
章 タイトル チェック

創世記 1 天地万物の創造
創世記 2 ふさわしい助け手
創世記 3 罪の根源
創世記 4 最初の殺人
創世記 5 神と共に歩んだエノク
創世記 6 神と共に歩んだノア
創世記 7 戸を閉ざされる主
創世記 8 主は深淵の源と天の窓を閉じられた
創世記 9 弱さを覆う愛
創世記 10 ノアからすべての民は始まった
創世記 11 主が彼らを全地に散らされた
創世記 12 信仰だけを頼みとした旅立ち
創世記 13 ロトの選択
創世記 14 すべての栄光を主に帰す
創世記 15 信仰によって義と認められたアブラム
創世記 16 私を顧みられる主
創世記 17 全き者になりなさい
創世記 18 わずか10人の正しい人の役割
創世記 19 後ろを振り向かないで
創世記 20 神を畏れない者にも働かれる神
創世記 21 神が共におられたので
創世記 22 主の山に備えあり
創世記 23 サラの最期
創世記 24 イサクの妻
創世記 25 アブラハムの子どもたち
創世記 26 繁栄を与えてくださる主
創世記 27 主の祝福を軽んじたエソウ
創世記 28 あなたを決して見捨てない
創世記 29 ヤコブの妻
創世記 30 祝福の源となる
創世記 31 和解させてくださる主
創世記 32 主との格闘
創世記 33 変えられたヤコブ
創世記 34 約束の地での最初の試練
創世記 35 主の方向に向きなおす
創世記 36 エソウの系図
創世記 37 夢見る少年ヨセフ
創世記 38 タマルの懐妊
創世記 39 主が共におられたので
創世記 40 暗闇の向こうに
創世記 41 わたしではなく神が告げられるのです。
創世記 42 ヨセフの夢が現実になる
創世記 43 主に委ねた時に
創世記 44 犠牲を負うことを選んだユダ
創世記 45 主がお遣わしになった
創世記 46 伴なって下さる主
創世記 47 祝福を祈る
創世記 48 祝福の重み
創世記 49 死を持って終わる子育て
創世記 50 み手の中で善に変えて下さる主

聖書一日一章通読表



出エジプト記 1 神を畏れていたので
出エジプト記 2 嘆きを聞いて下さる主
出エジプト記 3 主の聖なる臨在に触れて
出エジプト記 4 主の試みの時に
出エジプト記 5 窮地からの祈り
出エジプト記 6 主の言葉の重み
出エジプト記 7 すべては主のご支配の下で
出エジプト記 8 主のお命じになった通り
出エジプト記 9 主の言葉を畏れた者は
出エジプト記 10 主の良くしてくださったことを語り伝えよ
出エジプト記 11 人と人との間に立たれる主
出エジプト記 12 過ぎ越された主を覚えて
出エジプト記 13 雲の柱、火の柱で導かれる主
出エジプト記 14 主が我々のために戦って下さる
出エジプト記 15 主に向かって歌え
出エジプト記 16 天よりの恵みの食べ物「マナ」
出エジプト記 17 主による勝利を確信して
出エジプト記 18 疲れ過ぎなないために
出エジプト記 19 主の宝の民とされる
出エジプト記 20 わたしは主、あなたの神
出エジプト記 21 報復の制限
出エジプト記 22 弱い者が守られること
出エジプト記 23 主の恵みを語り伝えるために
出エジプト記 24 信仰の共有
出エジプト記 25 主が示された幕屋建設
出エジプト記 26 幕屋の設計図
出エジプト記 27 常夜灯を灯す
出エジプト記 28 祭司の装束
出エジプト記 29 毎日絶やすことなくささげる
出エジプト記 30 身を清めて主の御前に進む
出エジプト記 31 名指しで呼び使命を与えられる主
出エジプト記 32 刻んだ像を造ってはならない
出エジプト記 33 恵もうとする者に恵みを与えられる主
出エジプト記 34 主の栄光に照らされて輝いて生きる
出エジプト記 35 心動かされて献げる
出エジプト記 36 必要以上に恵まれる主
出エジプト記 37 最上のものを備えてくださる主
出エジプト記 38 力を合わせて主の御前に差し出す時に
出エジプト記 39 主が命じられたとおりに
出エジプト記 40 主の栄光が満ちた

レビ記 1 宥めの献げもの
レビ記 2 主からの恵みの約束を忘れるな
レビ記 3 主のみ前での愛餐
レビ記 4 過って違反した罪に対する献げ物
レビ記 5 心を込めて献げる
レビ記 6 毎朝ごとに献げる
レビ記 7 民を守るための施行細則
レビ記 8 完全に聖別されるために
レビ記 9 主の栄光が現れた
レビ記 10 聖と俗、清いものと汚れたものを区別する
レビ記 11 聖なるものとなれ



レビ記 12 産後の汚れについて
レビ記 13 皮膚病と汚れについて
レビ記 14 清めの儀式
レビ記 15 汚れを持ち込んで死を招かないように
レビ記 16 祭司の贖罪のために献げる
レビ記 17 献げ物をする場所
レビ記 18 性的関係について
レビ記 19 主が聖であるように聖なる者となりなさい
レビ記 20 聖別された民
レビ記 21 神に属する者
レビ記 22 わたしがあなたたちを導きだした主である
レビ記 23 主の恵みの日を記憶する
レビ記 24 絶やすことなく灯す
レビ記 25 土地も人も主のもの
レビ記 26 祝福とのろい
レビ記 27 十分の一を主にお返しする

民数記 1 荒野における人口調査
民数記 2 主に従って行進する
民数記 3 初子は主のもの
民数記 4 氏族ごとに与えられた役割
民数記 5 宿営の秩序
民数記 6 聖別された者
民数記 7 割り当てられた奉仕の分担
民数記 8 聖別され主のものとされる
民数記 9 雲の柱に導かれ
民数記 10 主はしるしをもって導かれる
民数記 11 主の手
民数記 12 主の働きに自分の役割を見いだす
民数記 13 信仰の心で見る
民数記 14 御心に適うなら
民数記 15 約束の地に入った時に
民数記 16 主から与えられた役割に生きる
民数記 17 主に対する不平
民数記 18 主ご自身を相続する
民数記 19 死に触れた時の規定
民数記 20 主の言葉に注意深く従う
民数記 21 見上げる信仰が命を救う
民数記 22 主の答えを真摯に受け取る
民数記 23 主が告げられることだけをする
民数記 24 主が祝福された者は繁栄する
民数記 25 主に対する背信
民数記 26 歴史をつなぐという使命がある
民数記 27 主はしるしをもって導かれる
民数記 28 忠実にわたしに献げなさい
民数記 29 感謝の角笛
民数記 30 主への誓いについて
民数記 31 主に仕えることに徹する
民数記 32 心を一つにする
民数記 33 主に導かれた恵みの旅路
民数記 34 主が与えて下さる
民数記 35 罪が取り除かれるには
民数記 36 主に祝福された結婚



