
ゴスペルカラーで福音を語ろう（会話編）


　💛  子どもから、子どもへ個人伝道できるためのテキストです。 
　　　練習して、あなたも福音を友だちに伝えてみませんか？ 
�ねカゅほら＼私よ名前ら∈∈も言ぞ�び〜


／デΓパベ�Μめび〜今日らで�ゅ＼ヌパヰ


／Δ‥良ぞ知ァふゅまぞむ話オぱべぞめび〜


／ねよネホッ【ヲ【Δよヅ【ヱΔヘ【ゅら＼


／色」や色てまぞむぞ�び〜ねよれもまれ


／もまよ色て＼神は�よねもりめぜィ聖書づァ＼


／で�ゅ大切やつ話オ教ぢむどイ�び〜


／ねよつ話オ聞ぞむどイィ’


／≧子‥ぞぞ™〜∞


�ぜアてもだ〜で�よ名前オ教ぢむどイィ’


／≧子‥恵太∞


��カやづァ可む呼りイむぞィ’


／≧子‥恵太どカ∞


�私�恵太どカむ呼カめぞぞ’／≧子‥ぞぞ™∞


つなぎ：最初の色は金色だよ。　(君)ら＼友ぺほよ名前オぞイむょ〜

�金ら允番びりァぱぞ�よゅ使だ™ょ〜金�ヘΔもづ金よッホロも


／づ＼ねよ金色らねよ世芥よびんむよ�よオ造ァイべびりァぱぞ天よ／


／神は�よねもオ教ぢむどイ�び〜


�神は�ら世芥ゅぜィびんむよ�よオ造ァイべづべやカぺ™〜皆�空


／�＼植物�動物�＼人�神は�ゅ™ぽむ造ァイべカぺ“


�神は�らつ父はカもつ母はカよ材料オ用ぞむ(君)ゅぞよほオ与ぢむ


／どぺはぽべ“神は�らで�オつ母はカよつ腹よ中め＼もぽむ�


／大切ゅ造ぽむどイべカぺ™〜


�ぺづァ＼(君)よねもてもぽむ�大好でやカぺ〜神は�らねだ言ぽむ


／ぞィ™〜ねねオ允緒ゅ読カめ�™だ〜


／／ (ダΕヵ�31‥3永遠の愛をもって、わたしはあなたを愛した。)


�頴汚もぞだよら＼始��終ェア�やど＼ぴぽも＼ぴぽも＼ぴぽも＼


／もぞだねもぺ™〜握びィもらもぽむ�大好でめ大切ゅ思ぽむぞィね


／もぺ™〜神は�らで�て生�イィ前づァ＼(君)よねもオ知ぽむぞむ


／ぴ【ぽも(君)よねもオ大好でぺも言ェイむぞィカぺ™〜


／／≧子よ名前オ入イむ読�∞


／／／頴汚よ握オ�ぽむ＼神は�ら／(君)オ握ぱべ〜


�神は�ら可め�知ぽむぞィも思だ’／≧子‥知ぽむィ∞


�神は�ら可め�めでィも思だ’／／／≧子‥可め�めでィ∞


�ぷだぺょ〜神は�ら可め�知ぽむぞむ＼可め�めでィづァ＼神は�


／やカぺ™ょ〜


�神は�ら(君)よべ�ゅ天国もぞだ素晴ァぱぞもねゥオ用維ぱむどイ／


／べカぺ™〜


�天国もぞだもねゥら＼悲ぱ��苦ぱ�よやぞ＼誰め�＼ぞまめ�＼


／幸ふめぞァイィもねゥぺ™〜


�神は�ら(君)もぞまづ天国め允緒ゅ我のびねもオ掛ぱ�ゅ待ぽむぞ／


／ィカぺ〜


�神は�ら聖ぞ正ぱぞ方ぺづァ＼罪オ�ぽむぞィも天国ゅ入ィねもて／


／めでやぞカぺ〜


つなぎ：罪については、この暗い色が教えてくれるよ。

�罪もぞだよら神は�よ基りイやぞねもオ＼言ぽべア＼


／ぱべア＼考ぢべアびィねもぺ™〜


�言だ罪めら＼ゃカやねもてぜィも思だ’


