仕事は羊を危険から守ることであり、それはまさに羊

飼いがした事でした。 失われた羊を見つけたとき、彼はそ

の羊をずっと家まで腕に抱えて行き、そのお祝いのため大

きなパーティーを開きました。
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愛 私があなたを愛し従うよう助けて下さい。
私があなたを愛し従うよう助けて下さい。

暗唱聖句
「『心を尽くし、思いを尽くし、知力を
尽くして、あなたの神である主を愛せ
よ。』これがたいせつな第一の戒めで
す。」マタイ22:37,38 共ににイエス様に従い、ついて行く

ことはエキサイティングな旅です！

アブラハムは神に従いました。 彼は妻と彼らのすべて
の所有物を残して、遠く離れた新しい家に引っ越しま
した。 アブラハムの従順は、従順、愛、信仰において
成長するという彼の生涯にわたる冒険のほんの始まり
に過ぎませんでした。

アブラハムは神を愛して 
いました。 彼は、とてもずっとずっ 

と昔に住んでいました。 彼が年をとって
いたとき、神は言われました、「あなた

は、自分の国、自分の家族、そして自分の
親族を去り、私があなたに示す地に行きな
さい。 私はあなたを祝福し、あなたの子
孫を素晴らしい国にします。 あなたは有
名になり、他の人の祝福となります。 地

上のすべての人は、あなたのゆ 
えに祝福されます。」

神は私達が彼に従うことを望んでおら

れます。私達が神に従うなら、私達は

サラ、これが約

束の地です！

神は私た
ちを祝福され

ました！
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あなたが私を愛す
るように、私が他
の人を愛するよう
助けて下さい。

神が私達を愛する 
ように、他の人を愛する 

ことはどういう意味ですか？ 

確認してみましょう。 誰かが

イエス様に尋ねました、「私の

隣人とは誰ですか？」 イエス

は物語を語ることによって説 

明されました。 彼は良い 
語り手でした。

あなたが私を愛す
るように、私が他
の人を愛するよう
助けて下さい。

暗唱聖句
「わたしがあなたがたを愛した
ように、あなたがたも互いに愛
し合うこと、」 ヨハネ15:12

思いやり

私は、自分の言葉だけでなく、
行動をもって愛したいです。

ある男の人が旅をして道を下っていると、悪者の一団が彼を殴り、
所持していたすべての物を盗んで、瀕死になっていた彼を、その
まま道に放置して行きました。人々は彼の横を通り過ぎて行きまし
た。 彼らは思いやりを示しませんでした。 それから、サマリア人(
見下されていた人々)が通りかかり、彼はひざまずいて、その男の人
の傷をきれいに洗い、包帯をしてあげ、彼が回復するよう安全な場
所に連れて行き、その費用までも支払ってあげました。

恐れることはありません。 私はあなたの面倒をみま
す。

    イエス様は「あなたも傷ついている人のとこ

    ろに行き、同じようにしてほしい」と言っ
て、話をて、話を終えました。

私を助け
てください。
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私の罪をごめんなさ
い。 私を洗い清くし
て下さい。

暗唱聖句
「どうか私の咎を、私から全く洗い
去り、私の罪から、私をきよめてく
ださい。」詩篇51：2

悔い改め

イエス様は私を赦して下さったの
で、私は他の人を赦したいです。

ペテロはかつてイエ
ス様に尋ねました、「私
達に罪を犯した人を何回
赦す必要がありますか？ 
7回ですか？」 イエスは
「7の70倍です。 」と 
言って、別の話をし 

始めました。

王様はそれを知った時、とても怒って怒鳴ってこう言いました

「お前は邪悪なしもべだ！　 私は、お前の莫大な借金を赦し

たのに、どうしてお前は、そのしもべに憐れみを示さなかっ

たのか？」 そして王様は彼を刑務所に投げ入れました。

愛する神様、
私達を救ってくだ

さい。

お願いします、
どうか私の家族と私を

憐んで下さい！

ママ、怖
い。

え~っと、

私はどうすべき

でしょうか？

かつて、召使いたちに、いくら借金あるかを告げるよう、彼らを呼ん
だ王様がいました。 ある召使は、決して返済することができないよう
な莫大な金額を借りました。 王様は言いました、「あなたが私に借り
ているお金を支払うために、あなたとあなたの家族を奴隷として売り
なさい!!」その召使は 泣き始めました。 王様は思いやりを抱き、「私
は、すべての借金から、あなたを解放します！」と言いました。
解放されると、その人は、自分か
ら少しのお金を借りていた召使い
を見つけ、もし支払わなかった
ら、投獄すると脅しました。召使
いは、彼に憐みを求めましたが、
彼には思いやりがなく、彼を牢獄
に投げ入れました。

