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マタイの福音書 　1 章

イエス・キリスト様の系図　1:1-17

1.　イエス様の系図はマタイの福音書のものとルカの福音書の系図と違なっている理由は
何でしょうか。(1-17；ルカ3:23-38を参照に)

2.　イエス・キリスト様はその人間性においてはどのような方ですか。(1,16)

3.　イエス様の系図に登場する女性たちはどのような方々でしたか。(3,5,6；創世記
38:1-30；ルツ記1:3-5,16-17；4:13-22；2サムエル11:1-27；12:24-25を参照に)そ
れらは神様の選びについて何を語っていますか。
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4.　系図はどの二つのグル-プに分けられますか。それらはイスラエルの歴史とどう関
わっていますか。(17)

イエス様の誕生　1:18-25

5.　イエス様が処女から生まれた事はどういう意味でしょうか。(18；ルカ1:30-37を参
照に)

6.　神の御子がどうして人間として生まれなけれまならなかったでしょうか。(18；ヨハ
ネ1:1-5,14,18；ヘブル2:14-18；4:15を参照に)

7.　イエス様の受胎と誕生において聖霊様の役割は何でしたか。(18,20；ルカ1:30-37を
参照に)

8.　ヨセフがマリアが妊娠している事が分かった時に彼の敬虔さはどのように現れました
か。(19；申命記22:23-25を参照に)彼の気持ちはどうだったでしょうか。

9.　神様はその問題をどう扱われましたか。(20)

10. ヨセフは主からどのような使命を受けましたか。(20)　結婚の目的は何ですか。(創
世記1:27-28；2:18,22-25；エペソ5:22-33を参照に)

11. ヨセフはどうして子供にイエスと言う名前を与えなければならなかったでしょうか。
(21；ルカ1:31-33；2:21；ヨハネ1:29；使徒4:12を参照に)　その名前の意味は何
ですか。

12. イエス様の誕生は旧約聖書にどう預言されていましたか。(22-23；創世記3:15；イ
ザヤ7:14；1ペテロ1:10-12を参照に)

13. キリスト信仰はどの一つの単語に要約出来ますか。(23)　その言葉の意味は何ですか。

14. ヨセフの信仰生活の特徴は何ですか。(24-25；2:13-15,19-22を参照に)　あなたは
何処まで主のみ言葉に従いますか。

マタイの福音書 　2 章

東の国の博士たち　2:1-12

1.　イエス様の誕生の年はマタイの福音書では何によって分かりますか。(1；ルカ2:1-2
を参照に)

2.　マタイとルカは何故イエス様の生年月日を正確に語らないのですか。(1)　ヘロデ王
は何年に亡くなりましたか。

3.　東の国の博士たちは誰だったでしょうか。(1)

4.　彼らは何故エルサレムに来たでしょうか。(1)　どうして直接ベツレヘムに行かな
かったでしょうか。あなたは人生の支配者を何処から求めますか。

5.　彼らにユダヤの王様を求めさせたのは何でしょうか。(2；民数記24:17を参照に) あ
なたの人生を支配する王様を求めさせたのは何でしょうか。それともあなたは自分
の人生を自分で支配したいのですか。もしそうであれば何故ですか。

6.　博士たちはどのような態度で行動しましたか。(2)　あなたは王の王にどのような姿
勢で近づきますか。

7.　博士たちのエルサレムへの到来はその人々とヘロデ王にどの様な影響を及ぼしました
か。(3)　彼らの恐れの原因は何だったでしょうか。
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8.　祭司たちと律法学者はどうしてキリストの誕生の場所を知っていましたか。(3-6；創
世記49:10；ミカ5:1；ヨハネ7:42を参照に)　彼らは何故博士たちと一緒にベツレ
ヘムにイエス様を拝みに行かなかったのですか。実用的でないような知識は何の役
に立ちますか。

9.　ヘロデ王は何故博士たちを密かに招きましたか。(7,13)

10. ヘロデ王は何故博士たちに嘘を言いましたか。(8)　神様はあなたが真実を言う事を
どうして望んでおられますか。

11. 星は博士たちをどのように導いたでしょうか。(9)　神様は今日、人々をどのように
イエス様の元に導いて下さいますか。あなたの場合はどのように導かれましたか。

12. 神様の導きに戻るのは博士たちにどういう影響をしましたか。(10)　あなたがもし
迷ったら正しい道に戻るにはどうしますか。何か体験談があれば語って下さい。

13. 博士たちはイエス様にどの様にその尊敬を表しましたか。(11)　あなたは救い主をど
う賛美しますか。

14. 博士たちが捧げた貴重な贈り物は何を物語っていますか。(11；詩篇 72:10-11；イザ
ヤ60:6を参照に)　黄金、乳香、没薬はそれぞれどいう意味でしょうか。あなたはイ
エス様に何を捧げますか。

15. 博士たちは救い主に出会ってからどのような方法で神様の導きを受けたでしょうか。
(12)

エジプトに避難する　2:13-15

16. ヨセフはどのような使命を受けたでしょうか。(13)　主はどうしてイエス様の家族を
難民にさせたでしょうか。私たちは難民や他国民に対してどのように振舞うべきで
すか。もっと高い生活レベルを求める難民にどの様な態度を示すべきですか。

17. 主から示された働きは何故都合のよい時ではなく直ぐしなければならないのでしょう
か。(14)

18. マタイは何故繰り返して旧約聖書の個所を引用したり指したりしますか。
(15,17,23；4:14; 12:17; 13:14,35; 26:54,56を参照に)旧約聖書の約束は今日の私
達にどんな意味がありますか。)

ヘロデ、ベツレヘムの子供を皆殺しにする　2:16-18

19. ヘロデ王は何故2歳以下の男の子を殺させましたか。(16)　どうして多くの女性はま
だ生まれていない赤ちゃんを中絶で殺しますか。

20. 子供の皆殺しについてのエレミヤ書の預言がどの様に続きますか。(18)　エレミヤ書
31:15-17を読みなさい。絶望の中に慰めは何処から来ますか。

エジプトから帰国する　2:19-23

21. ヨセフにエジプトへ行くための導きだけではなく何故帰る導きも必要でした。(19-
20)神様はあなたの人生の大切な時にどの様な導きを与えて下さいましたか。

22. み使いはどうして「帰れ」と言う命令だけではなく、その理由付けも与えて下さいま
したか。(20)　あなたは怖い場面を直面する時にどう対応しますか。

23. ヨセフの態度から何を学ぶことが出来ますか。(21；1:24-25；2:14を参照に)　あな
たにとって聖書のみ言葉に従う事は易しいですか。もしそうでないなら何故ですか。

24. ヨセフは何故神様の明確な導きであったにもかかわらず恐れたのでしょうか。(22；
使徒18:9-11を参照に)
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25. 神様はヨセフをどのように恐れから解放して下さいましたか。(22)

26. ヨセフとその家族は何故ナザレに定住するようになりましたか。(23；イザヤ11:1；
ヨハネ1:45-46を参照に)

マタイの福音書 　3 章

洗礼者ヨハネ、教えを宣べる　3:1-12

1.　洗礼者ヨハネは何処でメッセ-ジを伝えましたか。(1,5)　イエス様が活動されたよう
な村や町ではなくて洗礼者ヨハネは何故荒野で働きましたか。

2.　洗礼者ヨハネのメッセ-ジは何でしたか。(2)　悔い改めはどういう意味でしょうか。
天の御国はどういう意味でしょうか。今その御国はどのように近づいていますか。

3.　罪の告白と悔い改めは罪の赦しのを得るための理由ですか、それとも条件ですか。赦
される理由は何でしょうか。(1ヨハネ1:7,9を参照に)

4.　イエス様の働きの公の働きに備えるためにバプテスマのヨハネはどのような役割を果
たしましたか。(3)　もしイエス様は福音を代表するなら、バプテスマのヨハネは何
を代表しましたか。律法と福音は互いにどのような関係にありますか。

5.　律法はあなたの心を福音に導くためにどの様に備えてくれましたか。(3)

6.　洗礼者ヨハネの生き方はどんなものでしたか。(4)　それは彼の使命とどのような関
係にありましたか。キリスト者としてあなたの生き方とあなたの信仰と使命はどの
ような関係にありますか。

7.　罪の告白はどうして大切で必要なでしょうか。(6)　あなたは罪を主に告白しました
か。そえとも今も隠していますか。

8.　パリサイ派の人々はどのような生き方をしましたか。サドカイ派の人々はどうでした
か。(7；使徒23:6-9を参照に)　洗礼者ヨハネは何故彼らに非常に厳しく語りました
か。(9-10)

9.　まごころをもって悔い改めない人の上にどの様なみ怒りが押し掛かっていますか。
(7,10；マタイ23:33；ロ-マ2:5を参照に)　ヨハネとイエス様はどうして滅びにつ
いて警告しましたか。

10. パリサイ人とサドカイ人は救いについてどのような間違った考えを持っていましたか。
(9；ヨハネ8:33,39を参照に)　現代の人々はどのような間違った考え持っています
か。あなたは何を根拠に滅びに至る地獄ではなく天国へ行けるのでしょうか。

11. ヨハネは自分をイエス様とどう比較しましたか。(11；ヨハネ3:27-31を参照に)

12. イエス様はどのような洗礼を施しますか。(11；ルカ12:49-50を参照に)

13. 洗礼者ヨハネは脱穀場について語る事でイエス様のどの様な働きを指しますか。
(12；マタイ13:30；黙示録 20:11-15を参照に)

イエス様は洗礼を受ける　3:13-17

14. 洗礼の意味は何ですか。(13,15,16)イエス様は何故バプテスマのヨハネから洗礼を受
かれたでしょうか。

15.　洗礼者ヨハネは何故イエス様にバプテスマを授ける事で躊躇ったでしょうか。(14；
3:6を参照に)　洗礼の時にイエス様は誰の罪を告白したでしょうか。
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16. イエス様の洗礼の際に神様の三つの位格はどのように現れましたか。神様の三位一体
はどのようなものでしょうか。(16-17)

17. キリスト者の救いの確信はイエス様の障害の生き方とその贖いの御業に基づきますが、
父なる神様のイエス様に対する言葉から私たちはどのような慰めを受けるでしょう
か。

マタイの福音書 　4 章

誘惑を受けるイエス様　4:1-11

1.　聖霊様は何故イエス様を荒野に導かれましたか。(1)　悪かからの誘惑に何処から助
けが与えられますか。

2.　サタンは一番目の誘惑で何に訴えましたか。(2-3)　キリスト者は神様から何でも求
める事が与えられるという約束を使って訴えられる時にどのように答えますか。

3.　肉体的な必要を満たすより大切な事は何ですか。(4)

4.　イエス様は何を使ってすべての誘惑に打ち勝ちましたか。(4,7,10)あなたがあらゆる
誘惑と戦う時に聖書のみ言葉にどの様な役割がありますか。

5.　イエス様の二番目の誘惑の本質は何でしたか。(5-7)　あまりにも劇的な奇跡さえも
必ずしも信仰を生まないのは何故でしょうか。

6.　サタンはどのように聖書を悪用しますか。(6；詩篇 91:1-16を参照に)　聖書を正し
く理解するためにどのような読み方をすればいいのでしょうか。聖書の事を教えて
いると主張しながら多くに異端が生まれたのは何故でしょうか。

7.　奇跡を要求するのは何故神様を試す事になりますか。(7)　主に対する純粋な信頼は
どんなものでしょうか。それはどのように生まれ維持できるでしょうか。

8.　三番目の誘惑の本質は何だったでしょうか。(8-10)　イエス様はどのような目的で世
に来られましたか。イエス様はどのような方法で世界を支配されようと計画された
のでしょうか。イエス様はこの世の繁栄ぶりをどう見られましたか。あなたはそれ
をどう見ますか。あなたの召しは何でしょうか。十字架の難しい道より簡単な道を
選ぶ誘惑にどう打ち勝てますか。

9.　サタンはイエス様にどのような嘘をついたでしょうか。(9)　私たちにはサタンの最
も明らかな嘘をも信じる傾向にあるのはどうしてでしょうか。

10. 何かを拝むことは私たちをどの様な状態にさせますか。(9-10)　あなたは何を又は誰
を拝みますか。

11. サタンがあらゆる誘惑を試みてからイエス様から暫くの間離れた事から私たちはどの
ような慰めを受けることが出来ますか。(11；ヘブル2:18；4:15を参照に)　後で悪
魔はどのようにイエス様を攻撃しましたか。(マタイ16:22-23を参照に)　私たちは
悪魔が罪の誘惑をする時にどのように耐える事が出来ますか。(1コリ10:12-14；ヤ
コブ1:12；4:6-10を参照に)

12. み使いたちはイエス様にどのように奉仕しましたか。(11；マタイ26:53；ルカ
22:43；ヨハネ1:51；ヘブル1:6を参照に)

ガリラヤで伝道を始める　4:12-17

13. ヨハネの福音書によると洗礼者ヨハネとイエス様は共にエルサレムとユダヤで活動し
ました。イエス様の公の活動の主な期間は何時から始まり何処で行われましたか。
(12)　イエス様は何故蔑まれたガリラヤ地方を選ばれたでしょうか。(15)
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14. イエス様は何故自分の故郷であったナザレを出て活動の中心をカペルナウムにされた
でしょうか。(13-16；マタイ13:53-58を参照に)

15. イエス様の活動はガリラヤ地方の人々にどの様な意味を持っていたのでしょうか。
(16)　イエス様は今日どのような暗闇に光をもたらせますか。その光はあなたに
とってどのような意味になっていますか。

16. イエス様のメッセ-ジの主なポイントは何でしたか。(17；マルコ 1:15を参照に)　イ
エス様のメッセ-ジは洗礼者ヨハネの説教とどう違いましたか。(マタイ3:2を参照
に)

17. 神の国はどのような性質を持っていますか。(17；ロ-マ14:17を参照に)　神の国は
どの様に近づきますか。イエス様はあなたの人生にどう入られたでしょうか。自分
の救いの証しを書いて下さい。

四人の漁師を弟子にする　4:18-22

18. ペテロとその兄弟アンデレはどのような仕事をしていましたか。(18)　イエス様は一
年前に彼らをその弟子に招かれました。(ヨハネ1:36-42を参照に)　一年間は彼らは
イエス様の教えを聞いたり、時々一緒に行動したり、又自分の仕事に戻ったりして
いました。多くのキリスト者はその働きの傍ら伝道もしています。あなたは伝道に
どの様に参加していますか。

19. イエス様は今どのような招きをなさいましたか。(19)

20. 人をとる漁師はどのような仕事をしますか。(19)　イエス様はあなたをどのような働
き人に作り変えたいのでしょうか。

21. イエス様はその弟子たちにどの様な訓練を与えたでしょうか。(19-20)　主に使える
ためにあなたはどのような訓練と変化を必要としますか。イエス様に従う事は私た
ちの生活の中で何を意味するものでしょうか。

22. 全面的に伝道活動をするために何を捨てなければならないでしょうか。(20,22)　イ
エス様に従うために何を捨てなければならないでしょうか。(マルコ 8:34-38を参照
に)

23. イエス様はどのような場面でヤコブとヨハネを招きましたか。(21)　主の招きは人生
のどの様な場面で起こるでしょうか。

24. ヨハネとヤコブの父親は大祭司の知り合いでかなり裕福な人した。(ヨハネ18:15-16
を参照に)　イエス様が私たちを招く時に家庭的な背景や経済的な立場はどのような
影響を及ぼしますか。(21)　あなたにとって捨てにくい物事は何でしょうか。

おびただしい病人をいやす　4:23-25

25. イエス様の公の活動の範囲はどのぐらいでしたか。どの様な場所で行われましたか。
(23)

26. イエス様の活動はどの二つの主な行動に重点を置きましたか。それらは互いにどんな
関係にありましたか。(23)