／≧子‥だぷ＼圧口＼往ぞねもりやゃ∞


�びィ罪めら＼ゃカやねもてぜィも思だ’


／≧子‥にカづ＼ゆび�＼ぞひェィやゃ∞


�考ぢィ罪ら＼ねねゥよ中め＼人よねもオ


／嫌ぽべア＼死ょりぞぞも思ぽべア＼ェべぱら允番ぺも思ぽべアびィ


／ねもぺ™〜
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�ぷイ威崖ゅ�＼死ゅべぞも思ぽべア＼神は�てぞやぞも思だねも�


／罪ぺ™〜罪オ犯びもねよ色よ™だゅ＼心て依どやィカぺ〜


�罪オ犯はやぞ正ぱぞ人らぞィも思だ’／聖書ゅ書ぞむぜィよめ＼


／允緒ゅ読�だ〜


           (子‥義人はいない。ひとりもいない。Ζ【ヴ3‥10∞


�正ぱぞ人られもア�ぞやぞも書ぞむぜィぺゥだ〜ま�ア＼神は�づ／


  ァ見ィも＼びんむよ人ら＼大人�子ゃ��罪オ犯ぱむぞィも言ぽむ


／ぞィカぺ〜


�実ら人関ら生�イィもでづァ＼神は�よ基りイやぞねもオぱべぞも


／言だ思ぞオ�ぽむぞィカぺ〜ぺづァ＼誰ゅ�教ぢむ�ァェやどむ�


／罪オ缶単ゅ犯びねもてめでィカぺ™〜だぷよまで方�喧蚊よ仕方オ


／誰づァ�教ぢむ�ァェやどむ�＼めでィぺゥだ〜


�私ら小はぞもでゅ＼にカづオぱべア＼だぷオ


／まぞべねもぜィ™〜


�(君)ら可づ神は�よ基りイやぞねもぱべねも


／ぜィづや’≧子‥ぜィ∞


�ゃカやねもオぱべづや’／言ぢィ’


／≧子‥だぷまぞべ〜兄弟にカづぱべやゃ)


�ぷイら罪ぺょ〜神は�ら正ぱぞ方ぺづァ＼罪ゅ罰オ与ぢィカぺ〜


�罪よ罰ら天国を行にやどやア＼死カぺ後＼苦ぱぞ場所ゅ入イァイィ／


／カぺ™〜


つなぎ：でも神さまは(君)のことが大好きだから、罪の罰を受けなく
　　　てもいい方法を用意されたんだ。それが、赤い色のお話だよ｡

�赤ぞ色らゼダパ…ヅΓパ�は�ゅまぞむ教ぢむどイィ™〜


�神は�て (君)よべ�ゅゼダパは�オ天国づァ送ぽむどイべカぺ™〜


�ゼダパは�ら神は�よれもア子＼ま�ア＼神は�やカぺ〜


�ぺづァ＼ゼダパは�ら可め�知ぽむぞィぱ＼可め�めでィカぺ™〜


�神は�めぜィゼダパは�て＼人もぱむ生�イむどぺはぽべカぺ〜


�ゼダパ様よ誕生オ世芥中めつ祝ぞびィ日てデΓパヴパぺ™〜


�ゼダパは�ら＼(君)も同ひ人もやァイべよぺにゃ＼


／(君)も允番磯だもねゥら＼ゼダパは�ら神は�


／ぺづァ＼罪オ犯はやぞカぺ〜


�ゼダパは�ら＼(君)よ罪よ罰オ赦び


／べ�ゅ＼(君)よ代ェアゅで�よ罪


／よ罰オ受にむどぺはぽべカぺ〜


�ねねオ允緒ゅ読カめ�™だ〜


／≧子‥御子イエスの血はすべて
　　の罪から私たちをきよめます。�Αュャ1‥7∞


��ぱ手オ切ぽむ血て止�ァやぞもゃだやィ’