私の罪をごめんなさ
い。 私を洗い清くし
て下さい。
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暗唱聖句
「私は心を尽くして主に感謝します。
あなたの奇しいわざを余すことなく語
り告げます。」詩篇9：1

礼拝
イエス様がお生まれになった時、みんな幸せでした！ 御使いたち
は降りてきて言いました、「いと高き所に、栄光が、神にあるよ
うに。地の上に、平和が、御心にかなう人々にあるように。」羊
飼いたちは、赤ん坊のイエス様を訪ねて礼拝をしました。

2000 
年以上前の昔、 

マリアという少女が、御使い 
ガブリエルのもとを訪れました。  

御使いにはとても特別なメッセージ
がありました。「 こわがることはな
い。マリヤ。あなたは神から恵みを 
受けたのです。ご覧なさい。あなた 
はみごもって、男の子を産みます。 
名をイエスとつけなさい。その子 

はすぐれた者となり、いと 
高き方の子と呼ばれ 

ます。」

私は毎日、あなたをほめたたえます！

私達を赤ん
坊のイエス様に

導いた明るい星の
LED。

神の御子の
誕生で、神をほめ
たたえます！　

私達にはプ
レゼントがあり

ます！

私の麗し

い男の子！

地の上に

は平和！

全心を込めて、あなた

をほめたたえます！　全心を込めて、あなた

をほめたたえます！　

  マリア、ヨセフ、羊飼いたち、博士たちが、 

イエス様  に敬意を表し、礼拝したように、 

私達も彼を尊敬し、礼拝します。
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誰、私？  
いいえ、私では
なかった！　黙

って！

イエス様、私はあなたを
私の主として従いたいの
です。あなたが望むよう
に、私を変えて下さい。 

暗唱聖句
「だれでもわたしについて来たい
と思うなら、自分を捨て、日々自
分の十字架を負い、そしてわたし
について来なさい。」ルカ9:23

コミットメント

イエス様、私はいつもあなたに忠実でありたいです。

突然ペテロはイエス様の言葉を思い出し、泣きながら逃げて行きまし
た。 彼はひどい気持ちになりました。イエス様はペテロをあきらめませ
んでした。 イエス様は、甦られた後にペテロと朝食をとり、彼を赦しま
した。 イエス様はペテロが弟子になり、弟子を増やしてほしかったので
す。 ペテロは完璧ではありませんでしたが、イエス様は、ペテロが本当
にイエス様を主として、従いたいと思っているのを知っていました。

イエス様はペテ 
ロに、雄鶏が鳴く前に、ご 

自身(イエス様)を3回否定する 
と言いました。イエス様が十字架

にかかる前に尋問を受けていた中庭
で、まさにペテロはそうしたのでし
た。人々がペテロに気づき始めたと
き、彼はイエス様と一緒にいたこ 

とを恐れ、否定しました。す 
ると雄鶏が鳴いた 

のです。

私達は、あなたが 

彼らの仲間の一人であるこ

とを知っています。 あなた

はガリラヤ人のような話 

し方をします！

あなたは
イエス様と一
緒でした！

コケコッコーこの人はイエス様と一緒でした！

 ペテロは二度とイエス様を否定            しませんでした。

イエス様、私はあなたを
私の主として従いたいの
です。あなたが望むよう
に、私を変えて下さい。 
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わたしは父にお願 

いします。そうすれば、父 

はもうひとりの助け主をあなた

がたにお与えになります。その

助け主がいつまでもあなたがた

と、ともにおられるた 

めにです。

私をあなたの聖霊で満
たしてください。 私
は、あなたの私への計
画を知りたいです。

暗唱聖句
御霊に満たされなさい。 
エペソ5:18b

依り頼む

イエス様、私をあなたの聖霊で満たし、
私をもっとあなたのようにして下さい。

イエス様は、教会が彼らのミッションを始めるのを助
けるために御霊を送られました。それから間もなく、
強い風が吹くペンテコステと呼ばれる特別な日に、彼
は皆を聖霊で満たしました。

      イエス様はこう言 
 われました、「私はここ 

    から去り、あなたがたが来るこ 
 とのできない遠い所に行きます。
でも心配しないで下さい。私はこ
こに私の霊を残しておきます。」 
これは、イエス様が十字架の上で
死なれ、天の御父の右の座につ 
くために甦られる直前に起こ 