27. イエス様の評判が広がってから、人々はどにょうな動機でそのもとに来られたでしょ
うか。(24)　あなたはどのような助けを求めますか。

28. イエス様の活動を見に来る人々は何処から来ましたか。(25)　人々はどうして遠方か
らも来ましたか。(24)
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マタイの福音書 　5 章

山上の説教の幸い　5:1-12

1.　山上の説教(5:3-7:27)は誰に向かっての教えですか。(1-2,47-48)　イエス様は何故
群衆から離れて山に登ったでしょうか。弟子たちの訓練する方がどうして群衆を教
えるより大切ですか。山上の垂訓はどうして一般社会の法律として使う事が出来な
いのですか。

2.　「幸い」という言葉はどう言う意味でしょうか。(3-11)　「最も幸福」と解釈するな
ら、それは誰の観点から見てでしょうか、人自身ですかそれとも神様からの観点か
ら見る幸福ですか。「祝福された」と解釈される場合に誰が祝福をする側でしょう
か、誰が祝福される側でしょうか。「救われた」と解釈する場合にその救いは人々
の性質によりますか、それともその性質を与えて下さるイエス・キリスト様により
ますか。

3.　それぞれの「幸い」と言う宣言を相互に切り離す事が出来ないもは何故でしょうか。
それらはキリスト者の救いから最終目的の地までの成長過程を表す事がどうして分
かりますか。その過程を自分の言葉で表現して下さい。

4.　心の貧しいとはどういう意味でしょうか。(3；イザヤ57:15；61:1；66:2を参照に) 
天の御国はどうしてそのような人のものですか。

5.　天の御国又は神の国とはどういう意味でしょうか。(3；6:33；12:28；ルカ6:20；
13:28-29；17:20-24；22:16-18；ロ-マ14:17；コロサイ1:13；黙示録 12:10を参照
に)

6.　すべての幸い宣言は今の成就と将来の成就を含めますが、神の国の場合それらは現在
と将来において何でしょうか。(3)

7.　キリスト者としての成長を通られた人の初めの報いと終わりの報いはどうして同じで
すか。3節と10節を比べて見て下さい。

8.　どうして心の貧しい人が「天の御国を貰う」と書いてなくて、「それはその人のもの
である」と書いてあるのですか。(3)

9.　幸い宣言はどうして人の行動ではなくその人の性質を言及していますか。(3-10)過去
に出会った人を思い出す時に、その人がどのような性格の持ち主だったかそれとも
その人の行動や言葉がどうであったかのどちらをよく覚えていますか。

10. 心の貧しくて天の御国を持つ人はどうして悲しむのでしょうか。(4；イザヤ61:2；
ヨハネ16:20；2コリ7:9-11；黙示録 7:17を参照に)　その悲しさはどのようなもの
でしょうか。それはどのように影響しますか。罪を犯したキリスト者は何処から慰
めを受けるでしょうか。その慰めはどのように働きますか。(2コリ1:3-7を参照に)

11. 原語の言葉に含まれる柔和、静けさ、謙遜はどのような性質を表現しているのでしょ
うか。(5;詩篇 37:11を参照に)　謙遜は何処から沸き上がりますか。(4節を参照に)

12. 柔和な人はどのような地を相続するでしょうか。(5)　旧約聖書の中にアブラハムが
頂いた約束にどうしていつも地についての部もありましたか。神様はどうして新し
い天だけではなく新しい地も神に属する者に約束されたのですか。

13. 自分の罪を見て、それが赦された人はどうして義(神様に認められる生き方)と正義と
純潔と清さに飢え乾いているでしょうか。(6；ヨハネ6:35を参照に)　その人は今は
どう満たされますか。又どのように新しい天において満たされますか。

14. 憐みと愛は何処から沸き上がりますか。(7；ルカ7:47を参照に)　義と認められて罪
赦された人は何故愛を示しますか。その日とはどのように又誰から憐みと愛を受け
ますか。愛を人に示しても、その人から必ずしも愛を貰うとは限らないのは何故で
しょうか。
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15. 人を愛しようとしてもどうしてよく自分の心の醜さにぶつかりますか。(8)　心の清
さを何処から繰り返して求めなければならないでしょうか。(使徒15:9；ヘブル
12:14；1ヨハネ1:7,9を参照に)　イエス様の十字架の血によって清さを求める人は
その十字架で誰を見ますか。(2コリ3:18；1ヨハネ3:2-3を参照に)

16. 争いや矛盾で分裂した世の中で罪赦された人はどのように人々との間に心の平和を築
き上げることが出来るのでしょうか。(9；使徒10:36；エペソ2:17-18を参照に)

17. 平和の福音を語る人はどうして神様の子供と呼ばれるでしょうか。(9)　神様の子供
である事は何を意味しますか。そのような人はどのような遺産を受けるでしょうか。

18. 平和の福音を語る人はどうして迫害されるでしょうか。(10-11；使徒5:41；1ペテロ
3:14を参照に)　彼らはどのような報いを受けるでしょうか。

19. 迫害の中にあっても喜んでいられる理由は何でしょうか。(12；ルカ6:22-23；1ペテ
ロ4:14を参照に)　キリスト者はどうして迫害を恐れる必要がないのでしょうか。
(ヤコブ5:10-11を参照に)

地の塩、世の光　5:13-16

20. 塩にはどのような影響がありますか。キリスト者と教会にどの様な役割がありますか。
(13；レビ記2:13；コロサイ4:6を参照に)

21. もしキリスト者や教会がこの世と妥協して影響を与えることが出来なくなったらどう
なりますか。(13)

22. キリスト者と教会はどのようにキリストの光を放ちますか。(14-16；ヨハネ8:12；2
コリ4:6；エペソ5:8を参照に)

23. 何故信仰はこの世で見えなければならないのでしょうか。純粋な信仰はどうして隠れ
る事が出来ないのですか。(15)　あなたの信仰はどうですか。

24.　キリスト者はよい行いを誰の為にしますか。それらは誰の栄光のためですか。(16；
ヨハネ15:8；エペソ2:10；1ペテロ2:12を参照に)

律法について　5:17-20

25. イエス様は旧約聖書の律法をどのように完成(成就)しましたか。(17；ルカ24:44；
ロ-マ10:4を参照に)　何故そうなさいましたか。イエス様が律法を成就して下さっ
た事はキリスト者にとってどのような祝福をもたらせますか。

26. 旧約聖書を誰が書いたでしょうか。イエス様じゃそれに対してどのような対応をされ
ましたか。(18)　あなたは聖書をどう見ていますか。

27. まだ成就されていない旧約聖書の約束は何時成就されますか。(18)　それらが必ず成
就されるのをどのような根拠で知る事が出来ますか。その為にどのように備えるべ
きですか。

28. 神の国では人の地位はどのような基準で測られますか。(19)　あなたはどうですか。
教理が正しい事だけでは何故不十分ですか。

29. 律法学者とパリサイ派の人々の問題は何だったでしょうか。(20；20:2-7；ルカ
11:39を参照に)　あなたの教えと生き方は一致していますか。

腹を立ててはならない　5:21-26

30. 先祖から受け継がれたモ-セの律法の解釈の目的は何だったでしょうか。イエス様は
それらを何故覆したでしょうか。(21,27,31,33,38,43)現代の人々はどのように律法
の要求を低くしようとしますか。
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31. イエス様はどのような権威に基づき語り教えましたか。
(18,20,22,26,28,32,34,39,44；ヨハネ5:19,24,30；6:63；7:16-18を参照に)

32. 殺人と暴力はどのような心から湧き出ますか。(22；エペソ4:31；1ヨハネ3:15を参
照に)

33. 現代の最も代表的な殺人は何ですか。それはどうして社会の中に合法的にされました
か。それに対し神様の前でどの様な裁きを下さるでしょうか。

34. 憎しみ、恨み、殺意からの解放の道は何でしょうか。(23-24；マルコ 11:26を参照
に)

35. 早く和解を成立させるのはどうして急務ですか。(25)

36. 恨みと憎しみに留まる事はどのような結果をもたらせますか。(26)

姦淫してはならない　5:27-30

37. どの様な人は姦淫しますか。(27-28；ヨブ31:1；箴言6:25を参照に)　ポルノは人に
どのような影響を及ぼしますか。

38. 性的な誘惑にどう打ち勝つ事が出来ますか。(29-30；詩篇 119:9；コロサイ3:5-12を
参照に)

39. 性的な誘惑が来る時に「目をえぐり出す事と手を切り取る事」はどう理解すべきで
しょうか。(29-30)比喩的なすすめですかそれとも文字通りの命令ですか。その解釈
の理由を教えて下さい。

離縁してはならない　5:31-32

40. 神様の律法が私たちに滅びの裁きを下す時、そこから先へ進む道は何でしょうか。
(29-30；ロ-マ7:2-6；8:1を参照に)

41. 多くのキリスト者はどうしてイエス様の離婚と再婚についての教えを実行しないので
しょうか。(31-32；19:3-12；1コリ7:10-16を参照に)

42. イエス様は相手が姦淫を犯した場合にどうして離婚を認めますか。(32)そのような場
合に離婚しなければならないのですか。それとも赦し合えることが出来るでしょう
か。

誓ってはならない　5:33-37

43. イエス様はどうして誓ってはいけないと言われたのでしょうか。(33-37)　それは当
局の前での宣誓の場合にも、例えば裁判所や結婚式などの場合にも当てはまるので
しょうか。(マタイ26:63-64；ヘブル6:13-19を参照に)

44. キリスト者としての話し方はどうあるべきですか。(37；ヤコブ5:12を参照に)　あ
なたはどの様な時に嘘をつく誘惑が起こりますか。どのようにすれば真実に従う事
が出来ますか。

45. どうすれば相手を呪うような汚い言葉から解放されるでしょうか。

復讐してはならない　5:38-42

46. 「目には目を、歯には歯を」と言う復讐の定めにはどのような正義の原則が含まれて
いますか。(38)　社会の中ではそれがどのように適用されていますか。
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47. どうして39節の原則を社会の法律として適用できないのです。それは誰のための原
則ですか。それにどう従えますか。

48. 何故イエス様は自分の信徒に不正をされれば被害者になる事を勧めていますか。(41-
41；箴言20:22；ロ-マ12:17-21；1ペテロ3:9-13を参照に)

49. 愛は具体的にどう現れますか。(42)　愛は人に悪用される事を受け入れることも意味
していますか。

敵を愛しなさい　5:43-48

50. キリスト者はその敵する者に対してどのように対応すべきですか。(43-44；箴言
25:21-22；ルカ23:34；使徒7:60を参照に)

51. 敵を愛する動機は何ですか。(45；エペソ5:1-2を参照に)

52. 罪に支配されている人もどの様な動機でよい行いをする事が出来ますか。(46-47)

53. イエス様はどのような完全主義を私たちに勧めますか。(48)　イエス様はギリシャ語
では完全になりなさいよりも完全でありなさいと進めますが、キリスト者の完全主
義は何処から来ますか。

マタイの福音書 　6 章

施しをするときには　6:1-4

1.　敬虔な生き方は具体的に何を含めますか。(1)

2.　施し、祈り、断食は誰の為にやるべきですか。(1,2,5,16)　それらは神様にとってど
んな意味があるでしょうか。またそれを実行している人にとってはどうですか。

3.　自分のためにではなく主のために、隠れて、正しい動機で敬虔な行いをする人には神
様はどのような報いを与えて下さいますか。(1；10:40-42；19:28-29；ルカ6:23；
ヨハネ4:36；1コリ3:8；コロサイ3:24を参照に)

4.　人からの誉れを得るために敬虔な行いをする人への報いは何ですか。(2)　あなたが
義援金や御国のための献金をする時に人々から受ける評価はあなたにとってどれぐ
らい大切ですか。

5.　「施しをするとき、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。」
と言う言葉の意味は何ですか。(3)　あなたは捧げた献金額を何処まで覚えています
か。捧げる事はあなたにとって喜びですか義務ですか。(2コリ9:7を参照に)

6.　父なる神様があなたのすべての行動を見ておられる事はあなたにとって何を意味しま
すか。(4；ルカ14:13-14を参照に)

祈ると断食のときには　6:5-18

7.　祈りはどうして一人で他人が見えない隠れたところでやるべきですか。(5-6；使徒
10:9を参照に)　それは公の祈りとどうして矛盾しませんか。(マタイ18:19-20を参
照に)　もし私たちの祈りの生活が公だけに限るならそれは何を語りますか。

8.　何を祈るか、誰に祈るか、どちらが大切ですか。(7-8)

9.　祈りの中に神様に情報提供はどうして不要ですか。(7-8)

10. 祈りの中に使われた言葉遣いや言葉の数や感情の強さや祈りの姿勢にはどのぐらいの
意味がありますか。(7-8；ロ-マ8:26-27を参照に)
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11. イエス様は私たちに主の祈りを与えて下さった理由は何でしょうか。(9)　唱えるた
めですか。それともどの様な事を祈るべきかと言う模範でしょうか。祈りの本質は
何ですか。キリスト者は何故お祈りをしますか。

12. 主の祈りはどうして「私」と言う形ではなく「私たち」と言う形になっていますか。
(9)　あなたの祈りの中に兄弟姉妹たちをどのぐらい覚えていますか。

13. 神様を「父」と呼んでおられる事は神様との身近な関係について何を物語りますか。
「天におられる」と言う表現は何を意味しますか。この二つの特徴はあなたの祈り
の中にどう反映さてますか。(9；ロ-マ8:15-16を参照に)

14. 主の祈りと十戒はどのような関係にありますか。(9-13；出エジプト20:2-17を参照
に)　もし十戒の他の戒めが第一番目の戒めを説明しているのなら、主の祈りの他の
部分は「み名が崇められるように」という祈りをどう解釈しますか。

15. 主のみ名を崇める事(直訳:清くする事)は何を意味しますか。(9)　主の祈りは誰のた
めに祈るのでしょうか。私たちのためですかそれとも神様に何か良いことを求める
ためですか。

16. 主の祈りはキリスト者の信仰生活において清め(聖化)とどのような関係がありますか。
(9；ヨハネ15:7-8を参照に)

17. 神の国はどのようなものですか。それはどのようにきますか。(10；16:28を参照に) 
その支配者は誰ですか。神の国は今どこに現れていますか。最終的な完璧な姿でそ
れは何時又どのように現れますか。その来ることをどうして祈らなければならない
のでしょうか。

18. 神様のみ心がなされることを求める事は私たちの意志にどの様に影響しますか。
(10；26:42；ロ-マ12:2を参照に)　神様のみ心がどうして私たちの夢と矛盾してい
ても最善なのでしょうか。

19. 天の父なる神様からどのぐらい大きい事と小さい事を祈る事が出来ますか。(11)　毎
日の糧は何が含まれていますか。主の祈りはどうしてただ一日の必要に重点を置く
でしょうか。

20. 日々の糧を毎日祈らないとだめなら、罪の赦しを毎日求めますか。(12)

21. イエス様はどうして神様に赦される事を人を赦す事に結びつけますか。(12,14-16；
18:21-35；コロサイ3:13を参照に)

22. 人を赦す事はどうして難しいですか。恨みを抱く事は何を物語っていますか。(12)

23. 恨みからの解放の道は何ですか。(12)

24. 試練と誘惑はどう違いますか。またそれらは互いにどのような関係にありますか。
(13)　誘惑に打ち勝つ道は何でしょうか。(1コリ10:13；ヤコブ1:3,12-15を参照
に)

25. 「悪」と言うギリシャ語の言葉は悪い物事や悪い出来事の他に人格的な悪魔をも指し
ます。神様は私たちをどのように悪から解放して下さいますか。(13；ヨハネ
17:15；2テサ3:3を参照に)

26. 祈りの生活の中に賛美の役割は何でしょうか。(13)　賛美と感謝はどう違いますか、
又どのような関係にありますか。

27. キリスト者は神様がその祈りに御心のままに答える事をどうして確信出来ますか。
(13)

