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著者まえがき 

 

本書は６歳から８歳の子供たちのために、聖書の歴史をお話の形にしてある３冊シリーズの中の１冊目

になります。この最初の本は、創造から士師たちの時代までの歴史を扱っています。 

それぞれのレッスンでは、歴史の一時期だけをカバーし、特に際立った出来事だけに触れてあります。

先生がクラスで、どれだけ他の教材を話し合いの中に用いるかを判断することになります。しかし子供

たちは、一つか二つの大きな出来事にだけ注意を向けて学ぶ時に、歴史を一番よく理解することができ

る、ということを頭に置いておくべきです。 

私たちの天のお父様が、これらの方法を用いて契約の子供たちを祝福してくださり、神さまの御名の栄

光のために、御言葉の真理が契約の子供たちの心に保たれ、代々受け継がれますようにと祈ります。 

牧師 Ｃ．ハンコ 

 

 



編者まえがき 

 

教会の子供達の指導に問答書を用いることは、古くから行われており、長い間成功をおさめている聖書

的な方法です。この小冊子のシリーズは、聖書の事実や歴史の基礎をしっかり固めるために考案された

ものであり、ゆくゆくはウェストミンスター小教理問答のような教理問答への基盤となります。 

この聖書歴史問答の一番新しいもの（２０１１年１月編）は、原本の事実関係の誤りや誤字の発見をも

とに多くの改訂がなされ、更にデイビッド・ヒッグズ牧師によって校正と編集提案がなされたもので

す。（親御さんたちからの大変役に立つ提案をもとに）質問の言葉遣いも数多く新しくされ、子供たち

が答えを暗記しやすいようになりました。親御さんや教師たちが使えるように、「聖書箇所」も加えら

れました。これらはヒッグズ牧師によって加えられたものです。 

この小冊子と一緒に使うためのワークブックも作られました。ご両親が、子供たちの各週の１０問の答

えの暗記を手伝うとともに、該当するワークシートをするお手伝いもお勧めします。安息日学校の先生

たちの役割は補足的なものなので、ご両親（特に父親）は子供たちがクラスに来る前に、それぞれふさ

わしい方法でその日の課を説明しておかれるように強く勧めます。クラスでは先生たちは、適用できる

何問かを扱うだけであり、あとは子供たちの暗記を確かめることによって、その課を復習することにな

ります。 

主が、子供達に主の道を教える私たちの小さな努力を祝福してくださいますように。 

 

牧師 Ｊ．Ｊ．リム 

 

 

 



第  １  課 

創  造 

創世記 第１章 

 

１． あなたの造り主はだれですか。 

 神さまです。［創世記１：２７］ 

 

２． 何人の神さまがいますか。 

 ただおひとりの真の神さまがいらっしゃるだけです。［申命記６：４］ 

 

３． 神さまはすべてのものを造られましたか。 

 はい、はじめに神さまが天と地とを創造されました。［創世記１：１］ 

 

４． 神さまは第一日目に何を造られましたか。 

 天と地と、光も造られました。［創世記１：１～５］ 

 

５． 神さまは第二日目に何を造られましたか。 

 大空を造られました。［創世記１：６～８］ 

 

６． 神さまは第三日目に何を造られましたか。 

 かわいた地と、草と、木と、花を造られました。［創世記１：９～１３］ 

 

７． 神さまは第四日目に何を造られましたか。 

 太陽と、月と、星を造られました。［創世記１：１４～１９］ 

 

８． 神さまは第五日目と六日目に何を造られましたか。 

 魚と鳥、動物と人を造られました。［創世記１：２０～３１］ 

 

９． 神さまは第七日目に何をなさいましたか。 

 神さまは休まれて、私たちに安息日をくださいました。［創世記２：２］ 

 

１０．私たちはどのようにして、この創造について知ることができるのですか。 

  神さまが御言葉、聖書で、私たちに教えてくださるからです。 

 

暗唱聖句：「神はお造りになったすべてのものを見られた。見よ。それは非常によかった。」 

                                 （創世記１：３１） 

 

 



第  ２  課 

創 造 

創世記 第１、２章 

 

１． 私たちの一番最初の親はだれでしたか。 

 アダムとエバです。［創世記３：２０］ 

 

２． 神さまはアダムを何から造られましたか。 

 地のちりから造られました。［創世記２：７］ 

 

３． アダムはどのように動物と違っていましたか。 

 神さまはアダムをご自分のかたちに似た者に造られました。［創世記１：２６～２７］ 

 

４． アダムとエバはどこに住んでいましたか。 

 美しいエデンの園に住んでいました。［創世記２：８］ 

 

５． エデンの園にあった特別な木は何でしたか。 

 いのちの木です。［創世記２：９］ 

 

６． アダムとエバは、どの木から食べてはいけなかったのですか。 

 善悪の知識の木からです。［創世記２：１６～１７］ 

 

７． エデンの園でアダムは何をしましたか。 

 エデンの園の王として、園の世話をしていました。［創世記２：１５］ 

 

８． アダムは、どのようにして自分が王であることをあらわしましたか。 

 動物たちに名前をつけました。［創世記２：２０］ 

 

９． アダムとエバはエデンの園で幸せでしたか。 

 はい、神さまに愛を持って仕えていたので、幸せでした。［参照：イザヤ５１：３］ 

 

 １０．エデンの園は、何をあらわしていますか。 

   天国です。でも天国はエデンの園よりずっと素晴らしいのです。 

                              ［参照：黙示録２２：１～２］ 

 

暗唱聖句：「私たちの主、主よ。あなたの御名は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。」 

                                    （詩篇８：９） 

 



第  ３  課 

人間の堕落 

創世記 第３章 

 

１． アダムとエバは、エデンの園にとどまりましたか。 

 いいえ、神さまが彼らをそこから追い出されました。［創世記３：２３～２４］ 

 

２． どうしてエデンの園から追い出されたのですか。 

 神さまに従わなかったからです。［創世記３：１７、２２～２４］ 

 

３． アダムとエバは、どのように神さまに従わなかったのですか。 

 善悪の知識の木からとって食べました。［創世記３：６］ 

 

４． なぜこの木から食べてはいけなかったのですか。 

 神さまがアダムとエバに、そこから食べてはいけないと言われたからです。 

                           ［創世記２：１６～１７］ 

 

