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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、聖書のお話を取り扱う問答書の３冊シリーズの中の

３冊目になります。最初の２冊は旧約聖書の歴史をカバーしてありますが、本書は新約聖書の

歴史を扱っております。 

それぞれのレッスンでは、歴史の一面だけにしぼり、すべての出来事の詳細には触れておりま

せん。また、歴史上の事実が強調され、その意義についてはできるだけ、それぞれの課の最後

の方で取り上げられています。教師が、どれだけ他の教材をクラスでの話し合いで用いるかを

判断することになります。 

教材の区切り方は、Gertrude Hoeksema 夫人による書「Suffer Little Children」と同じよ

うにしてありますが、それは、両方の本が一緒に問答の時や教室内で用いられる際には、ある

程度の一致を保ちつつ教えられるようにするためです。 

質問と答えは、以前のものよりも、改訂された本書の方がかなり長くなっています。小さなお

子さんたちは、レッスンのできるだけ多くの部分を学ぶようにし、大きなお子さんたちは、レ

ッスンの全てを学ばれるようにお勧めします。 

私たちの恵み深い契約の神さまが、私たちの子供たちを教え、霊的に育てるにあたって、この

教材を用いてくださいますように。私たちは全てを神さまに期待し、ただ神さまのみが私たち

の命の栄光をお受けにならなくてはなりません。 

 

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、長年かけて実証済みの

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最新版（２０１１年１１月編）は、デイビッド・ヒッグズ牧師による校正

や編集提案と共に、原本の事実関係の誤りや活字ミスの発見をもとに成された多くの改訂を経

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。親御さんや先生方が使えるよう

に、聖書の「証拠箇所」も加えられました。これらはヒッグズ牧師によって整えられたもので

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。親御さんたちは、子供たちが各

週の１０問の答えを暗記するのを手伝うとともに、該当するワークシートをする手伝いもされ

るようにお勧めします。安息日学校の教師の役割は補足的なものなので、親御さん（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。教室での先生たちは、適用できる何問かを扱うだけであり、あとは子

供たちの暗記をテストすることによって、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 

洗礼者(バプテスマの)ヨハネ 

ルカによる福音書 第一章 

 

 

１． 御使いガブリエルはだれに現れましたか。 

 神殿にいたザカリヤに現れました。［ルカ１：５、８～１１］ 

 

２． 御使いはザカリヤに何を告げましたか。 

 ザカリヤに息子が生まれると告げました。［ルカ１：１３］ 

 

３． ザカリヤはこの息子にどんな名前を付けるように命じられましたか。 

 ヨハネと名付けるように命じられました。［ルカ１：１３］ 

 

４． ザカリヤはなぜ御使いの言うことを信じなかったのですか。 

 彼とエリザベツはとても年を取っていたからです。［ルカ１：７、１８］ 

 

５． 御使いの言うことを信じなかったので、ザカリヤはどのように罰せられましたか。 

 ヨハネが生まれるまで、口がきけなくなって、ものが言えなくなりました。 

                       [ルカ１：１９～２０] 

 

６． このことがザカリヤにとって、とても厳しい罰であったのはどうしてですか。 

 御使いがもたらした知らせをだれにも話すことができなかったからです。 

                    ［ルカ１：２２、６３、６７］ 

 

７． ザカリヤは再び話せるようになったとき、何をしましたか。 

 神さまが与えて下さった重要な息子のことで神さまをほめたたえました。 

                       ［ルカ１：６４］ 

 

８． 洗礼者(バプテスマの)ヨハネはなぜそれほど重要だったのですか。 

 私たちの救い主がいらっしゃる道を備えるように召されていたからです。 

                          ［ルカ１：１７］ 

 

９． ヨハネはその道をどのように備えたのですか。 

 人々に悔い改めて、約束された救い主を待ち望むように伝えました。 

              ［ルカ１：７７～７９；マタイ３：１～３］ 

 

 



１０．ヨハネはなぜ「洗礼者」と呼ばれたのですか。 

悔い改めて、これから来られる救い主を信じた人々に洗礼を授けたからです。 

                         ［マルコ１：２～４］ 

 

 

 

暗唱聖句：「見よ。わたしは、わたしの使者を遣わす。彼はわたしの前に道を整える。」 

                           （マラキ書３：１）



第 ２ 課 

イエスさまご降誕の告知 

ルカによる福音書 第一章 

 

１． あなたの救い主はだれですか。 

 主イエスさまです。そのお名前は「主は救われる」という意味です。 

             ［ルカ１：３１；参照 マタイ１：２１］ 

 

２． なぜイエスさまは、「主は救われる」というお名前で呼ばれるのですか。 

 イエスさまは御自分の民をその罪から救われるからです。［マタイ１：２１］ 

 

３． だれがイエスさまのご降誕を告げるために遣
つか

わされたのですか。 

 御使いガブリエルが天国から遣わされました。［ルカ１：２６］ 

 

４． ガブリエルはだれのところに遣わされたのですか。 

 ダビデの王家の家系であったマリヤです。［ルカ１：２７］ 

 

５． 御使いガブリエルはマリヤに何を告げましたか。 

 マリヤが主イエスさまの母になる、ということです。[ルカ１：３１] 

 

６． ガブリエルは主イエスさまについて、マリヤに何と言いましたか。 

 イエスさまは神の子である、ということです。［ルカ１：３２］ 

 

７． マリヤはなぜエリザベツのところに行ったのですか。 

 ガブリエルがマリヤに、エリザベツが男の子を産むと告げたからです。 

                     ［ルカ１：３６～４０］ 

 

８． エリザベツがマリヤのあいさつを聞いたとき、何が起こりましたか。 

 赤ちゃんのヨハネがお腹の中で喜びおどりました。［ルカ１：４１、４４］ 

 

９． マリヤはどの位の間エリザベツの所にいましたか。 

 ヨハネが産まれる頃まで、約３ヶ月の間です。［ルカ１：５６］ 

 

１０．エリザベツは、これから来られる救い主について、どのように喜びを表しましたか。 

その素晴らしい業のために、神さまをほめたたえました。［ルカ１：４２～５５］ 

 



 

暗唱聖句：「生まれる者は、聖なる者、神の子と呼ばれます。」（ルカ１：３５） 



第 ３ 課 

イエスさまがお生まれになる 

ルカによる福音書 第二章 

 

１． イエスさまがお生まれになる直前に何が起こりましたか。 

 皇帝アウグストが、全世界の住民に税を課すように命じました。 

                     ［ルカ２：１～２］ 

 

２． 神さまはなぜこの命令がくだされるようになさったのですか。 

 イエスさまがベツレヘムで生まれるようにされたかったからです。 

                     ［ルカ２：３～６］ 

 

３． 神さまはなぜ、イエスさまにベツレヘムで生まれて欲しかったのですか。 

 イエスさまがダビデの王家の血筋であることを示したかったからです。 

          ［ルカ２：１１；参照 マタイ１：６、１６～１７］ 

 

４． イエスさまはなぜ馬小屋でお生まれになったのですか。 

 宿屋には場所がなかったからです。［ルカ２：７］ 

 

５． 馬小屋でのイエスさまのお誕生は、私たちに何を教えてくれますか。 

 私たちが富む者となるために、イエスさまは貧しくならなければいけませんでし

た。 

           [ルカ２：７；参照 ピリピ２：６～７；第二コリント８：９] 

 

