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著者まえがき 

 

本書は、G ヴァンデンバーグ牧師による新約聖書について書かれた本とペアで用いられるよう

意図されています。また、本書の前に、同じシリーズの初級用の本がありますので、それを学

んでから、本書を学び、その後上級用の本に進むことになります。 

親御さんと教師がこのコースの目的が何であるか、また、何を期待するべきか分かるように、

次のことを記しておきます。 

１． 本書の目的は、旧約聖書の歴史の史実を、簡潔に、また組織的に、子どもたちに教え

ることにあります。 

 

２． この歴史のコースを成功させることは、本書と教師だけにかかっているのではなく、

子どもたちが完全に暗記し学ぼうと常に努力することであり、それにはご両親の助け

が不可欠です。 

 

３． このコースの目標を２５課で達成させるためには、別冊として用意され印刷されたワ

ークブックを使うことも大切です。このワークブックは、生徒たちがその課に関係あ

る数々の聖句を調べなくてはならないように意図して作られました。 

 

４． このコースでは更に、地図を用いて学ぶことも大変役に立ちますのでお勧めします。 

 

５． その後で、暗記をさせると良いでしょう。教師の側が絶えず努力し励まし続ければ、

この点で驚くほどの成果が見られるでしょう。子どもたちの暗記の能力を過小評価す

べきではありません。９歳や１０歳のほとんどの子どもたちにとって、これらを暗記

することは彼らの能力以上のことではありません。 

 

神さまの契約の子どもたちが御言葉の知識にしっかりと根付くことができるように、私たちの

契約の神さまがこの努力を用いてくださいますように。 

―HC ホークセマ教授序文の原文より抜粋 

 

 

 



 

編者まえがき 

教会の若者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、長い間有効であると証

明されてきた方法です。この小冊子シリーズは、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の基

盤となります。初版の誤りのいくつかを編集し、また、質問のされ方に対して、より適切な答

えとなるように一部手直しをしました。 

レベル１（初級用）の教材を用いてきた方々は、この２番目のシリーズでは生徒たちと親御さ

んたちにとって今までよりもずっと多くの努力を要することに気づくでしょう。これは、生徒

たちの学習能力の発達に合わせてのことです。しかし、当然ながら、覚えの遅い子どもたち

が、覚えの速い子どもたちと同じ様に正確に覚えることを強制されないように、親御さんたち

と教師は、それぞれの生徒たちの能力に気をつけて判断すべきです。また子どもが一度にレッ

スンのすべてを暗記するのが難しいことが分かっている親御さん方は、レッスンを何らかの方

法でいくつかの部分に分けて覚えさせることをお勧めします。たとえば、子どもたちに一週間

の間一日２問ずつ覚えさせ、土曜日に暗記課題を覚えさせる、という風にしてもいいかもしれ

ません。しかし、ホークセマ教授の忠告をもう一度繰り返させてください。「私たちは子ども

たちの暗記の能力を過小評価すべきではありません」。事実、私たち大人たちにとって暗記す

るのが不可能だと思われることを、しばしば子どもたちが驚くべき正確さで覚えていること

は、経験によって分かっています。もちろん、だからといって子どもたちと親たちが努力しな

くてもよい、ということにはなりません。 

主が、子ども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 

 

１． 初めに何が起こりましたか。 

 神さまが天と地、そして、その中のすべてのものを創造されました。 

                  ［創世記１：１～２７］ 

 

２． 神さまはいつ、すべてのものを創造されましたか。 

 キリストがお生まれになる、少なくとも４０００年前です。 

 

３． 創造は何日間で終わりましたか。 

 ６日間です。そして、神さまは７日目にお休みになりました。 

               ［創世記１：３１～２：１］ 

 

４． 神さまはどのようにしてすべてのものを創造されましたか。 

 神さまの力あるおことばによってです。［創世記１：３；参照 ヘブル１１：３］ 

 

５． 神さまはどのようにして人をお造りになられましたか。 

 神さまは土地のちりで人を形造り、その鼻にいのちの息を吹き込まれました。 

                           ［創世記２：７］ 

 

６． 聖書は人について、他に何を教えていますか。 

 神さまは人を、ご自分のかたちに造られ、神さまを完全に愛し仕えることができる 

 ように造られました。［創世記１：２６～２７］ 

 

７． 神さまはアダムに助け手としてだれをお与えになりましたか。 

 エバです。神さまがアダムのあばら骨から造られたのです。 

               ［創世記２：２１～２３］ 

 

８． 神さまはアダムとエバをどこに置かれましたか。 

 エデンの美しい園、パラダイスです。［創世記２：８］ 

 

９． アダムは何をするように召されたのですか。 

 アダムは地上の王として、神さまに仕えるように召されました。 

                    ［創世記２：１５］ 

 

 



  １０．初めには、罪や死はありましたか。 

  いいえ、神さまはご自分が造ったすべてのものをご覧になりました。そしてそれは 
  非常に良かったのです。［創世記１：３１］ 

 

 

 

暗記課題：旧約聖書の本を順番に覚えましょう。 

創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、ヨシュア記、士師記、ルツ記、 

サムエル記 第一、サムエル記 第二、列王記 第一、列王記 第二、歴代誌 第一、歴代誌 

第二、 

エズラ記、ネヘミヤ記、エステル記、 

ヨブ記、詩篇、箴言、伝道者の書、雅歌、 

イザヤ書、エレミヤ書、哀歌、エゼキエル書、ダニエル書、 

ホセア書、ヨエル書、アモス書、オバデヤ書、ヨナ書、ミカ書、ナホム書、 

ハバクク書、ゼパニヤ書、ハガイ書、ゼカリヤ書、マラキ書 

  



第 2 課 

罪のはじめ 

 

１． 神さまは、どの二本の特別な木をパラダイスに置かれましたか。 

  いのちの木と善悪の知識の木です。［創世記２：９］ 

 

２． アダムとエバはいのちの木から食べてもよかったのですか。 

 はい、いのちの木の実は、アダムとエバが持つことができたかもしれない永遠の 

 いのちのしるしであり、保証でした。[創世記２：１６；３：２２¹] 

 

３． アダムとエバは善悪の知識の木から食べてもよかったのですか。 

 いいえ、神さまがそこから取って食べてはいけないと命じられました。 

                       ［創世記２：１７］ 

 

４． 神さまに背いて、その木から取って食べるようにエバを誘惑したのはだれですか。 

 サタンです。蛇を通して話しました。［創世記３：１］ 

 

 

５． サタンはどのようにエバにうそを言ったのですか。 

 蛇は女に「あなたがたは決して死にません」と言いました。[創世記３：４] 

 

６． エバはサタンのうそを信じましたか。 

 はい、実を取って食べ、そしてアダムにも食べるように誘惑しました。 

                        ［創世記３：６］ 

 

７． 神さまはアダムとエバを罰しましたか。 

 はい、神さまとの友情を失い、死ののろいが、彼らとその子どもたちに及びまし 

 た。［創世記３：８～１１、１６～１９；コロサイ１：２１；ガラテヤ３：１０］ 

 

８． 彼らの罪のために、土地はどうなりましたか。 

 人のゆえに、土地はのろわれました。［創世記３：１７～１８］ 

 

９． この後神さまはアダムとエバにいのちの木からとって食べることを許されましたか。 

 いいえ、神さまは彼らを園から追い出し、いのちの木に近づけないようにされまし 

 た。［創世記３：２２～２４］ 

 

 



 １０．しかし、彼らは今後、再び神さまから祝福を受けることがあるのでしょうか。 

 はい、でも、それは神さまがご自分の民を罪から救うために救い主を約束して下さっ 
 たからです。［創世記３：１５］ 
 

 

 

暗記課題： ヘブル１１：１～３ 

1 信仰は望んでいる事がらを保証し、目に見えないものを確信させるものです。2 昔の

人々はこの信仰によって称賛されました。3 信仰によって、私たちは、この世界が神の

ことばで造られたことを悟り、したがって、見えるものが目に見えるものからできたの

ではないことを悟るのです。 

 

¹カルヴァン：「…［神は］永遠のいのちの象徴を彼から取り去ることによって、そこに示されていた永遠 

  のいのちを取り去りました。」 

  



第 ３ 課 

罪の増大 

 

１． 罪はすぐさま、アダムとエバの家族のなかにどのようにあらわれましたか。 

 カインは、弟のアベルを憎んで殺しました。アベルは神さまを信じていた神の子で 

 した。［創世記４：８］ 

 