申命記 1 民の背信のゆえに
申命記 2 道を閉ざされる主
申命記 3 使命の終わりに際して
申命記 4 熱情の神だから
申命記 5 慈しみを与えようとしておられる主
申命記 6 主の教えを語り伝える
申命記 7 ひ弱なものを愛される主
申命記 8 主の言葉に従って生きる
申命記 9 「あなたが正しいから」ではない
申命記 10 主は約束を果たされる
申命記 11 恵みの雨に潤されて
申命記 12 礼拝の場所
申命記 13 主のみに従う
申命記 14 主の聖なる民
申命記 15 同胞のために
申命記 16 それぞれに応じて献げる
申命記 17 生きているかぎり読み返し…
申命記 18 いとうべき習慣に倣わない
申命記 19 逃れの町を選び分けなさい
申命記 20 木を切り崩してはならない
申命記 21 神に呪われたものだからである
申命記 22 していいこと、してはいけないこと
申命記 23 思い存分満足するまで食べてもいい
申命記 24 弱い立場にある人への思いやり
申命記 25 配慮ある判断を
申命記 26 御声に聞き従います
申命記 27 従えば祝福
申命記 28 御声に従うならば
申命記 29 主がよくしてくださったことを回顧して
申命記 30 あなたの運命を回復してくださる主
申命記 31 見捨てられることはない
申命記 32 そこにはいることはできない
申命記 33 主の祝福
申命記 34 主の使命に生き抜いたモーセ

ヨシュア記 1 雄々しくあれ
ヨシュア記 2 あなたに立ち向かう者はいない
ヨシュア記 3 信仰の第一歩
ヨシュア記 4 ヨルダン川はせき止められた
ヨシュア記 5 マナが絶えるとき
ヨシュア記 6 エリコの城壁が崩れる
ヨシュア記 7 主が共にいてくださらないなら
ヨシュア記 8 祭壇を築く
ヨシュア記 9 主と戦う道と主にひれ伏す道
ヨシュア記 10 戦って下さる主
ヨシュア記 11 戦いを導かれる主
ヨシュア記 12 壮絶な戦いを経て
ヨシュア記 13 年を重ねてもなお
ヨシュア記 14 主が共にいてくださるなら
ヨシュア記 15 領地の割り当て
ヨシュア記 16 主の祝福が受け継がれ



ヨシュア記 17 力ある主に信頼して
ヨシュア記 18 ためらわずに前進すること
ヨシュア記 19 御心にあわせる
ヨシュア記 20 赦しの道
ヨシュア記 21 何一つたがわず実現した
ヨシュア記 22 感謝の極み
ヨシュア記 23 右にも左にもそれることなく忠実であれ
ヨシュア記 24 わたしとわたしの家は主に仕える

士師記 1 追い出すことができなかった
士師記 2 主の恵みを知らない世代
士師記 3 主に助けを求めて叫んだので
士師記 4 女預言者デボラ
士師記 5 主が共に進まれるので
士師記 6 「勇者よ」と呼んで下さる主
士師記 7 主にのみ頼むために
士師記 8 主の恵みを心にとめよ
士師記 9 勧善懲悪が成り立つか
士師記 10 私の苦しみを見ておられる主
士師記 11 ただ受けること
士師記 12 エフライム人の内紛
士師記 13 主の霊が臨む時
士師記 14 ナジル人サムソンの罪
士師記 15 祈る者に与えられる泉
士師記 16 主が離れられた
士師記 17 祝福はどこから
士師記 18 安易な道を選んだダン族
士師記 19 神なき世界の残虐さ
士師記 20 非道を制裁されたベニヤミン族
士師記 21 自分の目に正こと、神の目に正しいこと

ルツ記 1 マラ（苦い）と呼んでください
ルツ記 2 御翼のもとに逃れて来た者に報いてくださる主
ルツ記 3 ルツの求婚
ルツ記 4 ダビデの家系

Ⅰサムエル記 1 祈りに応えてくださる主
Ⅰサムエル記 2 ハンナの祈り
Ⅰサムエル記 3 主よ、お話しください
Ⅰサムエル記 4 栄光は失われた
Ⅰサムエル記 5 神の箱を奪ったペリシテ人
Ⅰサムエル記 6 偶然なのか、み手の働きなのか
Ⅰサムエル記 7 助けの石
Ⅰサムエル記 8 王に仕えることを求めた民
Ⅰサムエル記 9 主のご計画の中で
Ⅰサムエル記 10 気の弱いサウル王になる
Ⅰサムエル記 11 イスラエルの王制のはじまり
Ⅰサムエル記 12 主によって立てられた王
Ⅰサムエル記 13 待てなかったサウル王
Ⅰサムエル記 14 数の多少ではなく
Ⅰサムエル記 15 主に聞き従うことは
Ⅰサムエル記 16 主は心を見られる



Ⅰサムエル記 17 主が守ってくださる
Ⅰサムエル記 18 主はダビデと共におられた
Ⅰサムエル記 19 ダビデに殺意を抱くサウル王
Ⅰサムエル記 20 人と人とを結びつけてくださる主
Ⅰサムエル記 21 主の憐みに目を向けることこそ
Ⅰサムエル記 22 神とのつながり、人とのつながり
Ⅰサムエル記 23 主に聞き従う
Ⅰサムエル記 24 油注がれた方に
Ⅰサムエル記 25 復讐は神に任せよ
Ⅰサムエル記 26 主は見ておられるので
Ⅰサムエル記 27 立ち位置を間違えたダビデ
Ⅰサムエル記 28 主はお答えにならなかった
Ⅰサムエル記 29 主のお計らい
Ⅰサムエル記 30 主が与えてくださったから
Ⅰサムエル記 31 サウルの死

Ⅱサムエル記 1 サウルの死を悼むダビデ
Ⅱサムエル記 2 ダビデ、ユダの王となる
Ⅱサムエル記 3 ダビデが王となるまでの巧作
Ⅱサムエル記 4 イシュ・ボシェトの暗殺
Ⅱサムエル記 5 ダビデの町
Ⅱサムエル記 6 力の限り踊った
Ⅱサムエル記 7 主の恵みがあまりにも素晴らしいので
Ⅱサムエル記 8 勝利を与えられる主
Ⅱサムエル記 9 イエス・キリストとつながることで
Ⅱサムエル記 10 疑いの心は争いへと駆り立てる
Ⅱサムエル記 11 主の御心に適わなかった
Ⅱサムエル記 12 ダビデの悔い改め
Ⅱサムエル記 13 ダビデの子たちの争い
Ⅱサムエル記 14 ダビデに許しを請ったアブサロム
Ⅱサムエル記 15 わたしが主の御心に適うのであれば
Ⅱサムエル記 16 主がダビデを呪えとお命じになったから
Ⅱサムエル記 17 主が定められたからである
Ⅱサムエル記 18 父ダビデの愛
Ⅱサムエル記 19 イスラエルとユダの争い
Ⅱサムエル記 20 武将ヨアブの生き方
Ⅱサムエル記 21 主に聞く
Ⅱサムエル記 22 主はわたしの逃れ場
Ⅱサムエル記 23 主の言葉を聞きもらさずに
Ⅱサムエル記 24 無代価の赦し