６． イエスさまのお誕生を知らせるために、神さまは御使いをだれのところに遣わされま

したか。 

 夜番をして羊の群れを見守っていた羊飼いたちのところです。 

                   ［ルカ２：８～１０］ 

 

７． 御使いは羊飼いたちに、何を告げましたか。 

 「きょうダビデの町で、あなたがたのために、救い主がお生まれになりました。 

 この方こそ主キリストです。」（ルカ２：１１） 

 

８． 天の軍勢は、何と歌いましたか。 

 「いと高き所に、栄光が、神にあるように。地の上に、平和が、御心にかなう人々 

 にあるように。」（ルカ２：１４） 

 



 

９． イエスさまがお生まれになったことを、ほかにだれが知っていましたか。 

 イエスさまの星を見た、東方の博士たちです。［マタイ２：１～２］ 

１０．博士たちはイエスさまを見て、どうしましたか。 

イエスさまを拝み、贈り物をささげました。［マタイ２：９～１１］ 

 

 

 

 

暗唱聖句：「主は富んでおられたのに、あなたがたのために貧しくなられました。 

     それは、あなたがたが、キリストの貧しさによって富む者となるためで 

     す。」（第二コリント８：９） 



第 ４ 課 

イエスさまの幼い頃 

マタイ第二章；ルカ第二章 

 

１． イエスさまが生まれて４０日経った時に、両親はイエスさまをどこに連れて行きまし

たか。 

 両親はイエスさまを宮に連れて行きました。 

   ［ルカ２：２１～２４、２７；参照 レビ記１２：１～４、６］ 

 

２． だれが宮でイエスさまに会いましたか。 

 シメオンです。救い主を見るまでは決して死なないといわれていた人です。 

                                                               ［ルカ２：２５～２７］ 

 

３． シメオンはイエスさまを腕に抱くと、なんと言いましたか。 

 「主よ。今こそあなたは、あなたのしもべを安らかに去らせてくださいます。 

 私の目があなたの御救いを見たからです。」（ルカ２：２９～３０） 

 

４． 時を同じくして、だれが宮に来ましたか。 

 女預言者のアンナです。８４歳になっていました。［ルカ２：３６～３７］ 

 

５． アンナはイエスさまを見て、何と言いましたか。 

 救い主が来られたことを神さまに感謝しました。[ルカ２：３８] 

 

６． ヘロデ王は、どのようにしてイエスさまがお生まれになったことを知ったのですか。 

 博士たちが、ユダヤ人の王を探しに来たからです。［マタイ２：１～３］ 

 

７． ヘロデは博士たちが戻って来なかったので、どうしましたか。 

 ベツレヘムの二歳以下の男の赤ちゃんを一人残らず殺しました。 

               ［マタイ２：１６～１８］ 

 

８． 神さまはどのようにして、イエスさまを守られましたか。 

 ヨセフに、イエスさまを連れてエジプトに逃げるように命じました。 

                   ［マタイ２：１３～１５］ 

 

９． イエスさまは１２歳の時に宮で何をしましたか。 

 質問をしたり、難しい質問に答えたりして、教師たちと話をしていました。 

                      ［ルカ２：４２～４７］ 



１０．マリヤがイエスさまを宮で見つけたとき、イエスさまは彼女に何と言いましたか。 

「わたしが必ず自分の父の家にいることを、ご存知なかったのですか。」 

                           （ルカ２：４９） 

 

 

 

 

暗唱聖句：「わたしはエジプトから、わたしの子を呼び出した。」（マタイ２：１５後半） 



第 ５ 課 

ヨハネがイエスさまに洗礼を授ける 

ルカ第三章、マタイ第三、四章 

 

１． 洗礼者ヨハネはどこで教えていましたか。 

 ヨルダン川のそばの荒野で教えていました。［マタイ３：１；ルカ３：２～３］ 

 

２． ヨハネはどのようなかっこうをしていましたか。 

 らくだの毛の着物を着、腰には皮の帯を締めていました。［マタイ３：４］ 

 

３． ヨハネは何を食べていましたか。 

 いなごと野蜜を食べていました。［マタイ３：４］ 

 

４． 人々はなぜヨハネの教えを聞きに出て来たのですか。 

 自分たちのなかから偉大な預言者が出た、と聞いたからです。 

                  ［マタイ３：３、５］ 

 

５． ヨハネは何を教えていましたか。 

 救い主が来られた、と人々に教えました。[ルカ３：４～６、１６～１７] 

 

６． ヨハネは人々に何をするように言いましたか。 

 罪を悔い改めて、救い主を求めるように言いました。 

      ［マタイ３：２、８、１１～１２］ 

 

７． ヨハネが教えていると、だれがやってきましたか。 

 イエスさまが、洗礼を受けるためにヨハネのところに来ました。 

                    ［マタイ３：１３］ 

 

８． イエスさまが洗礼を受けられるときどんなことが起こりましたか。 

 聖霊が鳩のようにイエスさまの上にくだって来られました。 

          ［マタイ３：１６～１７；ルカ３：２１～２２］ 

 

９． 聖霊さまはイエスさまをどこに導いて行かれましたか。 

 イエスさまは悪魔の試みを受けるため、荒野に導かれました。［マタイ４：１］ 

 

 



１０．三度目に誘惑を受けた後、イエスさまはどうされましたか。 

    「引き下がれ、サタン」と言われて、サタンを追いやられました。 

                    （マタイ４：１０） 

 

 

 

 

暗唱聖句：「引き下がれ、サタン。『あなたの神である主を拝み、主にだけ仕え 

     よ。』と書いてある」（マタイ４：１０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 ６ 課 

イエスさまが働きを始められる 

ヨハネ第二章～三章 

 

１． 弟子たちを連れて、イエスさまはどこに行かれましたか。 

 ガリラヤのカナでの婚礼に行かれました。［ヨハネ２：１～２］ 

 

２． イエスさまの母、マリヤは婚礼でイエスさまに何と言いましたか。 

 ぶどう酒がありません、と言いました。［ヨハネ２：３］ 

 

３． イエスさまは手伝いの人たちに何をするように言いましたか。 

 六つの水がめに水を満たすように言いました。［ヨハネ２：６～８］ 

 

４． 手伝いの人たちが水がめを水で満たした後、イエスさまは何をされましたか。 

 水をぶどう酒に変えられました。［ヨハネ２：９～１０］ 

 

５． この最初の奇跡の結果、何が起こりましたか。 

 イエスさまの弟子たちは、この方が約束された救い主であることを信じました。 

                           [ヨハネ２：１１] 

 

６． カナでの婚礼の後、イエスさまはどこにいらっしゃいましたか。 

 過越の祭りを守るために、エルサレムに上られました。［ヨハネ２：１３］ 

 

７． イエスさまは宮で何をなさいましたか。 

 むちを作って、買う者たち、売る者たちを宮から追い出されました。 

                  ［ヨハネ２：１４～１６］ 

 

８． このことで、ユダヤ人の指導者たちは怒りましたか。 

 はい、彼らはイエスさまに、一体何の権利があってこんなことをするのか、と尋ね 

 ました。［ヨハネ２：１８］ 

 

９． イエスさまは彼らに何とお答えになりましたか。 

 「この神殿をこわしてみなさい。わたしは、三日でそれを建てよう。」 

                    （ヨハネ２：１９） 

 

 

 



１０．イエスさまがニコデモに教えた、大切な教えとは何でしたか。 

「人は、新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。」 

                      （ヨハネ３：３） 

 

