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全体の「子どもたちが重要であり」
チームに感謝！

Chief Editor: Kristina Krauss
Creative Team: Angie Kangas, Dwight Krauss, Flor 
Boldo, Jennifer Sánchez Nieto, Jon Kangas, Julio 
Sánchez Nieto, Mike Kangas, Monserrat Duran 
Díaz, Rubén Darío, Suki Kangas, Verónica Toj, and 
Vickie Kangas.

Translation Team: Ali Atuha, Aline Xavier, Annupama Wankhede, Aroma Publications, 
Benjamin Gaxiola, Blessie Jetender, Blessy Jacob, Carla Mayumi, David Raju, 
Diana de León, Ephraim Njuguna Mirobi, Finny Jacob, Jacob Kuruvilla, Jetender 
Singh, Marcos Rocha, Mary Amelia Hernández, Mathew Das, Nassim Bougtaia, Paul 
Mwangi, Paul Septan, Rubina Rai, Sabrina Benny John, and SubtitleMe.
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“鈍力外傷を持つ場合”“鈍力外傷を持つ場合”

 場合 

“私は私があなたのために持っている計画を知っているために、” 主は宣言する、” 
あなたを繁栄し、あなたに害を与えないように計画し、あなたの希望と未来を与えるこ
とを計画.” エレミヤ書 29:11

私は若く場合でも、私は大きなことを行うことができます.

あなたは子供

として私を参

照しています

か？

料理は毎日、またはあなたの通常の責任ではありません、あなたの親のためのい
くつかの他の仕事を洗うように、通常はあなたではありません今週の仕事を引き
受けます。 神はあなたが大きな物事を行う手助け見ます.
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“行方不明死体の場合”

 場合 

すべてが間違っているように私は感じた時、神はまだ忠実です.  

“御子イエス・キリスト私達の主との交わりにあなたを呼ばれた神は、忠実であ
る。”Iコリント1:9

それはあなたのためにひどくつもりだったが、それすべてがうまくなったように見え
た時間について誰かに教えてください。 神はあなたにそれのために重要なことを教
えて.

私は私の庭
からこれを
もたらしま

した.
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“男性の場合は、船外に投げ”“男性の場合は、船外に投げ”

 場合 

私は私の罪を見たとき、私はそれを後悔すると停止する必要があります.    

“悔い改めてから、神に向かい、あなたの罪が払われるようにしなさい。爽やか
な時は主から来るかもしれない。,”ヨハネの黙示録3:19

今週は、あなたが言うか、あなたが恥じていることを行うことを間違って何
かに余分に敏感であり、公共のビデオで見たいと思っていないでしょう。 悔
い改める。 あなたが最初に考えるように助けて、再びそれをやって前に停止
するために神に依頼.

泳ぎに行
きましょ
う。
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“匿名のヘルパーの場合”“匿名のヘルパーの場合”

良きサマリア人のように、私は誰にでも親切にする必要があります.    

“あなたを愛している人が大好きなら、どんな報酬を得られますか？ 徴税師も
それをやっていませんか？ マタイの福音書5:46

友人ではない誰かを選んでフレンドリーな方法でそれらに手を差し伸べます。 あな
たは学校の後にあなたと遊ぶためにそれらを招待、または昼食時に自分で来て座って
彼らに呼び出すことができます.

 場合 

あなたは私
の隣人にな
りますか？
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“絞首刑の縄の場合”“絞首刑の縄の場合”

神は、時には非常に大胆なことを私に尋ねてきますし、彼のために重要なことを危険
にさらします.  

“私はあなたに命じたではありませんか。 強く勇気を出してください。 おびえては
いけません。 どこにいてもあなたの神、主があなたとなりますため、落胆することは
ありません。” ヨシュア記 1:9

神は人を救うために私を選んだ、そして” このような時” のために私をここ
に置いている場合があります。 あなたがクリスチャンであることを隣人に伝
えると、彼らは来週あなたと一緒に教会に行きたいかどうか尋ねます.

 場合 

私は愛で
王です。



7

“変更された健康な証拠の場合”“変更された健康な証拠の場合”

ハンセン病患者のように、私は彼が私のために何をしたかのために神に” ありがと
う” 、言う必要があります.  

“ これは、キリスト・イエスにあなたのための神の意志があるため、すべての状
況に感謝を与えます。” 1テサロニケ 5:18

あなたはまだのために彼に感謝し考えていない三つのリストを作成します。 我々は通
常、感謝しているものは、食品、衣類、そしてファミリーです。 以下のために感謝す
るためにあなたの学生が新しいアイデアを考える必要があり、 以下のようなもの：あ
なたが失われたアイテムを見つける手助けを、あなたは学校で安全に内部にあるまで、
今日のあなたの兄弟姉妹にだけ素敵なことを言うする能力を有する、今日一回落下せず
に、あなたの自転車に乗って、戻って雨を保持している、など.