／≧子‥死ゆ∞


�ま�ア血もら＼死ゆも言だねもぺ™〜罪よやぞゼダパは�て＼(君)


／よ罪よ罰オ代ェアゅ受にむ血オ流び≧死ゆ∞づァ＼(君)よ罪よ罰ら


／赦ぱむ�ァだねもてめでィカぺ〜


�ゼダパは�よ手も足ら＼大でや釘め十字禍ゅ打ほ付にァイむ＼血オ


／流ぱむ＼もぽむ�苦ぱカめ＼死やイべカぺ〜


�ぷぱむ＼ゼダパは�らつ墓ゅ入イァイ�ぱべ〜


／もねゥて＼ゼダパ様ら＼三日目ゅ™�てぢ


／ァイべカぺ°


�™�てぢィもぞだよら＼天国を行どねもよめ


／でィ＼�だ死ゆねもよやぞ体め＼生でづぢィ


／ねもぺ™〜


�ぷぱむ＼ゼダパは�ら天国を帰ァイ＼今�生でむぞィカぺ™〜


�神は�らねだ言ぽむぞィ™〜


　神の下さる賜物（プレゼント）は、私たちの主キリスト・
　イエスにある永遠のいのちです。　　ローマ6：23　


�ゼダパは�ら(君)よ代ェアゅ罪よ罰オ十字禍よ上め受にむどぺはぽ／


／べカぺ™〜ゼダパは�ら＼(君)オ罪よ罰づァ救だべ�ゅ死カめどぺ


／はぽべ方＼(君)よ救ぞ主ぺ™〜


� 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�JCM  Copyright © 2019 JCM  Copyright © 2019



�神は�づァよロΕビΜ�めぜィゼダパは�オ＼(君)よ救ぞ主もぱむ


／信ひむ＼(君)よ心ゅ受に入イィやァ＼(君)よ罪ら赦はイ＼天国を行／


／どねもよめでィ頴汚よぞよほオ�ァぢィカぺ〜


つなぎ：この白い色は、永遠のいのちをきみが持つための方法を教え
　　　　てくれるよ｡
�頴汚よぞよほオ�ァだゅら＼神は�よロΕピΜ�


／めぜィ＼ゼダパは�オ(君)て受にもィ必要てぜィ™〜


�聖書よ約束オ允緒ゅ読カめ�™だ〜


≧子‥御子を信じる者は永遠のいのちを持つ　ヨハネ3：36∞


�御子らゼダパは�よねもぺ™〜ゼダパは�オ信ひィも言だねもら＼

£ゼダパは�て＼(君)よ罪よ罰オ代ェアゅ受にむどぺはぽべで�よ救


／ぞ主めび％も信ひィもねもぺ™〜


�(君)てゼダパは�オ救ぞ主もぱむ信ひィやァ＼天国を行どねもよめ


／でィ頴汚よぞよほオ�ァだねもてめでィカぺ〜


�(君)てゼダパは�オ信ひィも＼�ぱづぱべァ＼友ぺほゅユッゅはイ／


／べア＼理快ぱむ�ァぢやぞねもてぜィづ�知イやぞ〜


�め�＼ゼダパは�てぞま�允緒ゅぞむ＼(君)オ守ぽむどぺはィ™〜


�ゼダパは�オ信ひィも言だねもら＼他よ人


／めらやど＼自分め決�ィねもやカぺ™〜


�(君)らゼダパは�オ信ひむ天国を行にィ


／頴汚よぞよほオ�ァぞべぞめびづ’／


／／≧子‥�ァぞべぞ∞


�今�めよつ話オ復習びィょ〜


�ゃだぱむ＼ゼダパは�オ信ひやぞも天国を行にやぞよ’


／≧子‥罪てぜィづァ∞


�(君)よ罪よべ�ゅゼダパは�ら可オぱむどイべ’


／≧子‥死カめ＼™�てぢぽむどイべ∞


�ゃだびイり＼頴汚よぞよほオ�ァだねもめでィよ’