 

 

 

暗唱聖句：「神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛された。 

     それは御子を信じる者が、ひとりとして滅びることなく、永遠のいのちを 

     持つためである。」（ヨハネ３：１６） 



第 ７ 課 

サマリヤの井戸でのイエスさま 

ヨハネ第四章 

 

１． 過越の祭りの後、イエスさまはエルサレムからどこに行かれましたか。 

 サマリヤを通ってガリラヤに行かれました。［ヨハネ４：１～４］ 

 

２． サマリヤの井戸で、イエスさまはだれと会われましたか。 

 水をくみに来たサマリヤの女と会われました。［ヨハネ４：４～７］ 

 

３． イエスさまはサマリヤの女に何を頼みましたか。 

 イエスは「わたしに水を飲ませてください」と言われました（ヨハネ４：７前

半）。 

 

４． イエスさまはサマリヤの女に何とおっしゃいましたか。 

 イエスさまは彼女に、ご自分が生ける水である、とおっしゃいました。 

                  ［ヨハネ４：１０、１４］ 

 

５． イエスさまが、ご自分が生ける水である、とおっしゃったのはどういう意味ですか。 

 イエスさまが私たちを罪と死から救ってくださるために来られた救い主である、と 

 いう意味です。[ヨハネ４：１３、１４；参照 ヨハネ３：３６；７：３７] 

 

６． イエスさまはサマリヤの女とお話している間に、何をされましたか。 

 ご自分が彼女の救い主であると、サマリヤの女が信じるようにされました。 

                ［ヨハネ４：２５～２６、２９］ 

 

７． サマリヤの女は、イエスさまが自分の救い主である、と信じたとき、何をしました

か。 

 町へ行き、たくさんの人々に、来てイエスさまのお話を聞くように呼びかけまし

た。 

                          ［ヨハネ４：２８～３０］ 

 

８． イエスさまはサマリヤにいたほかの人々をも救われましたか。 

 はい、たくさんの人々がイエスさまを自分の救い主として信じました。 

                 ［ヨハネ４：３９～４２］ 

 

９． このことは弟子たちに何を示しましたか。 



 神さまはご自分の民を異邦人からも集められることを示しました。 

 ［ヨハネ４：９、２７、３５～３８；マタイ２８：１９～２０］ 

１０．イエスさまはサマリヤにどれくらいの間滞在されましたか。 

二日間滞在して、それからガリラヤに行かれました。（ヨハネ４：４３） 

 

 

 

 

暗唱聖句：「私のたましいは、神を、生ける神を求めて渇いています」（詩篇４２：２前半） 



第 ８ 課 

イエスさまがガリラヤで教えられる 

ヨハネ第四章、ルカ第四章 

 

１． ユダヤ人たちは、ガリラヤでイエスさまと会って、喜びましたか。 

 はい、もっと奇跡を見たかったからです。 

 ［ルカ４：１４；ヨハネ４：４５；２：２３］ 

 

２． カナでイエスさまが行った、二番目の奇跡は何でしたか。 

 とても重い病気にかかっていた王室の役人の息子をいやされました。 

            ［ヨハネ４：４６、５０、５４］ 

 

３． カナの王室の役人はどこに住んでいましたか。 

 ３０キロ離れた、カペナウムに住んでいました。［ヨハネ４：４６］ 

 

４． イエスさまは、どのようにして王室の役人の息子をいやされましたか。 

 イエスさまが言葉を話されると、その息子はいやされました。 

              ［ヨハネ４：５０、５３］ 

 

５． イエスさまはカナからどこに行かれましたか。 

 ご自分が育ったナザレに行かれました。[ルカ４：１６] 

 

６． イエスさまはナザレの人々に何を教えられましたか。 

 ご自分が、イザヤが預言した約束のキリストであるということです。 

        ［ルカ４：１７～１９；参照 イザヤ６１：１］ 

 

７． ナザレの人々はイエスさまを信じましたか。 

 いいえ、彼らはイエスさまが約束のキリストであることを信じませんでした。 

                                          ［ルカ４：２０～２２、２８～２９］ 

 

８． ナザレの人々がイエスさまを信じなかったとき、イエスさまは彼らに何と言いました

か。 

 福音は異邦人に伝えられる、と言われました。［ルカ４：２４～２７］ 

 

９． 人々はこれを聞いてどうしましたか。 

 怒って、イエスさまをがけから突き落とそうとしました。［ルカ４：２８－２９］ 

 



１０．イエスさまはどのようにして、彼らのところから逃れたのですか。 

 彼らの真中を通り抜けて行かれましたが、彼らはイエスさまに触れることができま 

 せんでした。［ルカ４：３０］ 

 

 

 

 

暗唱聖句：「わたしの上に主の御霊がおられる。主が、貧しい人々に福音を伝えるよ 

     うにと、わたしに油を注がれたのだから」（ルカ４：１８） 



第 ９ 課 

イエスさまが安息日にいやす 

ヨハネ第五章 

 

１． なぜイエスさまは再びエルサレムにいらっしゃったのですか。 

 エルサレムで祭りがあったからです。［ヨハネ５：１］ 

 

２． エルサレムにおられる間に、イエスさまは安息日にどこに行かれましたか。 

 大ぜいの病人がいる、ベテスダと呼ばれる池に行かれました。 

                ［ヨハネ５：２、８～９］ 

 

３． なぜこれらの病人たちは、その池にいたのですか。 

 天の使いが水をかき回すときに、最初に池に入った人の病がいやされる、と考えら 

 れていたからです。［ヨハネ５：４］ 

 

４． イエスさまは、池でだれと話されましたか。 

 ３８年間、足が悪くて歩けなかった人です。［ヨハネ５：５］ 

 

５． その歩けない人は、どのような人間の姿を表していますか。 

 自分の罪にたいして無力である私たちの姿を表しています。[ヨハネ５：１４、  

 １９～２５；参照 エペソ２：１～５；イザヤ３５：５～８；６１：１～３] 

 

６． イエスさまは、歩けない人に何と言われましたか。 

 「起きて、床を取り上げて歩きなさい。」（ヨハネ５：８） 

 

７． パリサイ人たちは、この歩けない人がいやされたのを見て喜びましたか。 

 いいえ、彼が安息日に床を取り上げたことに怒りました。［ヨハネ５：９～１０］ 

 

８． イエスさまがこの歩けない人をいやされたと聞いて、パリサイ人たちは何と言いまし

たか。 

 イエスさまが安息日を破った、と言いました。［ヨハネ５：１５～１６］ 

 

９． 歩けない人をいやしたことで、イエスさまは安息日を破られたのでしょうか。 

 いいえ、イエスさまは安息日の主であり、安息日によいことをするのは罪ではあり 

 ません。［ヨハネ５：１７；マタイ１２：７～８］ 

 

 



１０．イエスさまが安息日の主である、というのは、どういう意味ですか。 

 安息日は主の日であり、主のものである、という意味です。 

      ［マルコ２：２７～２８；黙示録１：１０］ 

 

 

 

 

暗唱聖句：「人の子は安息日にも主です」（マルコ２：２８） 



第 １０ 課 

ガリラヤの海でのイエスさま 

ルカ第八章、マタイ第八章 

 

１． イエスさまと弟子たちがガリラヤ湖を渡っていた時に、何が起こりましたか。 

 大きな嵐がありました。［ルカ８：２３］ 

 