２． 神さまはアベルの代わりにだれを与えてくださいましたか。 

 神さまはセツを与えてくださいました。セツは神さまを恐れる人であり、その子孫 

 たちは「神の子ら」と呼ばれました。[創世記４：２５；５：６～７；６：２] 

 

３． この世界に悪は広がり続けましたか。 

 はい、カインの子どもたちは彼にならって罪を犯し、この世界はどんどん悪くなっ 

 ていきました。［創世記６：５］ 

 

４． 悪が素早く広がった理由の一つは何ですか。 

 カインの子孫たちは、世界でも大いなる力ある者でした。また悪においても大い 

 なる者でした。［創世記６：４］ 

 

５． それらの大いなる人物の名前をいくつかあげられますか。 

 はい、聖書は特に人殺しのレメクとその 3 人の息子たち、ヤバル、ユバル、そして 

 トバル・カインをあげています。[創世記４：１８～２４] 

 

６． 罪がこのように速く広がったのには、ほかにも理由がありましたか。 

 はい、洪水の前は、人間は９００年以上生きたからです。 

       ［例、創世記５：５、１１、１４、２０］ 

 

７． しかし、セツのすべての子孫たちが、神さまを恐れていたのですか。 

 決してそうではありません。たくさんの人がカインの子どもたちと結婚しました。 

 主に仕えたのは、ほんの少しの人々でした。［創世記６：１～３］ 

 

８． 神さまを恐れていたほんのわずかのひとたちの中から一人の人をあげてください。 

 エノクです。神さまとともに歩み、主が世界をさばくために来られることを預言し 

 ました。［創世記５：２２～２４；参照 ユダ１４～１５］ 

 

 

 



９． エノクはどうなりましたか。 

 彼がまだ３６５歳の時、神さまが彼を取られたので死を見ることはありませんでし 

     た。［創世記５：２３～２４；参照 ヘブル１１：５］ 

 

 １０．神さまは罪が地上でただ際限なく広がることを許されましたか。 

   いいえ、ノアの時代に世界がさばかれるにちょうど良い時に、洪水を宣言されまし 

   た。［創世記６：３、５～８、１１～１４、１７］ 

 

 

 

 

暗記課題： ヘブル１１：４、５ 

4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、そのいけにえ

によって彼が義人であることの証明を得ました。神が、彼のささげ物を良いささげ物だ

とあかししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって、今もなお語

っています。５信仰によって、エノクは死を見ることのないように移されました。神に

移されて、見えなくなりました。移される前に、彼は神に喜ばれていることが、あかし

されていました。 

 

 

  



第 ４ 課 

洪 水 

 

１． 神さまはどのようにして最初の世界を滅ぼしましたか。 

 大洪水によってです。それによって、神さまを恐れない人々の世界がすべて滅び 

 ました。［創世記７：４、１０、１２］ 

 

２． 洪水はどのくらい大きかったのですか。 

 洪水は地球全体をおおい、地上のすべての生き物が滅ぼされました。 

                  [創世記７：１８～２３] 

 

３． この洪水は、普通の雨によって起こったのですか。 

 いいえ、それは不思議な大いなる出来事でした。天の水門が開かれて、巨大な大い 

 なる水の源が張り裂けたのです。［創世記７：１１］ 

 

４． 神さまはこのさばきを、いつ宣言されましたか。 

 洪水の 120年前です。その間ノアは箱舟を造り、義を宣べ伝えました。 

   ［創世記６：３；参照 ヘブル１１：６～７；第二ペテロ２：５］ 

 

５． 神さまは箱舟でだれを救われましたか。 

 ノアとその家族、そしてあらゆる種類の動物の数匹ずつです。 

        [創世記７：１～３、７～９、１３～１６] 

 

６． 神さまはなぜノアとその家族を救われたのですか。 

 神さまの恵みによって、ノアは悪に満ちた世界を神さまと共に正しく歩んだからで 

 す。［創世記６：８；７：１；参照 ヘブル１１：６～７；第二ペテロ２：５］ 

 

７． 洪水はどのくらいの間続きましたか。 

 水は１５０日間地の上に増え続けたので、ノアは１年と１０日の間箱舟にとどまら 

 なければなりませんでした。［創世記７：２４；８：１～１９］ 

 

８． 神さまは洪水の後、ノアに何と言われましたか。 

 「さあ、わたしはわたしの契約を立てよう。あなたがたと、そしてあなたがたの後 

 の子孫と。また、あなたがたといっしょにいるすべての生き物と」 

                   （創世記９：９～１０） 

 

 



９． 主はノアにこの契約のしるしとして、何をお与えになりましたか。 

   雲の中に虹をしるしとしてお与えになりました。［創世記９：８～１７］ 

 

 １０．洪水はいつ起こりましたか。 

  およそ紀元前２３５０年です²。 

 

 

暗記課題： ヘブル１１：６，７ 

６信仰がなくては、神に喜ばれることはできません。神に近づく者は、神がおられるこ

とと、神を求める者には報いてくださる方であることとを、信じなければならないので

す。７信仰によって、ノアは、まだ見ていない事がらについて神から警告を受けたと

き、恐れかしこんで、その家族の救いのために箱舟を造り、その箱舟によって、世の罪

を定め、信仰による義を相続する者となりました。 

 

²James Ussher, Annals of the Old Testament, Deduced from the First Origin of the World 

  （ジェイムズ・アッシャー、「旧約聖書年譜、世界の最初の起源より演繹」） 

 

  



第 ５ 課 

ノアからアブラハムへ 

 

１． 罪は洪水によって無くなりましたか。 

 いいえ、罪はノアの家族にすぐにあらわれました。 

           ［創世記９：２１～２２］ 

 

２． それはどのように起こったのですか。 

 ノアが酒を飲んで酔い、ハムが自分の父親をあざけりました。[創世記９：２２] 

 

３． ノアはその後でどうしましたか。 

 セムとヤペテを祝福しましたが、ハムの息子、カナンをのろいました。 

                    ［創世記９：２４～２７］ 

 

４． 罪はその他の方法でもあらわれましたか。 

 はい、悪い人々が、バベルの塔と大きな町を建てるために、シヌアルの地に集まり 

 ました。［創世記１１：２～４］ 

 

５． 塔を建てたいと思うことの、どこが悪いのですか。 

 それは人々の高ぶりを表していました。というのは、この人々は天にも届く塔を建 

 てることによって、自分たちが神さまと同じくらい偉いのだということを示したか 

 ったからです。 

 

６． 大きな町を建てたいと思うことの、どこが悪いのですか。 

 神さまは人々に、一緒に集まって名をあげるようにではなく、散らばって地に満ち 

 るように命じておられたのです。［創世記１１：４；参照 ９：１］ 

 

７． 神さまはどのようにして彼らの計画をだめにしましたか。 

 彼らのことばを混乱させました。そのため人々は地の全面に散らなければならなく 

 なりました。［創世記１１：５～９］ 

 

８． ノアの息子たちはどこに住み着きましたか。 

 ハムはカナンとアフリカに、セムはアジアに、ヤペテはヨーロッパに、です³。 

 

９． 洪水の後、主はご自分の契約をどの子孫との間に続けましたか。 

 旧約の時代には、神さまはご自分の契約をセムの子孫との間に続けました。 

                                                          ［歴代誌第一１：２４～２７］ 



  １０．セムの子孫の中でも、神さまはだれと契約を立てられましたか。 

   アブラハムとその子孫です。 

     [歴代誌第一１：２４～２７；参照 創世記１７：１～９] 

 

 

暗記課題： ヘブル１１：８ 

8信仰によって、アブラハムは、相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを

受けたとき、これに従い、どこに行くのかを知らないで、出て行きました。 

 

³ See Henry’s commentary  参照 ヘンリー注解書 歴代誌第一１：１～２７の注解 

 

  



第 ６ 課 

アブラハム 

 

１． 神さまはアブラハムをどこから呼び出したのですか。 

 神さまは初めにカルデヤ人のウルから連れ出し、後にはカランから呼び出しまし 

 た。［創世記１１：２９～３１；１２：１～４］ 

 

２． 神さまはアブラハムに何を告げましたか。 

 「あなたは、あなたの生まれ故郷・・・を出て、わたしが示す地へ行きなさい。」 

                           （創世記１２：１） 

 

３． アブラハムを従いましたか。 

 はい、アブラハムは信仰によって従い、他国人として住むためにカナンの地に行き 

 ました。［創世記１２：４～５；使徒の働き７：２～６；ヘブル１１：８］ 

 

４． 神さまがアブラハムを呼ばれたのはいつのことでしたか。 

 紀元前約２０９０年のことでした。 

 