列王記　上 1 ダビデの晩年
列王記　上 2 ダビデの最期
列王記　上 3 善悪を聞き分ける心を求めたソロモン
列王記　上 4 ユダとイスラエルの繁栄
列王記　上 5 海辺の砂浜のような広い心
列王記　上 6 よく準備された石が用いられた
列王記　上 7 神殿建築と宮殿の建築
列王記　上 8 神の住まわれるところ
列王記　上 9 主の仕打ち
列王記　上 10 巨万の富を得たソロモン
列王記　上 11 ソロモンの心は主から離れた
列王記　上 12 ヤロブアムの罪



列王記　上 13 聖なることをおろそかにしたヤロブアム王
列王記　上 14 レハブアムの罪
列王記　上 15 主の目に適う正しいこと
列王記　上 16 サマリアと名付けた
列王記　上 17 壺の粉は尽きることがなかった
列王記　上 18 手のひらほどの小さな雲が
列王記　上 19 主からの使命がある限り
列王記　上 20 主の言葉が理解できなかったアハブ王
列王記　上 21 主に従ったナボト
列王記　上 22 主のご計画の下での出来事

列王記　下 1 神の人エリヤ
列王記　下 2 天に上げられたエリヤ
列王記　下 3 モアブとの戦い
列王記　下 4 必要を満たしてくださる主
列王記　下 5 リンモンの神にひれ伏す
列王記　下 6 彼らと共にいる者より多い
列王記　下 7 よい知らせ
列王記　下 8 婚姻関係にあったため
列王記　下 9 主のお言葉通りのことが
列王記　下 10 金の子牛を退けなかった
列王記　下 11 神殿で隠れて育ったヨアシュ
列王記　下 12 忠実に仕事をするものであったので
列王記　下 13 死の中にある命
列王記　下 14 律法の書に記されていることに従い
列王記　下 15 主の目にかなうこと
列王記　下 16 異教の祭壇を築いた
列王記　下 17 ユダの部族しか残されなかった
列王記　下 18 ヒゼキヤの信仰が揺さぶられたとき
列王記　下 19 手紙を手にして神殿に
列王記　下 20 涙を見られる神
列王記　下 21 マナセの罪
列王記　下 22 書き留められた主の言葉
列王記　下 23 着々と遂行される主のご計画
列王記　下 24 ユダの滅亡
列王記　下 25 エルサレムの陥落

歴代誌　上 1 世界で最も壮大な系図
歴代誌　上 2 ユダ、ベレツ、ラム…そしてダビデ
歴代誌　上 3 次代につながる命
歴代誌　上 4 苦しみによって生み出された者
歴代誌　上 5 神から離れた勇者たち
歴代誌　上 6 レビ族の役割
歴代誌　上 7 系図の中に見る悔い改め
歴代誌　上 8 子の名前に見るサウルの信仰
歴代誌　上 9 帰還の意味
歴代誌　上 10 主に背いたたサウル
歴代誌　上 11 主に献げられた水
歴代誌　上 12 心動かされた戦士たち
歴代誌　上 13 聖なることに関する手順
歴代誌　上 14 主が働かれる側に身を置くこと
歴代誌　上 15 神の箱を喜び迎えた人たち
歴代誌　上 16 感謝をささげずにはおれない



歴代誌　上 17 神が心に留めてくださった
歴代誌　上 18 行く先々で勝利を与えられたダビデ
歴代誌　上 19 辱めをうけた使節
歴代誌　上 20 順境の時こそ用心
歴代誌　上 21 ダビデの人口調査の目的
歴代誌　上 22 主の栄光が現されるための人生
歴代誌　上 23 聖なるものへの責任
歴代誌　上 24 主への奉仕
歴代誌　上 25 主に向かって賛美を
歴代誌　上 26 それぞれが分担して
歴代誌　上 27 神の約束を信じることこそ謙遜な生き方
歴代誌　上 28 わが子よ。父の神に仕えよ。
歴代誌　上 29 正しいものを喜ばれる主

歴代誌　下 1 主の知恵を求めたソロモン
歴代誌　下 2 いったい何者でしょう
歴代誌　下 3 最高をささげる
歴代誌　下 4 最上の祭具
歴代誌　下 5 主の栄光が満ちた
歴代誌　下 6 ソロモンの献堂の祈り
歴代誌　下 7 祈りへに対する主の応答
歴代誌　下 8 富をもたらされる主
歴代誌　下 9 シェバの女王とソロモン
歴代誌　下 10 北王国と南王国に分裂
歴代誌　下 11 先祖の神に従う者たち
歴代誌　下 12 主以外の者に仕えるとは
歴代誌　下 13 主と戦ってはならない
歴代誌　下 14 主を求めたからこそ
歴代誌　下 15 必ず主の報いがある
歴代誌　下 16 善王アサの失敗
歴代誌　下 17 ユダの町々で主の言葉が語られた
歴代誌　下 18 アハブ王と歩調を合わせた合わせたヨシャファト王
歴代誌　下 19 ヨシャファトの悔い改めの実
歴代誌　下 20 神の戦いである
歴代誌　下 21 惜しまれることなく世を去ったヨラム王
歴代誌　下 22 神殿匿われて成長したヨアシュ
歴代誌　下 23 律法の書を手にした王
歴代誌　下 24 責任の追及
歴代誌　下 25 主の御計らいを忘れたアマツヤ王
歴代誌　下 26 神の驚くべき助け
歴代誌　下 27 神の御前をたゆまず歩んだヨタム王
歴代誌　下 28 災難の中でも主に背きつづけたアハズ王
歴代誌　下 29 ヒデキヤ王が王としてまず手掛けたこと
歴代誌　下 30 すべての人が主に立ち返るように
歴代誌　下 31 献げもの多さは主の祝福の大きさ
歴代誌　下 32 天に助けを求め叫んだ
歴代誌　下 33 神の前に深くへりくだったマナセ王
歴代誌　下 34 ヨシアの宗教改革
歴代誌　下 35 神に逆らってはいけない
歴代誌　下 36 歴史を支配される主

エズラ 1 主がキュロス王の心を動かされた
エズラ 2 家系の記録を発見できなかった



エズラ 3 献げる心の有り様
エズラ 4 聖なる仕事を託された者
エズラ 5 共にいて助ける
エズラ 6 主が心を向けさせられた
エズラ 7 御手の加護によって
エズラ 8 神を求める者には恵みが与えられる
エズラ 9 彼らと同盟を結んではならない
エズラ 10 罪の告白の祈り

ネヘミヤ 1 ネヘミヤの祈り
ネヘミヤ 2 神の御手が守ってくださったので
ネヘミヤ 3 主の働きへの参与
ネヘミヤ 4 主の戦いにいぞむ
ネヘミヤ 5 心を尽くしてしたことを覚えてくださる神
ネヘミヤ 6 動揺をあたえる悪質な言葉
ネヘミヤ 7 暖かい心が通う信仰
ネヘミヤ 8 主を喜ぶことは私たちの力
ネヘミヤ 9 苦境の中の祈り
ネヘミヤ 10 イスラエル人としてのアイデンティティ
ネヘミヤ 11 聖なる都の再建
ネヘミヤ 12 喜びの声は遠くまで響いた
ネヘミヤ 13 主の民のアイデンティティー

