52週間 新約聖書通読表 オモテ
週

日曜日

月曜日

火曜日

（新改訳用）

水曜日

木曜日

52週間 新約聖書通読表 ウラ

開始日：
金曜日

土曜日

1 マタイ1:1-25 マタイ2:1-23 マタイ3:1-17 マタイ4:1-25 マタイ5:1-20 マタイ5:21-48 マタイ6:1-18
2

マタイ6:19-7:12 マタイ7:13-29

マタイ8:1-22 マタイ8:23-9:17 マタイ9:18-38 マタイ10:1-23

3 マタイ11:2-30 マタイ12:1-21 マタイ12:22-50 マタイ13:1-23 マタイ13:24-43

マタイ13:44-14:12

週

日曜日

月曜日

火曜日

（新改訳用）

水曜日

27 使徒11:1-30 使徒12:1-25 使徒13:1-20 使徒13:21-41

木曜日

BibleStyle.com

金曜日

使徒13:42-14:10 使徒14:11-15:5

土曜日
使徒15:6-29

使徒16:11-34 使徒16:35-17:15 使徒17:16-34 使徒18:1-23 使徒18:24-19:20 使徒19:21-41

マタイ10:24-11:1

28

マタイ14:13-36

29 使徒20:1-17 使徒20:18-38 使徒21:1-26

使徒21:27-22:10

使徒26:12-32 使徒27:1-26 使徒27:27-28:10 使徒28:11-31

使徒15:30-16:10

使徒22:11-30 使徒23:1-15 使徒23:16-24:9

4 マタイ15:1-28

マタイ15:29-16:12

マタイ16:13-28 マタイ17:1-23 マタイ17:24-18:14 マタイ18:15-35 マタイ19:1-30

30 使徒24:10-27 使徒25:1-22

5 マタイ20:1-19

マタイ20:20-21:11

マタイ21:12-27 マタイ21:28-46 マタイ22:1-22 マタイ22:23-23:12 マタイ23:13-39

31 ローマ1:1-17 ローマ1:18-2:4 ローマ2:5-29 ローマ3:1-31 ローマ4:1-25 ローマ5:1-21 ローマ6:1-14

6 マタイ24:1-28 マタイ24:29-51 マタイ25:1-30 マタイ25:31-46 マタイ26:1-25 マタイ26:26-46 マタイ26:47-68
マタイ27:15-44 マタイ27:45-66 マタイ28:1-20 マルコ1:1-20 マルコ1:21-45 マルコ2:1-22

7

マタイ26:69-27:14

8

マルコ2:23-3:19 マルコ3:20-4:9 マルコ4:10-34 マルコ4:35-5:20 マルコ5:21-43

9 マルコ7:1-23

マルコ7:24-8:10 マルコ8:11-38

10 マルコ10:35-52 マルコ11:1-25

マルコ11:27-12:12

使徒25:23-26:11

32 ローマ6:15-7:12 ローマ7:13-8:11 ローマ8:12-30 ローマ8:31-9:5 ローマ9:6-33 ローマ10:1-17

ローマ10:18-11:12

33 ローマ11:13-36 ローマ12:1-21 ローマ13:1-14 ローマ14:1-23 ローマ15:1-13 ローマ15:14-33 ローマ16:1-27

マルコ6:1-29 マルコ6:30-56

34

Ⅰコリント1:1-31 Ⅰコリント2:1-16 Ⅰコリント3:1-23 Ⅰコリント4:1-21 Ⅰコリント5:1-13 Ⅰコリント6:1-20 Ⅰコリント7:1-24

マルコ9:33-10:12 マルコ10:13-34

35

Ⅰコリント7:25-40 Ⅰコリント8:1-13 Ⅰコリント9:1-27 Ⅰコリント10:1-22

マルコ12:13-34 マルコ12:35-13:13 マルコ13:14-37 マルコ14:1-16

36

Ⅰコリント13:1-13 Ⅰコリント14:1-25

マルコ9:1-13 マルコ9:14-32

Ⅰコリント10:23-11:16 Ⅰコリント11:17-12:11 Ⅰコリント12:12-31

Ⅰコリント14:26-15:11 Ⅰコリント15:12-34 Ⅰコリント15:35-58

Ⅰコリント16:1-24 Ⅱコリント1:1-24

11 マルコ14:17-42 マルコ14:43-72 マルコ15:1-21 マルコ15:22-47 マルコ16:1-20 ルカ1:1-23

ルカ1:24-56

37

Ⅱコリント2:1-17 Ⅱコリント3:1-18 Ⅱコリント4:1-18 Ⅱコリント5:1-21 Ⅱコリント6:1-18 Ⅱコリント7:1-16 Ⅱコリント8:1-24

12 ルカ1:57-80

ルカ4:31-44

38

Ⅱコリント9:1-15 Ⅱコリント10:1-18 Ⅱコリント11:1-33 Ⅱコリント12:1-21 Ⅱコリント13:1-13 ガラテヤ1:1-24 ガラテヤ2:1-21

ルカ2:1-20

ルカ2:21-40 ルカ2:41-3:6 ルカ3:7-38

13

ルカ5:1-26 ルカ5:27-6:5 ルカ6:6-26

ルカ6:27-49

14

ルカ8:4-25

ルカ9:18-36 ルカ9:37-62 ルカ10:1-24 ルカ10:25-42

ルカ8:26-56

ルカ9:1-17

ルカ7:1-17

ルカ4:1-30

ルカ7:18-35 ルカ7:36-8:3

15 ルカ11:1-28 ルカ11:29-54 ルカ12:1-21 ルカ12:22-40 ルカ12:41-59 ルカ13:1-21
16 ルカ14:12-35 ルカ15:1-32 ルカ16:1-18