５． だれがアブラハムと一緒に行きましたか。 

 甥のロトです。彼は後にアブラハムから分かれてソドムに住むようになりました。 

                       [創世記１３：１、７～１２] 

 

６． アブラハムは、ロトをエラムの王から助け出したときに、だれと会いましたか。 

 いと高き神の祭司であり、シャレムの王であるメルキゼデクです。 

                     ［創世記１４：９～１８］ 

 

７． 邪悪なソドムとゴモラの町はどうなりましたか。 

 神さまは、ロトとその家族を助け出された後、硫黄の火で町を滅ぼされました。  

                       ［創世記２２～２５、２９］ 

 

８． 神さまはアブラハムに何を約束されましたか。 

 神さまはアブラハムを大いなる国民とし、彼の子孫にカナンの地を与える、と約束 

   されました。カナンの地は、キリストにある天国の祝福の象徴です。 

 [創世記１２：２～３；１５：１３～１６；１７：７～８；１８：１７～１８； 

  参照 ヘブル１１：８～１０、１３～１６] 

 

 



９． アブラハムにはこのとき子どもがありましたか。 

  いいえ、しかし彼は神さまの約束を信じました。 

  ［創世記１６：１；参照 ヘブル１１：８～１２］ 

 

 １０．神さまは年老いたアブラハムとサラに、どんな素晴らしい約束を与えてくださいまし 

    たか。 

   神さまは彼らに、神さまが後に契約を結ばれる息子イサクを約束されました。 

             [創世記１７：１５～２１；１８：１０～１５] 

 

 

暗記課題： ヘブル１１：９～１０ 

9信仰によって、彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束をともに相続

するイサクやヤコブとともに天幕生活をしました。10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。 

  



第 ７ 課 

イサク 

 

１． アブラハムの最初の二人の息子はだれでしたか。 

 ハガルの息子イシュマエルとサラの息子イサクです。 

      ［創世記１６：１５；２１：２～３］ 

 

２． 神さまはご自分のご契約をイシュマエルとも立てられましたか。 

 いいえ、約束の子どもイサクとだけ立てられました。 

       [創世記１７：１６、１９～２１] 

 

３． イシュマエルはどうなりましたか。 

 イシュマエルがイサクをからかったときに、神さまはアブラハムに彼をその母と一 

     緒に追い出すように命じられました。［創世記２１：８～１２］ 

 

４． イサクがまだ少年だったときに、神さまはどのようにしてアブラハムの信仰を試され

ましたか。 

 神さまはアブラハムに、モリヤの山の上でひとり子イサクをささげるように命じら 

 れました。[創世記２２：２～４] 

 

５． アブラハムは従いましたか。 

 はい、神さまはイサクを死者の中からよみがえられせることができると信じたから 

 です。[ヘブル１１：１７～１９] 

 

６． イサクはだれと結婚しましたか。 

 アブラハムの最年長のしもべがカランから連れてきた、神さまを恐れる妻リベカで 

 す。［創世記２４：２～４、５０～５１、６３～６７］ 

 

７． アブラハムはなぜ、イサクに妻を迎えるためにしもべをカランに送ったのですか。 

 イサクにカナン人の中から妻を持たせたくなかったからです。［創世記２４：３］ 

 

８． イサクとリベカには子どもがありましたか。 

 最初は子どもがいませんでしたが、神さまは彼らの祈りを聞かれて、エサウとヤコ 

 ブのふたごを与えてくださいました。[創世記２５：２１～２６] 

 

 

 



９． この二人のうち、約束の子どもはどちらでしたか。 

 神さまが愛された、弟のヤコブです。 

 ［創世記２５：２３；参照 使徒の働き７：３２；ローマ９：１３］ 

 

 １０．エサウはどのようにして、自分が悪い者であることを示しましたか。 

  自分の長子の権利を売り、カナン人の中から妻たちを迎え、ヤコブを殺そうとしま 

  した。[創世記２５：２９～３４；２６：３４；２７：４１～４２] 

 

 

 

 

暗記課題： ヘブル１１：１１～１２ 

11 信仰によって、サラも、すでにその年を過ぎた身であるのに、子を宿す力を与えら

れました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。12 そこで、ひ

とりの、しかも死んだも同様のアブラハムから、天の星のように、また海べの数えきれ

ない砂のように数多い子孫が生まれたのです。 

  



第 ８ 課 

ヤコブ 

 

１． イサクがエサウに祝福を与えようとしていたとき、ヤコブはどうしましたか。 

 母親にすすめられて、目の見えない父親をあざむき、祝福を受け取ろうとしまし 

 た。［創世記２７：６～２７］ 

 

２． エサウも祝福されましたか。 

 いいえ、契約の祝福はヤコブだけに与えられました。 

 [創世記２７：３２～３７；ヘブル１２：１６～１７] 

 

３． イサクがヤコブを祝福したと知って、エサウは何をしようと計画しましたか。 

 エサウはヤコブを殺そうと企てたので、ヤコブはカランにいる叔父ラバンのところ 

 に逃げなければなりませんでした。［創世記２７：４１～４３］ 

 

４． ヤコブがラバンの所に行く途中のべテルで、何が起こりましたか。 

 神さまが夢でヤコブに現われ、アブラハムとイサクに与えたのと同じ祝福をヤコブ 

 にも与える、と約束されました。[創世記２８：１１～１９] 

 

５． ヤコブはラバンの家に、何年間滞在しましたか。 

 20 年間です。その間にレアとラケルと結婚し、大変豊かになりました。 

           [創世記２９：１６～２８；３１：３６～４１] 

 

６． ヤコブが、カナンに帰る途中、何が起こりましたか。 

 ヤコブは、ペヌエルで神の御使いと格闘しました。［創世記３２：２４～２６］ 

 

７． ヤコブは、ペヌエルで最後に何を学びましたか。 

 主からの祝福を期待することを学び、イスラエルという新しい名前をいただきまし 

 た。［創世記３２：２７～３０］ 

 

８． 神さまはヤコブに何人の子どもをお与えになりましたか。 

 一人の娘と十二人の息子たちです。この息子たちがイスラエル民族の先祖となりま 

 した。[創世記３０：：２１；３５：２２～２６] 

 

９． ヤコブの家族には平和がありましたか。 

 いいえ、ヤコブの妻たちと子どもたちの間には、ねたみや争いがありました。 

                      ［創世記３７：１～１１］ 



 １０．ヤコブのお気に入りの息子ヨセフをねたんで、兄弟たちはどうしましたか。 

  ヨセフをエジプトに奴隷として売り払い、父親にはヨセフが野の獣に殺されたと 

  思わせました。[創世記３７：２０～３２] 

 

 

暗記課題： ヘブル１１：１３～１４ 

13 これらの人々はみな、信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れること

はありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であ

ることを告白していたのです。14 彼らはこのように言うことによって、自分の故郷を

求めていることを示しています。 

  



第 ９ 課 

囚われのイスラエル 

 

１． 神さまはエジプトでヨセフを守ってくださいましたか。 

 はい、初めはポティファルの家で、それから監獄で、最後にはエジプト全土の支配 

 者の時です。［創世記３９：１～６、２０～２３；４１：３９～４６］ 

 

２． ヨセフは自分の兄弟たちと再会しましたか。 

 はい。彼らは七年間ききんが続いたときに、ヨセフのとうもろこしを買いにエジプ 

 トに来たのです。[創世記４２：１～８] 

 

３． パロはヨセフの父親と兄弟たちのことを聞くと、どうしましたか。 

 パロは彼らをエジプトに連れて来るために車を与え、彼らが住むためにゴシェンの 

 地を与えました。 

  ［創世記４５：９～１０、１６～２８；４６：２６～３０；４７：１～６］ 

 

４． ヤコブが死ぬ前にしたことは何ですか。 

 自分の息子たちと、ヨセフの二人の息子たちを祝福しました。 

            [創世記４８：８～４９：２８] 

 

５． ヤコブとヨセフの両方が、イスラエルについて預言したことは何ですか。 

 神さまが彼らをエジプトから連れ出し、カナンに導き入れてくださる、ということ 

 です。[創世記４８：２１；５０：２４～２５] 

 

６． 聖書の中のどの本が、イスラエルが奴隷であったことと、そこから救い出されたこと

を書いていますか。 

 出エジプト記（英語で Exodus）です。（Exodus は）「出て行く」という意味で 

 す。 

 

７． ヨセフが死んだ後、イスラエルはどうなりましたか。 

 新しいパロが彼らを滅ぼそうとしました。［出エジプト１：６～１０］ 

 