／≧子‥ゼダパは�オェべぱよ救ぞ主もぱむ信ひィ∞


�ぞまゼダパは�オ信ひべぞめびづ’≧子‥今∞


�ぷよねもオ神は�ゅつ祈アぱ�ぱ�だ〜


／つ祈アら神は�もつ話びィねもぺ™〜


�呼ろづにら£天よ神は�％もぞだカぺ〜


⑲私ら罪オ犯ぱ�ぱべ〜の�カやはぞ〜


⑳私よ罪よ罰オ＼受にむ＼ゼダパは�て＼死やイ＼


／™�てぢぽむどぺはぽべねもオ＼ぜアてもだのばぞ�び〜


�私ら＼ゼダパは�オ＼私よ救ぞ主もぱむ＼信ひ＼受に入イ�び〜


／ゃだへ＼私よ心よ中ゅ＼つ入アどぺはぞ〜


／�／ゼダパは�ら目ゅ見ぢやぞにゃ＼で�よ心ゅ入ぽむどぺはア＼


／／／ぞま�允緒ゅぞむ＼守ぽむどイィ™“


�最後ゅ£ゼダパは�よつ名前ゅ™ぽむ＼つ祈アぱ�び〜ズ【�Μ％／


／も言だ〜(君)よつ祈アオ手伝だにゃ＼ねイら(君)よつ祈アぺづァ


／™どねもりよ維味オ考ぢむ言ぽむどぺはぞ〜区切ぽむ言だよめ


／私よぜもゅまぞむ＼言ぽむどぺはぞ〜


／£天よ神は�＼私ら＼罪オ犯ぱ�ぱべ〜の�カやはぞ〜


／私よ罪よ罰オ＼受にむ＼ゼダパは�て＼死やイ＼


／™�てぢぽむどぺはぽべねもオ＼ぜアてもだのばぞ�び〜


／私ら＼ゼダパは�オ＼私よ救ぞ主もぱむ＼信ひ＼受に入イ�び〜


／ゃだへ＼私よ心よ中ゅ＼つ入アどぺはぞ〜


／ゼダパは�よ＼つ名前ゅ™ぽむ＼つ祈アぱ�び〜ズ【�Μ〜％


�今＼ゼダパは�オ信ひむ＼ゃカやぞよほオ�ァぞ�ぱべづ’


／≧子‥頴汚よぞよほ∞


�頴汚よぞよほオ持ぽむぞィも＼ゃねを行にィ’≧子‥天国∞


�聖書よねもりゅ(君)よ名前オ入イむ読カめ�™だ〜


／≧子‥御子オ信ひィ∈∈ら頴汚よぞよほオ持ま〜∞


�ねイら神は�よつ約束ぺぽべ™ょ〜


�神は�ら約束オ破ぽべア＼変ぢべアびィねもぜィも思だ’


／≧子‥やぞ∞
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�(君)て�ァぽべ頴汚よぞよほら＼やどやぽべア＼奪ェイィねもらや／


／ぞカぺ™〜


�つ�めもだ“素晴ァぱぞ頴汚よぞよほオ�ァぽむ良づぽべょ〜


�(君)よ罪らゃだやぽべも思だ’≧子‥やどやぽべ−赦はイべ∞


�ぷだぺょ＼ゼダパは�て＼(君)よ罪よ罰オ全部受にむどぺはぽべよ／


／め＼(君)よ罪よ罰らびんむ赦はイべカぺ™ょ〜


�ゼダパは�ら今ゃねゅぞィ’≧子‥ねねゥよ中∞


�ゼダパは�ら天国ゅつァイ＼(君)よ心よ中ゅ�つァイィカぺ™〜


�神は�らねよ™だゅ言ぽむぞィ™〜


　あなたの主、ご自身が、あなたとともに進まれるからだ。
　主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。　 申命記31：6