５． だれがエバにその木から食べるように誘惑したのですか。 

 邪悪な、堕落した天使、悪魔です。［創世記３：１～５、参照：第二ペテロ２：４］ 

 

６． 悪魔はどのようにエバのところに来ましたか。 

 蛇を使って、エバに話しかけました。［創世記３：１～５、参照：黙示録２０：２］ 

 

７． エバは悪魔の言うことを聞きましたか。 

 はい、善悪の知識の木から食べ、アダムにも与え、彼もまた食べました。［創世記３：６］ 

 

８． 彼らの不従順によって、何が起こりましたか。 

 苦しみと悲しみが、この世界に入り込みました。［創世記３：１６～１９］ 

 

９． 私たちは、アダムにあって死にましたか。 

 はい、私たちはみな、罪にあって死んでいます。 

                  ［ローマ５：１２～２１、第一コリント１５：２２］ 

 

 １０．アダムが堕落した後、神さまは何を約束されましたか。 

    私たちを罪から救ってくださる、救い主を約束してくださいました。［創世記３：１５］ 

 

暗唱聖句：「わたしは、おまえと女との間に、また、おまえの子孫と女の子孫との間に、敵意を置 

     く。彼は、おまえの頭を踏み砕き、おまえは、彼のかかとにかみつく。」 

                                （創世記３：１５） 



第 ４ 課 

カインがアベルを殺害 

創世記 第４章 

 

１． アダムとエバの二人の息子の名前は何ですか。 

 カインとアベルです。［創世記４：１～２］ 

 

２． 聖書にはアベルについて、何と書いてありますか。 

 アベルは主を恐れていた、と書いてあります。［マタイ２３：３５；ヘブル１１：４］ 

 

３． アベルが主を恐れていたことが、どうして分かりますか。 

 アベルは神様に羊をいけにえとしてささげました。［創世記４：４］ 

 

４． なぜこのことが、神様に喜ばれたのですか。 

 アベルが神の小羊を信じたからです。［ヘブル１１：４；参照 ヨハネ１：３６］ 

 

５． 聖書にはカインについて、何と書いてありますか。 

 カインは悪い者だと書いてあります。［創世記４：９～１０；参照 第一ヨハネ３：１２］ 

 

６． カインが悪い者であることが、どうして分かりますか。 

 血を流さないいけにえを神様にささげました。［創世記４：３］ 

 

７． なぜ、それが悪いことなのですか。 

 カインが自分の罪を悪いと思っていないことが分かるからです。［創世記４：６～７；参照 

 ヘブル１３：１１～１２；第一ヨハネ１：７] 

 

８． カインが悪い者であることが、他にもどうして分かりますか。 

 アベルをねたんで、殺してしまいました。［創世記４：８］ 

 

９． 神様はこれについて、どのようにカインを罰せられましたか。 

 カインを家と家族から離して追放されました。［創世記４：１１～１２、１６］ 

 

 １０．神様はアベルの代わりに、もう一人息子をくださいましたか。               

   はい、セツをくださいました。セツもまた、主を恐れました。［創世記４：２５］ 

 

暗唱聖句：「信仰によって、アベルはカインよりもすぐれたいけにえを神にささげた。」 

                              （ヘブル１１：４） 

 



第  ５  課 

洪水が起こる前の日々 

創世記 第４章１７節～５章３２節 

 

１． アベルを殺した後のカインについて、どのようなことが分かりますか。 

 カインは罪を犯し続け、そして自分の子供たちにも罪を犯すことを教えました。 

                         ［創世記４：１７～２４］ 

 

２． カインの悪い子供の名前をあげてください。 

 レメクです。彼は父親と同じように人殺しでした。［創世記４：２３～２４］ 

 

３． レメクの悪い息子たちは、何をしましたか。 

 家畜を飼い、立琴と笛を奏し、青銅と鉄でたくさんの物を造りました。 

                        ［創世記４：２０～２２］ 

 

４． 彼らはこれらのものを、罪を犯すためにも用いましたか。 

 はい、彼らは益々邪悪になっていきました。［創世記６：５］ 

 

５． 聖書はセツの息子たちについて、何と言っていますか。 

 集まって神さまを礼拝するようになりました。［創世記４：２６］ 

 

６． このころ神さまを恐れて生きていた人はだれですか。 

 エノクです。彼は神さまとともに歩みました。［創世記５：２４］ 

 

７． 神さまはエノクに何をするように言いましたか。 

 神さまは彼に、悪い人々に説教するように言いました。［ユダ１４］ 

 

８． エノクは彼の時代の邪悪な人々に何と言いましたか。 

 神さまが来て彼らを罰する、と言いました。［ユダ１５］ 

 

９． 彼らはエノクの言うことに耳を傾けましたか。 

 いいえ、おそらく彼らはむしろ、エノクを殺したかったことでしょう。 

    ［ユダ１６、参照：マタイ２３：３７、第二テモテ３：１２］ 

 

 １０．彼らはエノクを殺すことができましたか。 

   いいえ、神さまがエノクを天国に連れて行かれたからです。［創世記５：２４］ 

 

暗唱聖句：「エノクは神とともに歩んだ。神が彼を取られたので、彼はいなくなった。」 

                              （創世記５：２４） 



第  ６  課 

洪 水 

創世記 第６章～９章 

 

１． 聖書はノアのことを、どう言っていますか。 

 ノアは主を恐れる数少ない人たちの一人でした。［創世記６：８～９、７：１］ 

 

２． 神さまはノアに何をするように命じましたか。 

 箱舟を造るように命じました。［創世記６：１４］ 

 

３． ノアはなぜ、箱舟を造らなくてはいけなかったのですか。 

 神さまが洪水を起こされるからです。［創世記６：１３、１７］ 

 

４． ノアと彼の息子たちが箱舟を造るのに、どれくらいの時間がかかりましたか。 

 １２０年くらいです。［創世記６：３］ 

 

５． 箱舟を造る間、ノアは何をしましたか。 

 キリストをのべ伝え、邪悪な人々に、悔い改めなければ滅びる、と伝えました。 

             ［第一ペテロ３：１８～２０、参照：第二ペテロ２：５］ 

 

６． 箱舟に乗って救われた人々はだれでしたか。 

 ノアとその家族だけです。［創世記７：２３、８：１６］ 

 