２． 弟子たちは恐れましたか。 

 はい、舟が沈むのではないかと恐れました。［ルカ８：２４］ 

 

３． 嵐の間、イエスさまは何をされていましたか。 

 舟でぐっすり眠っておられました。［ルカ８：２３前半；マタイ８：２４］ 

 

４． 弟子たちがイエスさまを起こしたとき、イエスさまはどうされましたか。 

 風が止むように、湖が静まるように、命じられました。 

       ［ルカ８：２４後半；マタイ８：２６］ 

 

５． イエスさまはこの嵐で、弟子たちに何を教えられましたか。 

 イエスさまと共にいれば彼らはいつでも安全である、ということを教えられまし

た。 

                  [ルカ８：２４ｂ；比イザヤ４３：２] 

 

６． 湖の向こう側で、だれがイエスさまと会いましたか。 

 悪霊につかれた人二人です。［マタイ８：２８］ 

 

７． イエスさまはこの悪霊たちに、何を命じましたか。 

 この二人から出て行くように命じられました。［マタイ８：３２］ 

 

８． イエスさまが悪霊たちに、山のそのあたりにいた豚の中に入るように命じられると、

何が起こりましたか。 

 豚は湖に駆け降りて行って、溺れ死にました。［ルカ８：３３］ 

 

９． 悪霊にも打ち勝つこの力のことで、イエスさまは私たちに何を教えておられますか。 

 悪霊でさえも、神さまが与えてくださる力によらなければ、何もすることはできな 

 いのだ、ということです。 

       ［マタイ８：２９～３１；ルカ４：４１；第二ペテロ２：４］ 

 



 

１０．ゲラサ地方の人たちは、イエスさまの力によるこれらの奇跡を見て、イエスさまを信じ 

   ましたか。 

いいえ、イエスさまのことより、自分たちの豚が欲しかったのです。 

                     ［ルカ８：３７］ 

 

 

 

 

暗唱聖句：「風や湖までが言うことをきくとは、いったいこの方はどういう方なのだろう」 

                            （マタイ８：２７後半） 



第 １１ 課 

人々がイエスさまを王にしたがる 

ヨハネ第六章 

 

１． カペナウム近くの荒野で、イエスさまはどんな奇跡を行われましたか。 

 女や子供のほかに、およそ５０００人の男の人たちに食事を与えました。 

                      ［ヨハネ６：１０］ 

 

２． なぜこのことが、大きな奇跡なのですか。 

 イエスさまは、パン五つと魚２匹から彼らに食事を与えることがで、さらに余った 

 もので十二のかごがいっぱいになったのです。［ヨハネ６：９、１１～１３］ 

 

３． イエスさまは人々に、５０００人に食事を与えた奇跡を通して、何を教えられたので

すか。 

 ご自分が天から下ってこられたまことのパンであるということを教えられました。 

                       ［ヨハネ６：３２～３５］ 

 

４． その夜弟子たちが湖を渡ろうとしたとき、何が起こりましたか。 

 神さまが海に嵐を起こされたので、向こう岸に着くことができませんでした。 

                      ［ヨハネ６：１６～１８］ 

 

５． イエスさまはどのように彼らを助けられましたか。 

 海の上を歩いて彼らのところに来られ、それから嵐を静められました。 

                        [ヨハネ６：１９] 

 

６． 波の上を歩いて弟子たちのところまで行ったことによって、イエスさまは彼らに何を

教えられましたか。 

 教会はたくさんの嵐を経験しますが、イエスさまがいつでも近くにいてくださる、 

 ということです。［ヨハネ６：２０～２１；エペソ１：１９～２３］ 

 

７． 湖の反対側の岸で、イエスさまを探している人々がいたのはなぜですか。 

 奇跡的に自分たちのお腹を一杯にしてくださったので、イエスさまを自分たちの地 

 上の王にしたかったからです。［ヨハネ６：１５］ 

 

８． イエスさまは、地上の王になってもよい、と思っていましたか。 

 いいえ、イエスさまは人々にご自分の御国は天国のものだ、とおっしゃいました。 

                      ［ヨハネ６：３６～４１］ 



９． 人々がその御国を欲しくなかったことが、どうして分かりますか。 

 多くの人がイエスさまから離れ去って行き、ついて行くのをやめました。 

１０．イエスさまが、弟子たちもご自分から離れたいかとお尋ねになったとき、弟子たちは何 

   と答えましたか。 

彼らが答えました。「主よ。私たちがだれのところに行きましょう。あなたは、永遠

のいのちのことばを持っておられます。」（ヨハネ６：６８） 

 

 

暗唱聖句：「わたしは、天から下って来た生けるパンです」（ヨハネ６：６８前半） 



第 １２ 課 

山の上でイエスさまの御姿が変わる 

マタイ第十六章、十七章 

 

１． イエスさまは、弟子たちがイエスさまは永遠のいのちの言葉を持っておられると告白

した後、弟子たちに何と言われましたか。 

 ご自分が苦しみを受け、殺されなければならない、と弟子たちに言われました。 

                          ［マタイ１６：２１］ 

 

２． イエスさまは、その他に弟子たちに何と言われましたか。 

 ご自分が死からよみがえられるということです。［マタイ１６：２１］ 

 

３． イエスさまはだれを高い山に連れて行かれましたか。 

 三人の弟子たち、ペテロ、ヤコブとヨハネです。［マタイ１７：１］ 

 

４． イエスさまが山の上で祈っていたとき、何が起きましたか。 

 御顔が太陽のように輝き、御衣が雪のように白くなりました。［マタイ１７：２］ 

 

５． イエスさまのところに、だれが現れましたか。 

 モーセとエリヤが現れて、イエスさまの死について、イエスさまと話していまし

た。 

                          [ルカ９：３０～３１] 

 

６． 天からの声が何と言いましたか。 

 「これは、わたしの愛する子、わたしはこれを喜ぶ。彼の言うことを聞きなさい」 

 と言いました。（マタイ１７：５） 

 

７． 御姿が変わられた翌日の朝、イエスさまはどんなすばらしい奇跡を行われましたか。 

 悪霊に取りつかれていた男の子をいやされました。［マタイ１７：１５、１８］ 

 

８． 男の子の父親はイエスさまに何と言いましたか。 

 その子の父親は言いました。「信じます。不信仰な私をお助けください。」 

                       （マルコ９：２４） 

 

９． この奇跡は、なぜ驚くべきことなのですか。 

弟子たちがその子を治そうとしたのに、治せなかったのです。 

            ［マタイ１７：１６、１９］ 



 

１０．この奇跡から、私たちはどんなことが教えられていますか。 

 イエスさまが打ち負かすことの出来ない程の力強い悪はないということを、私たち 

 が信じなくてはいけない、ということです。 ［マタイ１７：１８；詩篇１３０： 

 ７～８；ヘブル７：２５；第一テモテ１：１５］ 

 

 

 

暗唱聖句：「人々はみな、神のご威光に驚嘆した。」（ルカ９：４３） 



第 １３ 課 

イエスさま、エルサレムで教える 

ヨハネ８章～９章、ルカ１０：３８～４１ 

 

１． エルサレムでの過ぎ越しの祭りに行く準備をしている間、イエスさまはどこに滞在さ

れましたか。 

 ベタニヤのマリヤ、マルタ、ラザロの家です。［ヨハネ１２：１～３］ 

 

２． マルタはどのように主への愛を表しましたか。 

 おいしい食事でイエスさまに奉仕していました。 

     ［ルカ１０：４０；ヨハネ１２：２］ 

 