 場合 

ねえ、見
て、私は踊
ることがで
きます！
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“登場する子犬の場合”“登場する子犬の場合”

アダムと同じように、私は私の周りの創造の世話をするために担当しています。    

あなたの庭に植物を水とその周りから悪い雑草を取り除くので、良く成長しま
す。

“神は彼らを祝福し、彼らに言った...海の魚、空の鳥を超えると、地面に動くすべ
ての生き物を支配する。”創世記を1:28b 

 場合 

クローズア
ップ見て！
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“被害者の統計情報の遠隔変更の場合”“被害者の統計情報の遠隔変更の場合”

センチュリオンのように、私の信仰は私の近くにない人のために何かを変更すること
ができます。 

“イエスはこれを聞いたとき、彼は彼に驚きました、と彼以下の群衆に目を向け、彼は
私があなたを教えて、私もイスラエルで、このような偉大な信仰を発見していない” 
と言いました。’” ルカの福音書 7:9 

友人や親戚にメモを書き、彼らがやっているか尋ねると、あなたは彼らのために何か
について祈ることができれば.

 場合 

そのための
アプリはあ
りますか？



10

“失明の神秘的な攻撃の場合”“失明の神秘的な攻撃の場合”

私は自分の敵を愛します.    

“しかし、私はあなたに言う：あなたの敵を愛し、あなたを迫害する人々のために祈
る “マタイの福音書5:44

ひどくあなたを治療している誰かのためにささやかな贈り物を購入し、彼らにそれ
を与えます.

 場合 

待機中、
待機中、
待機中…
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“未知のささやきの場合”“未知のささやきの場合”

私は彼に耳を傾けるとき、神は私に話をします。

週の間に、いくつかの大人にインタビューし、サミュエルのように、神から聞いた、
誰かを見つけます。”神は今まであなたに話していますか？”と尋ねるどのように神
はあなたに話をしましたか？ どのようにあなたはそれが神だった知っていました?”

“…羊は彼の声に耳を傾けます。 彼は名前で自分の羊を呼び出し、それらをリー
ド.” ジョン 10:3b 

 場合 

私は聞いて
いる…
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“歩いミイラの場合”“歩いミイラの場合”

神はまだ悪いことが起こる場合でも、私を愛して.    

“イエスはわたしはよみがえりであり、命で” 、彼女に言いました。 わたしを信じる
彼は死ぬにもかかわらず、生きます;’” ジョン11:25

悪い何かが彼らに起こっていたあなたが知っている誰かのために素晴らしい何かを
します。

 場合 
ちょうどここ
に...神は私
を愛して「次

へ」

をクリッ
クし、見
て。
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“横たわっている陰謀の場合”“横たわっている陰謀の場合”

神様はいつも真実を伝えたいと思っています。 

あなたが言った嘘を考えてみて。 もう他人に嘘をつく作りを継続しないことを選び
ました。 紙の小片を取り、その嘘を書き留めます。 あなたはもはやうそをしない
助けるために神を求めて、ノートに祈りを書き留めます。 あなたの家の外の紙を取
り、それを埋めます. 

 場合 

“あなたはその慣行を使用して昔の自分をオフに撮影しておりますので、お互いに嘘
はいけない。“コロサイ3:9

これは、
お金の話
ですか？



14

“奇妙な悪夢の場合”“奇妙な悪夢の場合”

私は神が私の友人や家族に別の贈り物を与えることを知っています.     

あなたが知っている3人のリストを作成し、どのように神があなたより異なって
いる才能、能力、または強みでそれらを恵まれました。 彼らの贈り物の嫉妬で
はないと祈り、あなたを助けるために神に頼みます.  

“しかし、実際には、神は、彼は彼らがなりたかっただけのように、体内の部品、そ
れらの一つ一つを配置しています。 彼らはすべて1つの一部であった場合は、どこの
体は可能でしょうか？“コリント12:18-19

 場合 
私はセー
ターを買
いに行き
ました. 



“同様に、今の私たちの神に対する

知識や理解は、そまつな鏡にぼんや

り映る姿のようなものです。しか

し、やがていつかは、面と向かって

神の完全な姿を見るのです。いま私

が知っていることは、おぼろげで、

ぼんやりしています。しかしその時

には、いま神様が私の心を見通して

おられるのと同じように、すべてが

はっきりわかるでしょう。”

コリント人への手紙Ⅰ 13:12

www.ChildrenAreImportant.com
info@childrenareimportant.com
We are located in Mexico.
00-52-592-924-9041Easy 1 CBI 