８． 新しいパロは、どのようにしてイスラエルを苦しめましたか。 

 彼らを奴隷にし、男の赤ちゃんを殺すように命じました。 

            ［出エジプト１：１１～１６］ 

 

 



９． イスラエルは、この苦難の時にどうしましたか。 

 主に救出を叫び求めました。[出エジプト２：２３～２５] 

  

 １０．主は、囚われていたご自分の民をどのように守られましたか。 

  彼らが苦しめられれば苦しめられるほど、ますますふえ広がるようにされました。 

                          [出エジプト１：１２] 

 

 

暗記課題： ヘブル１１：１５～１６ 

15 もし、出て来た故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。

16 しかし、事実、彼らは、さらにすぐれた故郷、すなわち天の故郷にあこがれていた

のです。それゆえ、神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神

は彼らのために都を用意しておられました。 

  



第 １０ 課 

モーセによる救出 

 

１． 主はイスラエルをエジプトに囚われたままにしておかれましたか。 

 いいえ、彼らを助け出すために、ご自分のしもべモーセを送られました。 

                   ［出エジプト３：４～４：９］ 

 

２． モーセはいつその働きを始めましたか。 

 ミデヤンの地で、神さまが燃える柴からモーセを呼ばれたときです。 

                   [出エジプト３：１～３] 

 

３． 神さまはモーセを助けるためにだれを与えられましたか。 

 彼の代弁者として、兄のアロンを与えてくださいました。 

             [出エジプト４：１０～１７] 

  

４． モーセがイスラエルを出て行かせるようにパロに願ったとき、彼は同意しましたか。 

 いいえ、神さまがパロの心をかたくなにされたので、彼は神さまの命令に従いませ 

 んでした。[出エジプト４：２１；５：１～２] 

 

５． パロがとうとうイスラエルを出て行かせたのは、いつでしたか。 

 神さまが、十の恐ろしい災いをエジプトに送ってご自分の力を示された時です。 

                      [出エジプト９：３１～３４] 

 

６． 十の災いのうち、最後の災いは何でしたか。 

 エジプトのすべての初子が殺されました。しかし、イスラエルの子どもたちは助か 

 りました。[出エジプト１２：１２～１３、２２～２３、２９] 

 

７． イスラエルは、後にこの救出をどのようにして覚えていましたか。 

 毎年、過越の祭りを祝いました。［出エジプト１２：１～１７、２４、２７］ 

 

８． 神さまはイスラエルを、一番の近道でカナンに導かれましたか。 

 いいえ、紅海を渡り、荒野を通らなくてはなりませんでした。 

            ［出エジプト１４：１３～２１］ 

 

９． 紅海では、何が起こりましたか。 

 神さまはイスラエルのために海の中に道を造られましたが、パロとその軍隊は溺れ 

     死にました。[出エジプト１４：２２～３０] 



 １０．イスラエルはどのくらいの間エジプトにいましたか。 

  約４００年間です。[出エジプト１２：４０～４１；参照 使徒の働き７：６] 

 

 

暗記課題： ヘブル１１：１７～１９ 

17 信仰によって、アブラハムは、試みられたときイサクをささげました。彼は約束を

与えられていましたが、自分のただひとりの子をささげたのです。18 神はアブラハム

に対して、「イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれる。」と言われたのですが、

19 彼は、神には人を死者の中からよみがえらせることもできる、と考えました。それ

で彼は、死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。 



第 １１ 課 

荒野での四十年 

 

１． 主は荒野で、イスラエルをどのようにして導かれましたか。 

 夜は火の柱で、昼は雲の柱で導かれました。［出エジプト１３：２１～２２］ 

 

２． 主はイスラエルをどのように養われましたか。 

 天からのマナと、岩からの水で養われました。 

 [出エジプト１６：１３～１５；１７：２～６] 

 

３． イスラエルは荒野で満足していましたか。 

 いいえ、彼らのほとんどは反抗的で、何度もモーセと主に対してつぶやきました。 

  [出エジプト１６：１～３；１７：３；民数記２０：１～５；２１：５] 

 

４． 主は最初に彼らをどこに導かれましたか。 

 シナイ山です。神さまはそこで十戒、幕屋に関する計画やその他多くの律法を与え 

 られました。 

 [出エジプト１９：２０；２０：１～１７；２５～２８：４３；２１～２３：３３] 

 

５． モーセがシナイ山にいる間、イスラエルはどんなひどい罪を犯しましたか。 

 金の子牛を作って拝みました。[出エジプト３２：１９～２５] 

 

６． 主はイスラエルをシナイからどこに連れて行かれましたか。 

 カデシュです。そこから１２人の人がカナンの地を偵察するために送り出されまし 

 た。[民数記１３：１～３０] 

 

７． 偵察に行った人たちは、どんな報告をしましたか。 

 ヨシュアとカレブのほかはみな、悪い報告をしました。二人は主がカナンの地を与 

 えてくださると信じていました。［民数記１３：３０～３３；１４：６～９］ 

 

８． 民はだれの報告を信じましたか。 

 彼らは、カナンは強すぎて征服できないという、１０人の悪い報告を聞き入れまし 

 た。［民数記１４：１～４、１０］ 

 

９． この不信仰に対する罰は何でしたか。 

 神さまは、ヨシュアとカレブ以外、二十歳以上のすべての者たちが死ぬまで、彼ら 

 を荒野で４０年間さまようようにされました。[民数記１４：１９～３９] 



 １０．つぶやいたイスラエルを罰するために送られた燃える蛇から、主はどのようにして彼 

    らを救われましたか。 

  モーセに青銅の蛇を作らせ、それを仰ぎ見た者は救われました。 

                  [民数記２１：４～９] 

 

 

暗記課題： ヘブル１１：２０～２１ 

20 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。21

信仰によって、ヤコブは死ぬとき、ヨセフの子どもたちをひとりひとり祝福し、また自

分の杖のかしらに寄りかかって礼拝しました。 

  



第 １２ 課 

イスラエル、カナンに入る 

 

１． イスラエルをカナンの地に導き入れたのはだれですか。 

 ヌンの子ヨシュアです。神さまがモーセの後継者として任命されました。 

                      ［ヨシュア１：１～２］ 

 

２． カナンのどの地域が最初に攻め取られましたか。 

 ヨルダン川の東側です。ルベン族、ガド族、そしてマナセの半部族に与えられまし 

 た。[ヨシュア１２：１～６；参照 民数記３２] 

 

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。 

 神さまが彼らのために川の中にかわいた道を造られました。 

               [ヨシュア３：５～１７] 

 

４． イスラエルはどのようにしてカナンの地を征服できたのですか。 

 主が彼らのために戦ってくださり、敵に対して勝利を得さえてくださいました。 

                        [ヨシュア１０：２５] 

 

５． カナンを攻めている間、主がイスラエルのために戦っておられることは明らかでした

か。 

 はい、このことは何度もイスラエルにはっきりと示され、また敵が恐れる原因とも 

 なりました。[例 ヨシュア１０：２８～４３] 

 

６． 勝利を与えてくださったのが主である、ということを証明する二つの出来事をあげて

ください。 

 エリコの城壁が崩れ落ちたことと、太陽が動かず止まったことです。 

          [ヨシュア６：１～２１；１０：１２～１４] 

 

７． イスラエルは、カナン人をすべて滅ぼすようにという神さまの命令に従いましたか。 

 いいえ、生かしておいたカナン人もいました。この人たちのせいで、後々イスラエ 

 ルにたくさんの問題が起きました。［ヨシュア９：２４；１７：１２～１３； 

     民数記３３：５１～５６；士師記３：１；４：１～３］ 

 

 

 



８． 土地はどのように分けられましたか。 

 レビ族以外の諸部族が、くじによって土地の一部を受け取りました。 

                 ［ヨシュア記１３：６、１４］ 

 

９． ヨシュアが死ぬ前、民に何を警告しましたか。 

 外国の神々に仕えるという、おそろしい罪のことです。 

          [ヨシュア記２４：１９～２９] 

 

 １０．イスラエルがカナンの地に入ったのはいつでしたか。 

  紀元前約１４０５年です。 

 

 

暗記課題： ヘブル１１：２２～２３ 

22 信仰によって、ヨセフは臨終のとき、イスラエルの子孫の脱出を語り、自分の骨に

ついて指図しました。23 信仰によって、モーセは生まれてから、両親によって三か月

の間隠されていました。彼らはその子の美しいのを見たからです。彼らは王の命令をも

恐れませんでした。 

  