エステル 1 王妃の退位
エステル 2 王妃になったエステル
エステル 3 ひざまずかなかったモルデカイ
エステル 4 この時のためにこそ
エステル 5 信仰を持って内庭に入る
エステル 6 主が味方している民の前に
エステル 7 災いを益と変えてくださる主
エステル 8 危機を脱したユダヤ人
エステル 9 嘆きが祭りに変わった日
エステル 10 民の幸福を追い求めたモルデカイ

ヨブ 1 一日にして全財産を失ったヨブ
ヨブ 2 体に苦痛を与えられたヨブ
ヨブ 3 ヨブの嘆き
ヨブ 4 非がないのに苦しむことがあろうか
ヨブ 5 罪があるから災いが襲ったのだ
ヨブ 6 絶望している友には忠実な心で
ヨブ 7 罪を赦し、取り除いてください。
ヨブ 8 悪を滅ぼされる主
ヨブ 9 神とわたしとの仲裁者
ヨブ 10 あなたのご加護によって
ヨブ 11 神のみ心を知ることはできない
ヨブ 12 すべては主が造られた
ヨブ 13 主よ、呼んでください。
ヨブ 14 人はどこに行くのか
ヨブ 15 人はどうして清くありようか
ヨブ 16 わたしを弁護してくださる方

ヨブ 17 天への希望
ヨブ 18 神に逆らう者の行きつく所



ヨブ 19 主は生きておられる
ヨブ 20 神に逆らう者の喜びははかない
ヨブ 21 なぜ悪が栄えるのか
ヨブ 22 神と和解しなさい
ヨブ 23 常に主を見出す
ヨブ 24 目を注いでおられる方
ヨブ 25 主の前に正しい人はなし
ヨブ 26 偉大な神のみ前に
ヨブ 27 潔白を主張するヨブ
ヨブ 28 知恵と分別
ヨブ 29 ヨブの回顧
ヨブ 30 主よ、お答えください。
ヨブ 31 わたしの歩みを数えておられる神
ヨブ 32 悟りを与えるのは神
ヨブ 33 魂を救ってくださる主
ヨブ 34 一歩一歩を見ておられる神
ヨブ 35 神を待つ
ヨブ 36 神はすばらしい教師
ヨブ 37 神の驚くべきみわざ
ヨブ 38 神のみわざのご配慮と慈しみ
ヨブ 39 動物たち見る神のご配慮
ヨブ 40 全能者の御前にひれ伏すヨブ
ヨブ 41 全てを治められる主
ヨブ 42 以前以上の祝福

詩編 1 主の教えを口ずさむ人は
詩編 2 地を治める者は主の諭を受けよ
詩編 3 救いは主のもとに
詩編 4 御顔の光を向けてください
詩編 5 あなたを避けどころとする者は
詩編 6 私の嘆きを聞いてくださる主
詩編 7 心のまっすぐな人を救われる主
詩編 8 幼子、乳飲み子の賛美によって
詩編 9 正しく裁いてくださる主
詩編 10 弱い者のそばに立っていてくださる主
詩編 11 わたしの避けどころは主の元のみ
詩編 12 立ち上がって主の救いを望む
詩編 13 必ず顧みてくださる
詩編 14 主は正しい人を探される
詩編 15 主の幕屋に住むことができる人
詩編 16 主を避けどころとする私を守ってください。
詩編 17 瞳のように守ってくださる主
詩編 18 主は救いの盾
詩編 19 天は神の栄光を現す
詩編 20 我らは主を誇る
詩編 21 主の御力を喜び祝う
詩編 22 絶望から希望へ
詩編 23 主はわが羊飼い
詩編 24 門を開き、栄光の主を迎えよ
詩編 25 主に望みをおく者は
詩編 26 主の栄光の宿る所
詩編 27 主の家に宿る
詩編 28 御手の業を悟る
詩編 29 栄光と力は主のもの



詩編 30 涙の夜から喜びの朝に
詩編 31 わたしの霊をあなたに委ねます。
詩編 32 咎を数えられないものは
詩編 33 賛美は力
詩編 34 どのようなときにも主をたたえよ
詩編 35 主よ、沈黙なさらないでください。
詩編 36 主の輝きに照らされて生きる
詩編 37 悪事を謀る者に苛立つな
詩編 38 口を閉ざして、ただ従う
詩編 39 信仰による沈黙
詩編 40 主が望んでおられるものは
詩編 41 弱い者を思いやる
詩編 42 「お前の神はどこにいる」
詩編 43 うなだれず神を待ち望め
詩編 44 主の戦士の武具
詩編 45 花嫁の喜び
詩編 46 静まって主の御業を待つ
詩編 47 神に向かって喜べ
詩編 48 地の果てにまで賛美される主の御名
詩編 49 魂の代価
詩編 50 神の喜ばれるいけにえは主への告白
詩編 51 雪よりも白くなるように
詩編 52 生い茂るオリーブの木
詩編 53 神は神を求めている人を探されている
詩編 54 わたしの魂を支えてくださる主
詩編 55 あなたの重荷を主に委ねよ
詩編 56 涙の皮袋
詩編 57 何事も成し遂げてくださる神
詩編 58 神はこの地を裁かれる
詩編 59 砦の塔
詩編 60 聖所からの宣言
詩編 61 地の果てからあなたを呼びます
詩編 62 慈しみは主のもの
詩編 63 御翼の陰で
詩編 64 主に従う人は
詩編 65 神の庭に宿る人
詩編 66 祈りをお聞きくださる主
詩編 67 諸国の民の喜び
詩編 68 貧しい人を顧みられる主
詩編 69 いけにえよりも主に喜ばれること
詩編 70 「なんと素晴らしい神さま」と歌わせてください
詩編 71 来たるべき世代に語り告ぐ
詩編 72 王の心を主がご支配ください
詩編 73 神に逆らう者の最後
詩編 74 昼も夜も主のもの
詩編 75 主の御業を語り伝える
詩編 76 地の貧しい人への救い
詩編 77 あなたの御業を思いめぐらす
詩編 78 後の世代に語り継ぐ
詩編 79 あなたに養われる者
詩編 80 執り成しの祈り
詩編 81 口を広く開けよ
詩編 82 人間として死ぬ者たち
詩編 83 同盟を組んで敵対する者