28. 祈りが答えられると誰に栄光を与えるべきですか。(13)

29. キリスト者も何故断食しますか。断食は祈りの生活にどの様な影響を及ぼしますか。
断食は誰のために行われますか。(16-18；イザヤ58:5-12；マタイ9:14-15；使徒
13:2-3；14:24；2コリ11:27を参照に)
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天に富を積みなさい　6:19-21

30. 人間はどうして宝を蓄えようとするのでしょうか。(19-20)　地上に蓄えられた宝の
運命は何ですか。それを蓄えた人の運命はどうですか。(ルカ12:16-21；ヘブル
13:5；ヤコブ5:1-6を参照に)

31. 天の御国に宝をどのように蓄える事が出来ますか。(20；19:21；ルカ12:33-34；1テ
モテ6:18-19を参照に)

32. 財産を蓄える事と逆にそれを愛の手段として使う事は本人にどの様な影響を及ぼしま
すか。(21)

体のともし火は目　6:22-24

33. イエス様の表現はどのような目を指しますか。(22-23；ヨハネ9:39-41を参照に)　
霊的な盲目は人にどの様な影響を及ぼしますか。

34. 現代の最も一般的な偶像の一つは何でしょうか。(24)　お金を愛する事は人はどのよ
うになりますか。あなたとお金の関係はどうですか。

35. イエス様はどうして人が二人の主人に仕えては行けないと言わないで、出来ないと言
われましたか。(24)

36. 人にはその主人に又は神様に使える時にどの様な感情のレベルに達し得ますか。(24) 
感情の強さにはどのような役割があるでしょうか。

思い悩むな　6:25-34

37. キリスト者はどのような事柄で心配する必要がありませんか。(25,28；ピリピ 4:6-
7；1ペテロ6:7を参照に)　将来の計画を立てる事と明日の心配はどう違いますか。

38. キリスト者が心配しなくてもよい理由は何ですか。(26,30,32,34；詩篇 145:15-19；
149:9を参照に)

39.　あなたの存在価値は何ですか。それをどう計る事が出来ますか。(26)

40. 心配事は人の健康にどの様な影響を及ぼしますか。(27)

41. 生計を立てるためにどの様な姿勢で働くべきですか。(28)　病気、失業などの時にも
心配する必要がないのはどうしてでしょうか。

42. 小さい信仰と不信仰はどう違いますか。(30)　小さい信仰は大きく成長するにはどう
したらよいのでしょうか。

43. この世の人々の目的は何ですか。それを達成するには彼らは何故よく悩みますか。
(31-32)

44. 必要と欲望はどう違いますか。神様はどちらを満たすと約束なさいましたか。(32)

45. 主はその者の必要をどの様は条件の下で満たすと約束なさいましたか。(33)　キリス
ト者の求めるものは何ですか。その副産物として何が与えられますか。

46. 神の国とその義を求めるのは具体的にどのようなものですか。(33)

47. 毎日の重荷は何でしょうか。(34)
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マタイの福音書 　7 章

人を裁くな　　7:1-6

1.　人を裁く事と事実に基ずいた批判はどう違いますか。(1,15)イエス様は何故裁く事を
禁じますか。

2.　哀れみのない批判は人間関係や神様との関係にどのような結果をもたらしますか。
(2；エステル7:10；ヤコブ2:13を参照に)

3.　哀れみのない裁きはどこから湧き出ますか。人はどうして自分の欠点より他人の欠点
の方が見やすいのでしょうか。(3)

4.　問題のある人を私たちはどう助けるべきですか。(4-5)

5.　「豚の前に真珠を投げる」表現は何を意味しますか。(6)　あなたの人生において何
が聖なるものですか。

求めなさい　7:7-12

6.　イエス様は祈りの答えについてどの様な約束を与えて下さいますか。(7,8；マルコ
11:24；ヨハネ15:7,17；16:23-24；1ヨハネ3:22を参照に)

7.　祈る人はどうして探さなければならないか、又ドアを叩かなければならないのですか。
誰を探さなければなりませんか。どの様なドアを叩かなければなりませんか。(7-8)

8.　開かれるドアの背後には誰がおられますか。(8)　あなたにとって与えられるものが
最も大切ですか。それとも与えて下さるお方と交わることですか。

9.　神様が与えて下さる祈りの答えはどのような性質を持っていますか。(9-10)　「神様
の御心が行われます様に」と言う言葉を祈りに付け加える事はどうして良いでしょ
うか。

10. イエス様は私たちをどのように考えていますか。その評価を簡単に受け入れますか。
(11)

11. どうして悪人、すなわち罪に染まった人でもよい行いをする事が出来ますか。(11)

12. 神様は求める人に対してどのようなお方ですか。(11；ヤコブ1:5-6を参照に)

13. イエス様の黄金のルールと”自分にしてほしくない事を他人にも行ってはいけない”
と言う仏陀の教えとの違いは何ですか。イエス様の黄金のルールではどのような順
序を要求されているのでしょうか。(12；22:37-40；ロ-マ13:8-10を参照に)

狭い門　7:13-14

14. 命に至る狭い門は何ですか。(13；4:6；ルカ15:7,10；ヨハネ10:7,9；使徒2:38-39
を参照に)　真実を認めて、救い主から助けと恵みを求める悔い改めはどうして難し
いでしょうか。

15. どうして多くの人々がたとえ滅びに至っても広い道を歩みたいのでしょうか。(13)

16. 命への道を歩む事を何が難しくしますか。(14)　その道はどのような命に導きますか。
　(ヨハネ4:14；6:48-51を参照に)
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実によって木を知る　7:15-23

17. 何故聖書は繰り返して偽預言者や偽教師について警告を与えますか。(15；エレミヤ
14:14；エゼキエル22:28；マタイ24:11,24；使徒20:29-30；1ヨハネ4:1を参照に) 
どうして多くの人々が偽教師の話に耳を傾けますか。偽預言者に対してどうして寛
容を示しては行けないのですか。(黙示録 2:20-23を参照に)

18. 誰が偽預言者であると認めるのはどうして難しいですか。(15-16)

19. 偽教師の悪い実はどのようなものでしょうか。(16-20)　正しい教師たちの結ぶ実は
どのようなものでしょうか。

20. 悪い実を結ぶ偽預言者の運命は何ですか。(19,23)

21. どのような事で惑わされては行けませんか。(21-22)

22. 偽預言者たちはどの様な力で悪霊を追い出したり、病人を癒したりしますか。(22)

23. イエス様はどのような人々をご自分の者として認めますか。(23；ヨハネ10:1-5,14
を参照に)

家と土台　7:24-29

24. 賢いと呼ばれる人はどの二つの性質を持たなければなりませんか。(24)

25. 人生の嵐はどのような事を指すでしょうか。それらの中にどう耐えられますか。
(25,27)　あなたの人生の土台は何ですか。

26. 賢い人と愚かな人の違いは何でしょうか。(26)　あなたはどちらの方ですか。

27. イエス様の教え方に人々を驚かせたのは何だったでしょうか。(28-29)　当時の律法
学者たちの教え方はどのようなものだったでしょうか。

28. イエス様の権威は何に基づきましたか。(29；28:18；ヨハネ8:28を参照に)

マタイの福音書 　8 章

重い皮膚病を患っている人をいやす　　8:1-4

1.　モ-セの律法によるとらい病にかかっている人が社会から隔離しなければならないと
言う規定に反して何故らい病の男はイエス様の所に来きましたか。(1-2；ルカ
17:12-14を参照に)

2.　らい病患者の信仰はどんなものでしたか。(2)

3.　癒しと救いを誰が決定しますか。(2)　私たちには救い又は癒しを受け入れる権利が
ありますか。何故ですか。

4.　イエス様は人の苦しみをどう見ておられましたか。(3)　あなたはどうですか。

5.　イエス様はどうしてらい病患者に触りましたか。(3)

6.　らい病は一瞬のうちに癒されましたが、どうして新約聖書はその事について「清めら
れる」と言う言葉を使いますか。(3；民数記12:9-15を参照に)

7.　イエス様はどうして多くの癒された人々にその事について語ってはいけないと言われ
ましたか。(4)　肉体的な癒しより何がもっと大切ですか。

8.　祭司たちはどのような健康に関する使命を持っていましたか。(4；レビ記14:2-32を
参照に)
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百人隊長の僕をいやす　8:5-13

9.　カペルナウムの百人隊長はその僕とどのような関係があったでしょうか。(5-6)　そ
の僕はどのような状態にありましたか。

10. イエス様が僕を癒す事が出来る百人隊長の信仰は何に基づきましたか。(6)

11. イエス様は彼にどうこたえられましたか。(7)

12.　百人隊長はイエス様にどの様なお願いをしましたか。(8)　彼はイエス様の御前に自
分のがどの様な者であるかと思っていましたか。それにも関わらずイエス様に願う
事は彼の信仰について何を物語りますか。あなたの価値は何処にありますか。あな
たがイエス様に近づける資格は何に基づくでしょうか。

13. イエス様が言葉一つで癒す事が出来る彼の信仰はいったい何に基づいたのですか。
(9)

14. どのような三位一体の神様の性質についての理解が百人隊長の返事に現れましたか。
(9)　彼は自分の立場からイエス様の権威は、父なる神様の御心の下に従うことに
よって成り立っている事が分かりました。百人隊長はそのような信仰にどの様に
至ったでしょうか。(ヨハネ5:30；6:38を参照に)　三位一体神様のそれぞれの人格
（各位）の間にどの様な服従関係関係が存在しますか。自発的に従う事と無理矢理
に従わさせられる事とはどのような違いがありますか。

15. イエス様はみ言葉を信じる信仰をどう評価しましたか。イエス様はどうして大きな信
仰を評価しますか。大きな信仰はどのような性質を持っていますか。(10；15:25-28
を参照に)　あなたの信仰はどうですか。信仰はどのように大きく成長出来ますか。

16. 天の御国はどのような所ですか。(11；ルカ13:28-30)アブラハム、イサク、ヤコブ
はどのような状態にいますか。どのような条件で天国に人々が入れますか。(エペソ
3:5-6を参照に)

17. 地獄に行かなければならない「御国の子ら」は誰の事でしょうか。(12；21:43；
22:11-14を参照に)　滅びはどのような所でしょうか。何故人々が地獄に行かなけれ
ばなりませんか。

18. 百人隊長の僕はどうなりましたか。(13)　信仰はどのように働きますか。

多くの病人をいやす　8:14-17

19. ペレロの姑の状態はどうでしたか。(14)

20. イエス様はどのように姑を癒されましたか。(15)　完全な回復にどのぐらいの時間が
かかりましたか。

21. 癒された姑は何をしましたか。(15)　健康は何のために与えられていますか。

22. 他の病人は夜まで待ちましたが、何故もっと早くイエス様の所に行かなかったでしょ
うか。(16)　当時の宗教的な指導者たちは癒す事についてどう教えていたでしょう
か。(マルコ 3:4；ヨハネ5:9-10；9:16を参照に)

23. イエス様はすべての病人を癒したりすべての悪霊を追い出したりされますが、それは
何を物語っていますか。(16)

24. イエス様はどのように私たちの病を背負うったでしょうか。それが私たちの罪を担っ
て下さったということとどう関係しているのでしょうか。(17；イザヤ53:4-5；1ペ
テロ2:24を参照に)
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弟子の覚悟　8:18-22

25. イエス様は何故多くの群衆が押し寄せてくるにも関わらずその場から立ち去られまし
たか。(18)

26. イエス様に従う事は何を意味としますか。(19)　あなたはイエス様に従いますか。従
う人はずっと誰と一緒ですか。イエス様は従う人を何処に連れて行かいますか。苦
しみの道でもイエス様に従う覚悟が出来ていますか。

27. イエス様はその従う人に何を約束しませんか。(20；ルカ9:57-62を参照に)

28. イエス様に従う前に「私は父を葬りたい」と言う弟子の意図は何だったでしょうか。
(21)　その父親はすでに亡くなっていたでしょうか。

29. 葬儀が出来る死人はどのような死の中にいたでしょうか。(22)　どうしてイエス様に
従う事は家族関係より大切ですか。

嵐を静める　8:23-34

30. 弟子たちはイエス様の指示にどう従いましたか。(18,23)イエス様があなたに語る時
にすぐに従いますか。何故ですか。

31. イエス様があなたと共におられる事はあなたにとってどのような何を意味しますか。
(23) 

32. イエス様の言葉に従っても物事が上手く運ばないという事はあなたにとって何を意味
をしますか。(24)　イエス様は何故私たちを困難な状況に導かれるのでしょうか。
自分の体験を話してください。

33. イエス様が嵐の只中にも眠れた事はその肉体的や霊的な状態について何を語りますか。
(24)

34. 弟子たちはどのぐらいの恐怖を経験しましたか。(25,26)　あなたは危険にさらされ
た時にどう反応しますか。

35. 弟子たちの願いは小さい信仰から出ましたが、イエス様はそれにどう答えましたか。
(26)　小さい信仰と不信仰はどう違いますか。

36. 嵐を静めることによってイエス様は何を示したかったでしょうか。(26,27)　自然の
力はどうしてイエス様に従いましたか。(ヨハネ1:3を参照に)

37. 恐れからの解放はどこから来ますか。(27)　恐れの反対は何ですか。

霊に取りつかれたガダラの人をいやす　8:28-34

38. イエス様と弟子たちが向こう岸のガダラに着くと何が起こりましたか。(28)

39. 悪霊たちはどのような力で働いて、同のような影響を憑かれた人に及ぼしますか。
(28)　悪魔と悪霊たちの狙いは何ですか。悪霊に憑かれた人に内に自分と違う霊が
住んで、コントロ-ルしますが、悪霊に憑かれている状態と精神病はどのような関係
にありますか。

40. 悪霊たちはどうしてイエス様を恐れちますか。(29)

41. 悪霊は滅びに行かなければならないと知って恐れていますが、その時まで人の他に動
物やある場所にも住みつこうとしています。イエス様は何故彼らの願いに応じまし
たか。(31-32)

42. イエス様は何故豚の群れの滅びを認められましたか。(30,32)旧約聖書にどうして豚
肉を食べては行けないと命じられていたでしょうか。(レビ記11:4-8を参照に)　私
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たちは今豚肉を食べてもよいでしょうか。何故ですか。(使徒10:13-16；ロ-マ
14:15-23；1コリ8:8を参照に)

43. イエス様が解放した悪霊に憑かれた人にどの様な変化が起こりましたか。悪霊たちは
生まれ変わって聖霊が宿るキリスト者にも誘惑を起こしたらり、攻撃もしたりしま
すが、彼の内に悪霊が住む事はあり得ますか。キリスト者は悪魔と悪霊たちの攻撃
にどう抵抗出来ますか。(マルコ 5:15；2コリ12:7-9；エペソ6:11-19；1ペテロ
5:8-9を参照に)

44. 人々はイエス様がなさった奇跡にどう反応しましたか。(33-34)

45. その地方の人々は何故イエス様を追い出したかったでしょうか。(34)　どのような状
況において、あなたの仕事とイエス様に従う事が矛盾することがありますか。

マタイの福音書 　9 章

中風の人をいやす　　9:1-8

1.　公の活動の時にイエス様の住まいはどこでしたか。(1)

2.　中風の友達の信仰はどのように現れましたか。(2)信仰と愛は互いにどのような関係
にありますか。

3.　イエス様は私たちの心の状態を完全に知っておられますが、その中で主は特に何に注
意を払いますか。(2,4)

4.　中風の人の最も深刻な問題は何でしたか。それをイエス様はどのように扱いましたか。
(2)　あなたは神様から頂いた罪の赦しを始めて経験したのは何時でしたか。それは
どのような経験でしたか。