�ぞまめ�ゃねめ�＼神は�＼ゼダパは�ら允緒ゅぞむどぺはィ™〜


�べもぢ＼架族�友ぺほも離イィねもゅやぽむ�＼ゼダパは�ら(君)／


／もも�ゅぞィ™〜絶対ゅらやイべア＼見捨むべアらぱやぞ〜


�(君)も允緒ゅぞィゼダパは�ら＼(君)も允緒ゅ歩ぞむどぺはィよめ／


／可づオ恐イィねもらやぞカぺ〜


つなぎ：(君)の暗い心は、イエスさまの血によって白くされ、天国へ
　　　　行くことができるようになったね。
　　　　次は緑色だよ！
�(君)ら天国ゅ行にィ頴汚よぞよほオ�ァぽべ


／ぺにめらやぞカぺ〜(君)ら神は�よ


／子ゃ�もぱむ新ぱど生�イべカぺ™〜


�ぷぱむ＼ゼダパは�て守ぽむどぺはィ


／ゼダパは�ベ【�ゅ入ぽべカぺ™〜／


�ゼダパは�て(君)も允緒ゅぞむ助に＼


／／教ぢ＼守ぽむどぺはィカぺ〜


�ゼダパは�ら＼(君)よニ【ベめ＼可て


／／正ぱどむ神は�ゅ基りイィねも


／／づオ教ぢむどイィ™〜


�ゼダパは�ら＼(君)て神は�よ子ゃ�もぱむ＼成長びィよ�オ助に


／むどイィ™〜


�もねゥて＼(君)よ成長オ邪魔びィ物てぜィカぺ™〜ぷイら罪ぺ™〜


�(君)よ罪よ罰らびんむ赦ぱむ�ァぽべカぺに


／ゃ＼罪オ犯ぱべぞもぞだ思ぞら＼(君)て天国


／を行ど�めやどやァやぞカぺ™〜ぺづァ＼


／時」ぱべどやぞも思ぽむ�罪オ犯ぱむぱ�だ


／ねもてぜィづ�知イやぞ〜


�(君)て罪オ犯ぱむ�＼ぷよ罪よ罰オ受にィ


／ねもらやぞにゃ＼神は�ゅ£の�カやはぞ％も言ェやぞも＼神は�


／もよ仲よ良ぞ韓係て恢イむ＼心ゅ怒ア�恐イ�不以て＼入ぽむどィ


／カぺ™〜


�聖書らねだ言ぽむぞィ™〜


　自分のそむきの罪を隠す者は成功しない。
　それを告白して、それを捨てる者は哀れみを受ける。箴言28：13

�罪よ告白オびィもでら＼の�カやはぞよ祈アオびィ〜


⑲ 罪オ犯ぱべも気てまぞべァ＼罪オ羽びよめらやど£罪めぜィ％


／ねもオ認�ィ〜


⑳ 天よ神は�も呼ろづにむ＼


／神は�ゅ可オぱべづオ具体的ゅ話ぱ£の�カやはぞ％も言つだ〜


� ゼダパは�ら＼で�よぷよ罪よ罰オ�だ十字禍よ上め受にむどぺ


／はぽべよめ＼ゼダパは�ゅ£ぜアてもだ％も言つだ〜


� ゼダパ様よつ名前ゅ™ぽむつ祈アぱ�び〜ズ【�Μも祈ィ〜


�神は�らぜやべオぷよ罪づァで™�むどぺはア＼�べ神は�も仲よ


／良ぞ韓係て持むィ™だゅやィ™°


�ゼダパは�ベ【�よで�ら成長びィべ�ゅＯまよねもてめでィ™〜
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イエスさまチームだよ！