第 １３ 課 

士 師 記 

 

１． イスラエルはヨシュアの偶像礼拝に対する警告を覚えていましたか。 

 ヨシュアが生きている間は覚えていましたが、その後すぐに神さまを捨てて偶像に 

 仕えました。［士師記２：８～１３］ 

 

２． この偶像礼拝はどのようにして始まったのですか。 

 カナンの異教のすべての国々とその偶像が取り壊されていなかったからです。 

                         [士師記２：１～２] 

 

３． 主はこの不従順のためにイスラエルを、どのように罰せられましたか。 

 イスラエルが苦しめられるように、彼らの敵に渡されました。 

                 [士師記２：３、１４] 

 

４． イスラエルの苦難は、毎回どのくらいの間続きましたか。 

 イスラエルが悔い改めて、主に立ち戻るまで続きました。[例、士師記３：９] 

 

５． 主はご自分の民を、どのようにして救い出されましたか。 

 「さばきつかさ」と呼ばれる人たちによってです。主が民を救い出されるために 

 遣わされました。[士師記２：１６～１８] 

 

６． さばきつかさたちが治めた期間は、どのくらいの間でしたか。 

 ヨシュアからサウロまでの、約４００年の間です。[使徒の働き１３：２０] 

 

７． 聖書には何人のさばきつかさが出てきますか。 

 １４人です。つまり、 

 

 オテニエル   トラ   アブドン 

 エフデ    ヤイル   サムソン 

 シャムガル   エフタ   エリ   

 バラク（デボラと共に） エバツァン  サムエル 

 ギデオン   エロン 

 

８． この時代に生きた、主イエス・キリストの有名な先祖の名前をあげてください。 

 モアブ人のルツです。キリストの、女性の先祖の一人です。 

       ［ルツ記１：１～５；参照 マタイ１：５］ 



 

暗記課題： ヘブル１１：２４～２６ 

24 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、25

はかない罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民とともに苦しむことを選び取りまし

た。26 彼は、キリストのために受けるそしりを、エジプトの宝にまさる大きな富と思

いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。 

  



第 １４ 課 

士 師 記（続き） 

 

１． ギデオンは、さばきつかさとして何をしましたか。 

 たったの三百人で、ミデヤン人に対し大勝利を収めました。 

        ［士師記７：７～９、１２、１６～２５］ 

 

２． エフタは特に、何でよく知られていますか。 

 エフタは、信仰によって、アモン人を征服しました。[士師記１１：３０～３３] 

 

３． ペリシテ人とたった一人で戦ったことで有名なさばきつかさはだれですか。 

 サムソンです。彼はいつも忠実だったわけではありませんが、生まれた時からのナ 

 ジル人でした。[士師記１３：１～５；１４：１～４；１６：３０] 

 

４． サムソンのしたことで特に目立った行為をいくつかあげてください。 

 ガザの町の門を運び去り、ろばのあご骨で千人のペリシテ人を殺し、自分が死ぬ 

 ときにはペリシテ人の宮を何千人もの人たちの上に倒壊させました。 

     [士師記１５：１３～２０；１６：１～３、２３～３０] 

 

５． この時代、特にイスラエルが神さまからどれだけ離れていたかを示す出来事は何です

か。 

 ダン人が盗んで行ったミカの彫像と偽祭司の悲しい歴史です。 

                                        [士師記１７：５～１８：３１]                                                   

  

６． 最後のさばきつかさはだれでしたか。 

 サムエルです。その名前は「主に願った」という意味であり、彼はまた預言者でも 

 ありました。［サムエル記 第一１：２０；３：２０] 

 

７． サムエルの時代にイスラエルが悔い改めたとき、主はどのように彼らを救い出されま

したか。 

 大きな雷鳴によってです。ペリシテ人は彼らの前から逃げ出しました。 

                ［サムエル記 第一７：９～１３］ 

 

８． サムエルが年老いたとき、イスラエル人はどのような悪いことを願いましたか。 

 ほかの国々のように、王が欲しいと願いました。 

        ［サムエル記 第一８：４～２１］ 

 



９． 主は、王を求めるこの願いについて、サムエルにどう答えましたか。 

 イスラエルはサムエルではなく、主を退けたのだ、と言われました。 

                   [サムエル記 第一８：７] 

 

 １０．神さまはイスラエルに王を与えられましたか。 

  はい、主はサムエルに、彼らが欲しがるものを与えよ、と言われました。 

        ［サムエル記 第一８：２２～９：２、２７～１０：１］ 

 

 

暗記課題： ヘブル１１：２７～２９ 

27 信仰によって、彼は、王の怒りを恐れないで、エジプトを立ち去りました。目に見

えない方を見るようにして、忍び通したからです。28 信仰によって、初子を滅ぼす者

が彼らに触れることのないように、彼は過越と血の注ぎとを行ないました。29 信仰に

よって、彼らは、かわいた陸地を行くのと同様に紅海を渡りました。エジプト人は、同

じようにしようとしましたが、のみこまれてしまいました。 

  



第 １５ 課 

サウル王 

 

１． 神さまがイスラエルに与えた最初の王はだれでしたか。 

 ベニヤミン族のキシュの息子、サウルです。 

 ［サムエル記 第一９：１～２、２７～１０：１］ 

 

２． サウルが王になったのはいつでしたか。 

 紀元前約１０４３年です。 

 

３． サウルは神さまを恐れる王でしたか。 

 いいえ、彼はじきに神さまの命令を軽く見るようになりました。 

         ［例、サムエル記 第一１５：１０～１１］ 

 

４． サウルはペリシテ人との戦いの前に、どのような不従順を行ないましか。 

 サムエルが来るのを待たずに、自分でいけにえをささげました。 

            ［サムエル記 第一１３：７～１４］ 

 

５． サウルが、アマレク人との戦いの時に犯した二番目の罪は何でしたか。 

 王アガグと羊や牛の最も良いものを惜しみ、神さまの命令に逆らいました。 

                 ［サムエル記 第一１５：２～１１］ 

 

６． サムエルは、この二番目の罪の後、サウルに何と告げましたか。 

 主がサウルをイスラエルの王位から退け、王国を彼の友に与えるということです。 

                   ［サムエル記 第一１５：１６～３０] 

 

７． サウルに代わって、だれが王として油をそそがれましたか。 

 ユダ族のエッサイの子、ダビデ、神さまの心にかなった者です。 

 ［サムエル記 第一１３：１４；１６：１１～１３；参照 使徒の働き１３：２２］ 

 

８． ダビデはすぐに王になりましたか。 

 いいえ、神さまが王国を与えてくださるのを、サウルが死ぬまで待たなくてはなり 

 ませんでした。［サムエル記 第二２：１～５］ 

 

 

 

 



９． サウルはダビデを愛しましたか。 

 いいえ、ダビデはサウルに害を加えないように気をつけていましたが、サウルは何 

 度もダビデを殺そうとしました。 

   [例、サムエル記 第一２０：３０～３３；２３：６～８；２４：１～６] 

 

  １０．サウルはどのような死に方をしましたか。 

   ペリシテ人との戦いに負けたのを知って自害し、四十年間の王位を終えました。 

                    ［サムエル記 第一３１：１～６］ 

 

 

暗記課題： ヘブル１１：３０～３１ 

30 信仰によって、人々が七日の間エリコの城の周囲を回ると、その城壁はくずれ落ち

ました。31信仰によって、遊女ラハブは、偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたの

で、不従順な人たちといっしょに滅びることを免れました。 

  



第 １６ 課 

ダビデ王 

 

１． ダビデは何年間、王位についていましたか。 

 王として、七年間ユダを、その後三十三年間イスラエル全体を治めました。 

                   ［サムエル記 第二５：４～５］ 

 

  ２．主がダビデを王として祝福されたことを見せてください。 

 神さまはダビデの勝利を通して、ユーフラテス川からエジプトまでの全地をイスラ 

 エルに与えられました。 

          ［サムエル記 第二８：１～１４；歴代誌 第一１３：５～６］ 

 

  ３．ダビデが大きな喜びをもって、エルサレムに持ってきたものは何でしたか。 

 エリの時代から、アビナダブの家にあった神の箱です。 

         ［サムエル記 第二６：１～１７］ 

 

  ４．ダビデは神の箱をエルサレムに持ってくるだけで満足していましたか。 

 いいえ、彼は、エルサレムに主の宮も建てたいと強く思っていました。 

       ［サムエル記 第二７：１～５；列王記 第一８：１７］ 

 