5.　律法学者たちは心に何をの考えていましたか。(3-48)　彼らの態度はどうでしたか。
彼らは何故イエス様の家に来ていたでしょうか。

6.　イエス様が5節で提供した質問の答えは何でしょうか。この質問は私たちにとって易
しいか難しいかと言うよりも神様にとってどちが難しいですかと言う意味で考えて
見て下さい。癒しの為に何が必要ですか。罪を赦すために何が必要ですか。

7.　罪を赦す権限は地上に限定されるのは何故でしょうか。(6)　死後に罪の赦しのチャ
ンスがあるでしょうか。

8.　イエス様は中風の人にどのような命令をしましたか。(6)　動く事の出来ない彼はど
うしてそれに従う事が出来ましたか。(7)　イエス様の命令は律法でしたか、それと
も福音の約束でしたか。何故ですか。

9.　イエス様がなさった癒しの奇跡は中風の為に必要だったでしょうか、それとも律法学
者たちに信仰を与えるために必要でしたか。(6)　中風の人にとって最も大切な事は
何でしたか。(2)　あなたにとって今一番必要としていることは何でしょうか。イエ
ス様はそれにどのような答えを与える事が出来るでしょうか。

10. この出来事はどのような影響を及ぼしましたか。(8)　あなたは神様の御業を見たら
何をするべきですか。

マタイを弟子にする　9:9-13

11. イエス様の時代で税金や関税はどのように集められたでしょうか。(9)　その税金は
ロ-マの支配下にあったイスラエルで何のために使われたでしょうか。私たちの税金
に対してどのような態度を取るべきですか。
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12.　イエス様は取税人マタイ(別名レビ)にどのような招きをなさいましたか。(9)　それ
は結婚のプロポ-ズと比べてどの様に似ていますか。

13. イエス様に従う事で何を得て、又何を求められますか。それはマタイにとってどんな
ものだったでしょうか。(9,マルコ 8:34-38を参照に)　あなたにとってイエス様従う
ことはどんな祝福を受け、又どんな困難をもたらせますか。

14. イエス様に従う人々の中に沢山の取税人と罪人(売春婦)がいた事はイエス様について
何を語りますか。(10)　それはイエス様の評判にどんな影響を及ぼしましたか。
(11)

15. イエス様は招かれたら何処でも人々と食事の交わりをしました。何故でしょうか。
(10,11)　教会の伝道にとって愛餐会や食事の交わりはどのような役割を果たすで
しょうか。

16. イエス様はどんな人を救うためにこの世に来られましたか。(12-13)　あなたはイエ
ス様の救いを必要としますか。

17. いけにえの役割は何だったでしょうか。憐みは何故いけにえより大切ですか。(13)

断食についての問答　9:14-17

18. 断食はキリスト者にとって必要ですか。又その役割は何でしょうか。(14,民数記
29:7,マタイ6:16-18を参照に)　あなたは断食をしたことがありますか。何のために
しましたか。

19. いつ断食すべきですか。何時しなくてもよいのです。(15)

20. イエス様は弟子たちにとってどのような存在ですか。(15)　あなたにとってイエス様
との交わりはどんなものですか。

21. 弟子たちはいつ断食をしましたか。(15)

22. イエス様の喩えの新しい布と新しい葡萄酒は何を指しますか。(16-17)　旧約聖書と
新約聖書は互いにどのような関係にありますか。

23. この喩えはよく次のように解釈されます:形にはまった、形式にはこだわった宗教は
新たにする事が出来なくて、リバイバルが起こると新しい教団や組織を作らなけれ
ばならないと。イエス様の教えと一致しますか。(16-17)

指導者の娘とイエスの服に触れる女　9:18-26

24. イエス様のところにどのような人が来て、何を頼んだでしょうか。(8)　あなたの身
近な人が命の危険にさらされたら、あなたはどう祈りますか。イエス様はその祈り
に対してどう答えましたか。あれば実例を挙げて下さい。

25. イエス様は男の頼みにどう答えましたか。(19)　苦難の中でイエス様が近くに居て下
さると知っていることはどのような意味があるでしょうか。

26. 群衆の中に長血を患っている女性がどのような信仰を表しましたか。またその信仰に
よってどのように行動しましたか。(20-21)　あなたの信仰がどのような行動を持た
らせますか。実例を挙げて下さい。(ヤコブ2:26を参照に)

27. イエス様の服装に触ったら何が起こりましたか。(22；エペソ1:19-21を参照に)

28. イエス様は癒された女性に何と言われましたか。その女性は癒しの他にどのような恵
みを頂いたでしょうか。この出来事は指導者にとってどのような励ましになりまし
たか。(22)

29. 22節の「直す又は癒す」と言うギリシャ語の言葉は「救う」と言う意味も含まれて
いますから、「娘よ。しっかりしなさい。あなたの信仰があなたを救ったので
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す。」とも翻訳出来ます。イエス様の言葉は彼女に何を与えたでしょうか。(22)　
肉体的な癒しと霊的な平安が与えられるのとどちらが大切ですか。

30. ユダヤ教の葬儀に何が付きものでしたか。(23)　愛すす人が亡くなると泣く事はどの
ような役割を持ちますか。

31. 人々はどうしてイエス様をあざ笑ったでしょうか。(24)

32. どうしてイエス様は死について眠ると言う表現を使ったでしょうか。(24,ヨハネ
11:11-15と 1コリント15:6,18,51;1テッサロニケ 4:13を参照に)

33. イエス様は娘をどのように生き返らせましたか。(25)　女の子は何をしましたか。

34. この奇跡についてどうして語っていけなかったでしょうか。(26)

二人の盲人をいやす　9:27-31

35. 盲人たちはイエス様をどのような名前呼びましたか。(27)　それは何を意味しますか。

36. 彼らは何を求めましたか。(27)　あなたは祈りの中にどの様な事を求めますか。

37. イエス様は盲人たちから何を聞きましたか。(28)

38. 信仰は何でしょうか。どうしてイエス様は私たちから信仰を期待しますか。信仰はど
のように働きますか。(28-30)

39. イエス様は何故奇跡の出来事を人に話さないように禁じたでしょうか。(30)

40. 癒された人々はどうしてイエス様の言われた事を守らなかったでしょうか。(31)

口の利けない人をいやす　9:32-34

41. イエス様の所に連れて来られた人はどうして口の利かなかったでしょうか。(32)

42. 悪霊が追い出された結果何が起こりましたか。(33)

43. パリサイ派の人々の非難の理由は何だったでしょうか。(34)　今日信仰に反対する
人々の動機は何でしょうか。

群衆に同情する　9:35-38

44. イエス様の公の活動の内容はどんなものでしたか。(35)　イエス様の働きの動機は何
でしたか。(36)

45. イエス様は何故群衆に対して深い憐れみを感じたでしょうか。(36)　あなたは人々の
苦しみや必要を見て何を感じますか。

46. 人類の苦難や必要にどう応えるべきですか。(37-38)

47. 働き人を送るように祈る祈りに対してあなたはどう答えますか。(38)

マタイの福音書 　10 章

十二人を選ぶ　　10:1-4

1.　人々はキリストの救いに招かれ、又救われた人はいろいろな使命に招かれます。両方
の場合に誰の招きと決定によりますか。(1,7；ロ-マ9:16を参照に)

19



2.　イエス様がある弟子たちに新しい名前を与えたのは何故でしょうか。(2；マタイ
16:17-19を参照に)

3.　イエス様はなぜ裏切りのユダを使徒の中に選ばれたでしょうか。(4, ヨハネ
6:71,13:21-27,使徒2:23-24を参照に)

4.　私たちにとって使徒たちの最も大切な使命は何でしたか。(エペソ2:19-22と 2ペテ
ロ1:16-21を参照に)

十二人を派遣する　10:5-15

5.　イエス様はどうして使徒たちをただユダヤ人だけの所に派遣したでしょうか。(5-6；
15:24；使徒13:46を参照に)　今日の伝道を考える際、私たちはその事から何を学ぶ
ことが出来ますか。

6.　イエス様は人々の状態をどう見られましたか。(6)　あなたはまだ救われていない人
たちを見てどう思いますか。

7.　使徒たちはどのようなメッセ-ジを伝えましたか。(7)　今日でも私たちは悔い改めの
メッセ-ジを伝えるべきですか。

8.　イエス様は使徒たちにどんな権威を与えましたか。(8)　現代の私たちにも同じ権威
が与えられていますか。(マルコ 16:20を参照に)

9.　弟子たちの権威は何に基づきましたか。(8)　あなたは主からどのような賜物を頂い
ていますか。あなたはその賜物をどのように使っていますか。

10. 何故イエス様は旅に出る身じたくについて詳しく指示されたのですか。(9-10)　これ
は永久に適用すべき原則だったのですか、それとも当時の弟子たちに信仰による歩
みを訓練させるためのものでしたか。(ルカ22:35-38を参照に)

11. 弟子たちの訪問を受けるにふさわしい(価値のある)人々はどんな人でしょうか。彼ら
をどう見つける事が出来たでしょうか。(11)

12. 泊めてもらえる家を留まって代えてはいけない理由は何だったでしょうか。(11)　伝
道と教会の成長においてキリスト者の家庭集会の役割は何でしょうか。

13. 「平安」と言う挨拶の役割は何だったでしょうか。(12-13)

14. もし使徒たちが受け入れられなかったら静かに次の所に行くべきだったでしょうか。
足の裏のちりを払い落とす事はどんな意味を持つでしょうか。(14,使徒16:35-40を
参照に)

15. 福音を拒否する人と町の運命はどうなるのでしょうか。(15)　そのことを人に警告す
ることは何故必要ですか。

迫害を予告する　10:16-25

16. 羊たちは狼の中でどのようにして生き残ることが出来ますか。(16-17)最も恐ろしい
狼は誰でしょうか。(ヨハネ10:5,8,10；使徒20:29-30を参照に)

17. キリスト者は何に知恵と素直さが必要でしょうか。(16-17；ロ-マ16:19；1コリ
14:20を参照に)　キリスト者はこの世の中ではどうして人よしであってはなりませ
んか。人の罪深さをどう配慮しなければなりませんか。

18. イエス様は自分の信者が迫害されることをどうして許しますか。(17-18；使徒12:1-
11；25:23；27:24を参照に)

19. 迫害されているキリスト者達はどのように主の証しをする事が出来ますか。(19-20；
詩篇 81:11を参照に)　前もって準備をして置く事と心配する事とどう違いますか。
(コロサイ4:6を参照に)
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20. 家族伝道はどうするべきですか。(21)

21. キリスト者はどうして憎まれて、迫害されますか。(22；黙示録 2:10)誰がキリスト
者を憎みますか。

22. 迫害の中に耐える秘訣は何ですか。終わりまで耐え忍んだ結果は何ですか。(20,22-
23；黙示録 13:8-10を参照に)

23. キリスト者が迫害されたらどう対応すべきですか。(23)　殉教を求めるのはどうして
良くないのですか。

24. 迫害の中にキリスト者は何に目を止めるべきですか。(23)　イエス様の再臨は教会に
とってどんな出来事でしょうか。

25. キリスト者とイエス様との関係はどんなものですか。キリスト者はこの世の中でどの
様な扱いが待ち受けていますか。(24；ヨハネ15:20-23；16:1-4を参照に)

26. イエス様はどのような表現で軽蔑されたでしょうか。(25)　今日の世界ではどの様な
表現でキリスト者を扱いますか。あなたはキリストに従う事でどのような代価を払
いましたか。

恐るべき者　10:26-33

27. 人を恐れる事の由来はどこから来るのでしょうか。(26)　聖書の中に「恐れるな」と
言う表現は何回出ますか。恐れの反対は何ですか。キリスト者の安心の土台は何で
すか。(1ヨハネ4:18を参照に)

28. 隠れたいる事柄は遅くとも何時明らかになりますか。(26)　あなたは何か隠れた罪を
抱いていますか。それをどう悔い改めるべきですか。

29. キリスト者ははいかにして正直な生き方をすべきでしょうか。(27)　ささやく方は誰
でしょうか。主は何故暗闇の中に話して下さいますか。どうして神様が語られるこ
とが時々ささやきとして聞こえてくるのでしょうか。(1列王記19:9-13を参照に)

30. 人に対する恐れはあなたの生き方にどの様な影響を及ぼしますか。キリスト者はどう
して殺される事も恐れる必要がないのですか。(28；ロ-マ8:35-39を参照に)　殉教
したキリスト者の実例を語って下さい。

31. どうして神様を畏れなければならないのでしょうか。(28)　神様に対する畏れはどの
ような性質を持つでしょうか。子供の親に対する畏れと奴隷の恐れはどう違います
か。

32. 福音を述べ伝える時にどうして地獄について警告しなければならないのでしょうか。
(28；5:22-30；18:9；23:33を参照に)　最近地獄についての警告が珍しくなった理
由は何でしょうか。　聖書が描写する地獄、永遠の滅びはどのような性質を持ちま
すか。(マルコ 9:45-48；ヨハネ3:16,36；黙示録 20:10,13-15；21:8を参照に)

33. イエス様はどうしてキリスト者が人を恐れたり怖い出来事を恐れる必要がなと教えて
おられるのでしょうか。(29-31)

34. 人間の価値は何に基づきますか。(31)　それは何故神様に創造された他のものより価
値があるのでしょうか。

35. 人の前に信仰を告白する事によって何が起こりますか。(32；ロ-マ10:9-10を参照
に)

36. 人を恐れる事によって起こり得る最も酷い結果は何ですか。(33)
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平和ではなく剣を　10:34-39

37. キリスト者には神様との平和がありますが、それは人々とも平和があると言う事を意
味しますか。(34；ロ-マ5:1-5；12:18)　イエス様は何故剣をもたらせますか。

38. 最も近い親戚もキリスト者に敵対する可能性が起こるのは何故でしょうか。(35-36) 
体験談を語って下さい。

39. イエス様はその従う人にどの様な条件を定めましたか。(37-39)　もし私たちに何か
他のことがイエス様より大切であるなら、どうしてイエス様に従う事は不可能にな
りますか。あなたはどうですか。

40. 自分の十字架を背負うという事はどういう意味でしょうか。イエス様に従う事はどう
ですか。(38)　条件がこんなに厳しくても何故キリストに従う事が可能ですか。

41. 命をイエス様の為に失う事は何を意味しますか。本当の命を人はどのように得ること
が出来ますか。(39)

受け入れる人の報い　10:40-42

42. 信じるキリスト者はこの世の中に誰を代表しますか。(40；ルカ10:16；ヨハネ
13:20；2コリ5:19-21を参照に)　主の宣教師にはどのような責任があるのでしょう
か。

43. 預言者や義人は誰の事でしょうか。彼らを受け入れる人はどのような報いを受けます
か。(41)

44. 私たちの行いの価値は何によりますか。(42)　あなたは誰の為に生きていますか。

マタイの福音書 　11 章

洗礼者ヨハネとイエス　11:1-19

1.　イエス様はその弟子たちを伝道旅行に派遣した後で何をなさいましたか。その活動は
何処で行われましたか。(1)　その事は海外へ宣教師として派遣される人にとって何
を語りますか。

2.　牢獄に閉じ込まれていたバプテスマのヨハネはイエス様の働きを聞いたらどう反応し
ましたか。(2-3)

3.　洗礼者ヨハネは以前その弟子たちにイエス様が世の罪を取り除く神の小羊だと宣言し
たにも関わらず、イエス様が誰であるかについて疑ったのはどうしてでしょうか。
その疑いに牢獄生活と死刑の恐れにどのぐらい影響したと思いますか。(3；イザヤ
61:1-3；ルカ3:7-9を参照に)　神様に良く用いられた人さえも疑いが生じるのはど
うしてでしょうか。キリストにある神様の恵みと同じキリスト様が将来になされる
裁きとは互いにどのような関係にありますか。あなたの人生の中でイエス様への働
きとあなたの希望や期待との間でどのような矛盾が生じましたか。