りました。 イエス様は私 
達を一人にしては置かれ 

ませんでした。

うわー！

私はあなたと一緒に行きたいです。

イエス様、あ
りがとう。

すごい！

彼の霊はいつも、私達の慰め主、教

師、そして導き手として、私たちと

        共にいて下さいます。

私をあなたの聖霊で満
たしてください。 私
は、あなたの私への計
画を知りたいです。
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私を、あなたの恵
み、真理、そして正
義のメッセンジャー
としてして下さい。

私を、あなたの恵
み、真理、そして正
義のメッセンジャー
としてして下さい。

私を、あなたの恵
み、真理、そして正
義のメッセンジャー
としてして下さい。

暗唱聖句
「私たちはこの方の栄光を見
た。父のみもとから来られたひ
とり子としての栄光である。こ
の方は恵みとまことに満ちてお
られた。」ヨハネ1:14

影響

私もいつも真実を伝えようと
します。

イエス様は正義の心を持っていました。 子供を傷つける人にとっ
てはひどいことになるだろうと彼は言われました。 彼は常に、若
者、病人、貧しい人々を含め、ほとんどの人が見落としている人
々を助けていました。

弟子たちはイエス 
様に尋ねました、「それで 

は、天の御国では、だれが一番 
偉いのでしょうか。」イエス様は
彼らが何を考えているかを知って
いて、彼は子供に側に呼びまし

た。そしてイエス様は弟子たちの
目を見て、最も驚くべきことを言
いました「この子どものように、

自分を低くする者が、天の御 
国で一番偉い人で 

す。」

イエス様はさらに驚くべきことを言いました。「私の名前で
このような小さな子供を歓迎する人は誰でも私を歓迎しま
  す」。 イエス様は真理だけを語るので、イエス様はその
                言葉通りの事を意味していました。

イエス様、
私もあなたの膝の
上にも座りたいで

す！

イエスは

私を愛してい

ます。

イエス様、
あなたは私を良い状態にして下

さいます。

イエス様、

何か食べたいで

すか？

来て、私

の側に立ちなさ

い。
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あなたの栄光のために、そして他の人があなたに従うために、彼らを招くよう私を用いて下さい。

暗唱聖句
「それゆえ、あなたがたは行って、あ
らゆる国の人々を弟子としなさい。そ
して、父、子、聖霊の御名によってバ
プテスマを授け、」マタイ28:19

弟子である事

私は、誰をイエス様に従うよう、招く
ことができますか？

パウロは聖書に 
おいて、とても重要な人 

物です。 彼は新約聖書で多く
の本を書きました。 しかし、
パウロはかつてキリストの敵
で憎んでいました。彼はキリ
ストに従う人々を殺しまし
た。 しかし、イエス様は 

彼を変えました。

神はサウロを癒され、彼は行ったあらゆる場所でイエス様について
説教し教え始めました。 サウロの名前は、後にパウロに変えられ
ました。 彼は、イエス様のために世界をひっくり返し、神にすべ
ての栄光を与え、他の人にも同じようにするように教えました。

主よ、あなた
はどなたですか？

ある日、サウロ（彼の名前がパウロに変わる前）は道を歩いていまし
た。 突然、天からの非常に明るい光が彼を地面に倒しました。 それ
は彼を盲目にしました。 するとサウロは「サウロ、なぜ私を迫害する
のか」という声を聞きました。 サウロは叫びました、「主よ。あなた
はどなたですか？」 「わたしは、あなたが迫害しているイエスであ
る。」 パウロは怖がって震えていました。彼は3日間、見ることがで
きませんでした。

あなたの栄光のために、そして他の人があなたに従うために、彼らを招くよう私を用いて下さい。
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イエスの御名によって、
祈ります。 アーメン。
イエスの御名によって、
祈ります。 アーメン。

暗唱聖句
「それゆえ神は、この方を高く上げ
て、すべての名にまさる名をお与え
になりました。」ピリピ2:9

権威

バルテマイが彼に叫んだとき、イエス様
は答えられました、そしてイエス様はあ
なたにも答えられます。

「イエス様、ご主人様、私を憐れんでください！」 バルテマイは泣き叫びました。

バルテマイの周りの人々は不親切でした。 「さあ、静かに！」 彼らは叫びまし
た。しかし、バルテマイは泣き叫び続けました。 イエス様は、彼の声を聞いて、「
あの人を呼んで来なさい。」と言われました。 バルテマイは上着を脱ぎ捨て、イエ
ス様のところへ走って行きました。「わたしに何をしてほしいのか？」 イエスは尋
ねました。 すると、バルテマイは「私は見えるようになりたいのです！」と答えま
した。