詩編 84 主の宮の門番であることを選ぶ
詩編 85 平和を宣言される主
詩編 86 あなたの慈しみはわたしを超えて大きい
詩編 87 全ての母なるエルサレム
詩編 88 主よ、わたしの祈りをお聞きください
詩編 89 それでもなお
詩編 90 いのちの主権は神の手に
詩編 91 御使いに守られて
詩編 92 白髪になってもなお実を結ぶ
詩編 93 威厳を衣とされる主
詩編 94 復讐する権利をもっておられる主
詩編 95 主に養われる羊の群れ
詩編 96 全地よ、主に向かって歌え
詩編 97 全地よ喜び踊れ
詩編 98 喜びの叫びを
詩編 99 主こそ王
詩編 100 主こそ神である
詩編 101 家庭に招く人は
詩編 102 主を賛美するために生まれた
詩編 103 鷲のような力を与えてくださる主
詩編 104 主の秩序
詩編 105 主の御計らいはとこしえに
詩編 106 主の御業をことごとく告げよ
詩編 107 慈しみ深い主に感謝せよ。
詩編 108 力強い主の右の手
詩編 109 主が報いられる
詩編 110 私の右に座される主
詩編 111 知恵とは主を畏れること
詩編 112 主がご存じなので
詩編 113 弱いものに目を注がれる主
詩編 114 自然を民のために動かされる主
詩編 115 賛美は生かされている者に与えられた恵み
詩編 116 死からお救い下さる主
詩編 117 全世界が主を賛美
詩編 118 永遠なる主の慈しみ
詩編 119 あなたのいましめを守ります
詩編 120 心の拠り所
詩編 121 わたしの助けはどこからくるのか
詩編 122 主の城門の中に立つ喜び
詩編 123 主にわたしたちの目を注ぐ
詩編 124 主がわたしたちの味方でなかったなら
詩編 125 主が囲みの中に
詩編 126 涙と共に種を蒔く人は
詩編 127 主御自身が建ててくださる
詩編 128 子たちはオリーブの若木のようにはつらつと
詩編 129 主に逆らうもの
詩編 130 見張りが朝を待つにもまして主を待ち望む
詩編 131 主に信頼する姿は母の胸にいる幼子のよう
詩編 132 主から賜る王冠
詩編 133 信徒の交わりの麗しさ
詩編 134 シオンからの祝福
詩編 135 主からの特別な導きを代々に記念とする
詩編 136 主の慈しみはとこしえに
詩編 137 決して主をわすれることはない



詩編 138 謙遜を見られる主
詩編 139 私が生まれる前から御存じの主
詩編 140 必ず助け出してくださる主
詩編 141 口に見張り、唇に戸
詩編 142 主に憐みを求めよう
詩編 143 安らかな地に道いびいてください。
詩編 144 み心にとめてくださる主
詩編 145 主が支えてくださるから
詩編 146 人間には救う力はない
詩編 147 主の偉大なる恵み
詩編 148 主を賛美せよ
詩編 149 賛美する理由と賛美の力
詩編 150 主を賛美することこそ生きる目的

箴言 1 主を畏れることは知恵の初め
箴言 2 神の言葉は知恵の宝庫
箴言 3 銀によって得るものに勝る知恵
箴言 4 分別をわきまえよ
箴言 5 妻への愛
箴言 6 神が憎まれること
箴言 7 知恵と分別を身につけて
箴言 8 知恵は真珠にまさる
箴言 9 主を畏れることは知恵の初め
箴言 10 愛の覆い
箴言 11 主の目に正しいこと、正しくないこと
箴言 12 神に従う者の豊かさ
箴言 13 食べるために生きるのではなく、生きるために食べる
箴言 14 知恵あることの大切さ
箴言 15 肥えた牛を食べて憎み合うよりは…
箴言 16 備えてくださるのは主
箴言 17 心を試される主
箴言 18 友のふりをする友もある
箴言 19 弱者を憐れむことは
箴言 20 欺き取ったパン
箴言 21 いさかい好きの妻といるよりは
箴言 22 主はすべての人をお造りになられた
箴言 23 大酒を飲むな
箴言 24 敵の苦しみを喜んではいけない
箴言 25 あなたを憎む人に
箴言 26 愚か者、怠け者
箴言 27 人が磨かれる方法
箴言 28 長寿を得るには
箴言 29 幻が民を健全に導く
箴言 30 貧しくにもせず、金持ちにもせず
箴言 31 主を畏れる女こそ

コヘレト 1 人生は虚無
コヘレト 2 神が善人と認めた人は
コヘレト 3 神は人を畏れ敬うように定められた
コヘレト 4 共に生きる人がいる幸い
コヘレト 5 与えられたものに満足する
コヘレト 6 知っている者は誰もいない
コヘレト 7 生きているうちに自分の死を考えよ



コヘレト 8 人間には悟ることができない
コヘレト 9 知恵は武器にまさる
コヘレト 10 死後どうなるか誰も分からない
コヘレト 11 人間には未来のことは分からない
コヘレト 12 創造主を覚えよ

雅歌 1 あなたの目は鳩のように美しい
雅歌 2 さあ、立って出ておいで
雅歌 3 花婿の婚礼の日に
雅歌 4 あなたの愛は快い
雅歌 5 戸をたたいています
雅歌 6 清らかな乙女よ
雅歌 7 主なる神への愛
雅歌 8 主よ来てください。

イザヤ 1 雪のように白く
イザヤ 2 鼻で息をしている者に頼るな
イザヤ 3 最後の日に主は
イザヤ 4 その日は希望の日
イザヤ 5 必ず荒れ果てる
イザヤ 6 わたしをお遣わしください
イザヤ 7 キリストの誕生の預言
イザヤ 8 畏るべきは主のみ
イザヤ 9 キリスト来臨の預言
イザヤ 10 重荷が取り去られる
イザヤ 11 残されたものが買い取られる
イザヤ 12 主はわたしを救ってくださる
イザヤ 13 バビロンに対する主の裁き
イザヤ 14 わが民を守られる主
イザヤ 15 一夜のうちに滅びた
イザヤ 16 亡命者を保護する
イザヤ 17 都の面影を失う
イザヤ 18 反アッシリア同盟
イザヤ 19 主がそのようにさせられた
イザヤ 20 主の預言を見る
イザヤ 21 主が与えられる試練の時こそ
イザヤ 22 造られた方に目を向けず
イザヤ 23 顧みられる主
イザヤ 24 月や太陽にまさる主の栄光
イザヤ 25 この方こそ
イザヤ 26 裁きが行われるとき
イザヤ 27 その日、主は
イザヤ 28 尊い隅の石
イザヤ 29 陶器が陶工に言うのか
イザヤ 30 太陽の光が七倍になる日がくる
イザヤ 31 神のみ手が降される
イザヤ 32 神の霊が注がれる
イザヤ 33 主を畏れることは宝
イザヤ 34 最終的預言
イザヤ 35 栄光のメッセージ
イザヤ 36 主がアッシリアの王に命じられた
イザヤ 37 主が立てられたご計画
イザヤ 38 死ぬことになっている



イザヤ 39 ヒゼキヤの失敗
イザヤ 40 主の言葉はとこしえに
イザヤ 41 決して見捨てない
イザヤ 42 約束を確かなものされる主
イザヤ 43 主の目には値高く…
イザヤ 44 あなたを形づくられた主
イザヤ 45 粘土が陶工に言うだろうか
イザヤ 46 老いる日まで背負っていこう
イザヤ 47 呪文やまじないは無駄
イザヤ 48 苦しみの炉は主の試みの炉
イザヤ 49 主の手の平に刻まれた名
イザヤ 50 主の手が短かろうか
イザヤ 51 喜びの歌を歌いながら
イザヤ 52 良し知らせを伝える者の足
イザヤ 53 彼の受けた傷によって
イザヤ 54 再び責めることはない
イザヤ 55 主の祝福に代えられる
イザヤ 56 異邦人にも救いが
イザヤ 57 回復させよう
イザヤ 58 光が射し出でるあなたに
イザヤ 59 主の手が短かろうか
イザヤ 60 とこしえの光に照らされる
イザヤ 61 良い知らせを伝えさせるために
イザヤ 62 捨てられることはない
イザヤ 63 大いなる救い
イザヤ 64 わたしたちは粘土、あなたは陶工
イザヤ 65 呼びかけるより先に答えてくださる主
イザヤ 66 主の愛はとこしえに