 ５．これについて、主はダビデに何と言われましたか。 

 預言者ナタンを通して、神さまはダビデに、彼の息子が宮を立てなくてはならな 

 い、と告げられました。 

       ［サムエル記 第二７：１１～１７；列王記 第一８：１８～１９］ 

 

６．神さまがダビデに与えた、素晴らしい約束は何でしたか。 

 ダビデの王国は永遠に堅く立つという約束です。［サムエル記 第二７：１６] 

 

  ７．この約束はだれを指し示しているのですか。 

  主イエス・キリストです。その方の王国は永遠です。 

  ［マタイ１：１；２２：４１～４６；ルカ１：３１～３３；イザヤ９：６～７； 

      第二ペテロ１：１１；黙示１１：１５］ 

 



  ８．ダビデはキリストのことを預言しましたか。 

 はい、ダビデの書いた詩篇のすべてではないとしても、多くの詩篇で預言しまし 

 た。［例、詩篇２；２２；４５；７２；１１０など］ 

 

 ９．ダビデが王として犯した、大変悲しむべき罪について言ってください。 

 バテ・シェバと姦淫を犯し、夫のウリヤを殺しました。 

         [サムエル記 第二１１：２～１７] 

 

 １０．ダビデが王位についている間に、大きな困難と悲しみとをもたらしたものは何でした 

    か。 

  息子であるアブシャロムの反抗と死です。 

 ［サムエル記 第二１５：１～１７；１８：９～１７、３２～３３］ 

 

 

暗記課題： ヘブル１１：３２～３３ 

32 これ以上、何を言いましょうか。もし、ギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ま

たダビデ、サムエル、預言者たちについても話すならば、時が足りないでしょう。33

彼らは、信仰によって、国々を征服し、正しいことを行ない、約束のものを得、ししの

口をふさぎ、 

  



第 １７ 課 

ソロモン王 

 

１． ダビデが死んだ後、だれが王になりましたか。 

 ダビデの息子、ソロモンです。紀元前９７１年頃王位につきました。 

 ［列王記 第一１：３２～３５、３８～４０；２：１～４、１１～１２］ 

 

２． ソロモンは神さまを恐れる王でしたか。 

 はい、主を愛し、ダビデのおきてに歩んでいました。 

 ［例、列王記 第一２：２３～２４；３：３；８：２２～５４］ 

 

３． ソロモンは主に何を願いましたか。 

 主が夢で現れたとき、ソロモンは神の民を治めるための知恵を願いました。 

                    ［列王記 第一３：５～１０］ 

 

４． 主はソロモンに何を与えられましたか。 

 大いなる知恵、その上、富と誉れも、です。 

  ［列王記 第一３：１１～１４；４：２９～３１］ 

 

５． だれがソロモンを訪ねて来ましたか。 

 シェバの女王です。ソロモンの知恵と栄光を見聞きするために来ました。 

                ［列王記 第一１０：１～９］ 

 

６． 神さまがソロモンに与えられた知恵の多くを私たちが見つけることができるのは、聖

書のどの本ですか。 

 箴言、伝道者の書、そして雅歌です。 

 

７． ソロモンは、ダビデがしたように、多くの戦いをしましたか。 

 いいえ、彼の時代には平和と繁栄がありました。［列王記 第一４：２１～２５］ 

 

８． 神さまがダビデに言われたように、ソロモンは神殿を建てましたか。 

 はい、ソロモンはエルサレムに美しく立派な神殿を建てました。 

               ［列王記 第一６：１～１０］ 

 

９． ソロモンの心を主から遠ざけたのはだれでしたか。 

 彼のたくさんの外国の妻たちです。彼女たちの偶像のために、ソロモンは宮を作り 

 さえしました。[列王記 第一１１：１～８] 



 １０．ソロモンの罪のゆえに、主は彼に何と言われましたか。 

  ユダ族とベニヤミン族以外のすべての部族はダビデの家から取り上げられ、他のだ 

  れかに与えられる、と言われました。 

           ［列王記 第一１１：９～１３ 参照 １２：２１、２３］ 

 

 

 

暗記課題： ヘブル１１：３４～３５ 

34 火の勢いを消し、剣の刃をのがれ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他

国の陣営を陥れました。35 女たちは、死んだ者をよみがえらせていただきました。ま

たほかの人たちは、さらにすぐれたよみがえりを得るために、釈放されることを願わな

いで拷問を受けました。 

  



第 18 課 

王国の分裂 

 

１． ソロモンが死んだ後、王国はどのように引き裂かれましたか。 

   部族の大部分がダビデの家を去り、ヤロブアムに従いました。 

                                    ［列王記 第一１２：１２～２０］ 

 

２． どの部族が、ソロモンの息子であるレハブアムに忠実でしたか。 

   ベニヤミン族とシメオン族の一部と共に、ユダ王国と呼ばれたユダ族です。 

                                                       ［列王記 第一１２：２１、２３］ 

 

３． 十部族の王国は何と呼ばれましたか。 

   イスラエル王国と呼ばれました。後にサマリヤがその首都となりました。 

        ［列王記 第一１２：１９～２０；１６：２０～２９］ 

 

４． この十部族が分裂したことは、正しいことでしたか。 

 いいえ、とても大きな罪でした。ダビデの王家と主の宮を捨て去ったからです。 

              ［列王記 第一１２：１６、１９、２５～２９］ 

 

５． レハブアムは十部族を取り返したいと願っていましたか。 

 はい、ヤロブアムと戦いをしたかったのですが、神さまがお許しになりませんでし 

 た。［列王記 第一１２：２１～２４］ 

 

６． 主はなぜレハブアムが戦うことを許されなかったのですか。 

 イスラエルの分裂よって、ソロモンの罪を罰したいと思われたからです。 

        ［列王記 第一１１：９～１３；１２：２４a］ 

 

７． しかし主は十部族の王国を完全に捨て去ってしまわれたのですか。 

 いいえ、神さまはたびたび、彼らの罪について警告するために、また彼らの中のご 

 自分の選ばれた民を慰めるために預言者を送られました。 

 ［参照、例、列王記 第一１３：１～３；１６：１～７］ 

 

８． イスラエルと対照的に、ユダについて言えることは何ですか。 

 ユダは引き続き神さまの選ばれた民であったことです。神さまはダビデに与えられ 

 た約束を守られました。 

  ［参照、例、列王記 第一１５：９～１５；列王記 第二８：１６～１９；２２］ 

 



９． イスラエルはどうなりましたか。 

 確実に主から離れていき、２５０年後にアッシリアに捕え移され、ばらばらに散ら 

 ばりました。[列王記 第二１５：２９；１７：５～６；歴代誌 第一５：２６； 

 使徒の働き２：５～１１] 

 

 １０．ユダはどうなりましたか。 

  ユダもまた主から離れていき、４００年後にバビロンに捕え移されました。 

                 ［列王記 第二２５：２０～２１］ 

 

 

暗記課題： ヘブル１１：３６～３７ 

36 また、ほかの人たちは、あざけられ、むちで打たれ、さらに鎖につながれ、牢に入

れられるめに会い、37また、石で打たれ、試みを受け、のこぎりで引かれ、剣で切り

殺され、羊ややぎの皮を着て歩き回り、乏しくなり、悩まされ、苦しめられ、 

  



第 １９ 課 

イスラエル ―― ヤロブアムからアハブまで 

 

１． イスラエルが、その歴史において、決して離れることのなかった罪は何ですか。 

 「ネバテの子ヤロブアムの罪」です。ヤロブアムは彼らに金の子牛を使って神さま 

 を礼拝することを教えました。［列王記 第一１２：２６～３０；列王記 第二３：１ 

 ～３；１０：２８～３１など］ 

 

２． イスラエルの王の中で、主に忠実に仕えた王はいましたか。 

 いいえ、彼らはすべて邪悪であり、ヤロブアムよりひどい王もいました。  

    ［例：列王記 第一１５：２５～２６、３３～３４；１６：７、２５］ 

 

３． すべての王はヤロブアムの家の出身でしたか。 

 いいえ、主は何度も、一人の王から王国を取り上げ、他の王に与えました。 

 

４． 聖書は六番目の王のオムリについて何と言っていますか。 

 オムリは彼以前のだれよりも悪かった、と言っています。 

          ［列王記 第一１６：２５～２６］ 

 

５． オムリの後、王になったのはだれでしたか。 

 彼の息子、アハブです。彼はオムリよりずっと悪い王でした。 

            ［列王記 第一１６：２９～３０］ 

 