バルテマイは盲 
目でした。 彼は、道端にに 

住んでいた乞食でした。 彼はイ 
エス様と彼の素晴らしい行いを知っ
ていました。 彼はイエス様が病人、
盲人そして歩くことができなかった
人々をいかに癒したかを聞いてい 
ました。 バルテマイは、イエス 

様に自分も癒してほしかっ 
たのです。

バルテマイは、イエス様が人々を癒す力を持って

いると信じていました。 彼が最初に目にしたの

は、イエス様の顔だったのは、彼にとってどん

なに幸せだったか想像できるでしょう。

うわ
ー！ すご

い！

イエスは

素晴らしい！

元気を出して、バルテマイ、イエス様はあなたを呼んでます！

イエス様、

私はあなたを見

ることができま

す!!

あなたの信

仰が、あなたを

癒したのです。
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神の恵みは、私を神の愛す 
る子にしました。

祝福は、従順の後にもたらされます。

私達は、自分たちを愛する人だ 
けを愛するべきです。

イエス様は、私達が他の人を赦し、 
恨みを抱かない事を望んでおられます。

私達は、自分たちがが幸せな 
ときだけ、神を賛美するべきです。

私達がイエスに従うことにコミッ 
トするなら、彼は私達をもっとイ 
エス様のようにしてくれます。

聖霊は私達の導き手です。

イエス様は、子供たちのための時 
間を持っていませんでした。

神様は、イエスのことを他の人 
に教えるため、大人だけを用います。

天と地のすべての力は神様に属します。

イエスの御名には力があるので、 
祈りは力です。

 私が祈ると、神様は私を聞い 
ておられます。

 4. 真実/偽りか丸をつけ、答えについて話し合う
ステップ1   10日間、毎日一人で祈りをささげてくだ

さい。

ステップ2   あなたが祈りを祈るとき、イエス様に、あ
なたが祈りの契約に招いてほしいと思う人
を示して下さるよう、お願いして下さい。

ステップ3   あなたが彼らのために祈るとき、40日間
あなたのために祈りを祈って下さるよう招
いて下さい。それはあなたの
友達、お母さん、お父さん、
妹、兄弟、祖父母、先生、牧
師かもしれません。

ステップ4   あなたの祈りのパートナー
と、神があなたの祈りにどのように答えら
れているかをシェアしてください。 あなた
はそれを書き留めるか、絵を描くことがで
きます。

ステップ5   割り当てられた聖句を暗記して下さい。

ステップ6   イエス様の福音(良きおとづれ)を他の人に
シェアしてください。

ステップ7   あなたが一緒にイエス様に従うことができ
るように、新しい祈りのパートナーと共に
上記の手順を繰り返して下さい。

私の名前は： 
___________________________ 
そして今日、私は子供向けの祈
りの契約を祈り始めました。

今日の日付は： ______________

私の祈りの契約のパートナー
__________________  ________
お名前 日付

__________________  ________
お名前 日付

__________________  ________
お名前 日付

1. 祈りの契約を復習する
2. 祈りの契約を40日間祈る

3. 祈りの聖句を暗記する

真実/偽り
真実/偽り

真実/偽り

真実/偽り

真実/偽り

真実/偽り
真実/偽り

真実/偽り

真実/偽り
真実/偽り

真実/偽り

真実/偽り

行動のステップ

子供向けの祈りの契約
を祈る方法
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 恵み  愛する愛なる天のお父様、
私を愛して下さり、私をあ
なたの子供の一人にして下
さり、有難うございます。

 愛   私があなたを愛し従うよう
助けて下さい。

 思いやり  あなたが私を愛するよう
に、私が他の人を愛するの
を助けてください。

 悔い改め   私の罪をごめんなさい。私
を洗い清くして下さい。

 礼拝  心を込めて、あなたをほめ
たたえます！

 コミットメント  イエス様、私はあなたを私
の主として従いたいです。 
あなたが望むように私を変
えてください。

 依り頼む  あなたの聖霊で私を満たし
てください。私は、 私のた
めのあなたの計画を知りた
いです。

 影響  あなたの恵み、真理、正義
のメッセンジャーにしてく
ださい。

 弟子である事  あなたの栄光のために、そ
して他の人があなたに従う
ために招くよう、私を用い
てください。

 権威  イエス様の御名によって、
祈ります。 アーメン。
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