３． マリヤはどのように主への愛を表しましたか。 

 主が天の御国について教えておられるのを聞いていました。［ルカ１０：３９］ 

 

４． イエスさまはマリヤについて、何とおっしゃいましたか。 

 マリヤは良いほうを選んだ、とおっしゃいました。［ルカ１０：４２］ 

 

５． イエスさまは宮にいた人々に何を教えられましたか。 

 イエスさまが世の光、救い主である、と教えられました。 

              [ヨハネ８：２、１２] 

 

６． なぜこのことが、支配者たちを怒らせたのですか。 

 彼らはイエスさまがご自分について嘘を言っており、神さまのお名前を冒涜
ぼうとく

して 

 いると思ったからです。[ヨハネ８：１３、５８～５９] 

 

７． 彼らがイエスさまに石を投げつけようとしたときに、どのように逃げられたのです

か。 

 身を隠して、彼らのあいだを通って宮を出て行かれました。［ヨハネ８：５９］ 

 

８． 彼らが宮でイエスさまに石を投げようとした後、イエスさまはどんな奇跡を行われま

したか。 

 宮の門のところに座って物乞いをしていた盲人をいやされました。 

             [ヨハネ９：１、６～７、１１] 

 

９． 支配者たちは、イエスさまが見えるようにしてあげたこの男について、何と言いまし

たか。 



 この人は盲人ではかったのだと言いました。[ヨハネ９：９，１８］ 

１０．イエスさまはこの盲人だった男のために、他にどんなことをしてくださいましたか。 

 イエスさまが世の光であるということが分かるように、霊的な目も開いてください 

 ました。［ヨハネ９：２～４、２７～２８、３５～３９］ 

 

 

 

暗唱聖句：「わたしは、世の光です。わたしに従う者は、決してやみの中を歩むことがなく、 

     いのちの光を持つのです。」（ヨハネ８：１２） 

  



第 14 課 

イエスさま、ラザロを死からよみがえらせる 

ヨハネ１１章 

 

１． ユダヤ人たちがイエスさまを殺そうとしているとき、イエスさまはどこに行かれまし

たか。 

 ペレアに行かれました。聖書が「ヨルダンを渡った所」と言っている所です。 

                     ［ヨハネ１０：３９～４０］ 

 

２． イエスさまは、そのペレアで人々にどのような教え方をされましたか。 

 多くのたとえ話を使って教えられました。［例：ルカ１５：３、８、１１］ 

 

３． ペレアでイエスさまが教えられたたとえ話を三つ言ってください。 

 「迷った羊」「なくした銀貨」そして「放蕩息子」のたとえ話です。［ルカ１５］ 

 

４． ペレアで、だれがイエスさまのところにやって来ましたか。 

 使いが来て、イエスさまの友達のラザロが重い病気である、と伝えました。 

                 ［ヨハネ１０：４０；１１：１～３］ 

 

５． 弟子たちは、なぜイエスさまをエルサレムに行かせることを恐れたのですか。 

 ユダヤ人たちがイエスさまを殺したがっていたからです。 

                [ヨハネ１１：８；参照 第１３課問７] 

 

６． トマスは何と言いましたか。 

 「私たちも行って、主といっしょに死のうではないか。」(ヨハネ１１：１６) 

 

７． イエスさまはなぜ、ラザロが死ぬまで待たれたのですか。 

 ご自分に死人をよみがえらせる力があることを見せたかったからです。 

             ［ヨハネ１１：１４～１５、３９～４４］ 

 

８． イエスさまはラザロの墓で、何をなさいましたか。 

 ラザロに出てくるように命じて、死からよみがえらせました。[ヨハネ１１：４３] 

 

９． イエスさまはこの素晴らしい奇跡によって、何を教えてくださいましたか。 

 イエスさまにはご自分の民を天国の栄光によみがえらせる力のあることを教えて 

 くださいます。[ヨハネ１１：２５～２６］ 

１０．この奇跡は、支配者たちにどのような影響を与えましたか。 



それまで以上にイエスさまを殺す決意を固くしました。［ヨハネ１１：５３］ 

 

 

 

暗唱聖句：「わたしは、よみがえりです。いのちです。わたしを信じる者は、死んでも生きる 

     のです」（ヨハネ１１：２５） 



第 １５ 課 

イエスさま、過越の祭りに行かれる 

ルカ１８章～１９章、ヨハネ１２章 

 

１． ラザロをよみがえらせた後、イエスさまはどこに行かれましたか。 

 エルサレムから遠くないエフライムという町に行かれました。 

                ［ヨハネ１１：５４］ 

 

２． イエスさまはエルサレムに行くとき、どの道を通られましたか。 

 エリコを通って行かれました。そこでは多くの巡礼者が過越の祭りへと向かってい 

 ました。［ルカ１８：３１、３５］ 

 

３． エリコの町の外で、イエスさまはだれに会われましたか。 

 盲人のバルテマイに会いました。彼は大声で、「ダビデの子のイエスさま。私を 

 あわれんでください。」と言いました。(ルカ１８：３８) 

 

４． バルテマイは、イエスさまが目を見えるようにしてくださるとどうしましたか。 

 神をあがめながらイエスさまについて行きました。［ルカ１８：４３］ 

 

５． イエスさまを見ようといちじく桑の木に登ったのはだれですか。 

 取税人のザアカイという人で、とてもお金持ちでした。[ルカ１９：２～４] 

 

６． イエスさまはザアカイのところに来て、何と言われましたか。 

 「ザアカイ。急いで降りて来なさい。きょうは、あなたの家に泊まることにして 

 あるから。」(ルカ１９：５) 

 

７． エリコの人々は、イエスさまがザアカイの家に入ることについて、どう思いました

か。 

 取税人のザアカイを憎んでいたので、とても怒りました。［ルカ１９：７］ 

 

８． イエスさまがザアカイの家に行くことを怒っている人々に対して、イエスさまは何と

答えられましたか。 

 イエスさまは彼らに、ご自分はアブラハムのまことの子に救いをもたらすために来 

 た、と言われました。[ヨハネ１９：９～１０] 

 

９． ベタニヤのマリヤはどのようにしてイエスさまへの信仰を表しましたか。 

 非常に高価な香油をイエスさまの体にぬりました。[ヨハネ１２：３］ 



１０．マリヤはなぜイエスさまの体に油をぬったのですか。 

イエスさまは死なれるけれども、また死からよみがえられると信じていたからです。 

                         ［ヨハネ１２：７］ 

 

 

 

暗唱聖句：「人の子は、失われた人を捜して救うために来たのです。」（ルカ１９：１０） 



第 １６ 課 

イエスさま、王としてエルサレムにはいられる 

マタイ２１章、ルカ１９章 

 

１． イエスさまが死なれる前の週の最初の日に、何をなさいましたか。 

 ろばの子に乗ってエルサレムにはいられました。［マタイ２１：７～１２］ 

 

２． 人々はイエスさまがろばの子に乗ってエルサレムにはいられるのを見て、どうしまし

たか。 

 しゅろの葉で出迎え、自分たちの上着を道に敷きました。 

  ［マタイ２１：８；ルカ１９：３６；ヨハネ１２：１３］ 

 

３． 人々は、イエスさまが通られるとき、何と叫びましたか。 

 「ダビデの子にホサナ」と叫びました。(マタイ２１：１５) 

 