６． アハブの邪悪なことは、何でしたか。 

 アハブは、外国の妻イゼベルと共に、イスラエルにバアルを礼拝することを教えま 

 した。［列王記 第一１６：３１～３３］ 

 

７． アハブとイゼベルは、その他にどんなことをしましたか。 

 主の預言者たちを迫害し殺しました。［列王記 第一１８：３～４、１３］ 

 

８． どの預言者を通して、主は、バアルではなくて、ご自分が神であることを示されまし

たか。 

 エリヤです。エリヤは自分が祈り求めるまで雨が降らないであろう、とアハブに言 

 いました。［列王記 第一１７：１］ 

 

 

 



９． 再び雨が降り始めたのはいつですか。 

 三年半後に、イスラエルがカルメル山で主こそ神である、と告白した時です。 

                    [ヤコブ５：１７～１８] 

 

 １０．アハブの時代にさえ、主はイスラエルにご自分の民を残しておられましたか。 

  はい、神さまはエリヤに、バアルにひざをかがめなかった７０００人の者がいる、 

  と言われました。［列王記 第一１９：１８；ローマ１１：４］ 

 

 

暗記課題： ヘブル１１：３８～４０ 

38――この世は彼らにふさわしい所ではありませんでした。――荒野と山とほら穴と

地の穴とをさまよいました。39 この人々はみな、その信仰によってあかしされました

が、約束されたものは得ませんでした。40神は私たちのために、さらにすぐれたもの

をあらかじめ用意しておられたので、彼らが私たちと別に全うされるということはなか

ったのです。 

  



第 ２０ 課 

イスラエル ―― アハブから捕囚まで 

 

１． アハブの家は、だれによって完全に滅ぼされましたか。 

 エフーです。神さまがこの仕事のために彼を選ばれました。 

      ［列王記 第二９：３０～１０：１１，１７］ 

 

２． エフーは神さまを恐れる王でしたか。 

 いいえ、彼は邪悪なアハブの家を滅ぼしましたが、ただ自分の利益のためでした。 

                     ［列王記 第二１０：２７～３１］ 

 

３． 何によって、そのことが分かるのですか。 

 エフーは「ネバテの子ヤロブアムの罪」から離れなかったことです。 

               ［列王記 第二１０：２９、３１］ 

 

４． エフーの時代に預言した人はだれでしたか。 

 多くの奇跡を行なった、預言者エリシャです。 

 ［例、列王記 第二４：１～８、３１～３７；６：１５～２０］ 

 

５． この頃のイスラエルの主な敵はだれでしたか。 

 アラム（シリア）の王国です。イスラエルは何度も彼らに勝利しました。 

          ［例、列王記 第二６：１５～２０；７：１～７］ 

 

６． エフーの家は、どれくらいの期間イスラエルを治めていましたか。 

 四代にわたってです。しかし、彼らのうちだれも、金の子牛を礼拝する罪から離れ 

 ることはありませんでした。［列王記 第二１５：１２］ 

 

７． エフーの家から出た、最も力のあるイスラエルの王二人はだれでしたか。 

 ヨアシュとヤロブアム二世です。アラム（シリア）の人々に大きな勝利を収めまし 

 た。 ［列王記 第二１３：２４～２５；１４：２３～２７］ 

 

８． イスラエルの最後の王たちの時代に、特に預言した人はだれでしたか。 

 ホセアです。イスラエルに裁きが来ることを警告しました。［ホセア１：１以下］ 

              

 

 

 



９． 最後にイスラエルを捕え移したのは、どの強大な帝国でしたか。 

 アッシリヤです。彼らはイスラエルの人々を捕らえ移し、他の地から連れて来た 

 人々を住ませました。後にその人たちがサマリヤ人として知られるようになりまし 

 た。[列王記 第二１７：１～６、２４] 

 

 １０．イスラエルの捕囚はいつ起こりましたか。 

  紀元前７２２年です。 

 

 

暗記課題： 次のイスラエルの王たちの名前を暗記してください。 

ヤロブアム  ティブニ  エフー   シャルム 

ナダブ   オムリ   エホアハズ  メナヘム   

バシャ   アハブ   ヨアシュ  ペカフヤ 

エラ   アハズヤ  ヤロブアム二世 ペカ   

ジムリ   ヨラム   ゼカリヤ  ホセア  

  



第 ２１ 課 

ユダ ―― レハブアムからアハズまで 

 

１． ユダの王たちは、イスラエルの王たちのように、いろいろな家の出身でしたか。 

 いいえ、彼らはすべてダビデの王家から出たのです。 

 

２． その理由は何ですか。 

 これらの王たちすべてが神さまを恐れる王だったからではなく、神さまがダビデに 

 したご自分の約束を守られたからです。 

   ［サムエル記 第二７：１６；参照イザヤ９：６～７；ルカ１：３１～３３］ 

 

３． 何ですって！ ダビデの家から出た王たちはみな、神さまを恐れていたのではないの

ですか。 

 はい、神さまに忠実に仕えた王たちは、あまりいなかったのです。 

 

４． 彼らの主な罪は何でしたか。 

 自分が偶像に仕えたか、または、民が主を捨てて偶像に仕えるのを許しました。 

     ［例、列王記 第一１４：２１－２４；列王記 第二８：２６－２７］ 

 

５． 偶像崇拝のほかに、どんな悪いことをしましたか。 

 たびたび主を信頼せず、敵と戦う時に他の国々に助けを求めました。 

             ［例、列王記 第二３：７；８：２８］ 

 

６． 主に仕えなかった王の名前をいくつかあげられますか。 

 はい、ヤロブアム、アハズヤ、王妃アタルヤ、そして、邪悪なアハズです。 

  ［列王記 第二８：１８～１９、２７；１１：１～３；１６：２～４］ 

 

７． 比較的良い王の名前をいくつかあげられますか。 

 はい、アサとヨシャパテです。彼らは偶像崇拝を終わらせようとしました。 

 ［列王記 第一１５：９～１５；２２：４２、４６；歴代誌 第二１７：７～９］ 

 

８． ヨシャパテの統治に汚点を残したのは何でしたか。 

 邪悪なアハブと同盟を結んだので、後に息子のヤロブアムが、アハブの邪悪な娘、 

 アタルヤと結婚することになりました。［歴代誌 第二１８：１～３；２１：６］ 

 

 

 



９． 邪悪な女王アタルヤは何をしましたか。 

 ダビデの一族を皆殺しにしようとしましたが、神を恐れる祭司エホヤダの妻が赤ん 

  坊ヨアシュの命を救いました。 

   ［列王記 第二１１：１～３；歴代誌 第二２２：１１］ 

 １０．最も邪悪な王のひとりはだれですか。 

  アハズです。偶像にいけにえをささげ、主の宮を閉じ、エルサレムのあらゆるとこ 

  ろに偶像の祭壇を作りました。［列王記 第二１６：１～１８］ 

 

 

 

暗記課題： レハブアムからアハズまでのユダの王たちの名前を暗記してください。 

 レハブアム   ヨラム    アマツヤ 

 アビヤ    アハズヤ   ウジヤ   

 アサ    女王アタルヤ   ヨタム 

 ヨシャパテ   ヨアシュ   アハズ 

 

  



第 ２２ 課 

ユダ ―― ヒゼキヤから捕囚まで 

 

１． ユダに大きな改革をもたらしたのはどの王でしたか。 

 神さまを恐れたヒゼキヤです。［列王記 第二１８：１～７］ 

 

２． 彼は何をしたのですか。 

 主の宮の戸を開き、偶像を壊し、民が主を礼拝するのに使っていた高き所を取り除 

 きました。そして民に過越の祭りを守るように呼びかけました。 

  ［歴代誌 第二２９：２～１１；３０：１～８；列王記 第二１８：４］ 

 

３． 主はどんな素晴らしい方法で民をアッシリヤから救い出されましたか。 

 アッシリヤがエルサレムを包囲したときに、主が御使いを遣わして、１８万５千人 

 のアッシリア人を打ち殺しました。［イザヤ３７：３３～３７］ 

 

４． ヒゼキヤの時代のユダの偉大な預言者はだれでしたか。 

 イザヤです。邪悪な人たちに警告を与え、神の民を慰めるために送られました。 

    ［イザヤ１：１～２、９、１６～２７；２：１～５；３：１～８；４］ 

 

５． イザヤは何を預言しましたか。 

 ヒゼキヤに、ユダがバビロンに捕え移されると告げました。［イザヤ３９］ 

 

６． ヒゼキヤの後だれが王になりましたか。 

 マナセです。とても悪い王でしたが、バビロンに捕え移されたとき悔い改めまし 

 た。［列王記 第二２０：２１－２１：２］ 

 