エレミヤ 1 母の胎に造る前からあなたを知っていた
エレミヤ 2 頼るべきは主
エレミヤ 3 御声に聞き従わなかった民
エレミヤ 4 滅ぼし尽くしはしない
エレミヤ 5 正しい者が一人でもいたら赦そう
エレミヤ 6 捨てられた銀のかす
エレミヤ 7 わたしはあなたがたの神、あなた方はわたしの民
エレミヤ 8 いやしを望んでも恐怖のみ
エレミヤ 9 捨てられた民
エレミヤ 10 人生は神の御手の中に
エレミヤ 11 主の祝福と呪い
エレミヤ 12 主に見放される
エレミヤ 13 役に立たない帯
エレミヤ 14 滅ぼし尽くす
エレミヤ 15 あなたを救い助け出す
エレミヤ 16 主の裁き
エレミヤ 17 水路のほとりに根を張り実を結ぶことをやめない
エレミヤ 18 陶工の手の中にある粘土
エレミヤ 19 元に戻すことができる内に
エレミヤ 20 主は勇士
エレミヤ 21 悪事の報い
エレミヤ 22 信仰深き人は人を心から愛する
エレミヤ 23 彼らを牧する牧者を立てる
エレミヤ 24 望みが消えゆく民に対して
エレミヤ 25 主の怒りの預言の成就



エレミヤ 26 災いを思い直されたではないか
エレミヤ 27 私が顧みる日まで
エレミヤ 28 主に逆らって語ったからだ
エレミヤ 29 平和の計画であって、災いの計画ではない
エレミヤ 30 主は癒してくださる
エレミヤ 31 ここにそれを記す
エレミヤ 32 繁栄は回復される
エレミヤ 33 満天の星のように、量りしれない海の砂のように。
エレミヤ 34 主の名を汚した民
エレミヤ 35 主への忠誠
エレミヤ 36 燃やされた巻物
エレミヤ 37 主の働き人を養われる主
エレミヤ 38 誰と戦うのか
エレミヤ 39 主に信頼したから
エレミヤ 40 排除するのではなく
エレミヤ 41 報復を恐れて
エレミヤ 42 致命的な過ち
エレミヤ 43 主の声に耳を傾ける
エレミヤ 44 原因の二面性
エレミヤ 45 どこに行っても守る
エレミヤ 46 誰に頼るのか
エレミヤ 47 主が遣わされたからには
エレミヤ 48 喜びも楽しみも奪い去られる。
エレミヤ 49 繁栄を回復する
エレミヤ 50 バビロンの陥落の預言
エレミヤ 51 バビロンからの帰還の預言
エレミヤ 52 捕囚の民となった

哀歌 1 主の裁きを心に留めなかった
哀歌 2 天から地に投げうたれたイスラエル
哀歌 3 頼るべきところがある
哀歌 4 誰が信じえたであろう
哀歌 5 御もとに立ち帰らせてください

エゼキエル 1 水晶のように輝く大空があった
エゼキエル 2 人の子よ、わたしはあなたを遣わす
エゼキエル 3 蜜のように甘い神の言葉
エゼキエル 4 食の貧困、関係性の貧困
エゼキエル 5 嘲りとそしりの的となる
エゼキエル 6 主を知るようになるために
エゼキエル 7 金銀がつまづきとなる
エゼキエル 8 主への反逆の罪
エゼキエル 9 印で区別される。
エゼキエル 10 主の栄光の留まるところ
エゼキエル 11 憎むべきもの、忌まわしいものに心を寄せるな
エゼキエル 12 主の言葉は実現する
エゼキエル 13 偽預言者への裁き
エゼキエル 14 かの人物がいたとしても
エゼキエル 15 役に立たないぶどうの木
エゼキエル 16 契約を破った民
エゼキエル 17 高ぶることなく従順に
エゼキエル 18 主に立ち帰って生きよ
エゼキエル 19 支配者の杖



エゼキエル 20 散らされた民を集める
エゼキエル 21 嘲りに対して主は言われる
エゼキエル 22 破れ口に立つ者
エゼキエル 23 イスラエルとユダの不貞の報い
エゼキエル 24 罪ゆえに嘆け
エゼキエル 25 主の裁きが下る時
エゼキエル 26 嘲る者は滅ぼされる
エゼキエル 27 とこしえに消えうせる
エゼキエル 28 人であって神ではない
エゼキエル 29 可能にされたのは主
エゼキエル 30 災いの日は主の日
エゼキエル 31 主が丈を高くされ、梢を伸ばされた
エゼキエル 32 主に打ち砕かれる者たち
エゼキエル 33 それぞれの道によって
エゼキエル 34 一人の牧者を起こす
エゼキエル 35 主がおられる所に対して
エゼキエル 36 新しい霊
エゼキエル 37 するとお前たちは生きる
エゼキエル 38 主がわれらの城壁
エゼキエル 39 二度と顔を隠すことはない
エゼキエル 40 主の示される幻
エゼキエル 41 神殿の規模
エゼキエル 42 聖なるものと俗なるもの
エゼキエル 43 主に受け入れられるために
エゼキエル 44 聖と俗の区別
エゼキエル 45 聖なる献げもの
エゼキエル 46 献げ物を朝毎に
エゼキエル 47 命を生かす水の源泉は
エゼキエル 48 主がそこにおられると呼ばれる。

ダニエル 1 主に従うことを守ったダニエル
ダニエル 2 神に憐みを願い祈ったダニエル
ダニエル 3 たとえそうでなくとも
ダニエル 4 いと高きかたをほめたたえた
ダニエル 5 命と行動のすべてを握っておられる神
ダニエル 6 主が守ってくださったので
ダニエル 7 やがて裁きの座が開かれる
ダニエル 8 人の手によらず
ダニエル 9 油注がれた君の到来
ダニエル 10 天での戦い
ダニエル 11 ついに終わりの時がくるが
ダニエル 12 命の書に記された人々

ホセア 1 主から離れた民
ホセア 2 「生ける神の子ら」と呼ばれるようになる
ホセア 3 買い取られた者
ホセア 4 昼つまづく
ホセア 5 主は離れ去られた
ホセア 6 主が喜ばれるものは
ホセア 7 神に対する反逆
ホセア 8 祝福の蜂起
ホセア 9 主が退けられたから
ホセア 10 愛の実りを刈り入れよと主は言われたのに



ホセア 11 見捨てることができようか
ホセア 12 神の元に立ち帰れ
ホセア 13 主に背いたから
ホセア 14 賢者は悟れ

ヨエル 1 主が祝福を用意してくださっているから
ヨエル 2 心を引き裂いて
ヨエル 3 主の霊に注がれた者は

アモス 1 神の言葉を託された者
アモス 2 罪ゆえに赦さない
アモス 3 主の選び
アモス 4 神と出会う備え
アモス 5 主を求めて生きよ。
アモス 6 敵の手に渡される
アモス 7 預言者の使命
アモス 8 み言葉への飢えと乾き
アモス 9 主のふるいにかけられて