７． その他に、箱舟に乗って救われたものは何でしたか。 

 神さまがノアのところに連れてきた動物たちです。［創世記８：１６～１７］ 

 

８． 邪悪な世界はどうなりましたか。 

 洪水で、すべて滅びました。［創世記７：２３］ 

 

９． 洪水は、何を表していますか。 

 世界の終わりです。［マタイ２４：３７～３９］ 

 

 １０．虹はどのような意味を持っていますか。 

   神さまがいつもご自分の民を覚えておられ、救ってくださることを意味しています。 

                             ［創世記９：９～１７］ 

 

暗唱聖句：「しかし、ノアは、主の心にかなっていた。」（創世記６：８） 



第 ７ 課 

洪水の後の日々 

創世記 第９章～１１章 

 

１． ノアの息子たちの名前を言ってください。 

 セム、ハム、ヤペテです。［創世記５：３２、６：１０］ 

 

２． 聖書はハムについて、どう書いていますか。 

 ハムが父親をあざけったと書いています。［創世記９：２２］ 

 

３． ノアは、ハムの罪について何と言いましたか。 

 ハムの子孫はのろわれる、と言いました。［創世記９：２５］ 

 

４． ノアは、セムについて何と言いましたか。 

 神さまはセムの神さまになる、と言いました。［創世記９：２６］ 

 

５． ノアは、ヤペテについて何と言いましたか。 

 ヤペテはセムの祝福にあずかる、と言いました。［創世記９：２７］ 

 

６． ハムの孫の名前をひとつあげてください。 

 邪悪なニムロデ。彼は力ある猟師になりました。［創世記１０：６～９］ 

 

７． 人々はこの頃、どのような悪いことをしていましたか。 

 町や塔を建て始めました。［創世記１１：３～４］ 

 

８． どうしてこれらの悪い人々は、町や塔を建てたのですか。 

 力強く、一緒にいたかったからです。［創世記１１：４］ 

 

９． 彼らは塔を完成させましたか。 

 いいえ、神さまが彼らの言葉を混乱させられました。［創世記１１：５～７］ 

 

 １０．この後、この邪悪な人々はどうなりましたか。 

   地の全面に散らされました。［創世記１１：８～９］ 

 

暗唱聖句：「すべて主を愛する者は主が守られる。しかし、悪者はすべて滅ぼされる。」 

                            （詩篇１４５章２０節） 

 

 



第 ８ 課 

ヨ ブ 

ヨブ記１～２章、１９章、４２章 

 

１． 聖書はヨブのことをどう言っていますか。 

 ヨブは神を恐れていた、と言っています。［ヨブ記１：１、８、２：３］ 

 

２． 神さまはヨブを祝福されましたか。 

 はい、神さまはヨブに１０人の子供とたくさんの牛をお与えになりました。 

                         ［ヨブ１：２～３］ 

 

３． 悪魔はヨブをどうしたかったのですか。 

 ヨブが神さまをのろうようにさせたかったのです。［ヨブ１：９～１１］ 

 

４． 悪魔は、そのためにどんな計画を立てましたか。 

 ヨブの持っているものをすべて取り上げようとしました。［ヨブ１：９～１１］ 

 

５． 神さまは悪魔に、ヨブに対する力を与えましたか。 

 はい、ヨブは一日のうちに、すべての持ち物と子供たちを亡くしました。 

                          ［ヨブ１：１２～２１］ 

 

６． ヨブは、さらに苦しみを受けましたか。  

 はい、ひどい病気になりました。［ヨブ２：４～８］ 

 

７． 彼の三人の友人たちは、苦しんでいるヨブを助けましたか。 

 いいえ、ヨブの悩みを増やしただけでした。［ヨブ２：１１、参照：ヨブ４２：７～８］ 

 

８． ヨブは彼らに、どう答えましたか。 

「私は知っている。私を贖う方は生きておられることを。」と答えました。 

                           ［ヨブ１９：２５］ 

 

９． ヨブは苦しみのなかで、どのようにふるまいましたか。 

 とても忍耐強くありました。［ヤコブ５：１１］ 

 

 １０．神さまは、ヨブの忍耐強さのゆえに、彼を祝福なさいましたか。 

   はい、彼の持ち物を２倍に増やされ、また１０人の子供をお与えになりました。 

                       ［ヨブ４２：１０、１２～１３］ 

暗唱聖句：「主は与え、主は取られる。主の御名はほむべきかな。」（ヨブ１章２１節） 

 



第 ９ 課 

アブラハム、カナンへ 

創世記１２章～１５章 

 

１． 神さまはアブラハムに何をするように命じましたか。 

 神さまが示される地に行くように命じられました。［創世記１２：１］ 

 

２． 神さまはアブラハムとサラを、どこに連れて行かれましたか。 

 カナンの地に導かれました。［創世記１２：５］ 

 

３． 神さまはアブラハムに何を約束されましたか。 

 彼の子孫にこの地全部を与えると約束されました。［創世記１２：７、１３：１４～１５］ 

 

４． カナンの地は、何をあらわしていましたか。 

 天国です。［ヘブル１１：８～１０、１３～１６］ 

 

５． 神さまは他に、アブラハムに何を約束されましたか。 

 天の星の数のように多くの子孫を与えると約束されました。 

             ［創世記１３：１６、１５：５、２２：１６～１８］ 

 

６． アブラハムとサラには、その時には子供がありましたか。  

 いいえ、まだ子供はなく、二人ともすでにとても年をとっていました。 

             ［創世記１５：２～４、参照：７：１５～１７］ 

 

７． アブラハムはなぜエジプトに行ったのですか。 

 カナンの地でききんがあったからです。［創世記１２：１０］ 

 

８． 神さまは、アブラハムをエジプトに行かせたかったのですか。 

 いいえ、神さまは彼をカナンに取り戻されました。それは神さまがそこでアブラハムの面倒 

 を見るためです。［創世記１２：１７～１３：３］ 

 

９． アブラハムはどのように、神さまが自分を祝福してくださると知っていたのですか。 

 「アブラムよ。恐れるな。わたしはあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大き 

 い。」と神さまがおっしゃいました。［創世記１５：１］ 

 １０．アブラハムには、神さまが自分を祝福してくださる、という確信がありましたか。 
     はい、彼は神さまを信じました。［創世記１５：６］ 

 