4.　洗礼者ヨハネはその疑いにぶつかった時に、またその疑いはおそらくその弟子たちの
疑いでもありましたから、ヨハネはどのような賢明な方法で対処しましたか(2-3)　
信仰と疑いは互いにどのような関係にありますか。

5.　バプテスマのヨハネの弟子たちがイエス様の所に着いた時に、イエス様はどのような
メシヤ(キリスト)としての印を行っている最中でしたか。(5；イザヤ61:1-3；ルカ
4:18-19を参照に)

6.　イエス様はヨハネへ伝える為にどの様な答えを与えたでしょうか。(6)　私たちに
とっても神様のみ言葉と私たちの周りに起こっている主の御業を繋ぐことはどうし
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て大切ですか。どうして起こっている出来事について正しい理解を得るのはみ言葉
がなくて不可能ですか。

7.　イエス様が地上に来られた事と将来に再臨する事はどのような関係にありますか。

8.　何故洗礼者ヨハネはイエス様の活動に躓く恐れにありましたか。(6)　あなたのイエ
ス様に対する信仰はどの所であなたの期待に添わなかったのでしょうか。そのよう
な事をどのように乗り越えましたか。

9.　イエス様は洗礼者ヨハネをどう評価しましたか。(7-11)　イエス様があなたについて
どのような評価を人の前に又父なる神様の前に与えるでしょうか。

10. バプテスマのヨハネにどの様な強さ示したのでしょうか。(7；マルコ 6:17-18を参照
に)　その強さの秘訣は何だったでしょうか。あなたは異なる風の吹く中でもどのよ
うにして真理に立ち向かっていきますか。

11. イエス様はヨハネの質素な生き方をどう評価していましたか。(8)　ヨハネは何故荒
野の貧乏な生き方を選んだでしょうか。イエス様はあなたの生き方や生活水準につ
いてどのような評価をなさるでしょうか。

12. バプテスマのヨハネの活動はどのような面で旧約聖書の預言者たちの働きを超えまし
たか。(9)

13. 何によってキリストを人々が心に受け入れる準備をしますか。(10)　律法と福音はど
のような関係にありますか。

14. 本当に偉大な人の印は何でしょうか。イエス様は何故ヨハネの生き方をもその活動を
も生れたままのすべての人々より優れたものとして評価したでしょうか。(11,14)　
もしあなたがどのぐらいしっかりと律法を守ってきたかと評価されたら、イエス様
はあなたにどの様な点数を与えるでしょうか。

15. 福音を信じて義と認められた、最も小さい人もどうしてヨハネより偉いでしょうか。
(11)　神の国にどの様に入る事が出来ますか。

16. 次の二つの12節の翻訳を比べて下さい。「バプテスマのヨハネの日から今に至るま
で、天の御国は激しく攻められています。そして、激しく攻める者たちがそれを奪
い取っています。」(新改訳 2017)「彼が活動し始めたときから今に至るまで、天の
国は力ずくで襲われており、激しく襲う者がそれを奪い取ろうとしている。」(新共
同訳)他の翻訳も可能です。例えば「ヨハネの日から天の御国が大いに進んでいて、
それを熱心に求める人々はそれを収得します。」天の御国はどういう意味でしょう
か。その中にどの様に入る事が出来ますか。(マタイ7:7-8,13-14；ルカ16:16；ヨハ
ネ3:3,5を参照に)

17. 旧約聖書の預言者たちは人々を何処に導こうとしましたか。(13)

18. 神様の国に生きるために何が最も大切ですか。(15)

19. イエス様の”他の子供たちに呼びかけて”という喩えの目的は何だったでしょうか。
(16-17)

20. 律法も福音も拒否する人に何故希望がありませんか。(18-19)

21. 本当の知恵は何処に現れますか。(19)　あなたはそれを持ていますか。

悔い改めない町を叱る　11:20-24

22. イエス様がその最も多い奇跡が行われた町々を叱る事はイエス様の心の状態をどう表
しますか。(20-21)

23. イエス・キリスト様は何を基準に最後の裁きを行われますか。(21,23)　あなたはそ
の時にどうなりますか。罪に定められない根拠は何でしょうか。(22,23-24；ロ-マ
8:1を参照に)
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24. 悔い改めはどういう事ですか。それはどう行われますか。その時に何処から何処へ方
向転換をしますか。(21；ルカ15章を参照に)

父なる神様への賛美　11:25-27

25. イエス様の賛美の理由は何でしたか。(25-26)　イエス様は父なる神様をどう描写し
ますか。あなたに取って神様のみ心が行われる事を見るのはが喜びと賛美の理由で
すか。

26. 賢い人と知識のある人々にはどうしてイエス様の事が分からないのでしょうか。
(25；1コリ1:19-31を参照に)

27. それは誰が幼子のような人たちをわかるようにされたのですか。(25；詩篇 119:130
を参照に)　幼子のようにとはどのようなことを言うのでしょうか。

28. 父なる神様はどうしてすべてをイエス様の支配下に任して下さいましたか。(27；ヨ
ハネ13:3；17:2；ヘブル2:8を参照に)

29. 父なる神様をどのように知る事が出来ますか。(27)　イエス様の最も深い本質をどう
して父なる神様以外に誰も理解する事が出来ないのですか。

わたしのもとに来なさい　11:28-30

30. イエス様のもとに来ることは何ですか。(28)　今日はそれはどう行われますか。あな
たはイエス様への道をどう見出しましたか。

31. イエス様の所にどの様な人が来る事が許されますか。(28)　あなたはどんな重荷を背
負うっていますか。

32. イエス様はどのような二重の休みを与えて下さいますか。(28,29)

33. 魂の安らぎは罪の赦しによる良心の平安とどう違いますか。(29)

34. くびきの果たす役割は何ですか。イエス様はその者とどう繋がっていますか。(29)

35. 柔和と謙遜はどのような性質ですか。それはキリスト者の生活にどうして必要ですか。
謙遜はどう得られますか。

36. イエス様から何を習う事が出来ますか。イエス様を知る知識はどのようにして深まり
ますか。(29)

37. イエス様が与えて下さる魂の安らぎとイエス様がその者に与える重荷(使命、苦労)は
互いにどのような関係にありますか。(29-30)

38. キリスト者が乗り越えられない困難にぶつかる事をどうして恐れる必要がありません
か。

マタイの福音書 　12 章

安息日に麦の穂を摘む　12:1-8

1.　弟子たちは麦畑の中から穂を摘み始めたのは何故でしょうか。(1；レビ記19:9-10を
参照に)　私たちは食べ物のない人に何をすべきですか。

2.　イエス様の一行は経済的にどのぐらい恵まれていましたか。(1)　私たちが経済的に
困る時に何を覚えるべきですか。(マタイ6:25-34を参照に)

3.　パリサイ人の問題意識は何でしたか。(2)
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4.　ダビデの一行が食べ物不足の際に何を貰ったでしょうか。(3-4,出エジプト29:33を
参照に)どうして禁じられていたパンをいただいたのでしょうか。

5.　安息日規定から自由な人々は誰でしたか。(5；民数記28:9-10を参照に)　安息日に
どの様な仕事をしてもよいのですか。(12)

6.　私たちの本当の神殿は誰ですか。(6；ヨハネ2:19-22；1コリ3:16-17を参照に)　神
殿の目的は何ですか。あなたの心を何が支配しますか。

7.　宗教的な規定と人々の基本的な必要が衝突する時に何を優先すべきでしょうか。(7)

9.　安息日は何のためですか。(8)　日曜日の正しい過ごし方は何でしょうか。

10. イエス様はどんな権能をもっておられますか。(8)　それは私たちにとって何を意味
しますか。

手の萎えた人をいやす　12:9-14

11. イエス様は又会堂で安息日に片手のなえた人を直すかどうかをパリサイ派の人々は何
故監視したでしょうか。(9-10)あなたは他人の行為をどのような動機と基準でで見
ていますか。

12. イエス様は片手のなえた人をもパリサイ派の人を愛しましたが、その愛をそれぞれに
どの様に示されましたか。ア)片手のなえた人に(10)　イ)パリサイ人に　(11-12)

13. イエス様はパリサイ人の罪を指摘するために使った質問の答えは何でしょうか。(11) 
人を真理に導くためにどのような質問を使った方がよいでしょうか。

14. 人間の価値は何に基づきますか。(12)　あなたは自分自身をどのぐらいの価値のある
者として見ますか。

15. イエス様を人々はどうして殺したかったでしょうか。(14)　現代多くの人たちはイエ
ス様の存在を自分の人生から排除したいのは何故でしょうか。

神が選んだ僕　12:15-21

16. イエス様はどうして殺意に燃えているパリサイ派の人々の所から立ち去りましたか。
(15)

17. イエス様は誰を癒しましたか。(15)

18. マタイはイエス様が癒された人に彼の居場所を言い触らしてはいけないと命令された
理由をどう説明していますか。(16-21)　癒された人々はどうしてその命令を守らな
かったのですか。

19. イエス様はどのようなメシヤ(キリスト)ですか。(18)　イエス様の本質的な使命は何
ですか。

20. 主はどのような方法で人を支配しますか。(19-20)

21. 主の支配権は何処まで広がりますか。(21)　あなたは何処に希望を持ちますか。

ベルゼブル論争　12:22-32

22. 悪霊は人にどの様な影響を及ぼしましたか。イエス様がそれを追い出したら何が起こ
りましたか。(22)

23. 人々は悪霊を追い出されるのを見てどう反応しましたか。(23-24)　同じ出来事が何
故人々を驚く人と反対する人の二つのグル-プに分かれたのでしょうか。
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24.　エルサレムから来た律法学者たちはイエス様の評判を落とすためにどのような攻撃
を始めたでしょうか。(24)　現代もキリスト信仰がどのように攻撃されますか。　
あなた自身は信仰のゆえに攻撃を受けたことがありますか。

25. イエス様があなたのすべての考えを見る事が出来る事実はあなたにとって何を意味し
ますか。(25)

26. 互いの喧嘩はどのような影響をもたらせますか。(25)　それは国や教会などのような
ところでどう現れますか。

27. どうして悪魔の力で悪霊を追い出す事が出来ませんか。(26)

28. イエス様を否定した人の子らはどうしてその親を裁く事になりますか。(27)

29. 悪霊を追い出すイエス様の活動は何の証拠でしたか。(28)

30. イエス様の喩えの強い人ともっと強い人はサタンとイエス様を指しますが、イエス様
は悪魔に打ち勝って、悪魔を縛ったのは何時でしたか。(29,ヘブル2:14-15,1ヨハネ
3:8を参照に)

31. 神の国と悪魔の支配領域の間に何故何も中立的または灰色の地域がないのですか。
(30)　あなたはどちらの支配下に属しますか。

32. イエス様を汚す罪も悔い改める人に十字架の恵みのゆえに赦されますが、なぜ聖霊様
を汚す罪は永遠に赦されないのですか。(31-32,ヘブル6:4-6;10:26-31を参照に)聖
霊様を冒瀆する事は何ですか。聖霊様があなたを悔い改めに導かれるなら、あなた
はそれにどう応じますか。

木とその実　12:33-37

33. イエス様は良い木と悪い木の喩えで何を指しましたか。(33；7:17-23；12:33-37を
参照に)

34. よい人はどのような良い実を結びますか。悪い人はどうですか。(34-35)　あなたの
人生の実はどんなものでしょうか。あなたの結ぶ実は誰のためになりますか。

35. あなたの心をはどのような考えや態度で満たされていますか。(35)それらはあなたの
生活の中にどう現れますか。

36. イエス様はどうして私たちの言葉遣いに大きな重点を置きますか。(36；ヤコブ3:2-
12を参照に)　どの様な話は無駄話ですか。必要な話はどんなものですか。

37. 最後の裁きの時に基準は何によりますか。(37；ロ-マ10:9-10；1ペテロ4:5)あなた
は最後の裁きの時に大丈夫ですか。

人々はしるしを欲しがる　12:38-42

38. パリサイ派の人々は何をイエス様から要求しましたか。彼らの動機は何でしたか。
(38)　ちょうど先ほどイエス様がなさった奇跡を見たにもかかわらずは彼らにとっ
てどうして不十分だったでしょうか。信仰は奇跡を見る事で生まれるでしょうか。
(ヨハネ12:37-40を参照に)

39. イエス様はどのような時代に生きていましたか。(39；マタイ17:17；使徒2:40を参
照に)　私たちの時代はどうですか。

40. ヨナのしるしは何でしたか。(39-41)　イエス様はその時代にどの様なしるしになり
ましたか。

41. イエス様はどのような二つの事を結びつけますか。(40)　イエス様の体の復活はあな
たにとってどういう意味ですか。
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42. 最後の裁きの時に人々は何に基づいて裁かれますか。(41-42)　あなたは自分の罪を
悔い改めましたか。あなたは神様のみ言葉の光をどのぐらい受けていますか。

汚れた霊が戻って来る　12:43-45

43. イエス様によって悪霊から解放されている状態又は病気が癒された状態は救われてい
ると言う意味ではありません。救われるためにその他に何が必要ですか。(43-45)

44. 悪霊にどの様な特徴がありますか。(43-45)

45. もし悪霊から解放された人や国民が罪を悔い改めないで聖霊様を受けないなら何が起
こるでしょうか。(45)　その結果はどうですか。

イエスの母、兄弟　12:46-50

46. イエス様は母マリアと兄弟たちがナザレからカペルナウムの家の外まで来てイエス様
の公の活動を辞めさせようと来た時に、どのように反応しましたか。(46-50)

47. 彼らの行為は人間的な愛情から生まれたと考えられますが、人間的な感情よりも遥か
に大切なものは何ですか。(50；マタイ16:22-23;19:29を参照に)あなたはイエス様
を信じるがゆえに家族の方と問題にぶつかった事がありますか。

48. イエス様とその弟子の間にどの様な関係がありますか。(50；ロ-マ8:29；ヘブル
2:11-13を参照に)　あなたとイエス様の関係はどうですか。

マタイの福音書 　13 章

種を蒔く人」のたとえ　　13:1-17　とその説明　13:18-23

1.　イエス様は湖の舟から岸辺に集まった大ぜいの群衆に喩えで神の国性質を教えられま
した。(1-3)　種蒔きのやり方は現代と違って、種を先に蒔いて、それから鍬を使っ
て土を耕しながら、種を土に入れ混じりました。落ちた種は、どうなりましたか。

　　　(イ)道ばたに落ちた種(4)　　(口)岩の上に落ちた種(5-6)

　　　(ハ)いばらの中に落ちた種(7)(二)良い地に落ちた種(8)

2.　種には、どのような意昧がありますか。(19)

3.　道ばたに落ちた種には、どのような霊的な意昧がありますか。(19)

4.　岩の上に落ちた種には、どのような霊的意昧がありますか。(20-21)

5.　いばらの中に落ちた種には、どのような霊的意味がありますか。(22)

6.　良い地の人々はみことばに対してどんな態度を示しましたか。三つか四っつ挙げてく
ださい。(23；ルカ8:15を参照に)

7.　イエスは、私たちがこのたとえ話から、何を学ぶように望んでいるのでしょうか。

8.　種蒔きの例え話はもし心の畑が悪くて私にはいい実がならなければ、”私はいったい
何が出来のですか”といった運命を信じているような人には何の益にもなりません。
御言葉を聞く人たちはすべてこれら三つの試練に出会います。すなわち悪魔は御言
葉を取り除こうとしてこの世の心配事や富への誘惑をします。誘惑に勝ってよい実
を結ぶためにはどこからその力を得ることが出来ますか。(9,23)

9.　どうしてイエス様は例え話を使って教えたでしょうか。(10-17)
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10. 神の国の奥義は何でしょうか。(11,エペソ1:9-14;3:3-12を参照に)

