
月　日 教会暦・行事 主 題 聖書箇所 聖　句
おすすめ書籍

『みんなの聖書絵本シ
リーズ』より

1 4月3日 初めまして テサロニケⅠ 2・12 神はあなたがたを招いておられます。

2 4月10日
神さまからの
贈りもの

ペトロⅠ 4・10 あなたがたはそれぞれ、賜物を授かっているのです

3 4月17日 イースター うれしいイースター ヨハネ11・25 イースター おめでとう
わたしは復活であり、命である。

12／『十字架の道』

4 4月24日 命のパン ヨハネ6・35 わたしが命のパンである。

5 5月1日こどもの日（5/5）
子どもを祝福するイエ

スさま
マルコ10・14 子供たちをわたしのところに来させなさい。 30／『神さまの国』

6 5月8日 母の日 母の愛 エフェソ6・1 ありがとう
子供たち、主に結ばれている者として両親に従いなさい。

7 5月15日 愛は神さまから ヨハネⅠ4・19 神がまずわたしたちを愛してくださった

8 5月22日 ぶどうの木 ヨハネ15・5 わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝である。

9 5月29日 神の恵み
コリントⅡ

12・9
わたしの恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十
分に発揮されるのだ

10 6月5日 ペンテコステ 聖霊が降った ローマ5・5 ペンテコステ おめでとう
聖霊によって、神の愛がわたしたちの心に注がれている

26／『教会のはじまり』

11 6月12日
子どもの日

花の日
神さまの子 エフェソ5・1 あなたがたは神に愛されている子供です

12 6月19日 父の日 父の愛 箴言1・8

ありがとう
わが子よ、父の諭しに聞き従え。
母の教えをおろそかにするな。

13 6月26日 雨の恵み レビ26・4 わたしは時季に応じて雨を与える。それによって大地は作物
をみのらせ、野の木は実をみのらせる。

14 7月3日 夜空の恵み 詩編136・9 夜をつかさどる月と星を造った方に感謝せよ。

15 7月10日 富は天に マタイ6・20 富は、天に積みなさい。

16 7月17日 海の日（7/18） 夏が来た 詩編74・17 あなたは、地の境をことごとく定められました。
夏と冬を造られたのもあなたです。

17 7月24日 神は光 ヨハネⅠ 1・5 神は光であり、神には闇が全くない
18 7月31日 光の子 エフェソ5・8 光の子として歩みなさい。

19 8月7日 平和聖日 キリストの平和 エフェソ2・14 キリストはわたしたちの平和であります。

20 8月14日 山の日（8/11） 大切な命 マルコ8：36 人は、たとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら、何
の得があろうか。

21 8月21日 平和を造る人 マタイ5:9
平和を実現する人々は、幸いである、
その人たちは神の子と呼ばれる。

22 8月28日 仲直り マタイ5・24 まず行って兄弟と仲直り

23 9月4日 もとめなさい マタイ7・7 求めなさい。そうすれば、与えられる。

24 9月11日
仲間をゆるさなかった
家来のおはなし

マタイ18・22 七の七十倍までも赦しなさい。

25 9月18日

敬老の日
（9/19）
秋分の日
（9/23）

神の力 コリントⅠ 3・6 成長させてくださったのは神です。

26 9月25日 忠実な者 ルカ16・10 ごく小さな事に忠実な者は、大きな事にも忠実である。

27 10月2日 従う人・ノア 創世記6・9 ノアは神に従う無垢な人であった。ノアは神と共に歩んだ。 13／『ノアのはこぶね』

28 10月9日
スポーツの日
（10/10）

信じる人・アブラハム 創世記15・6 アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。
3／『アブラハムものが
たり』

29 10月16日 （教育週間）
神さまを歌う王
ダビデ

詩編1・2 主の教えを愛し
その教えを昼も夜も口ずさむ人。

10／『ダビデとゴリアト』

30 10月23日 （教育週間） 神さまの子となるため ヨハネ1・12 その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。

31 10月30日
文化の日
（11/3）

学ぶ心 ペトロⅠ 1・24〜25
草は枯れ、
花は散る。
しかし、主の言葉は永遠に変わることがない。

32 11月6日 助け合う ガラテヤ6・2 互いに重荷を担いなさい。

33 11月13日
（障がい者
　　週間）

いっしょに生きる フィリピ2・4 めいめい自分のことだけでなく、他人のことにも注意を払いな
さい｡

34 11月20日 収穫感謝日 収穫の恵み 申命記26・10 わたしは、主が与えられた地の実りの初物を、今、ここに持っ
て参りました。

35 11月27日 アドベント 受胎告知 ルカ1・31 あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付け
なさい。

36 12月4日 ヨセフの夢 マタイ1・23 「見よ、おとめが身ごもって男の子を産む。
その名はインマヌエルと呼ばれる。」

37 12月11日 イエスさまの誕生 ルカ2・6〜7
マリアは月が満ちて、初めての子を産み、布にくるんで飼い葉
桶に寝かせた。

38 12月18日 羊飼いへの知らせ ルカ2・11 今日ダビデの町で、あなたがたのために救い主がお生まれに
なった。

33／『ひつじかいの夜』

39 12月25日 クリスマス 博士たちの訪問 マタイ2：11
クリスマス おめでとう
彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて、黄金、乳香、
没薬を贈り物として献げた。

9／
『星にみちびかれて』

40 1月1日 年の初め
出エジプト

12・2
あけまして おめでとう
この月をあなたたちの正月とし、年の初めの月としなさい。

41 1月8日 善にならう ヨハネ Ⅲ 1・11 愛する者よ、悪いことではなく、善いことを見倣ってください。

42 1月15日
神さまの望み１
喜ぼう！

テサロニケⅠ

5・16
いつも喜んでいなさい。

43 1月22日
神さまの望み２
祈ろう！

テサロニケⅠ

5・17
絶えず祈りなさい。

44 1月29日
神さまの望み３
感謝しよう！

テサロニケⅠ

5・18
どんなことにも感謝しなさい。

45 2月5日 神を愛する コリントⅠ8・3 神を愛する人がいれば、その人は神に知られている

46 2月12日 愛を学ぼう コリントⅠ 13・13 信仰と、希望と、愛、この三つは、いつまでも残る。その中で最
も大いなるものは、愛である。

47 2月19日 神は愛 ヨハネⅠ4・16 神は愛です。

48 2月26日 愛を知る コロサイ3・14 愛は、すべてを完成させるきずなです。

49 3月5日 勇気を出して ヨハネ16・33 あなたがたには世で苦難がある。しかし、勇気を出しなさい。

50 3月12日 ささえてくださる神 イザヤ41・10
わたしはあなたの神。
勢いを与えてあなたを助け
わたしの救いの右の手であなたを支える。

51 3月19日
春分の日
（3/21）

春がきた 雅歌2・12 花は地に咲きいで、小鳥の歌うときが来た。

52 3月26日
イエス 弟子たちに
現れる

詩編121・8 あなたの出で立つのも帰るのも
主が見守ってくださるように

※聖句は、日本聖書協会発行『聖書　新共同訳』より引用しました。
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2022年度AVACO聖句カードです。
大きさは、はがき1/4サイズになります。／定価12円（税込）
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お誕生日カード、カード帳もあわせてお使いください。お申し込みは、AVACO聖句カード専用注文用紙をご利用ください。
おすすめ教材として『みんなの聖書絵本シリーズ』（日本聖書協会発行）をご紹介しています。

21／『天使の知らせ』