暗唱聖句：「彼は、堅い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設 

     されたのは神です。」（ヘブル１１：１０） 



第 １０ 課 

ソドムから救われたロト 

創世記１３章、１９章 

 

１． だれがアブラハムと一緒にカナンに来ましたか。 

 アブラハムの妻と甥のロトです。［創世記１３：１］ 

 

２． アブラハムとロトはなぜ別れたのですか。 

 二人の家畜を養うのに十分な草がなかったからです。［創世記１３：５～９］ 

 

３． ロトは住むためにどこを選びましたか。 

 ソドムとゴモラという邪悪な町のそばです。［創世記１３：１０～１３］ 

 

４． ロトはソドムで幸せでしたか。 

 いいえ、でも彼の家族は心地よく感じていました。 

        ［創世記１９：７、１４～１６、参照：第二ペテロ２：６～８］ 

 

５． 神さまはアブラハムに、ソドムについて何と言われましたか。 

 その邪悪な町を滅ぼすとおっしゃいました。［創世記１８：１６～３２］ 

 

６． アブラハムはソドムのために祈りましたか。  

 いいえ、神を恐れるロトのためにだけ祈りました。［創世記１９：２７～２９］ 

 

７． 主はロトを助け出されましたか。 

 はい、二人の御使いが、ロトとその家族を町から連れ出しました。 

                     ［創世記１９：１～１７］ 

 

８． ロトの妻はどうなりましたか。 

 塩の柱になってしまいました。［創世記１９：２６］ 

 

９． これらの邪悪な町はどうなりましたか。 

 神さまがこれらの町に、火と硫黄を天から降らせました。 

            ［創世記１９：２４～２５、２８～２９］ 

                    

 １０．ソドムとゴモラの破壊は、何をあらわしていますか。 

   世の終わりです。［マタイ１０：１５］ 

 

暗唱聖句：「見よ。わたしはすぐに来る。わたしはそれぞれのしわざに応じて報いるために、わたしの 

     報いを携えて来る。」（黙示録２２：１２） 



第 １１ 課 

イサク 

創世記１８章、２１章、２２章 

 

１． 主はなぜアブラハムを訪れたのですか。 

 サラに息子イサクが産まれるということを、彼に知らせるためです。［創世記１８：１０］ 

 

２． 神さまが息子を約束してくださったとき、サラはどうして笑ったのですか。 

 彼女はすでに、とても年をとっていたからです。［創世記１８：１１～１２］ 

 

３． 神さまはサラに何と答えましたか。 

 「主に不可能なことがあろうか。」と答えられました。［創世記１８：１４］ 

 

４． だれがイサクをからかったのですか。 

 ハガルの息子、イシュマエルです。［創世記２１：８～９］ 

 

５． 神さまはイシュマエルに対して怒りましたか。 

 はい、神さまはアブラハムに、イシュマエルとハガルを追い出すようにと言われました。 

                            ［創世記２１：１０～１２］ 

 

６． 神さまはアブラハムに、イサクをどうするように命じましたか。  

 祭壇でイサクを神さまにささげるように命じられました。［創世記２２：２］ 

 

７． 神さまはアブラハムに、イサクをどこでささげるように命じましたか。 

 エルサレムのモリアの山です。［創世記２２：２～４、参照：第二歴代誌３：１］ 

 

８． アブラハムはなぜ、自分の息子をささげてもよいと思ったのですか。 

 神さまがイサクを死からよみがえらせることができると知っていたからです。 

                      ［ヘブル１１：１７～１９］ 

 

９． 神さまはイサクの代わりに、何をお与えになりましたか。 

 やぶにひっかかった雄羊です。［創世記２２：１２～１３］ 

 

 １０．雄羊は何をあらわしていますか。 

   神の小羊、主イエス・キリストです。［創世記２２：８、参照：ヨハネ１：２９］ 

 

暗唱聖句：「見よ、世の罪を取り除く神の小羊。」（ヨハネ１：２９） 

 



第 １２ 課 

ヤコブ 

創世記２４章～２８章 

 

１． なぜアブラハムは、ハランにしもべを送ったのですか。 

 イサクに妻を迎えるためです。［創世記２４：２～４］ 

 

２． なぜしもべは、妻を見つけるためにハランに行ったのですか。 

 イサクは、カナンの人々から妻を迎えてはいけないからです。［創世記２４：３］ 

 

３． しもべは、どのようにしてイサクに妻を見つけましたか。 

 しもべは神さまに、その人を見つけるのを助けてくださるように祈りしました。 

                         ［創世記２４：１２～１４］ 

 

４． だれがイサクの妻になりましたか。 

 リベカです。［創世記２４：５０～５１、６７］ 

 

５． イサクとリベカには何人の子がありましたか。 

 神さまは彼らに双子を与えられました。ヤコブとエサウです。［創世記２５：２４～２６］ 

 

６． 神さまはこの子供たちが生まれる前に、リベカに何と言われましたか。  

 神さまはヤコブを愛し、エサウを憎むと言われました。［創世記２５：２３］ 

 

７． エサウは自分が悪い者であることを、どのように示しましたか。 

 自分の長子の権利を、一杯の煮物で売り渡しました。［創世記２５：２９～３４］ 

 

８． ヤコブは祝福を求めるにあたって、正直でしたか。 

 いいえ、父親に嘘をつきました。［創世記２７：１８～１９、２４］ 

 

９． ヤコブはどのように父親に嘘をつきましたか。 

 自分がエサウである振りをしました。［創世記２７：６～２７］ 

 

 １０．エサウがヤコブを殺そうとしたとき、何が起こりましたか。 

   ヤコブは叔父のラバンのところに逃げました。 

     ［創世記２７：４２～４３、参照：創世記２８：１０］ 

 

 

暗唱聖句：「信仰によって、イサクは未来のことについて、ヤコブとエサウを祝福しました。」 

                                 （ヘブル１１：２０） 



第 １３ 課 

ハランでのヤコブ 

創世記２８章～３３章、３５章 

 

１． ハランに行く途中で、ヤコブに何が起こりましたか。 

 夢で、主が彼に現れました。［創世記２８：１１～１２］ 

 

２． 夢で、主はヤコブに何を約束されましたか。 

 神さまが彼と共におられ、祝福されるということを約束されました。 

                    ［創世記２８：１３～１５］ 

 