11. ある人が神様のみ言葉の理解と光を沢山頂きますが、ある人々は以前得たものまでも
失ってしまう理由は何でしょうか。(12)

12. 何が人を理解できない状態にさせますか。その事を何故語らなければならないので
しょうか。(13-14；ロ-マ1:18-23を参照に)

13. 15節は救いの道を否定的な形で要約します。それを肯定的に言い表して下さい。

14. 現代の心を頑なにして、偏見をもって、福音の意味を理解しようとしない人々にどの
様に語るべきでしょうか。(15)　あなたはどのような偏見を持っていますか。福音
の真理の理解を妨げる偏見から解放されるにはどうしたらよいでしょうか。(使徒
10:26,28を参照に)

15. 何が人を幸い(神様の目から見て幸福、救われた)者にしますか。(16-17)

16. もし種が神様のみことばであるなら、豊かな実を結ぶよい心の人々の生き方はどんな
ものでしょうか。(23)　み言葉を述べ伝える事はキリスト者にとって重荷でしょう
か、それとも特権でしょうか。

「毒麦」のたとえ　13:24-30　とその説明　13:36-43

17. もし御国すなわち神の国が人々の心と教会を今も神様が支配されることを意味するな
ら、それは反対する力の中でどう現れますか。(25-30)

18. 喩えの種蒔きをする男は誰の事ですか。種は何を指しますか。畑はどうですか。
(24,37,38)

19. 敵は誰の事ですか。毒麦は何を指しますか。(25,39)

20. 喩えの僕たちは誰の事でしょうか。(27,39)

21. 神様はどうして直ぐ裁きをもって罪を取り除いて地上に正義をもたらせないのですか。
(29)

22. 喩えの収穫は何を意味しますか。刈り入れる者は誰の事ですか。(30,39)

23. 喩えによると教会の中にもどの様な人がいますか。(41)　最後の裁きの前に彼らを完
全に教会から取り除くことが可能ですか。あなたは本物のキリスト者ですか、それ
とも偽物ですか。

24. 悪を行ったり、躓きを与えたりする悪魔の子らの運命は何ですか。(41-42；マラキ
18-20を参照に)　どうして人々に永遠の滅びについて警告を語らなければなりませ
んか。

25. 義人の将来は何ですか。(43；ダニエル12:3；1コリ15:41-44を参照に)　彼らの義
は何によりますか。

からし種」と「パン種」のたとえ　13:31-33

26. からし種の喩えは神の国について何を語りますか。(31-32)　喩えの男は誰ですか。
種は何を指しますか。

27. からし種の喩えは現在どの程度まで成就していますか。(31-32)

28. からしが非常に大きく成長すると鳥たちもその上に巣を造る事が出来ますが、鳥たち
はこの喩えで何を指すでしょうか。(32)種蒔きの喩えの中では鳥たちは悪魔を指し
ましたから、ここでの喩えでもたぶんそうでしょう。もしかしたらイエス様はキリ
スト教会が世界的に大きく広がって色々と不健全な事も起こると解釈することもで
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きると語っておられるのでしょうか。あなたはこのからし種の喩えをどう理解して
いますか。

29. パン種は一般的に聖書の中に何を指しますか。このたっとえの場合どういう意味で
しょうか。(33)　喩えの女性は誰でしょうか。粉とパン種は何を指すでしょうか。

たとえを用いて語る　13:34-35

30. あなたは聖書をどのぐらい理解できますか。(34)　理解できる範囲でみ言葉に従った
ら、イエス様は新しい段階まで導いて下さると思いますか。

31. イエス様が語られた喩えの目的は何ですか。(35)

「天の国」のたとえ　13:44-50

32. 喩えの畑と宝は何を指しますか。(44)

33. 畑を買った人は誰の事ですか。(44)　何故宝を隠しましたか。畑に隠れている宝は誰
のものですか。

34. この喩えに二つの解釈があります。一つ目は男は人間で宝は救いです。もう一つは男
はイエス様で宝は救われた者の教会です。どちの解釈が正しいでしょうか。(44)

35. 畑すなわち人類の中に隠されている救われる教会はどのような代価で買われたでしょ
うか。(44)

36. 商人は誰を指すでしょうか。真珠は何のことでしょうか。(45-46)

37. 最も高価な真珠とは何でしょうか。(46)　あなたにとって何が最も価値のあるもので
すか。

38. 網は何のことですか。(47)

39. 網を投げる漁師たちは誰の事でしょうか。(48)　もしあなたは人間を取る漁師ならあ
なたの網は何ですか。

40. 世の終わりに何が起こりますか。(49-50)　最後の裁きと地獄はどうして必要ですか。

天の国のことを学んだ学者　13:51-52

41. イエス様は何故弟子たちが喩えを理解したかどうかを尋ねたでしょうか。(51)　あな
たは理解できますか。聞いた御言葉の意味が分かったら、それらの喩えからどの様
な結論をしなければ何らないのですか。

42. 聖書について専門的な知識を持つ人には教会の中でどの様な役割がありますか。(52)

ナザレで受け入れられない　13:53-58

43. イエス様は生まれ育った町の会堂で安息日に教えましたが、聞く人々の第一印象はど
うでしたか。(53-54)　あなたは新約聖書を読んでいてイエス様の教えに関心が起こ
りますか。又その奇跡や力ある御業をどう思いますか。

44. 聞いていた人々はどうしてイエス様に躓きましたか。(55)　あなたと一緒に育った人
があなたより成功して、認められるとどう感じますか。

45. どうして家族と親戚とに認められるのは難しいですか。(56；ルカ4:16-30を参照に)
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46. どうしてイエス様は大きな御業をナザレで出来なかったのですか。(58)　私たちの所
ではどうですか。

47. 不信仰の本質は何でしょうか。それはどのような影響を及ぼしますか。(57)　不信仰
は信仰がないよりも助けを受けなくても自分でやっていけるという姿勢です。それ
は自分自身の可能性を信じてやっていけるということです。聖書はどうして不信仰
を最も大きな罪として教えていますか。

48. イエス様は預言者達のメッセージを受け入れることについて何を語りましたか。
(57；1列王記17:1；17:9を参照に)

マタイの福音書 　14 章

洗礼者ヨハネ、殺される　14:1-12

1.　ヘロデ王と他の人々はイエス様の活動を聞いて、どう思いましたか。(1-2)

2.　ヘロデ王の言葉は彼の心の状態をどう表しますか。(2,5)咎める心の攻めがヘロデ王
に恐れを起こしたが、悔い改めのない人の恐怖はどのような行動に導きますか。(ル
カ13:31-32;23:6-11を参照に)

3.　バプテスマのヨハネはヘロデ王の罪を攻めに行った時にそれは危険と分かったはずで
すが、それにしてもどうして宮殿に行ったでしょうか。(3-4)この聖書の個所は離婚
と再婚についてどのように語っているでしょうか。

4.　バプテスマのヨハネのメッセ-ジはヘロデ王の良心にどの様に響いたでしょうか。(5) 
良心の攻めが私たちを悔い改めに導かなかったら、どんな結果になりますか。

5.　ヘロデヤはどうしてバプテスマのヨハネを憎んだでしょうか。(8)　憎しみはどこか
ら生まれて、人を何処まで導くのでしょうか。憎しみからの解放はどこにあるで
しょうか。(1ヨハネ2:9-11を参照に)

6.　酒と性的なダンスが一緒になって人にどのような影響を及ぼしたのでしょうか。(6-
7)　清い生き方をするために何を避けるべきですか。インタ-ネットポルノはどのよ
うな影響を及ぼしますか。

7.　真実と周りの人々の意見が矛盾する時にどの様に正しい選択が出来ますか。(9)

8.　ヘロデ王の永遠の運命を決めた瞬間は何時でしたか。(9-10)　悔い改めに迫る主のみ
言葉を拒否するのはどうして危ないですか。

9.　ヨハネの弟子たちはどのように行動しましたか。(12)葬儀はどのような役割を果たし
ますか。又喪の服する時期の意味は何ですか。

五千人に食べ物を与える 14:13-21

10. バプテスマのヨハネが殺されたと聞いた時にイエス様は何をしましたか。(13)　悲し
みに出会った時に一人でイエス様と一緒に過ごす時間は悲しみの時にどのような恵
みをもたらせますか。

11. イエス様は集まった群衆をどのような心で見ておられましたか。そして何をなさいま
したか。(14)　あなたは迷っている人々をどんな目線で見ますか。彼らの為に何を
しますか。

12. 夕方になると弟子たちはイエス様にどのようなアドバイスをしましたか。(15)　イエ
ス様は私たちのアドバイスを必要としますか。あなたこの点においてどう祈ります
か。

13. イエス様は弟子たちに何故不可能な事を命令されましたか。(16)
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14. 弟子たちは自分の可能性をどう見ていましたか。(17)

15. 自分の賜物をイエス様に用いられるように捧げるとどんな結果になりますか。(18)

16. 奇跡をなさる前にイエス様は群衆に適当なグループに分かれて草の上に座るように命
じました。それからいのちのパンを人々に分ける際にキリスト教会にとって何を学
ぶべきでしょうか。(19；マルコ 6:39-40を参照に)

17. イエス様が祝福されて何が起こりましたか。(19)　豊かな人生の条件は何ですか。

18. 弟子たちの使命は何でしたか。(19)

19. 五千人の人たちが満腹になって、まだ沢山食べ物が残った事は何を語りますか。　
ア)イエス様について　イ)食べた人々について　(20-21)

湖の上を歩く　14:22-33

20. 食べ物の奇跡を見た弟子たちも、群衆もイエス様を王様にしたかったのですが、イエ
ス様は物質的な王様になろうともしなかったから、何を弟子たちに命令して、又群
衆に何をしましたか。(22；ヨハネ6:14-15,26-27を参照に)

21. イエス様は群衆と弟子たちによってもたらされた誘惑の対象になった時に、どのよう
に対応されましたか。(23)　誘惑にぶつかると何をすべきですか。

22. 弟子たちの舟が強風で少しも前に進まなかった事をイエス様は山の上からご覧になっ
たら、何をなさいましたか。(24-25)　私たちが人生の嵐の中に何を覚えるべきです
か。

23. 弟子たちは夜の暗闇の中でイエス様を見てどう反応しましたか。(26)　私たちの極度
の恐怖にイエス様はどう答えますか。

24. 恐れからどのようにの解放されますか。(27)　あなたは特に何を恐れていますか。

25. イエス様は出来事でご自分が神様である事を弟子たちに示しましたが、弟子たちはそ
れが分かったでしょうか。「私である」と言う表現は何を意味しますか。弟子たち
はイエス様がどういうお方か分かっていたでしょうか。(27)

26. ペテロが湖の上を歩いてイエス様の所へ行きたかったという事は何を意味しますか。
(28)　私たちはイエス様からどのような事を求めてもよいのでしょうか。信仰によ
る大胆さはどんなものですか。

27. 奇跡を可能にするのは何ですか。(29)

28. どうしてペテロは初めはうまく水の上を歩いていたにもかかわらず失敗に終わりまし
たか。(30)

29. ペテロの信仰は沈み始めた瞬間にどう現れましたか。(30)　私たちの信仰が揺れる時
にイエス様はどうなさいますか。(31)

30. 小さい信仰と不信仰はどう違いますか。(31)　信仰の本質は何ですか。不信仰の本質
は何ですか。疑いと不信仰はどう違いますか。あなたはどのような疑いを持ってま
すか。その疑いをどう扱うべきですか。

31. イエス様とペテロが船に戻ると何が起こりましたか。(32)　イエス様はどのような権
力を持っておられますか。

32. この出来事は弟子たちにどの様な影響を及ぼしましたか。(33)　口で信仰告白をする
のはどうして大事ですか。(ロ-マ10:9-10を参照に)
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ゲネサレトで病人をいやす　14:34-36

33. イエス様を触った人々は皆癒されました。(34-36)　イエス様の癒す活動は神様のど
の性質を表しますか。あなたは癒される必要を感じますか。

マタイの福音書 　15 章

昔の人の言い伝え　15:1-9

1.　パリサイ派の人々と律法学者たちはどのような昔の人の言い伝えを守っていましたか。
(1-2)あなたは人の伝統にどのような所で縛られとぇいますか。伝統を守るのは良い
事ですか、悪い事ですか。それはどのような時に問題になりますか。

2.　パリサイ派の人々と律法学者たちはイエス様の弟子たちの行動をどの点で非難しまし
たか。(2)　キリスト者の自由はどんなものでしょうか。(ヨハネ8:31-32;1コリント
8:9;ガラテヤ5:1,13を参照に)

3.　人間的な伝統を守ることによってどのような恐ろしい結果をもたらしますか。(3-6) 
イエス様は繰り返して偽善的な生き方を非難しましたが、それは何故でしたか。あ
なたの言葉と行動は一致しますか。

4.　人間的な言い伝えは何故神様の戒めを無効にしますか。(6)　現代のクリスチャンは
愛の代わりに特定の宗教的な儀式を守ることで償おうとしているのはどこから来て
いるのでしょうか。

5.　税金を払っているから、両親の面倒を見ることを怠って社会福祉に任せるということ
はどんな行為でしょうか。(5-6)　両親を敬う事はどのような生き方で示すべきです
か。

6.　すべての伝統の上に何を置くべきですか。(6)

7.　現代の偽善的な生き方の代表的なものは何ですか。(7-9)

人を汚すのは何ですか。　15:10-20

8.　イエス様の言葉を聞く事の他に何が必要です。(10)　イエス様はなぜ理解する事を強
調なさったでしょうか。(エペソ1:17-19を参照に)

9.　何をどのように食べるかは何か霊的な意味がありますか。(11；1コリント6:13;8:8; 
1テモテ4:3-5を参照に)現代も多くの宗教が色々の食べ物に対して規制をするのは
何を物語っていますか。現代の食事と栄養に対するブ-ムはどこから来るでしょうか。

10. 何が人を汚しますか。(11,17-20)　あなたの心にイエス様が教えて下さった罪深い性
質が宿っていますか。それをどのようにコントロ-ルすることが出来ますか。

11. イエス様の教えで弟子たちを心配させたのは何でしたか。(12)　人々は何故真理に躓
きますか。多くのキリスト者は簡単に真理を語らなくなっっているのはどうしてで
しょうか。あなたは人の意見をどのぐらい恐れていますか。

12. あなたは人生の雑草(間違った考え)をどう取り除くことが出来ますか。それを何処ま
でする覚悟が出来ていますか。(13)

13. 霊的に盲目な教師にどう対応したらよいでしょうか。(14)

14. イエス様はどうしてペテロの質問に失望しましたか。(15-16)　あなたはどの程度ま
でイエス様の教えを理解しますか。

15. 私たちの心の汚れは他の人たちや自分自身の生き方にどの様に影響しますか。(18-
20；ルカ17:1-2を参照に)　現代の世の中では心の欲望を押し殺すことは害になると
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考えている事が主流になっていますが、何故でしょうか。その結果どうなりますか。
実例を挙げて下さい。

16. 心の汚れからどのように解放されて、清くなることが出来ますか。(19-20;ロ-マ
7:15-21;8:3-5を参照に)　

カナンの女の信仰　15:21-28

17. イエス様はなぜ公の場を避けてツロとシドンの地方へ立ち去られたのでしょうか。
(21)　それはイエス様にとって、又弟子たちにとってどうして必要でしたか。(マル
コ 6:31を参照に)あなたはどこで又どのような方法で一番よく疲れから癒されますか。
(マタイ11:28-30を参照に)

18. イエス様がイスラエルの国境を越えてギリシャ人の地方に行かれたのは休むだけでは
なく、この女性の必要を満たすためだという解釈に、同意出来ますか。何故ですか。
(22)