４． 人々はなぜ、王様にだけ使われる「ホサナ」ということばを叫んだのですか。 

 預言者たちが、彼らの王はろばの子に乗って来られる、と預言していたからです。 

                ［参照 ゼカリヤ９：９；イザヤ６２：１１］ 

 

５． 人々は主イエスさまが子ろばに乗ってエルサレムにはいって来られたとき、何をされ

ると思ったのですか。 

 人々はイエスさまが地上の王になると思いました。[マタイ２１：５、８～９] 

 

６． イエスさまは人々に何を教えようとされたのですか。 

 ご自分が天の御国の王であることを示そうとされたのです。 

     [マタイ２１：４～５；ルカ１９：３７～３８] 

 

７． なぜ、この時になってそれを示されたのですか。 

 もうすぐご自分の御国に行かれるところだったからです。 

 ［マタイ２０：２２～２３；ルカ２２：２９～３０］ 

 

８． イエスさまはなぜ強い馬ではなくて子ろばに乗って来られたのですか。 

 ご自分の御国に入るためには、へりくだって苦しみを受けなくてはいけないことを 

 示すためです。 

      [参照 第二コリント８：９；ヨハネ１７：４～５；使徒５：３０～３１] 

 

 



９． イエスさまはなぜ苦しみを受けなくてはならなかったのですか。 

 私たちを私たちの罪から救い出し天国に連れて行くために苦しまなくてはなら 

 なかったのです。[イザヤ５３章］ 

１０．イエスさまは私たちの王として全世界の前に現れてくださるのですか。 

 はい、イエスさまは今も天国で王であり、また再臨のときに私たちの王として現れて 

 くださいます。［第一コリント１５：２３～２７；黙示録１：５～６；第二テサロニ 

 ケ１：７～１０］ 

 

 

 

暗唱聖句：「ダビデの子にホサナ。祝福あれ。主の御名によって来られる方に。」 

                         （マタイ２１：９後半） 

  



第 １７ 課 

最後の晩餐 

マタイ２６章、ヨハネ１３章 

 

１． イエスさまは最後の過越しの食事をどこでされましたか。 

 イエスさまは、ご自分の弟子たちと共に二階の部屋で過越しの食事をされました。 

           ［マルコ１４：１４～１５；ルカ２２：１１～１２］ 

 

２． 過越しの食事で、主イエスさまが最初にされたことは何でしたか。 

 身分の低い召使いのように、弟子たちの足を洗われました。 

               ［ヨハネ１３：３～５］ 

 

３． イエスさまはなぜ弟子たちの足を洗われたのですか。 

 彼らの罪を洗い落とすために、ご自分の命をささげなくてはならないことを、弟子 

 たちに教えるためです。[参照 １３：７～８、１０] 

 

４． イエスさまが弟子たちの足を洗うもう一つの理由は何だとおっしゃいましたか。 

 弟子たちもお互いに仕えることを学ばなくてはいけない、とおっしゃいました。 

                      ［ヨハネ１３：１２～１７］ 

 

５． 過越しの食事で２番目に起きた大切な出来事は何ですか。 

 イエスさまがイスカリオテ・ユダに「あなたがしようとしていることを、今すぐし 

 なさい」と言われたことです。（ヨハネ１３：２７） 

 

６． ユダはイエスさまがおっしゃっている意味が分かりましたか。 

 はい、ユダは出て行って、イエスさまを裏切りました。 

  [ヨハネ１３：３０；マタイ２６：２５、４７] 

 

７． イエスさまがこの過越しの食事で３番目になさった大切なことは何ですか。 

 弟子たちに、ご自分の砕かれるからだと流される血のしるしとしてパンとぶどう 

 酒を与えられたことです。［マタイ２６：２６～２８］ 

 

８． なぜこのことは、そんなに大切なのですか。 

 私たちが主の聖餐を守るために、イエスさまが私たちにくださったしるしだからで 

 す。[第一コリント１１：２４～２６] 

 

９． イエスさまは、晩餐の後どこに行かれましたか。 



 ゲツセマネに祈りに行かれました。[マタイ２６：３６］ 

１０．イエスさまが祈られた後、だれがゲツセマネに来ましたか。 

ユダが、イエスさまを捕らえるために大勢の兵隊を連れて来ました。 

               ［マタイ２６：４５～５０］ 

 

 

 

暗唱聖句：「これはわたしの契約の血です。多くの人のために流されるものです。」 

                           （マルコ１４：２４） 

  



第 １８ 課 

イエスさまの十字架上の死 

マタイ２７章、ルカ２３章 

 

１． イエスさまはどのようにして死なれたのですか。 

 ふたりの強盗のあいだで、十字架に釘付けにされました。［マタイ２７：３８］ 

 

２． イエスさまが十字架の上で、最初に言ったことばは何でしたか。 

 「父よ。彼らをお赦しください。彼らは、何をしているのか自分でわからないので 

 す」（ルカ２３：３４前半） 

 

３． 強盗の一人は、イエスさまに何をお願いしましたか。 

「イエスさま。あなたの御国の位にお着きになるときには、私を思い出してくださ

い」（ルカ２３：４２） 

 

４． イエスさまは、この強盗に何とお答えになりましたか。 

「あなたはきょう、わたしとともにパラダイスにいます」（ルカ２３：４３後半） 

 

５． 昼の１２時に何が起こりましたか。 

全地が暗くなって、それを見た人々は皆非常に恐れました。 

      [マタイ２７：４５、５４；ルカ２３：４４] 

 

６． 暗闇の最後に、イエスさまは何と叫ばれましたか。 

「わが神、わが神。どうしてわたしをお見捨てになったのですか。」 

                 （マタイ２７：４６後半） 

 

７． イエスさまが死なれたとき、何が起こりましたか。 

 神殿の幕が真二つに裂け、地が揺れ動き、墓が開きました。 

          [マタイ２７：５１～５２] 

 

８． だれがイエスさまを葬りに来ましたか。 

 アリマタヤのヨセフとニコデモです。彼らはイエスさまを十字架から降ろして新し 

 い墓に納めました。 [ルカ２３：５０～５３；ヨハネ１９：３８～４２］ 

 

９． イエスさまはなぜ十字架で死ななくてはならなかったのですか。 

 十字架の死は、のろわれた死であるからです。[ガラテヤ３：１３] 

 



１０．主イエスさまはなぜのろわれた死を遂げなければならなかったのですか。 

私たちの罪に対する神さまの怒りを受けられたのです。[ガラテヤ３：１３； 

       第一ペテロ２：２４、第一テサロニケ５：９～１０] 

 

 

暗唱聖句：「まことに、彼は私たちの病を負い、私たちの痛みをになった。」 

                       （イザヤ書５３：４前半） 



第 １９ 課 

イエスさまが死からよみがえる 

マタイ２７～２８章、ルカ２４章、ヨハネ２０章 

 

１． イエスさまはどこに葬られましたか。 

 アリマタヤのヨセフのものであった、新しい墓に納められました。 

               ［マタイ２７：５７～６０］ 

 

２． ユダヤ人たちは、どのようにしてイエスさまを墓から出られないようにしたのです

か。 

 ピラトに、墓に番兵をつけるように願いました。[マタイ２７：６２～６６] 

 

３． 日曜日の朝早く何が起こりましたか。 

 イエスさまが、死からよみがえられました。[マタイ２８：１～６； 

         ルカ２４：１～６、ヨハネ２０：１、１１～１６] 

 