３． ヤコブはどのくらいの間、カランでラバンと一緒にいたのですか。 

 妻たちと家畜のために働いて、２０年間過ごしました。［創世記３１：３８、４１］ 

 

４． ヤコブには妻が何人いましたか。 

 二人です。レアとラケルです。［創世記２９：１６～２０、２３～２５、２７～２８］ 

 

５． 神さまはヤコブに何人の子供を与えられましたか。 

 １２人の息子と、一人の娘です。［創世記３５：２２～２６、参照：創世記３０：２１］ 

 

６． ラバンはヤコブをよく扱いましたか。  

 いいえ、彼はしばしばヤコブの報酬を変えました。 

      ［創世記２９：２４～２５、３０：２６～３０、３１：７］ 

 

７． どのようにしてヤコブはお金持ちになれたのですか。 

 主が彼と共にいてくださったのです。［創世記３０：４３、参照：創世記３１：９～１３］ 

 

８． ヤコブはなぜラバンを去ったのですか。 

 主が彼にカナンに戻るように命じたからです。［創世記３１：１３］ 

 

９． カナンに行く途中で、ヤコブに何が起こりましたか。 

 ヤコブは神さまと格闘しました。［創世記３２：２４～２６］ 

 

 １０．エサウがヤコブと再び会ったとき、彼はヤコブを殺しましたか。 

   いいえ、神さまはエサウが彼に何も害を与えないようにされました。［創世記３３：４］ 

 

暗唱聖句：「私は顔と顔とを合わせて神を見たのに、私のいのちは救われた。」（創世記３２：３０） 

 



第 １４ 課 

ヨセフ 

創世記３７章、３９章 

 

１． ヤコブはどの息子を一番愛していましたか。 

 ラケルの最初の息子、ヨセフです。［創世記３７：３］ 

 

２． ヤコブはどのようにヨセフへの愛を示しましたか。 

 たくさんの色からなる上着(訳注)を与えました。［創世記３７：３］ 

 

３． なぜヤコブはヨセフを特別扱いしたのですか。 

 ヨセフに長子の祝福を受けさせたいと願っていました。［創世記３７：３］ 

 

４． 兄弟たちは、これについてどう思っていましたか。 

 ヨセフをねたみ、憎んでいました。［創世記３７：４］ 

 

５． 彼らはなぜ、ヨセフをもっと憎むようになったのですか。 

 兄弟たちが自分におじぎをする夢を見たからです。［創世記３７：５～１１］ 

 

６． 兄弟たちは、ヨセフをどうしましたか。  

 奴隷として、エジプトに売ってしまいました。［創世記３７：２０～２８］ 

 

７． ヨセフの兄弟たちは、家に戻ってヤコブに何と嘘をつきましたか。 

 野生の獣がヨセフを食べてしまった、と言いました。［創世記３７：３１～３２］ 

 

８． ヨセフはエジプトでどうなりましたか。 

 ポティファルの一番偉い召使になりました。［創世記３９：１～４］ 

 

９． ポティファルはヨセフをどうしましたか。 

 牢屋に入れてしまいました。［創世記３９：２０］ 

 

 １０．ヨセフは何か悪いことをしたのですか。 

   いいえ、ポティファルの妻がヨセフについて嘘をついたのです。［創世記３９：７～１８］ 

 

暗唱聖句：「彼の腕はすばやい。これはヤコブの全能者の手による。」（創世記４９：２４） 

  （訳注：これは欽定訳。新改訳では、そでつきの長服） 



第 １５ 課 

エジプトの支配者としてのヨセフ 

創世記３９章、５０章 

 

１． 神さまはどのように、牢屋でヨセフと共にいてくださることを示されましたか。 

 牢屋の長がヨセフを気に入っていました。［創世記３９：２１～２３］ 

 

２． ヨセフと共に、牢屋に入れられたのはだれでしたか。 

 王の献酌官と調理官です。［創世記４０：１～３］ 

 

３． ある日、なぜ献酌官と調理官は悲しかったのですか。 

 神さまがそれぞれに夢を見させたからです。［創世記４０：５～６］ 

 

４． この夢で彼らが悩んでいるとき、何がありましたか。 

 神さまがヨセフに、これらの夢がどういう意味なのか教えてくださいました。 

                       ［創世記４０：８～１９］ 

 

５． 神さまは、他のだれに夢を見させましたか。 

 エジプトの王、パロです。［創世記４１：１］ 

 

６． だれが王の夢の説き明かしをしましたか。  

 ヨセフです。彼は解き明かしをするために牢から出されました。 

                 ［創世記４１：１４～１６］ 

 

７． パロはどのようにヨセフに報いましたか。 

 ヨセフをエジプト全土の支配者にしました。［創世記４１：３９～４４］ 

 

８． だれがヨセフのところに来ましたか。 

 ヨセフの兄弟たちが食べ物を買いにきました。［創世記４２：１～６］ 

 

９． 兄弟たちは、ヨセフだとわかりましたか。 

 いいえ、ヨセフが自分のことを言うまで、わかりませんでした。 

         ［創世記４２：７～８ 参照：創世記４５：１～３］ 

 

 １０．ヤコブは、息子がまだ生きていたと知って、喜びましたか。 

  はい、ヤコブと息子たちは、エジプトに来て住むようになりました。 

          ［創世記４５：２８；４６：３～６、２６、２９～３０］ 

暗唱聖句：「あなたがたは、私に悪を計りましたが、神はそれを、良いことのための計らいとなさいま 

     した。」（創世記５０：２０） 



第 １６ 課 

モーセ 

出エジプト記２章～４章 

 

１． イスラエルの人々は、エジプトで幸せでしたか。 

 いいえ、意地悪な王が出てきて、彼らを奴隷にしました。［出エジプト記１：８～１４］ 

 

２． 王はイスラエル人に何をするように命じましたか。 

 彼らのすべての男の赤ちゃんを川に投げ入れるように命じました。 

                  ［出エジプト記１：２２］ 

 

３． この時に、だれが生まれましたか。 

 モーセという、かわいい男の子です。［出エジプト記２：２、１０］ 

 

４． モーセの両親は、モーセを川に投げ入れましたか。 

 いいえ、お母さんがモーセをかごに入れて、川に浮かべました。［出エジプト記２：３］ 

 

５． モーセのお母さんは、なぜかごを川に浮かべたのですか。 

 王の娘が赤ちゃんを見つけるようにです。［出エジプト記２：５～９］ 

 