ルカ16:19-17:10

ルカ17:11-37 ルカ18:1-17 ルカ18:18-43

17 ルカ19:1-27 ルカ19:28-48 ルカ20:1-18 ルカ20:19-47 ルカ21:1-28
18 ルカ22:39-62

ルカ22:63-23:12

ルカ13:22-14:11

ルカ21:29-22:13

ルカ22:14-38

ルカ23:13-38 ルカ23:39-24:12 ルカ24:13-53 ヨハネ1:1-18 ヨハネ1:19-34

19 ヨハネ1:35-51 ヨハネ2:1-25 ヨハネ3:1-21

ヨハネ3:22-4:15 ヨハネ4:16-42 ヨハネ4:43-5:14 ヨハネ5:15-29

39 ガラテヤ3:1-14

ガラテヤ3:15-29 ガラテヤ4:1-20 ガラテヤ4:21-5:15 ガラテヤ5:16-6:18

エペソ1:1-23 エペソ2:1-22

40 エペソ3:1-21 エペソ4:1-32 エペソ5:1-33 エペソ6:1-24 ピリピ1:1-26 ピリピ1:27-2:11 ピリピ2:12-30
41 ピリピ3:1-21 ピリピ4:1-23 コロサイ1:1-20

コロサイ1:21-2:7 コロサイ2:8-23 コロサイ3:1-25 コロサイ4:1-18

Ⅰテモテ1:1-20

42

Ⅰテサロニケ1:1-2:12 Ⅰテサロニケ2:13-3:10 Ⅰテサロニケ3:11-4:18 Ⅰテサロニケ5:1-28 Ⅱテサロニケ1:1-2:17 Ⅱテサロニケ3:1-18

43

Ⅰテモテ2:1-3:13 Ⅰテモテ3:14-4:16 Ⅰテモテ5:1-25 Ⅰテモテ6:1-21 Ⅱテモテ1:1-18 Ⅱテモテ2:1-26 Ⅱテモテ3:1-17

44 Ⅱテモテ4:1-22 テトス1:1-16 テトス2:1-3:15

ピレモン

ヘブル1:1-14 ヘブル2:1-18 ヘブル3:1-19

45 ヘブル4:1-16 ヘブル5:1-14 ヘブル6:1-20 ヘブル7:1-28 ヘブル8:1-13 ヘブル9:1-22

ヘブル9:23-10:18

20 ヨハネ5:30-47 ヨハネ6:1-21 ヨハネ6:22-40 ヨハネ6:41-71 ヨハネ7:1-24 ヨハネ7:25-53 ヨハネ8:1-20

46 ヘブル10:19-39 ヘブル11:1-16 ヘブル11:17-40 ヘブル12:1-17

ヘブル12:18-13:8

ヘブル13:9-25 ヤコブ1:1-27

21 ヨハネ8:21-38 ヨハネ8:39-59 ヨハネ9:1-23 ヨハネ9:24-41 ヨハネ10:1-21 ヨハネ10:22-42 ヨハネ11:1-27

47 ヤコブ2:1-26 ヤコブ3:1-18 ヤコブ4:1-17 ヤコブ5:1-20 Ⅰペテロ1:1-21

Ⅰペテロ1:22-2:10 Ⅰペテロ2:11-25

22 ヨハネ11:28-57 ヨハネ12:1-19 ヨハネ12:20-43

48 Ⅰペテロ3:1-22 Ⅰペテロ4:1-19 Ⅰペテロ5:1-14 Ⅱペテロ1:1-21 Ⅱペテロ2:1-22 Ⅱペテロ3:1-18 Ⅰヨハネ1:1-10

ヨハネ12:44-13:17

ヨハネ13:18-38 ヨハネ14:1-21 ヨハネ14:22-15:10

23 ヨハネ15:11-27 ヨハネ16:1-16 ヨハネ16:17-33 ヨハネ17:1-26 ヨハネ18:1-24 ヨハネ18:25-40 ヨハネ19:1-22

使徒3:1-26

26 使徒7:44-60

Ⅱヨハネ

Ⅲヨハネ

ユダ

ヨハネ21:15-25

使徒1:1-26

使徒2:1-28

使徒2:29-47

50 黙示録1:1-20 黙示録2:1-17 黙示録2:18-3:6 黙示録3:7-22 黙示録4:1-5:8 黙示録5:9-6:17 黙示録7:1-17

使徒4:1-22 使徒4:23-5:11 使徒5:12-42

使徒6:1-15

使徒7:1-22

使徒7:23-43

51 黙示録8:1-9-12

24 ヨハネ19:23-42 ヨハネ20:1-23
25

49 Ⅰヨハネ2:1-29 Ⅰヨハネ3:1-24 Ⅰヨハネ4:1-21 Ⅰヨハネ5:1-21

ヨハネ20:24-21:14

使徒8:1-25 使徒8:26-9:9 使徒9:10-30 使徒9:31-10:8 使徒10:9-33 使徒10:34-48
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黙示録9:13-10:11

黙示録11:1-19 黙示録12:1-18 黙示録13:1-18 黙示録14:1-20 黙示録15:1-16:11

黙示録16:12-17:8 黙示録17:9-18:10 黙示録18:11-24

黙示録19:1-21 黙示録20:1-15 黙示録21:1-27 黙示録22:1-21