＊一つ目はお祈りだよ。
�£天よつ父は�％も呼ろづにィねも�めでィ™〜


�(君)よつ祈アオ聞ぞむどぺィ神は�もよつ話ぱめび〜


／…神は�＼の�カやはぞ


／…神は�ぽむびのぞ“


／…神は�＼ぜアてもだ


／…神は�＼つ伎ぞぱ�び


�(君)て話ぱべぞねもオ可め�神は�ゅ話ふィ™〜


�つ祈アよ最後ら＼ねよ™だゅ言だカぺ™〜


�£ゼダパは�よつ名前ゅ™ぽむ祈ア�び〜ズ【�Μ〜％


�ねイらねよ™だゅ＼ぞまめ�ゃねめ�＼神は�ゅつ祈アめでィよ


／ら＼ゼダパは�よつづぬめびもも言だ維味ぺ™〜


＊次は神さまのことばを読み、従うこと
�聖書オ毎日少ぱぴま＼読カめょ〜


�神は�て(君)ゅぱむ欲ぱぞねも�


／ぱむ欲ぱどやぞねもて分づぽべァ＼


／ぷイゅ従つだ“


＊神さまがきみにしてくださったことをお話ししよう！
�£ゼダパは�て＼(君)よ救ぞ主ぺ％もぞだねも�£(君)て頴汚よぞ


／よほオ持ぽむぞィねも％オ(君)よ架族�友ぺほゅ話ぱむぜぬ™だ〜


�(君)よ周アよ人�ゼダパは�よねもオ�ぽも


／知アべぞも思ぽべア＼ゼダパは�オ信ひ


／べぞも思だもぞぞ™ょ


�ぷだびイり＼(君)よ周アよ人�ゼダパ


／は�オ信ひ＼天国を行にィ™だゅやィ


／づ�ぱイやぞょ〜／／／


＊教会に行くこと
�教廻ゅ行ども＼ゼダパは�ベ【�よつ友ぺほも允緒ゅ＼神は�オ


／はカろぱむ＼礼拝びィカぺ™〜


�聖書づァよつ話オ聞ぞむ＼神は��ゼダパは�よねもて�ぽも


／™ど分づィ™だゅやィ™〜


�緑色よ大でや木よ™だゅ＼(君)ら神は�


／よ子ゃ�もぱむ大でど成長めでィ™〜


つなぎ：最後の色は青い空の色だよ。
�空オ見べァ＼較ぢむぞむ欲ぱぞねもて


／ぜィカぺ〜ぷイらゼダパは�よ約束ぺ™〜


�ゼダパは�ら天国ゅ(君)よ架オ用維ぱべァ迎ぢゅ来�びも約束はイ


／べ™〜≧ΑュャＬＯ‥Ｍ×Ｎ∞


�ぺづァ＼地上めら辛ぞねも�苦ぱぞねもてぜィづ�知イやぞにゃ＼


／ゼダパは�て迎ぢゅ来ァイィよオ掛ぱ�ゅ待ぽむぞ™だ“


��ぺ＼ゼダパは�よねもオ知ァやぞ人ゅ＼ゃだぱべァ頴汚よぞよ

ほ／オ�ァぢィづオ教ぢむぜぬ™だ“


�(君)て頴汚よぞよほオ�ァぽべ日オ忘イやぞ™だゅねねゅ書ぞむ


／つねだ“


／…名前も月日オ書ど


�(君)ら天国を行にィ™だゅやぽべにゃ＼ぷよねもめ神は�ゅ可づ


／言だねもやぞづや’


／≧子‥ぜアてもだ∞


�神は�ゅつ祈アぱむ�™だ“


／≧つ祈アよ仕方オ説明びィ∞


／≧子ゃ�てれもアめ祈ィ∞


�ェべぱ�(君)よべ�ゅつ祈アびィょ〜


／≧子ゃ�て理快めでィねもりめ祈ィ∞


�教廻よ／／／／／／／／ら／  ／曜日よ／／／／時づァぺ™〜


／ぶれ＼次よ日曜日ゅ来むょ〜


�聖書��Βデ�やゃオぜぬィ〜 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救われた子どもの名前を書いて、続けてお祈りしよう。

� 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�JCM  Copyright © 2019 JCM  Copyright © 2019

クラス 月日 名前 年(学年)

名前________________________

ジャパンク リエイティブ ミニストリー 
〒300-1263 茨城県つくば市富士見台33-287 
携帯：090-9100-4338  

E-Mail ：jcm-keiko.fujita@ab.auone-net.jp

JCM

ゴスペルキーホルダーは、

JCMにて１５０円で

販売しています。
　　ご注文は、下記へ

mailto:jcm-keiko.fujita@vesta.ocn.ne.jp
mailto:jcm-keiko.fujita@vesta.ocn.ne.jp