６． 王の娘は、モーセを家に連れて帰りましたか。  

 はい、そして、モーセがまだ小さいうちは、モーセのお母さんが世話をするように雇いまし 

 た。［出エジプト記２：９～１０］ 

 

７． モーセは宮殿にとどまりたいと思いましたか。 

 いいえ、神さまの民を助けたいと思いました。 

    ［出エジプト記２：１１～１５、参照：ヘブル１１：２４～２５］ 

 

８． モーセはどのように神さまの民を助けようとしたのですか。 

 エジプト人を殺し、ミデヤンの地に逃げなくてはならなくなりました。 

                 ［出エジプト記２：１１～１５］ 

 

９． ミデヤンで、だれがモーセにあらわれましたか。 

 神さまがモーセに、燃える柴の中であらわれました。［出エジプト記３：２～４］ 

 １０．神さまはモーセに何をするように命じましたか。 

  エジプトに戻り、イスラエル人をエジプトの地から導き出すように命じられました。 

                         ［出エジプト記３：７～１０］ 

暗唱聖句：「信仰によって、モーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒みました。」 

                                  （ヘブル１１：２４） 



第 １7 課 

イスラエルの救出 

出エジプト記５章～１４章 

 

１． モーセはパロに何と言いましたか。 

 「イスラエルの神、主がこう仰せられます。『わたしの民を行かせなさい。』。」 

                          ［出エジプト記５：１］ 

 

２． 神さまの命令を聞いたとき、パロはどうしましたか。 

 パロはイスラエルの人々を、もっと働かせるようにしました。 

                ［出エジプト記５：２、４～９］ 

 

３． 神さまはエジプトに何を送られましたか。 

 十のひどい災いを送られました。［出エジプト記９：１３～１４］ 

 

４． 災いは、イスラエルの人々にも来ましたか。 

 いいえ、神さまがご自分の民を守っていてくださることをお見せになりました。 

                     ［例、出エジプト記９：２３～２６］ 

 

５． 最後の災いが来たとき、イスラエルの人々は何をしていましたか。 

 過越の食事をしていました。［出エジプト記１２：２１～３０］ 

 

６． 最後の災いは何でしたか。  

 エジプトの長男が全て死にました。［出エジプト記１２：２９］ 

 

７． エジプト人たちは、イスラエルが出て行くのを見て、喜びましたか。 

 はい、贈り物まであげました。［出エジプト記１２：３３、３５～３６］ 

 

８． パロはイスラエルを平和に送り出しましたか。 

 いいえ、軍隊を率いて、後を追いかけました。［出エジプト記１４：４～９］ 

 

９． 神さまはイスラエルをパロから救い出されましたか。 

 はい、紅海の真ん中のかわいた地を通らせました。 

       ［出エジプト記１４：１３～１４、２１～２２、２９～３０］ 

 

 １０．パロはどうなりましたか。 

  彼とその軍隊は海でおぼれ死にました。［出エジプト記１４：１６～１７、２３～２８］ 

暗唱聖句：「わたしはその血を見て、あなたがたの所を通り越そう。」（出エジプト１２：１３） 



第 １８ 課 

荒野でのイスラエル 

 

１． 神さまはどのように荒野でイスラエルを導かれたのですか。 

 神さまは、昼は雲の柱で、夜は火の柱で導かれました。［出エジプト記１３：２１～２２］ 

 

２． 神さまはイスラエルをどのように養われましたか。 

 神さまは天からマナを降らせ、岩から水を出して彼らに与えました。 

           ［出エジプト記１６：１３～１５；１７：５～６］ 

 

３． 神さまは荒野で、どのようにイスラエルに衣類を備えましたか。 

 神さまは彼らの着ている物やはき物がすり切れないようにされました。［申命記２９：５］ 

  

４． 神さまはシナイ山で、何をイスラエルにお与えになりましたか。 

 神さまは彼らに律法を与えられました。 

  ［出エジプト２４：１２；参照：出エジプト２０：１～１７；申命記５：６～２１］ 

 

５． 神さまはモーセに何を建てるように命じましたか。 

 神さまを礼拝するための幕屋です。［出エジプト記２５：１～９］ 

 

６． シナイ山で、イスラエルはどのように罪を犯しましたか。 

 金の子牛を造り、仕えました。［出エジプト記３２：１９～２４］ 

 

７． 彼らは他に、荒野でどんな罪を犯しましたか。 

 肉が食べたいと叫び、神さまが水を与えることはできないと思いました。 

                  ［民数記２０：１～５；２１：５］ 

 

８． イスラエルがカナンの近くまでやって来たとき、モーセはどうしましたか。 

 モーセは、１２人の男たちをスパイとしてその地に送り込みました。 

                   ［民数記１３：１～２０］ 

 

９． スパイはよい知らせを持って来ましたか。 

 二人はよい知らせを持ってきましたが、残りのスパイたちは、人々をこわがらせました。 

                   ［民数記１３：３０～３３；１４：６～９］ 

  

 １０．悪い知らせを聞いたイスラエルは、どうしましたか。 

  エジプトに戻りたいと言い出しました。［民数記１４：１～４］ 

 

暗唱聖句：「天の神に感謝せよ。その恵みはとこしえまで。」（詩篇１３６：２６） 



第 １９ 課 

荒野でのイスラエル（続き） 

 

１． エジプトに戻りたがっているイスラエルを、神さまはどのように罰せられましたか。 

 荒野で４０年間さまよわせました。［民数記１４：２０～３４］ 

 

２． コラとダタンとアビラムは、どのように罰せられましたか。 

 地がその口を開けて、彼らを飲み込みました。［民数記１６：２３～３４］ 

 

３． イスラエルがマナに飽きて、文句を言った時、何が起こりましたか。 

 神さまが燃える蛇を送られて、たくさんのイスラエル人を殺しました。 

                   ［民数記２１：５～６］ 

 

４． イスラエルはどのように燃える蛇から助け出されたのですか。 

 モーセがかかげた青銅の蛇を見ると助かりました。［民数記２１：８～９］ 

 

５． だれがイスラエルを滅ぼそうとしましたか。 

 モアブの王、バラクです。［民数記２２：１～４］ 

 