４． 主はどのようにして、ご自分がよみがえられたことを示されましたか。 

 主の使いが天から降りて来て、石をわきへころがしました。[マタイ２８：２] 

 

５． 主の使いは、墓に来た女の人たちに何と言いましたか。 

 「ここにはおられません。前から言っておられたように、よみがえられたからで

す。 

 来て、納めてあった場所を見てごらんなさい」（マタイ２８：６） 

 

６． 女の人たちが、イエスさまが納められていた所を見ると、何がありましたか。 

 おからだにまかれていた布はありましたが、イエスさまはよみがえられて 

 いました。[ヨハネ２０：４～７] 

 

７． よみがえられた救い主を初めに見たのはだれでしたか。 

 マグダラのマリヤでした。墓のところで泣いていました。 

            [ヨハネ２０：１１～１６] 

 

８． 主イエスさまはその日弟子たちのところにも現れましたか。 

 はい、夕方、彼らの部屋の戸の鍵がかかっていた時に現れてくださいました。 

                         [ヨハネ２０：１９］ 

 

 



 

 

９． イエスさまが週の最初の日によみがえられたことが、どうして重要なのですか。 

 主イエスさまは私たちの安息日を土曜日から日曜日に変えられました。私たちがイ 

 エスさまのよみがえりをお祝いするためです。[黙示録１：１０；使徒２０：７； 

 第一コリント１６：１～２] 

 

１０．主イエスさまのよみがえりによって、私たちはどんなことを確信できるのですか。 

主イエスさまは、私たちの霊と身体の両方をよみがえらせてくださる、ということで

す。[第一コリント１５：２０～２２；ピリピ３：８～１１；第一ペテロ１：３～５；

３：２１～２２] 

 

 

 

暗唱聖句：「しかし、今やキリストは、眠った者の初穂として死者の中からよみがえられまし 

     た。」（第一コリント１５：２０） 



第 ２０ 課 

聖霊がそそがれる 

使徒の働き１～２章 

 

１． 主イエスさまは、いつ天に昇られましたか。 

 死からよみがえられて４０日後に天に昇られました。 

         ［使徒１：２～２、９～１１］ 

 

２． 弟子たちから去って行かれる前に、主イエスさまは彼らに何をするように命じられま

したか。 

 エルサレムで聖霊を待つように命じられました。[使徒１：４～５] 

 

３． 主イエスさまは今、天国で何をしておられるのですか。 

 天と地のすべてのことを支配しておられます。 

    [エペソ１：２０～２３；ヘブル１：１～２] 

 

４． そのほかに、主イエスさまは天国で何をしておられますか。 

 父なる神さまの前で、私たちのとりなしをしてくださっています。 

          [ローマ８：３４；ヘブル９：１２、２４] 

 

５． 父なる神さまは、主のとりなしに、どのようにお答えになられますか。 

 父なる神さまは、私たちに必要な祝福すべてをイエスさまにお与えになります。 

                        [エペソ４：７～８] 

 

６． 主イエスさまが私たちにくださった最初の祝福は何でしたか。 

 五旬節の日に、聖霊がそそがれました。[使徒２：１、４] 

 

７． 聖霊がそそがれたしるしは何でしたか。 

 激しい風が吹いて来るような響きが起こりました。[使徒２：２] 

 

８． そのほかのしるしは何でしたか。 

 炎のような分かれた舌が、二階の部屋に集まっていた１２０人の人の上にとどまり 

 ました。[使徒２：３］ 

 

９． その１２０人の人たちには、どのような特別な力が与えられたのですか。 

 多くの違う言葉で話すことができるようになりました。[使徒２：４～１２] 



１０．他国のことばで話すということは、何のしるしでしたか。 

神さまが今や、ご自分の民を地上のすべての国からお召しになられる、ということの

しるしでした。[使徒２：１４～２１、３９] 

 

 

 

暗唱聖句：「あなたがたを離れて天に上げられたこのイエスは、天に上って行かれるのを 

     あなたがたが見たときと同じ有様で、またおいでになります。」 

                       （使徒１：１１後半） 



第 ２１ 課 

ペテロが足の悪い男をいやす 

使徒の働き３～４章 

 

１． 五旬節の後すぐに、ペテロとヨハネは何をしましたか。 

 宮に祈りに行きました。［使徒３：１］ 

 

２． ペテロとヨハネは宮の門でだれを見ましたか。 

 ４０年間、足のきかない物乞いを見ました。[使徒３：２～５；４：２２] 

 

３． ペテロは彼に何と言いましたか。 

 立って歩くように言いました。[使徒３：６～７] 

 

４． ペテロは彼に、だれの名によってこのことをするように言いましたか。 

 よみがえられた主、イエスさまの名によってです。[使徒３：６] 

 

５． 足の悪い男は、イエスさまが彼を歩かせることができると信じましたか。 

 はい、神さまが彼にイエスさまを信じる信仰をくださいました。[使徒３：８～９] 

 

６． 足の悪い男はいやされましたか。 

 はい、彼は飛びはねて神さまを賛美しました。[使徒３：８] 

 

７． この奇跡の結果、何が起こりましたか。 

 たくさんの人々が集まり、ペテロがよみがえられた主について話すのを聞きまし

た。 

                          [使徒３：１１～１２] 

 

８． このことで支配者たちは怒りましたか。 

 はい、とても怒って、ペテロとヨハネを牢屋に入れました。[使徒４：１～３］ 

 

９． 次の日、支配者たちはペテロとヨハネに何と命じましたか。 

 いっさいイエスの名によって語ってはいけないと命じました。 

                [使徒４：５～６、１８] 

 

１０．ペテロは彼らに何と答えましたか。 

「私たちは、自分の見たこと、また聞いたことを、話さないわけにはいきません。」 



                            （使徒４：２０） 

 

暗唱聖句：「神に聞き従うより、あなたがたに聞き従うほうが、神の前に正しいかどうか、 

     判断してください。」（使徒４：１９） 

  



第 ２２ 課 

ペテロがコルネリオに説教する 

使徒の働き９～１０章 

 

１． ペテロはなぜサマリヤに行ったのですか。 

 サマリヤの聖徒たちに説教するために行きました。［使徒９：３２］ 

 

２． どのようにして主イエスさまは、ペテロを通してご自分の力を現されましたか。 

 ペテロはアイネヤをいやしました。彼女は八年の間病気でした。 

                  [使徒９：３３～３４] 

 

３． ペテロはヨッパで、どのような素晴らしい奇跡を行いましたか。 

 ドルカスを死からよみがえらせました。[使徒９：３７～４１] 

 

４． ペテロはヨッパでどのような幻を見ましたか。 

 ユダヤ人が食べることを許されていない動物や鳥の幻です。[使徒１０：９～１３] 

 

５． 主がそれらを食べるようにおっしゃったとき、ペテロはどう答えましたか。 

 きよくない物や汚れた物は食べたことがない、と答えました。[使徒１０：１４] 

 

６． 主はペテロに何と言われましたか。 

 主はペテロに言われました。「神がきよめた物を、きよくないと言ってはならな

い。」 [使徒１０：１５] 

 

７． 神さまは なぜペテロにこの幻を見せられたのですか。 

 神さまはペテロに、異邦人にも伝道させたかったからです。 

          [使徒１０：３４～３４；１５：７～９] 

 