19. この女性の苦しみの原因は何でしたか。(22)愛する人が苦しむとあなたも苦しむで
しょうが、愛から来る苦しみは人をどのような行動に導きますか。

20. 女性はイエス様についてどのような呼び方を使いましたか。(22)　それは彼女の信仰
について何を語りますか。どのようにして彼女のその信仰は生まれましたか。

21.　どうしてイエス様は初めに女性の訴えに対して黙っていましたか。(23)　イエス様
は何故時々私たちの祈りにも黙る事で答えますか。

22. 弟子たちの執り成しの祈りはどのような動機から出たでしょうか。(23)　あなたの執
り成しの祈りはどうですか。

23. イエス様はどうして女性の苦しみに冷たく聞こえるような言葉で答えたでしょうか。
イエス様はどうして十字架と復活の前の活動をイスラエルの人々の救いに限定した
のでしょうか。(24)　イエス様の受難と復活の後でキリスト教会の活動範囲は何処
まで到しなければならないでしょうか。

24. 女性の願いは22節から25節にどの様に変わりましたか。あなたの祈りは苦しみの中
でどう変化しますか。

25. 神様はイスラエルの人々に特別な約束を与えて下さいました。それをイエス様は「こ
どものパン」という表現で示しましたが、そのパンは何を含んだでしょうか。(26；
ルカ1:68-75;ロ-マ9:4-5,エペソ2:12-13を参照に)

26. 女性は自分を子犬として認めたのは何を物語りますか。(27)

27. 女性はイエス様を主と認めながら自分には何も受け入れる資格がないと認めても、頼
み続けたのは何故でしょうか。(27)　信仰は何に訴えますか。

28. この女性の信仰が大きかったとイエス様は認めましたが、なぜでしょうか。(28)信仰
の大きさをどのようにしてはかりますか。あなたの信仰はイエス様をどのぐらいの
存在として見ますか。

29. イエス様は女性の信仰の言葉を認めましたが、信仰とその告白はどのような関係にあ
りますか。(29,ロ-マ 10:9-13を参照に)

30. イエス様は私たちの信仰に「弱い」ですから、女性は娘の癒しを頂いた他に何を貰っ
たでしょうか。(28)　あなたにとってイエス様の与えてくださる賜物よりイエス様
ご自身の愛の心を知る事が大切ですか。

大勢の病人をいやす　15:29-31

31. イエス様は色々の場面で山に登られたが、その例を挙げて下さい。(29；マタイ
5:1；17:1；28:16；ルカ6:12を参照に)　何故そうなさいましたか。
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32. 群衆と共にどの様な病人がイエス様のもとに来ましたか。(30)

33. イエス様の行われた癒しの奇跡は何を物語りますか。(30-31；イザヤ42:6-7；61:1-
4；ルカ4:18-19を参照に)　それらは人にどのような影響を及ぼしましたか。

四千人に食べ物を与える　15:32-39

34. イエス様は三日間も集まって教えを聞いた群衆に対してどのような姿勢を示しました
か。(32)　私たちは経済的な困難に陥っている人にどのような目線を向けますか。

35. 弟子たちはこの場面でどのような疑問を持ちましたか。(33)　あなたは人間的に不可
能な問題にぶつかると何をしますか。

36. 四千人の人たちを満腹させるためにどのぐらいの食べ物が必要でしたか。(34)

37. イエス様は感謝の祈りをもって食べ物を増やしました。(36)　食前の祈りは何故大切
でしょうか。

38. イエス様の恵みの豊かさはどのように現れました。(37)　昔から食べ物は残さないで
全部食べるように教えられてきました。食べ残しは何について語りますか。

マタイの福音書 　16 章

人々はしるしを欲しがる　16:1-4

1.　パリサイ派とサドカイ派は普段対立する教派でしたが、どうして彼らは一緒に行動出
来ましたか。(1)　それぞれの教派の教えはどんなものでしたか。(使徒23:6-9を参
照に)

2.　パリサイ派とサドカイ派の人々はイエス様から何を要求しましたか。彼らの動機は何
でしたか。(1)　ほんの先ほどイエス様が四千人の人たちに食べ物を与えられた奇跡
を見たにもかかわらず、どうしてそれが彼らにとっては不十分だったでしょうか。
信仰は奇跡を見る事で生まれるでしょうか。(ヨハネ6:30-33を参照に)

3.　パリサイ派とサドカイ派の人々は天気を正しく判断できたにも関わらずどのような時
勢を読み取る事ができなかったのですか。(2-3)私たちはどのようなしるしに注意を
払うべきですか。それらは何について語りますか。(マルコ 13:24-29を参照に)

4.　イエス様はその世代をどう見られましたか。(4)　今の世代をイエス様の目でどう見
ておられるでしょうか

5.　唯一信仰に導くしるしは何でしょうか。(4；マタイ12:39-42とヨハネ12:37-40を参
照に)

ファリサイ派とサドカイ派の人々のパン種　16:5-12

6.　弟子たちは舟の中で何を心配していましたか。(15,6)　あなたは経済的な困難にぶつ
かると何をしますか。(マタイ6:25-34を参照に)

7.　イエス様にとって問題のは何でしたか。(6,12)　パリサイ人とサドカイ人のパン種は
何を意味するのでしょうか(ルカ12:1-3を参照に)キリスト者の生き方はどうあるべ
きですか。

8.　イエス様は弟子たちの心配にどのような態度で答えましたか。(9-11)　あなたは主が
今まであなたの人生に与えて下さった恵みの数々を覚えていますか。それらを覚え

34



るとどのような態度が生れるでしょうか。それらの事を思い出すとどのような気持
ちになりますか。

9.　教えが少しだけ間違っていもそれに厳しい態度を示さなければならないのは何故で
しょうか。

ペトロ、信仰を言い表す　16:13-20

10. イエス様は弟子たちにどんな質問をしましたか。(13)　この質問はどうして大切です
か。現代の一般の人々はイエス様を誰と考えていますか。あなた自身はどうですか。

11. 当時の一般の人々はイエス様の事をどう言いましたか。(14)　それは彼らのイエス様
に対する態度について何を語るでしょうか。

12. 同じ質問に対してペテロの返事は何でしたか。(15-16)　キリスト(メシヤ、油注がれ
た)という言葉はどういう意味ですか。(16)　また神の御子とは何を意味しますか。
イエス様をキリストと告白すればあなたの人生はどれくらい変わるでしょうか。

13. ペテロはどのようにその信仰に至ったでしょうか。(17)　信仰はどのように生まれま
すか。(ヨハネ6:44-45を参照に)

14. ペテロはどうして幸いでしたか。(17)　神様の目から見た彼の幸福と救いは何に基づ
きましたか。

15. ペテロと言う名前はどういう意味ですか。(18)　イエス様が意図されたのは教会がペ
テロという人の上に建てられるか、それともペテロの告白した信仰の上に建てられ
るのか。

16. ハデスの門と言う表現は何を意味しますか。(18)　イエス様は教会は死の世界を打ち
破って復活の勝利に進むと言うことを意味されたのでしょうか。それとも他に何か
を意味されたのでしょうか

17. 天の国の鍵は何を意味しますか。(19；ヨハネ20:23を参照に)

18. 地上で宣言された罪の赦しはどのような影響がありますか。(19)

19. イエス様が言っておられる地上でつなぐ事とは何のことですか。(19)

20. イエス様はどうして私たちから信仰告白を求めますか。(ロ-マ10:9-13を参照に)　
キリスト(メシヤ、油注がれた)と言う言葉はどのような意味ですか。(16)　もしあ
なたはイエス様をキリストと告白するなら、あなたの生き方にそれはどのような変
化をもたらせますか。

21. イエス様はどうしてこの告白を隠さなければならないと言われたでしょうか。(20)　
当時のユダヤ人にとってメシヤはどのような存在だと考えられていましたか。

イエス、死と復活を予告する　16:21-23

22. イエス様は何のためにこの世に来られたでしょう。(21)　イエス様はどうして弟子た
ちにもっと早い機会に十字架での死について語らなかったのでしょうか。それはペ
テロの16節の告白とどのような関係にあるでしょうか。

23. キリスト教の福音はどんな内容でしょうか。(21；1コリント15:1-8を参照に)

24. イエス様の十字架での死と復活はどのように私たちに救いをもたらせますか。(21)

25. ペテロがイエス様をいさめ始めた動機は何でしたか。(22)　どうして人の愛の感情は
必ずしも真の愛ではないのでしょうか。あなたにイエス様にアドバイスをしたい気
持ちがありますか。どのような時にですか。
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26. 何故イエス様はペテロに振り向かれたのでしょうか。(23)　私たちは誘惑に会うとど
う反応すべきですか。。

27. サタンは人間的な感情を、(愛情も含めて)どのように使いますか。(23)　私たちはど
のようにすれば神様の観点から物事を見ることが出来るように学ぶことができます
か。私たちにもサタンが他の人の人間的な感情を通して誘惑しますから、その時に
何を考えるべきですか。(使徒21:10-14を参照に)

キリストの従う事　16:24-28

28. イエス様に従う事は何を意味しますか。(24)　あなたはイエス様に従う事を願ってい
ますか。

29. 自分を否定する事はどういう意味ですか。又何故必要ですか。(24)

30. 自分の十字架を負うとはどのような苦しみを意味するでしょうか。(24)

31. 自己愛はどうして私たちを滅ぼしますか。(25)　「自分を愛しない人は他の人をも愛
する事が出来ない」と言う流行の教えは聖書的ですか。

32. イエス様のために命を失う事はどのように救いを得させますか。(25)

33. 永遠の救いはどのような代価で手に入れる事が出来ますか。(28.6)　あなたの救いは
あなた自身で可能ですか。

34. 現代の社会はどのような状況にあるのでしょうか。(26；1ヨハネ2:15-17；5:19を参
照に)　この世の流れに合わせるとどうなりますか。

35. あなたは人の前に生きていますか、それともイエス様の前にですか。(27)人の前の恥
より遥かに恐ろしいのは何ですか。

36. イエス様はどのような姿で再臨しますか。(27)　その時はあなたにとって何をもたら
せますか。

37. 神の国がイエス様の再臨の時に力をもって現れますが、神の国の力は何時から公に現
れ始めましたか。(17:1,使徒2:1-21を参照に)

マタイの福音書 　17 章

イエスの姿が変わる　17:1-8

1.　どの出来事から六日たったのですか。(1、16:13-28参照)

2． イエス様は3人の弟子(ペテロとヤコブとヨハネ)を三つの場面につれて行きました。
他の二つの場面は何処でしたか。この三つの場面の共通点は何でしょうか。(1；マ
ルコ 5:37と 14:32-34を参照に)

3． イエス様の容姿ははどのように変りましたか。(2) イエス様の変貌はイエス様ご自身
にどのような意味がありましたか。私たちにはどの様な意味がありますか。

4． 何故イエス様はその光り輝く姿を弟子たちに見せたでしょうか。(2ペテロ1:16-19参
照)

5． 他に誰が山の頂上に現れましたか。(3)

6． エリヤとモ-セが現れたことは死者について何を語っていますか。(3)

7． イエス様とエリヤとモ-セは何について語り合いましたか。(3、ルカ9:31を参照に)

36



8． 4節によるとペテロが言った事は訳の分からないものだったが、ペテロの提案の間違
いは何処にあったと思いますか。(4)あなたが同じ場面でイエス様に何を言うので
しょうか。

9． 父なる神様が何をおおせられましたか。(5)　その言葉は私達にとってどう言う意味
をするでしょうか。イエス様ご自身にとってどうですか。

10. 弟子たちに大きな恐怖を与えた原因は何でしたか。(6)

11． 弟子にとってイエス様の変貌は素晴らしい体験でしたが、とうとう元の容姿に戻ら
れたイエス様しか見えませんでしたが、それで充分だったでしょうか。(7-8)　どち
らが大切でしょうか、大きな体験ですか、それともイエス様が傍におられることで
すか。

12. 「恐れるな」と言うイエス様の言葉はあなたにとって何を意味しますか。(7)

エリヤについての質問　17:9-13

13. この体験について何故イエス様は弟子たちに復活まで誰にも語ってはいけないと言わ
れたのでしょうか。(9)　あなたの人生には自分にも他の人にも未だ理解していない
体験がありますか。あったら、どうしてですか。

14． 復活とはどんなものでしょうか。(9)

15． 弟子達のエリヤについての疑問は私達にとって少し分かりにくいと思いますが、イ
エス様に理解できないことについて説明をどの様に求めたらよいでしょうか。(11)

16. イエス様が指したエリヤは誰のことだったでしょうか。(11-12；ルカ1:17；黙示録
10:3-13を参照に)

悪霊に取りつかれた子をいやす　17:14-21

　　悪霊とは神様の敵である悪魔の家来です。それが人に宿っている場合、悪霊につかれ
ているといいます。例えばシャ-マンふなどがそうで、その力により奇跡、占いなど
をすることもあります。病気のような症状を起こすこともありますが、精神病やて
んかんとは違います。イエス様を信じ、洗礼を受けたクリスチャンの霊には聖霊様
が宿っていますから、悪霊が宿ることはできません。しかし、罪を悔い改めないと、
感情などには悪霊の入る機会を作ってしまうことがあります。(エペソ4:26-27)

17. イエスと弟子達は何処から帰ってきましたか。どんな気持ちだったでしょう。(14)神
様のすばらしい恵みに触れた直後に、大きな問題にぶつかるという経験をしたこと
がありますか。

18. 群衆の中から苦しんでいる父親はイエス様に何を叫んだのですか。(15)

19. 息子が悪霊につかれていた時の父親の生活はどんなものだったでしょうか。(15)

20. 弟子たちが息子を悪霊の支配から解放できなかった時の父親の心境はどうだったで
しょうか。(16)

21. この場面でイエス様はなぜ人々の不信仰を悲しんだのでしょうか。(17)現代の世代は
どんな状態ですか。

22. 父親も息子も揺るがない信仰をもっていませんでしたが、なぜイエス様はこの家族を
助けましたか。(18)　あなたはイエス様に家族や自分自身のどの問題に助けを求め
ますか。イエス様があなたを助けるためには、どの程度の信仰が必要ですか。

23. 弟子達はイエス様から悪霊を追い出す力と権威を与えられていました。(マルコ
6:13；ルカ9:1を参照に))それなのに、何故この悪霊が追い出せなかったのでしょう
か。(19-21)
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24. 信仰はどのように働いて不可能を可能にしますか。(20)

25. イエス様が言われたからし種のような信仰とはどういう意味でしょうか。(20)

26. 悪霊の中にどの様な種類がありまたどのように対応しますか。(21)

再び自分の死と復活を予告する　17:22-23

27. 弟子達や他の人たちがイエス様がなされた癒しの業を喜んでいる時に、自分の十字架
への歩みについて話されたのはどうしてでしょうか。(22-23)

28. イエス様が弟子たちへ教えられたところは福音の最も深い意義のある箇所でしたが、
なぜ弟子達はその意味が理解できなくて悲しくなったでしょうか。(23)

神殿税を納める　17:24-27

29. 宮への納入金は何のために集められましたか。それはどのぐらいでしたか。(24；出
エジプト33:13；2歴代誌 24:6；ロ-マ13:6-7を参照に)　キリスト者は税金に対し
てどんな態度を取るべきですか。

30. イエス様はどうして宮への納入金を納める必要がなかったのですか。(25-26；ヨハネ
2:19-21を参照に)

31. 福音がまだ理解していない人に対して愛をどのように示すべきですか。(27)

32. イエス様が何もかも完全に知っておられるという事はこの個所でどのように現わされ
ていますか。(25,27)

33. イエス様がなさった奇跡はどのような性質のものでしたか。イエス様は自分自身の為
に奇跡をなさいましたか。それさの目的は何だったでしょうか。(27)