６． バラクはどのようにしてイスラエルを滅ぼそうとしましたか。 

 悪い預言者バラムにイスラエルをのろうように頼みました。［民数記２２：５～６］ 

 

７． バラムはイスラエルをのろいましたか。 

 いいえ、神さまがバラムにイスラエルを祝福するようにされました。 

             ［民数記２３：７～１２、１５～１９；２４：２～１０］ 

 

８． イスラエルはどの王たちを滅ぼしましたか。 

 バシャンの王オグと、エモリ人の王シホンです。 

             ［民数記２１：２３～２４、３３～３５］ 

 

９． モーセはイスラエルをカナンの地に導き入れましたか。 

 いいえ、でも、神さまはモーセが死ぬ前に、ネボ山の上からカナンの地の多くをお見せに 

 なりました。［申命記３４：１～６］ 

 

 １０．なぜモーセはカナンに入ることが出来なかったのですか。 

  神さまが岩に話しかけるように命じたのに、怒って岩を打ったからです。 

                         ［民数記２０：１２］ 

暗唱聖句：「モーセが荒野で蛇を上げたように、人の子もまた上げられなければなりません。」 

                                  （ヨハネ３：１４） 



第 ２０ 課 

イスラエル人、カナンに入る 

ヨシュア記 第１章～第１０章 

 

１． モーセが死んだ後、だれがイスラエルを導きましたか。 

 モーセの従者ヨシュアです。［ヨシュア１：１～２］ 

 

２． エリコに近づいたとき、ヨシュアはどうしましたか。 

 ヨシュアはエリコを調べるために、ふたりのスパイを送りました。［ヨシュア２：１］ 

 

３． イスラエルはどのようにしてヨルダン川を渡りましたか。 

 神さまがイスラエルの目の前で、川床が乾いた地となるようにされました。 

                           ［ヨシュア３：１１～１７］ 

 

４． イスラエルはどのようにしてエリコを攻略するように命じられましたか。 

 神さまは彼らに、城壁のまわりを七日間回るように命じられました。 

                       ［ヨシュア６：１～４、１５～１６］ 

 

５． 彼らはどのようにしてエリコに入ったのですか。 

 神さまが城壁をくずれ落とされました。［ヨシュア６：５、２０］ 

 

６． イスラエルはエリコの人々をすべて殺しましたか。 

 はい、ラハブはスパイをかくまったので、彼女とその家族以外のすべての人を殺しました。 

                            ［ヨシュア６：２１～２５］ 

 

７． イスラエルはなぜ一回目にアイを攻略できなかったのですか。 

 アカンが、エリコから持ってきたものを盗んだからです。 

         ［ヨシュア７：１、１０～１１、２０～２１］ 

 

８． アカンはどのように罰せられましたか。 

 彼とその家族は石で打ち殺され、埋められました。［ヨシュア７：２５］ 

 

９． その他にもどのような特別な方法で、神さまはご自分の民が戦うのを助けられましたか。 

 太陽と月が動かないようにされました。［ヨシュア１０：１２～１３］ 

 

 １０．神さまはなぜイスラエルにカナンの地を与えられたのですか。 

  天国をあらわすものとしてあたえられました。［参照：ヘブル１１：８～１０、１３～１６］ 

 暗唱聖句：「私と私の家とは、主に仕える。」（ヨシュア２４：１５） 



第 ２１ 課 

エフデとデボラ 

士師記 第３章～第５章 

 

１． ヨシュアが死んだ後、イスラエルは主に仕えましたか。 

 いいえ、すぐに神さまのことを忘れて、偶像に仕えました。［士師記３：５～７］ 

 

２． イスラエルはどのように罰せられましたか。 

 神さまは彼らを敵の手に渡されました。［士師記３：８］ 

 

３． 神さまはまた、彼らを助けられましたか。 

 はい、神さまは彼らが悔い改めるようにされ、彼らを助けるために士師たちを送られまし 

 た。［士師記３：９～１１］ 

 

４． イスラエルを支配しようと、カナンの地に来た王を一人あげなさい。 

 モアブの王エグロンです。［士師記３：１２～１４］ 

 

５． イスラエルはどのようにしてモアブ人から救われたのですか。 

 士師であったエフデが剣でエグロンを刺し殺しました。［士師記３：１５～２６］ 

 

６． カナン人がイスラエルを支配していたとき、だれが士師でしたか。 

 デボラです。彼女はまた女預言者でもありました。［士師記４：２～４］ 

 

７． 彼女はだれにカナン人と戦うように言いましたか。 

 バラクです。彼は彼女が一緒に行かなければ、自分も行かないと言いました。 

                        ［士師記４：６～９］ 

 

８． カナン人には強い軍隊がありましたか。 

 はい、馬や戦車まで持っていました。［士師記４：１３；５：２２］ 

 

９． 主はどのように、バラクに勝利を渡されましたか。 

 主は、バラクの軍隊が力強く戦えるように、力を与えてくださいました。 

             ［士師記４：１４～１５；５：１２～２３］ 

 

 １０．カナン人の将軍、シセラはどうなりましたか。 

  天幕に隠れていた時に、女性に殺されました。［士師記４：１７～２１；５：２４～２７］ 

暗唱聖句：「この苦しみのときに、彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。」 

                                  （詩篇１０７：１９） 



第 ２２ 課 

ギデオン 

士師記 第６章～第８章 

 

１． ミデヤン人はどのくらいの間、イスラエル人を支配しましたか。 

 ７年間です。［士師記６：１］ 

 

２． 彼らはどのようにイスラエル人を苦しめましたか。 

 彼らの作物を奪っていきました。［士師記６：２～６］ 

  

３． 主はギデオンにどうするように命じましたか。 

 バアルの祭壇をこわし、神さまにいけにえをささげるように命じました。 

                      ［士師記６：２５～２６］ 

 

４． どのようにギデオンはイスラエル人を救い始めたのですか。 

 ミデヤン人と戦うために大きな軍隊を送りました。［士師記６：３４～３５；７：３］ 

 

５． 神さまはギデオンに大きな軍隊を持たせたかったのですか。 

 いいえ、神さまはイスラエルに、勝利を与えられるのは神さまであることを教えたかったの 

 です。［士師記７：２］ 

 

６． ギデオンの軍隊は、最後には何人になりましたか。 

 たったの３００人です。［士師記７：４～７］ 

 