８． ペテロはどのようにして幻の意味が異邦人への伝道だと分かったのですか。 

 コルネリオという異邦人から遣わされた人たちが来て、ペテロが一緒に来てコルネ 

 リオに話してくれるようにと願ったからです。[使徒１０：１９～２２］ 

 

９． ペテロは一緒に行きましたか。 

 はい、ペテロは行って、コルネリオと彼の親族、友人たちに主イエスさまのことを 

 話しました。[使徒１０：２３～３６] 

 

１０．ペテロが話している間に何が起こりましたか。 



聖霊がこれらの異邦人たちに下り、彼らは異言を話し、神を賛美しました。 

                   [使徒１０：４４～４６前半] 

 

 

 

暗唱聖句：「地の果て果てもみな、思い起こし、主に帰って来るでしょう。」 

                       （詩篇２２：２７前半） 



第 ２３ 課 

パウロの最初の宣教の旅 

使徒の働き９、１３～１４章 

 

１． ステパノが石で打ち殺されたとき、そばにいた人はだれですか。 

 タルソのサウロです。彼はステパノを殺すことに賛成していました。 

                  ［使徒７：５７～８：１］ 

 

２． サウロはなぜダマスコに行ったのですか。 

 クリスチャンを捕えて、エルサレムに連れて来るためです。[使徒９：１～２] 

 

３． 途中サウロに現れたのはだれでしたか。 

 主イエスさまがサウロに現れて言われました。「サウロ、サウロ。なぜわたしを迫 

 害するのか。」（使徒９：４） 

 

４． 主イエスさまはサウロが何をするように召されましたか。 

 異教徒たちに福音を伝えるように召されました。[使徒９：１５] 

 

５． サウロの最初の宣教の旅に一緒について行ったのはだれですか。 

 バルナバとマルコと呼ばれるヨハネです。[使徒１３：１～５] 

 

６． サウロの名前は何に変わりましたか。 

 パウロに変わりました。[使徒１３：９] 

 

７． キプロス島で何が起こりましたか。 

 島の総督と、おそらく他にも大勢の人が救われました。[使徒１３：４～１２] 

 

８． ピシデヤのアンテオケで、パウロが説教した結果、何が起こりましたか。 

 多くの異邦人たちが主イエス・キリストを信じました。[使徒１３：４８］ 

 

９． ピシデヤのアンテオケで、ユダヤ人たちがパウロをねたんでいたことがどうして分か

りますか。 

 パウロとバルナバを、町から追い出したからです。[使徒１３：５０] 

 

１０．ルステラの異教徒たちは、パウロとバルナバに何をしましたか。 

 はじめは彼らを拝もうとしましたが、その後パウロを石打ちにし、死んだと思って、 

 放っておきました。[使徒１４：１１～１５、１９] 



 

暗唱聖句：「全世界に出て行き、すべての造られた者に、福音を宣べ伝えなさい。」 

                            （マルコ１６：１５） 



第 ２４ 課 

パウロの二回目の宣教の旅 

使徒行伝１６～１８章 

使徒の働き１６章 

 

１． パウロとシラスは二回目の宣教の旅でどこに行きましたか。 

 アジヤの諸教会を訪れました。［使徒１５：４０～１６：２、６］ 

 

２． アジヤでパウロはどんな幻を見ましたか。 

「マケドニヤに渡って来て、私たちを助けてください」と言うひとりのマケドニヤ人

を見ました。（使徒１６：９） 

 

３． 幻には、どんな意味がありましたか。 

マケドニヤには、神さまの選ばれた人々がいる、という意味でした。 

                   [使徒１６：１０、１２] 

 

４． マケドニヤで最初に救われた人はだれですか。 

 ルデヤです。彼女とその家族が洗礼（バプテスマ）を受けました。 

                 [使徒１６：１４～１５] 

 

５． 悪霊に取りつかれた若い女は、パウロとシラスについて何と叫びましたか。 

 「この人たちは、いと高き神のしもべたちで、救いの道をあなたがたに宣べ伝えて 

 いる人たちです」（使徒１６：１７） 

 

６． パウロが悪霊を追い出すと、どんなことが起こりましたか。 

 パウロとシラスはむちで打たれて牢に入れられました。[使徒１６：１９～２４] 

 

７． パウロとシラスは牢の中で恐れていましたか。 

 いいえ、夜の間神さまに賛美の歌を歌っていました。[使徒１６：２５] 

 

８． 牢の中で、神さまはどのようにしてご自分の御力をお見せになりましたか。 

 大地震が起こって、牢のとびらがあいて、パウロとシラスの鎖が解けました。  

                            [使徒１６：２６］ 

 

９． 看守はどうしましたか。 

 パウロとシラスに言いました。「先生がた。救われるためには、何をしなければな 

 りませんか。」（使徒１６：３０） 



１０．パウロとシラスは看守に何と答えましたか。 

「主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われます。」 

                          （使徒１６：３１） 

 

 

 

暗唱聖句：「なぜなら、この約束は、あなたがたと、その子供たち、ならびにすべての遠くに 

     いる人々、すなわち、私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているか 

     らです。」（使徒２：３９） 



第 ２５ 課 

パウロの三回目の宣教の旅 

使徒の働き１９～２８章 

 

１． パウロは三回目の宣教の旅でどこに行きましたか。 

 エペソに行って、そこで２年間奉仕しました。［使徒１９：１後半、１０］ 

 

２． どのようにして、たくさんの人々が神さまへの信仰を表しましたか。 

 自分たちの持っていた悪い書物を焼き捨てました。[使徒１９：１８～１９] 

 

３． エペソでパウロに反対したのはだれですか。 

 デメテリオです。女神ディアナ（訳注＊）の銀の彫像を作っていた人です。 

                      [使徒１９：２３～２５] 

 

４． デメテリオはなぜパウロに反対したのですか。 

 パウロの教えによって、自分の商売に支障が出ると恐れたからです。 

                   [使徒１９：２５～２７] 

 

５． デメテリオが人々の間にパウロへの反感を煽
あお

ると、どうなりましたか。 

 町中が大騒ぎになり、パウロはエペソを去らなくてはなりませんでした。 

                 [使徒１９：２８～３０；２０：１] 

 

６． パウロはエペソを去って、どこに行きましたか。 

 マケドニヤとギリシャに行きました。[使徒２０：１～２] 

 

７． この旅で、聖霊さまはパウロに何と言われましたか。 

 パウロがエルサレムで牢に入れられる、と言われました。[使徒２０：２２～２３] 

 

８． なぜパウロはエルサレムで牢に入れられたのですか。 

 エルサレムの邪悪なユダヤ人たちが、パウロがモーセの律法を破っている、と 

 訴えたからです。[使徒２１：２０～２１、２８～３７］ 

 

９． 主は、囚人のパウロをどこに連れて行きましたか。 

 福音を広めるために、ローマに連れて行きました。[使徒２３：１０～１１； 

               ２８：１４～１６、２３～２４、３０～３１] 

 



１０．パウロが説教した結果、どうなりましたか。 

福音が多くの国々に広まり、たくさんの人が主イエス・キリストを信じました。[使徒

２８：２８；ピリピ１：６～２０；第二テモテ２：９～１０；ピレモン１０など] 

 

 

 

暗唱聖句：「私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。」 

                            （第二テモテ４：７） 

 

 

訳注＊ ローマ神話の狩の女神。ギリシャ神話のアルテミスに相当する。（ウィキペディアよ

り）。聖書（新改訳第三版）では「大女神アルテミス」（使徒１９：２４、２７，２８）。 

 