オバデヤ 1 徹底的に裁かれたエドム

ヨナ 1 主から逃れようとしたヨナ
ヨナ 2 救いは主にある
ヨナ 3 神が思い直された
ヨナ 4 全人類の救いを願っておられる主

ミカ 1 神の審判の預言
ミカ 2 主がその先頭に立たれる
ミカ 3 主は御顔を隠される
ミカ 4 主の山はどの山より高くそびえる
ミカ 5 スラエルを治める者
ミカ 6 へりくだって神と共に歩むこと
ミカ 7 罪咎を赦される主

ナホム 1 熱情の神
ナホム 2 平和を告げる者の足
ナホム 3 主が立ち向かわれる

ハバクク 1 何に対して祈るのか
ハバクク 2 信仰によって生きる
ハバクク 3 主なる神はわが力

ゼパニヤ 1 彼らを救いだすことができるものは
ゼパニヤ 2 判決が出されぬうちに
ゼパニヤ 3 神はあなたのただ中に

ハガイ 1 神殿を廃虚のままにしておきながら
ハガイ 2 銀は我が物、金も我が物



ゼカリヤ 1 主に立ち帰れ
ゼカリヤ 2 主の民に敵するのは主に敵すること
ゼカリヤ 3 古い衣を脱ぎ、新しい衣を着る
ゼカリヤ 4 ただわが霊によって
ゼカリヤ 5 すべての罪が一掃される
ゼカリヤ 6 神殿を建てなおす者
ゼカリヤ 7 真にわたしのために
ゼカリヤ 8 今や、祝福となる
ゼカリヤ 9 主は高ぶることなくろばに乗って来られる。
ゼカリヤ 10 彼らから隅の石が出る
ゼカリヤ 11 わが契約
ゼカリヤ 12 自ら刺し貫いた者を見つめる
ゼカリヤ 13 罪と汚れが洗い清められる
ゼカリヤ 14 夕べになっても光がある

マラキ 1 主へのささげ物
マラキ 2 命と平和のための契約
マラキ 3 主は天の窓を開き、祝福を注いでくださる



章 タイトル チェック

マタイ 1 インマヌエルの主に信頼して
マタイ 2 人生の主権は主の手に
マタイ 3 聖霊なる神の力を頂いて
マタイ 4 力ある神の言葉
マタイ 5 愛の人に変えられる
マタイ 6 天の報いを受けるために
マタイ 7 求める者には天の父が与えてくださる
マタイ 8 問題の真っただ中に示される主の愛
マタイ 9 信仰のごとくになる
マタイ 10 主に遣わされる者に
マタイ 11 重荷を担って下さる主と共に
マタイ 12 何にも勝る　愛のわざ
マタイ 13 御言葉の種が大きく育つ耕された心に
マタイ 14 小さな「わたし」を差し出す信仰
マタイ 15 謙遜と服従の信仰生活
マタイ 16 ペトロの信仰告白
マタイ 17 からし種一粒の信仰
マタイ 18 迷い出た羊
マタイ 19 永遠の命と真実な愛
マタイ 20 深く憐れんで下さるイエスの愛
マタイ 21 主に用いられた子ろばのごとく
マタイ 22 キリストの儀の衣を着る
マタイ 23 真心を込めて生きる
マタイ 24 終末のしるしとその備え
マタイ 25 小さな愛の業を喜んでくださる主
マタイ 26 人の目には「無駄」と思えることも
マタイ 27 強いられた十字架の恵み
マタイ 28 復活の主と共に

マルコ 1 権威ある教え
マルコ 2 罪を赦す権威
マルコ 3 聖霊の働きに参与する者として
マルコ 4 信仰の種
マルコ 5 主に癒された人たち
マルコ 6 信じて触れる
マルコ 7 心を開かれて主のみ声を聞く
マルコ 8 たとえ全世界を手に入れたとしても
マルコ 9 塩としての役割とは
マルコ 10 神の国を受け入れること
マルコ 11 葉ばかりのいちじく
マルコ 12 レプトン2枚を捧げた信仰の重み
マルコ 13 目を覚ましていなさい
マルコ 14 御心のままに
マルコ 15 罪の赦しと救いのために
マルコ 16 復活の主に出会う

ルカ 1 信じることの幸い
ルカ 2 イエスの誕生と成長
ルカ 3 罪の赦しに対する応答の実
ルカ 4 聖書の言葉を心に宿して生きる
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ルカ 5 今までの生き方にとらわらない生き方を
ルカ 6 敵意を愛に変える力
ルカ 7 罪の自覚が増すほどに
ルカ 8 福音のともし火が世界を照らす
ルカ 9 幼子を友とする謙遜さ
ルカ 10 あなたの隣人とはだれか
ルカ 11 呼吸するように祈れる者に
ルカ 12 神の前に豊かになる
ルカ 13 実のなるいちじく
ルカ 14 神の国の食卓につく
ルカ 15 失われていたものが見いだされる
ルカ 16 小さな愛の業からはじめよう
ルカ 17 信仰は希望をうむ
ルカ 18 力を捨てて、子どものような心で神の国に入る
ルカ 19 救いの人生に変えられる
ルカ 20 復活するのにふさわしいとされた人
ルカ 21 主の再臨に備える
ルカ 22 主の愛のまなざしを受けて
ルカ 23 十字架は神の勝利のとき
ルカ 24 復活の主に出会い心燃えて生きる

ヨハネ 1 まことの光に従う
ヨハネ 2 水がぶどう酒に変えられる
ヨハネ 3 この世に注がれた神の愛
ヨハネ 4 永遠の命の水
ヨハネ 5 床を担いで歩きだした
ヨハネ 6 天から与えられる命のパン
ヨハネ 7 イエスがこの世に来られたのは…
ヨハネ 8 律法は裁き、イエスの愛は赦し
ヨハネ 9 霊の目が開かれるために
ヨハネ 10 どの「羊の囲い」に属しているのか
ヨハネ 11 永遠の命を与えるために
ヨハネ 12 一粒の麦
ヨハネ 13 一わたしがあなた方を愛したように
ヨハネ 14 天国への道
ヨハネ 15 わたしはぶどうの木
ヨハネ 16 聖霊に導かれて希望の人生を
ヨハネ 17 永遠のいのちとは
ヨハネ 18 王なる主イエス
ヨハネ 19 成し遂げられた
ヨハネ 20 見ないで信じる者に
ヨハネ 21 大漁を経験する人生に

使徒 1 聖霊が働かれる時
使徒 2 世界が一つになる…ペンテコステの出来事
使徒 3 イエスの名によって
使徒 4 大胆に語る
使徒 5 命の言葉を人々に伝えなさい
使徒 6 役割分担をして助け合う
使徒 7 ステファノの殉教
使徒 8 福音の広がり
使徒 9 主と出会うこと
使徒 10 主の救いは全ての人に