７． ヨシヤ王は、まだ若い頃から何を行いましたか。 

 主を求め、偶像を取り除き、ユダに神の律法を教えました。 

 ［列王記 第二２３：１～３、４～６、２４；歴代誌 第二３４：３～７］ 

 

８． ヨシヤの時代から捕囚までの間に生きた預言者はだれでしたか。 

 エレミヤです。ユダの罪に対し警告をし、悔い改めるように呼びかけました。 

           ［エレミヤ１：１～２；３：２３～４：６など］ 

 

９． ユダの王たちとその民は、エレミヤの警告を聞き入れましたか。 

 いいえ、彼らの罪のゆえに、とうとうバビロンに捕え移されました。 

     ［エレミヤ２５：１～１０；歴代誌 第二３６：１～７］ 



 １０．エルサレムがネブカデネザルによって破壊されたのはいつでしたか。 

  紀元前５８６年です。 

 

 

暗記課題： ヒゼキヤからゼデキヤまでのユダの王たちの名前を暗記してください。 

 ヒゼキヤ   ヨシヤ    エホヤキム 

 マナセ    エホアハズ   エホヤキン 

 アモン        ゼデキヤ  

   

 

  



第 ２３ 課 

ユダの捕囚 

 

１． ユダは何年間捕らわれていましたか。 

 ７０年間です。エレミヤが預言したとおりです。［エレミヤ２５：１１～１２］ 

 

２． 神の民は捕囚の間に悔い改めましたか。 

 はい、選びの残りの者たちは悔い改め、ユダの嘆かわしい状態を悲しみました。 

     ［例、エゼキエル１８：１９～２３；ダニエル９：１～１９］ 

 

３． 捕囚の間、一番なつかしく思ったものは何ですか。 

 エルサレムと神殿です。地上での主のご臨在の象徴だったからです。 

 ［例、ダニエル１：１～７；６：１０；９：１～３、１２、１６； 

  歴代誌 第二５：１３～１４］ 

 

４． 捕囚の間、神さまはご自分の民を守られましたか。 

 はい、主はご自分の民を守り、ダビデの家系が滅びないようにされました。 

 

５． 神さまが守ってくださった実例をあげられますか。 

 はい、神さまは忠実なダニエルとその三人の友達を守ってくださいました。 

 

  ６．そのことはどのように示されましたか。 

 ダニエルとその友達はバビロンの王国で重要な高い地位に就きました。 

       ［ダニエル２：４７～４９；３：３０；６：１～３］ 

 

  ７．彼らが主を恐れたために、危険にさらされたことがありましたか。 

 はい、三人の友達は火の炉に投げ入れられ、ダニエルは獅子の穴に投げ込まれまし 

 た。しかし主は彼らを救い出してくださいました。 

  ［ダニエル３：１９～２３；６：１０～２４］ 

 

  ８．捕囚の間、ダニエルの他にどんな預言者がいましたか。 

 預言者エゼキエルです。［エゼキエル１：１～３］ 

 

 

 



  ９．エゼキエルはどのように神の民を慰めましたか。 

 神さまは悪者の死を喜ばない、ということを人々に告げることによって、です。 

          ［エゼキエル１８：２３、３２；３３：１０～１１］ 

 １０．捕囚はいつ終わりましたか。 

  クロスがペルシヤの王になった時です。[エズラ１：１～４] 

 

 

暗記課題： エゼキエル３３：１１ 

彼らにこう言え。『わたしは誓って言う。――神である主の御告げ。――わたしは決し

て悪者の死を喜ばない。かえって、悪者がその態度を悔い改めて、生きることを喜ぶ。

悔い改めよ。悪の道から立ち返れ。イスラエルの家よ。なぜ、あなたがたは死のうとす

るのか。』 

 

  



第 ２４ 課 

捕囚からの帰還 

 

１． クロスはなぜ民をカナンの地に帰らせたのですか。 

 クロスは主を知りませんでしたが、主が、まさにその目的のためにクロスを召され 

 たからです。［歴代誌 第二３６：２２～２３］ 

 

２． すべての捕囚の民がカナンに戻ったのですか。 

 いいえ、約５０，０００人の人だけが戻りたいと思いました。 

               ［エズラ２：６４～６５］ 

 

３． だれが、戻ってくる捕囚の民を導いたのですか。 

 君主ゼルバベルです。［エズラ２：１～２a；参照ハガイ１：１］ 

 

４． 民は、戻ってきた後、何をしましたか。 

 主の宮とエルサレムの町の再建です。[エズラ３：７～１０] 

 

５． 民をよく助けた二人はだれでしたか。 

 学者エズラと王の献酌官ネヘミヤです。 

  [例、エズラ１０：６～１２；ネヘミヤ７：１～１０] 

 

６． 再建の仕事は簡単でしたか。 

 いいえ、たくさんの敵がいて、再建の仕事をやめさせようとしました。 

                  ［例、エズラ４：１～１０］ 

 

７． 再建の仕事にあたる人々を、何度も励ましたのはどの預言者でしたか。 

 預言者ハガイとゼカリヤでした。 

 ［例、ハガイ１：１～８；ゼカリヤ４：１～１０］ 

 

８． 民が特に警告を受けた罪は何でしたか。 

 外国人との結婚と、安息日を守らない罪です。 

 ［例、エズラ９：１～５；１０：１～５；ネヘミヤ１３：１５～２２］ 

 

９． どのような主の宮が建ちましたか。 

 ソロモンの宮の美しさには程遠く、契約の箱もありませんでした。 

          ［エズラ３：１０～１３；ハガイ２：３］ 

  



１０．イスラエルの国は再び王を立てましたか。 

  いいえ、ダビデの家系の者はまだ生きていましたが、ダビデの家から国を治める王 

  が再び出ることはありませんでした。[エズラ８：２] 

 

 

暗記課題： ハガイ２：６～７ 

6 まことに、万軍の主はこう仰せられる。しばらくして、もう一度、わたしは天と地

と、海と陸とを揺り動かす。7 わたしは、すべての国々を揺り動かす。すべての国々の

宝物がもたらされ、わたしはこの宮を栄光で満たす。万軍の主は仰せられる。 

 

  



第 ２５ 課 

帰還の後 

 

１． 帰還後の時代、だれの人生の歴史が重要でしたか。 

 エステルの人生の歴史です。エステルはペルシヤ王の王妃となりました。 

               ［エステル２：５～７、１５～１７］ 

 

２． 主はエステルを何のために用いられましたか。 

 邪悪なハマンがユダヤ人を滅ぼそうとたくらんだとき、ダビデの子孫の命を守るの 

 に用いられました。 

      ［エステル３：１３～４：１０；６：１４～７：７；８：５～１２］ 

 

３． だれが、最後の預言者でしたか。 

 マラキです。キリストの約４００年前に生きた人です。 

 

４． マラキによると、ユダは捕囚の後、忠実に神さまに仕えるようになりましたか。 

 いいえ、民は主に対して大きな罪を犯しました。[例、マラキ１：１、７～９] 

 

５． ユダヤ人は再び自由な国になることができましたか。 

 いいえ、いろいろな世界の権力者たちがユダヤ人を支配しました。 

            [例、ルカ３：１；ヨハネ１９：１２] 

 

６． これらの国々は、ユダヤ人によくしてくれましたか。 

 いいえ、ひどい迫害と神の民の苦しみの時でした。 

   ［エレミヤ２４：７～１０；２５：３４］ 

 

７． この時には、神さまに忠実な人々もいましたか。 

 はい、この人たちはキリストが来られるのをますます待ち望むようになりました。 

            ［例、イザヤ６０：１～３；エレミヤ２４：１～７］ 

 

８． 主は、キリストが来られるために、どのような準備を始められましたか。 

 ギリシャ語を世界中で共通の言語として用いられるようになさいました。後に新約 

 聖書はこの言語で書かれたのです。 

  

９． この時期、どんな誤った一派がイスラエルに現われましたか。 

 パリサイ派の一派です。行ないによって救われると信じていました。 

            ［マタイ５：２０；１２：１～８など］ 



 １０．この時期の終わりに、力を増したのはどこの国ですか。 

  ローマ人です。キリストがお生まれになったとき、世界を支配していました。 

                            [ルカ２：１] 

 

 

暗記課題： マラキ３：１ 

「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。あなたがた

が尋ね求めている主が、突然、その神殿に来る。あなたがたが望んでいる契約の使者

が、見よ、来ている。」と万軍の主は仰せられる。 

 

 