７． ギデオンの軍隊は、どのように敵と戦う準備をしたのですか。 

 おのおのが角笛と、たいまつを入れたからつぼを持ちました。［士師記７：１５～１６］ 

 

８． ギデオンの兵士たちは、角笛とからつぼとで何をしたのですか。 

 角笛を吹き鳴らし、からつぼを打ちこわしました。［士師記７：１９～２０］ 

 

９． ギデオンの兵士たちは、戦いに行く時に、何と叫んだのですか。 

 「主のためだ。ギデオンのためた。」と叫びました。［士師記７：１８］ 

 

 １０．ミデヤン人はどうなりましたか。 

  その土地から追い出されました。［士師記８：２８］ 

 

暗唱聖句：「神よ。立ち上がってください。神の敵は、散りうせよ。」（詩篇６８：１） 



第 ２３ 課 

サムソン 

士師記 第１３章～第１６章 

 

１． 主は、ペリシテ人と戦うために、だれを召されましたか。 

 サムソンです。［士師記１３：２４～２５、参照：１３：５］ 

 

２． 主の使いはサムソンについて、彼の両親に何と告げましたか。 

 サムソンはナジル人である、と告げました。［士師記６：２～６］ 

 

３． サムソンはどのように、たった一人で戦うことができたのですか。 

 主の霊が彼をとても強くしたのです。［士師記１４：５～６、１９；１５：１４～１５］ 

 

４． サムソンはなぜ、３００匹ものきつねを捕まえたのですか。 

 ペリシテ人の麦畑を燃やすためです。［士師記１５：４～５］ 

 

５． サムソンは、あごの骨で何をしましたか。 

 千人のペリシテ人を殺しました。［士師記１５：１４～１５］ 

 

６． サムソンは町の門をどうしたのですか。 

 山の上に運びました。［士師記１６：２～３］ 

 

７． サムソンはどんな罪を犯したのですか。 

 異教の女たちと結婚しました。［士師記１６：４］ 

 

８． サムソンの髪の毛が切られたとき、何が起こりましたか。 

 彼は、強さを失いました。［士師記１６：１７～１９］ 

 

９． ペリシテ人たちは、サムソンをどうしましたか。 

 彼の目をえぐり出し、彼を牢に入れました。［士師記１６：２１］ 

 

 １０．神さまは、ペリシテ人の神殿でのサムソンの祈りを聞かれましたか。 

  はい、神殿が崩れ落ち、たくさんのペリシテ人が死にました。 

                 ［士師記１６：２６～３０］ 

 

暗唱聖句：「主は、私の光、私の救い。だれを私は恐れよう。」（詩篇２７：１） 



第 ２４ 課 

ル ツ 

ルツ記 

 

１． ナオミはなぜモアブに行ったのですか。 

 イスラエルにききんがあったからです。［ルツ記１：１］ 

 

２． 彼女の二人の息子たちは、モアブでどうしましたか。 

 モアブの女性と結婚しました。［ルツ記１：２～４］ 

 

３． 主はナオミの家族を、モアブで祝福されましたか。 

 いいえ、彼女と夫と二人の息子が死にました。［ルツ記１：３、５、参照：２０～２１節］ 

 

４． ナオミは家族の死をとおして何を学びましたか。 

 神さまの祝福が欲しければ、イスラエルに戻らなくてはいけないということです。 

                             ［ルツ記１：６］ 

 

５． ルツとオルパは二人ともナオミと共に行きましたか。 

 いいえ、ルツだけが一緒に行きました。［ルツ記１：７～１４］ 

 

６． ルツはなぜ、ナオミと共に行ったのですか。 

 神さまを愛していたからです。［ルツ１：１６～１７；２：１２］ 

 

７． ルツは何と言いましたか。 

 「あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。」［ルツ記１：１６］ 

 

８． ルツはどのようにしてボアズと出会いましたか。 

 ボアズの畑で落ち穂を拾い集めていたときです。［ルツ記２：１～３］ 

 

９． ボアズはルツのために何をしましたか。 

 彼女を守り、優しくしてあげました。［ルツ記２：８～９、１４～１６］ 

 

 １０．ルツは後にボアズと結婚しましたか。 

  はい、そしてルツはダビデの曾祖母になりました。［ルツ記４：１０、１３～１７］ 

 

暗唱聖句：「あなたを捨て、あなたから別れて帰るように、私にしむけないでください。」 

                               （ルツ記１：１６） 

 



第 ２５ 課 

サムエル 

サムエル記 第一 

 

１． ハンナは主に何をお願いしましたか。 

 主に仕える息子が与えられるように、お願いしました。 

         ［Ｉサムエル１：１０～１１、１５］ 

 

２． 主は彼女の祈りを聞かれましたか。 

 はい、神さまは彼女にサムエルを与えられました。［Ｉサムエル１：１９～２０］ 

 

３． サムエルのお母さんは、彼をどこに連れて行きましたか。 

 主の宮で仕えるために、祭司エリのところに連れて行きました。 

               ［Ｉサムエル１：２４～２８］ 

 

４． サムエルがまだ小さかったとき、何が起こりましたか。 

 主が彼を呼び、話しかけました。［Ｉサムエル３：２～１０］ 

 

５． 主はサムエルに何とおっしゃいましたか。 

 エリと、彼の悪い息子たちは同じ日に死ぬ、と言いました。［Ｉサムエル３：１１～１４］ 

 

６． エリの息子たちはどのように死にましたか。 

 ペリシテ人との戦いの中で死にました。［Ｉサムエル４：１１、１６～１７］ 

 

７． この戦いでは、他にどんなことが起こりましたか。 

 神の箱が奪われました。［Ｉサムエル４：１１、１７］ 

 

８． 神の箱が奪われたと聞いたとき、エリはどうなりましたか。 

 いすから落ちて、首を折って死にました。［Ｉサムエル４：１８］ 

 

９． ペリシテ人はなぜ、神の箱をイスラエルに戻したのですか。 

 神さまがペリシテ人に災いをもたらしたからです。 

      ［Ｉサムエル５：１～６：２、７：１５］ 

 

 １０．人々はサムエルに何をお願いしましたか。 

  王が欲しいとお願いしました。［Ｉサムエル８：５～２２］ 

 

暗唱聖句：「サムエルは、『お話しください。しもべは聞いております。』と申し上げた。」 

                              （Ｉサムエル３：１０） 