使徒 11 重荷を負いあう群れ
使徒 12 信じて祈る
使徒 13 パウロの第1回目の伝道旅行
使徒 14 迫害を恐れず語り続ける
使徒 15 行いによる救いではなく、恵みによる救いを
使徒 16 家族の救いのために
使徒 17 主を人々にどう紹介するのか
使徒 18 語り続けよ
使徒 19 手で作った神々と真の神
使徒 20 走るべき行程
使徒 21 主イエスのために
使徒 22 パウロ、回心を証する
使徒 23 希望の将来を与えて下さる主
使徒 24 信じ抜く
使徒 25 窮地に追いやられても
使徒 26 心を開いて主を仰ぎみよう
使徒 27 望みが消えそうな時にも希望の光が…
使徒 28 主の言葉をうけいれる

ローマ 1 神の力＝デユミナス
ローマ 2 義とされるとは
ローマ 3 信仰による義
ローマ 4 アブラハムの信仰
ローマ 5 罪と救い
ローマ 6 罪の支払う報酬
ローマ 7 罪の支配から解き放たれて
ローマ 8 万事が益となる
ローマ 9 選びの主権は神に
ローマ 10 万人の救いのために
ローマ 11 全世界の救いのご計画
ローマ 12 主への献身による自己変革
ローマ 13 「時」を知ること
ローマ 14 わたしもあなたも主のものです
ローマ 15 隣人を喜ばせる人に
ローマ 16 主に選ばれた同労者たちに

コリント1 1 真の一致
コリント１ 2 霊の目でみる
コリント1 3 成長させて下さる神
コリント1 4 神の評価
コリント1 5 不道徳な者との交際
コリント1 6 神の栄光を現わす
コリント1 7 結婚と信仰生活
コリント1 8 愛に根ざした知識
コリント1 9 朽ちない冠を得るために
コリント1 10 試練の中に主の恵みが
コリント1 11 聖餐に預るのにふさわしいあり方とは
コリント1 12 キリストの体
コリント1 13 信仰・希望・愛
コリント1 14 霊的な賜物について
コリント1 15 キリストの復活にあずかる
コリント1 16 愛に根ざして行う



コリント2 1 苦しみの中の感謝
コリント2 2 キリストの香
コリント2 3 主の姿に造り変えられる
コリント2 4 目で見ることのできないものの価値
コリント2 5 永遠のいのちを生きる
コリント2 6 「今」の時を大切に
コリント2 7 人生のトンネルの意味
コリント2 8 あなたがたが豊かになるためです
コリント2 9 与えることに喜びがある
コリント2 10 主に推薦される人に
コリント2 11 弱さを誇る
コリント2 12 弱さの中の強さ
コリント2 13 愛と平和の主が共に

ガラテヤ 1 他の福音はない
ガラテヤ 2 わたしの罪は十字架の上に
ガラテヤ 3 まず、信仰ありき
ガラテヤ 4 神の相続人とされた
ガラテヤ 5 愛の実践を伴う信仰
ガラテヤ 6 互いに重荷を担う

エペソ 1 御国を継ぐ者として
エペソ 2 神の家族
エペソ 3 キリストの愛の広さ、長さ、深さ
エペソ 4 古い生き方を捨てて
エペソ 5 闇の時代を導く光となる
エペソ 6 神の武具を身につけて

ピリピ 1 パウロの死生観
ピリピ 2 輝いて生きる
ピリピ 3 わたしたちの国籍は天国にある
ピリピ 4 キリストの平安

コロサイ 1 すべてに先立つ主
コロサイ 2 実体はキリストにあり
コロサイ 3 主にあって
コロサイ 4 言葉の用い方

テサロニケ1 1 響き渡る信仰
テサロニケ1 2 神の言葉を受け入れた時に
テサロニケ1 3 苦難の傍らにおられる主
テサロニケ1 4 主が再び来られる時に
テサロニケ1 5 いつも喜んでいなさい

テサロニケ2 1 主の再臨に焦点を合わせて
テサロニケ2 2 救われるために選ばれた者たち
テサロニケ2 3 神の目に善しとされること

テモテ1 1 神の憐れみによって



テモテ1 2 為政者のために祈る
テモテ1 3 牧師、教会役員の資格
テモテ1 4 惑わす霊に心を奪われることがないように
テモテ1 5 教会の人々に対して
テモテ1 6 富みの使い方

テモテ2 1 受け継がれた信仰
テモテ2 2 キリストと共に生きるには
テモテ2 3 聖書の力
テモテ2 4 みことばを伝える

テトス 1 生活の中で生かされる信仰…信心
テトス 2 贖われた者として神に栄光を帰す
テトス 3 わたしたちの業によってではなく、主の憐れみによって

ピレモン 1 心の友オネシモ

ヘブル 1 御子によって語られる
ヘブル 2 キリストの謙卑と神の愛
ヘブル 3 わたしたちこそ神が住まわれる神の家
ヘブル 4 恵みの座に近づこう
ヘブル 5 大祭司イエス・キリスト
ヘブル 6 救いの確信
ヘブル 7 大祭司、キリスト・イエス
ヘブル 8 新しい契約はあなたの心に刻まれた
ヘブル 9 恵みの座大胆に近づく
ヘブル 10 完全なる贖罪
ヘブル 11 信仰によって出て行った
ヘブル 12 イエスを見つめて走り続ける
ヘブル 13 イエスと共に歩む人生

ヤコブ 1 みことばを実践する
ヤコブ 2 行いうを伴なう信仰
ヤコブ 3 舌を制御できる人に
ヤコブ 4 主が許して下さるならば
ヤコブ 5 苦しむ人の祈りを聞いて下さる主

ペテロ1 1 キリストにある希望
ペテロ1 2 乳飲み子のように慕い求める
ペテロ1 3 祝福を受け継ぐ者として
ペテロ1 4 苦しみに同行して下さる主イエス
ペテロ1 5 謙遜に生きる

ペテロ2 1 主イエスを知ることによって
ペテロ2 2 不義の報い
ペテロ2 3 主の日に備えよ

ヨハネ1 1 主にある交わり
ヨハネ1 2 神から与えられる命は永遠に続く



ヨハネ1 3 友のために命を捨てるほどの愛
ヨハネ1 4 ここに愛がある
ヨハネ1 5 信仰は勝利をもたらす

ヨハネ2 1 正しい教えに留まる

ヨハネ3 1 旅人をもてなしたガイオ

ユダ 1 最も聖なる信仰をよりどころとして

黙示録 1 アルファであり、オメガである主
黙示録 2 苦難の中でも主に忠実に生きる
黙示録 3 心の扉を開くのは
黙示録 4 天上での礼拝
黙示録 5 巻物の封印を開くことができるお方
黙示録 6 終末の前に世界に起ること
黙示録 7 天上における勝利と祝福
黙示録 8 三分の一の災い
黙示録 9 サタンさえも主はご支配の下に
黙示録 10 主の言葉を語る
黙示録 11 主を信じる者を、主は見捨てられない
黙示録 12 主に守られている教会
黙示録 13 為政者がサタンの支配に陥らないために
黙示録 14 主の救いのみ業を確信する
黙示録 15 主の民を救われる主
黙示録 16 主の怒り、主の裁き
黙示録 17 主と共にいる者には勝利が与えられる
黙示録 18 富みの持つわな
黙示録 19 王の王、主の主
黙示録 20 最後の審判
黙示録 21 新天　新地
黙示録 22 主よ、来たりませ