マタイの福音書 　18 章

天の国でいちばん偉い者　18:1-6

1.　この世の中で偉い者はどのような存在ですか。神の国の中ではどうですか。人間の最
も優れた性質は何でしょうか。神様の場合は何でしょうか。(1；ヨハネ13:3-5,13-
17；ピリピ 2:5-11を参照に)

2.　高い地位について他の人たちの指導者になりたい気持ちは間違っているでしょうか。
(1,4)どのような方法で偉くなりましか。　イ)　この世の中に　　　ロ) 主の教会
の中に

3.　神に国に入る条件は何ですか。(3；ヨハネ3:3,5を参照に)　子供のようになるのは
どういう意味ですか。謙遜するのはどうして人々にとって非常に難しいですか。

4.　イエス様は子供をどのように扱って下さいましたか。(2,5,10,14) あなたはどうです
か。

5.　子供を受け入れるとはどんなことですか。(5)イエス様の名によって受け入れるのは
どうことですか。

6.　6節は子供の信仰について何を語りますか。(6)　その性質は何ですか。それは大人
の信仰とどう違いますか。

7.　子供に躓きを起こす人の運命は何ですか。(6)
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罪への誘惑　18:7-9

8.　誘惑や躓きの背後に何がありますか。(7)　誘惑や躓きをこの地上で避ける事が出来
ないのは何故でしょうか。(ヤコブ1:13-15を参照に)　それらは何処から来るので
しょうか。

9.　躓きを起こそうとする手や目に何をすべきですか。(8,9；コロサイ3:5を参照に)　
それはあなたに出来ますか。イエス様は本気でしたか。律法を守る事の出来ない人
に唯一の救いの道は何ですか。

10. 罪への誘惑に対してどのように対処すべきでしょうか。(8,9)

11.  滅び、地獄はどんなところでしょうか。(8,9)

迷い出た羊」のたとえ　18:10-14

12. 子供を軽んじる態度は現代の社会の中にどのように見えますか。(10)　あなたは子供
をどう見ていますか。

13. 子供とそのみ使いの間にどの様な関係がありますか。(10)　み使いたちはキリスト者
の人生にどの様な役割を果たしますか。(ヘブル1:14を参照に)

14. イエス様は誰を救うために来られましたか。(11)　小さい子供も救いを必要とします
か。

15. 羊飼いは夜が来て獣が襲う前にどの様に迷った羊を見出すことが出来ますか。(12)

16. イエス様はご自分をよい羊飼いと呼ばれましたが、彼はどのような性質を持ちますか。
(12；エゼキエル34:11-16；ヨハネ10:1-18を参照に)

17. 犬を使って迷った羊を求める時に羊飼いはその羊の行った道を歩まなければなりませ
ん。それはイエス様が私たちを探し求める事について何を物語りますか。(12)　あ
なたは失われた人が福音を聞くチャンスがあるまで忍耐深く探す覚悟が出来ていま
すか。

18. 迷った羊を見出した羊飼いの喜びは何を語りますか。(13)　純粋な喜びを分かち合い
たい理由は何ですか。

19. よい羊飼いとみ使いたちの喜びの原因は何ですか。(13)　あなたは特に何について喜
びを感じますか。(ルカ10:17-20を参照に)

20. この喩えは救いの性質について何を語りますか。(12-13)

21. 神様は子供たちをどのような心で見ておられますか。(14)

兄弟の忠告　18:15-20

22. 兄弟姉妹が罪を犯せばどうすればよいのですか。(15)　どうして他の人に忠告する事
は難しいのですか。他の人を悔い改めに導こうとしたら、先ず自分の罪をどうすべ
きですか。

23. 個人的な忠告が足らなかったらどうすべきですか。(16)

24. どのような段階で問題を教会全体に持ち込むべきですか。(17)　順番はどうして大切
ですか。

25. 教会の忠告をも無視する兄弟姉妹をどう扱うべきですか。(17；1コリ5:5-6,11；2テ
サ3:14-15を参照に)

26. 教会の中の罪の扱いは何に基づきますか。(18；16:19；ヨハネ20:23を参照に)
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27. イエス様はどのような素晴らしい祈りについての約束を与えて下さいましたか。(19-
20)

28. キリスト者達の集まりの本質は何ですか。(20)

仲間を赦さない家来」のたとえ　18:21-35

29. ペテロがイエス様に持ってきた問題は何でしたか。(21)人を赦す事は多くの場合にど
うして難しいですか。赦す事の本質は何ですか。

30. 「悔い改める人をどこまでも赦しなさい」と言うイエス様の答えは神様の赦しついて
何を語りますか。(22,27)

31. イエス様の喩えの王様は誰の事ですか。(23)

32. 僕たちは誰の事ですか。(23)

33. 主の僕たちは何時又どのようにその人生の総決算をしなければならないのでしょうか。
(24)

34. 一万タラントはどのくらいの金額ですか。(24)　それは100デナリよりどのぐらい大
きいのですか。(1タラントは6000デナリです。)

35.負債の拘束か奴隷として売られる事は何を指しますか。(25)

36. 人間は神様に対する罪を償うにはどのぐらいの可能性がありますか。(26)

37. 主は悔い改める人に対してどのような態度で臨みますか。(26-27)

38. もし私たちに対して犯された罪は100デナリすなわち今日のお金で１万ユーロとしま
すと、恨みと赦さない心は１万タラントに相応し今日のお金で60億ユーロぐらいに
匹敵します。神様はどうして恨みと赦さない事をそれほど大きな罪として見なされ
ますか。(28-30,32-33)

39. もし私たちは罪を悔い改める人を赦さないなら、どうなりますか。神様はどうしてご
自分の赦しを私たちが人を赦す事と互いに関係するようにされたのでしょうか。
(34-35；マタイ6:12,14-15を参照に)

40. 罪が赦される条件は何ですか。(35)

マタイの福音書 　19 章

離縁について教える　19:1-12

1.　イエス様の旅はどこに向かいましたか。最終的な目的地は何処ですか。(1)

2.　イエス様はついて来る人に何をなさいましたか。(2)　彼らがイエス様について行っ
た動機は何だったでしょうか。

3.　パリサイ派の人は離婚について質問をした動機は何だったでしょうか。(3)　今日本
で離婚はどのような理由で認められますか。

4.　結婚の本質は何ですか。(4-6)

5.　結婚は何に基づきますか。(4)

6.　聖書的な結婚はどうして同性愛関係を認めないのですか。(4；ロ-マ1:26-27を参照
に)

7.　結婚しようとする二人がその両親を離れなければならない事はどうして大切ですか。
(5)　それはどういう意味で離れる事でしょうか。幸せな結婚の条件として次の三つ
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の関係で言い表しましょう:ア)親子関係においてイ)夫婦関係においてウ)神様との
関係において

8.　キリスト者同士の結婚に於いて配偶者と一つになるのは肉体的なレベル、精神的なレ
ベルで、霊的なレベルで何を意味しますか。(5)

9.　その一致を誰が可能にしますか。(6)

10. 人々はどのように結婚に於いて神様のみ業をだめにすることが出来ますか。(6)

11. なぜモ-セの律法は離婚を認めたでしょうか。(7-8)現代の法律はどうですか。神様の
結婚における御心は何でしょうか。

12. イエス様はどの理由で離婚を容認しましたか。(9；ルカ16:18を参照に)　姦淫を悔
い改めたら結婚関係を再び修復するのは可能ですか。(申命記24:2-4を参照に)

13. イエス様は離婚した人に別の人と再婚を認めますか。(9；1コリ7:11)

14. キリスト者は離婚と再婚をどう考えるべきでしょうか。(1コリント 7:10-16を参照
に)

15. イエス様の教えは弟子たちの目から見るとどんなもんでしたか。(10)　現代のキリス
ト者の目から見るとどうですか。イエス様は憐みに欠けていますか。(ヨハネ
4:10,18を参照に)

16. 独身者である生き方はどのような人に適していて、またどのような人に向いていない

　　ですか。。(11-12)

17. 生まれ付きに結婚できない人々は誰のことですか。(12)

18. どのように人は相手から結婚の資格を奪う事が出来ますか。(12)　離婚はそれとどう
関係しますか。

19. 福音のための独身生活を続けることはどの様な祝福が含まれますか。(12；1コリ
7:32-35を参照に)

子供を祝福する　19:13-15

20. イエス様は離婚問題をどのような位置付けで扱われましたか。(13-15)離婚の一番の
犠牲者は誰でしょうか。

21. 「子供を受け入れるのはイエス・キリスト御自身を受ける」とイエス様は教えました
が、今度は「神様の国が子供のような者達のものである」と言うのはどう言う意味
でしょうか。(14)子供のような受け入れ方はどんなものでしょうか。

22. イエス様は子供たちをどのように祝福しましたか。その祝福は何を含めるでしょうか。
(15；民数記6:23-27を参照に)

金持ちの青年　19:16-26

23. イエス様の所にやって来た青年の質問はどういうことでしたか。(16)誰かがあなたに
同じ質問をするなら、どんな答えを与えますか。男の人の質問の問題はどこにあっ
たでしょうか。

24. イエス様は17節の質問をどんな狙いで聞かれたでしょうか。

25. あなたは十戒を守っていますか。(18-19)

26. 青年は果たして全部の十戒を守ることが出来たでしょうか。もし、出来なかったとし
たら、どうして出来たと言えたでしょうか。(20)
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27. イエス様の21節の要求は不可能なものだったでしょうか。あなたならどうでしょう
か。(ザ-カイを参照に:ルカ19:1-10)

28. 私達にとって「私に従いなさい」と言うイエス様の招きは具体的にどう言う結果をも
たらせますか。(21)

29. この青年の神は一体何だったでしょうか。(22)あなたは誰に又は何に支配されていま
すか。

30. どうして富は救いの妨げになりますか。(23-24)

31. 弟子たちは何故イエス様の教えに驚いたでしょうか。(25)

32. 救いは可能ですか。(26)なぜでしょうか。

弟子たちの報い　19:27-30

33. ペテロは自分と他の弟子たちを誰に比べたでしょうか。(27)　何がペテロの質問の問
題点だったでしょうか。彼の態度はどうでしたか。

34. イエス様は従う者たちにどんな報いを約束されましたか。(28)　それはいつ報われま
すか。

35. 「新しい世界」「世が改まって」と翻訳されているギリシャ語の直訳は「生まれ代わ
り」です。それは何を意味しますか。(28)　それは何時起こりますか。

36. イエス様の再臨の時に弟子たちはどのような使命を受けるでしょうか。(28；1コリ
6:2-3；黙示録 20:4-5を参照に)

37. 主に従う人々は神の国の為にどの様な物事を失いますか。(29)　それはすべてのキリ
スト者に適用する言葉ですか。あなたはイエス様のために何を失いましたか。あな
たの報いは何でしょうか。

38. 永遠の命はどのような性質を持ちますか。(30；ヨハネ17:3を参照に)

39. 神様が与えてくださる評価と私達の評価の基準はどう違いますか。(30)

マタイの福音書 　20 章

「ぶどう園の労働者」のたとえ　　20:1-16

1.　この喩えは神の国の恵みをどう描写しますか。(1-16)

2.　喩えの主人は誰の事でしょうか。(1)　働き人は誰でしょうか。

3.　神様は先ず人を救いに招いて、そして救われた者を働きに招いて下さいますが、この
喩えはその両方の招きをどう現していますか。またその両方の支配に対する原則は
何ですか。(1-16)

4.　この喩えの原則を社会の労使関係にどうして適応できないのですか。

5.　主人は朝から働いた人々とどのような契約を結びましたか。(2,13)

6.　デナリは現代のお金でどのぐらいでしょうか。(2,13)

7.　主人は何故他の人と契約を結ばなかったのですか。

8.　キリスト者が信仰と神の国のために働いた年が救いと奉仕の報いに影響しますか。
(8-10)それにしても何故若い時に信仰に入って、長い間奉仕が出来た事は大きな恵
みでしょうか。
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9.　長い間主に奉仕をしたキリスト者とって他の人とどのような誤った比較をする誘惑に
陥るでしょうか。(11-12)正しく比べる事と間違って比べる事はどう違いますか。妬
みからどう解放されますか。

10. 主人はどうして皆に同じ一デナリを払いましたか。(14-15)

11. 父なる神様はどのような心を持ちますか。(15)　神様を愛する事は難しいですか。何
故ですか。

12. 天の御国の順番はどうしてこの世と全く違いますか。(16)　何故キリスト者にとって
もその順序に従う事は困難ですか。

イエス、三度死と復活を予告する　20:17-19

13. イエス様の弟子達を集めてどんな話をなさいましたか。(17-19)なぜ繰り返して同じ
話をしなければならなかったでしょうか。何故私たちもその事を繰り返す必要があ
りますか。何故ですか。

14. イエス様は十字架での死と復活の事をどうして前もって分かっておられたでしょうか。
神様は私達に対しても計画をもっておられます。どのようにその計画を私達に示し
て下さいますか。(18-19)

15. イエス様はその受難について語られた時に一回も復活の話を怠らなかった事は何故で
しょうか。(19)　私たちはどうしてその事実を語らないのでしょうか。

16. 弟子たちはどうしてイエス様の話を理解しなかったのですか。現代の人々にゴルガタ
の十字架と復活の話をするのを難しくしているのは何でしょうか。

ヤコブとヨハネの母の願い　20:20-28

17. ヤコブとヨハネのお母さんさんがひれ伏してお願いした事は彼女自身とその信仰につ
いて何を語っていますか。(21-22)

18. ゼベダイの息子たちとそのお母さんの関係はどんなものだったでしょうか。お母さん
を通して願いをするのは何故だったでしょうか。(20)

19. 私たちは愛する人々の為にどの様な動機で執り成しの祈りをしますか。(21)

20. ヤコブとヨハネの願いは彼らの信仰について何を語りますか。(21)　彼らの願いは間
違っていたでしょうか。(黙示録 3:21を参照に)

21. イエス様の杯は何を意味しますか。(22；ルカ12:49-50を参照に)

22. 二人の「出来ます」という返事は正しかったでしょうか。(22-23)　彼らの杯は何で
したか。

23. イエス様の答えは父なる神様とイエス様の関係について何を表しますか。(23)

24. 他の弟子たちの憤慨の理由は何だったでしょうか。(24)　あなたは神の国でどの様な
地位に就きたいですか。あなたの愛する方々の場合どうですか。

25. 偉くなる道は何ですか。(25-27)　あなたは偉くなりたいのですか。誰にそれを認め
て貰いたいのですか。

26. イエス様は偉くなることを禁じましたか。(26)　そうでなければ、どうしてですか。
イエス様はどのような模範を示されましたか。(ヨハネ13:1-20を参照に)

27. イエス様の愛の本質は何処に見えましたか。(28)

28. 贖いとはどういう意味ですか。(28)　イエス様の贖いはどのような事を含めますか。
(ルカ1:68；ロ-マ3:24；8:23；1コリ1:30；ガラテヤ3:13；エペソ1:7；テトス
2:14を参照に)
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二人の盲人をいやす　20:29-34

29. イエス様が古いエリコと新しエリコの町の間を歩かれた時に二人の盲人は何処にいま
したか。群衆がどうしてイエス様についていったでしょうか。彼らは何処に行く途
中でしたか。(17,29-30)

30. 盲人たちの信仰がどのように現れましたか。(30,31,33)

31. 信仰とは一体何でしょうか。(30)　信仰はどう試されましたか。(31)　あなたの周り
の人々はあなたの信仰をどう見ていますか。

32. イエス様は盲人たちにどの様な質問をなさいましたか。(32)　あなたのイエス様に対
する願いは今何ですか。私たちの願いと祈りが明確であることはどうして大切です
か。

33. 信仰の結果は何でしたか。(34)

マタイの福音書 　21 章

エルサレムに迎えられる　　21:1-11

1.　イエス様は二人の弟子にどんな命令をなさいましたか。(1-3)その命令はイエス様の
権威ついて何を語っていますか。

2.　イエス様はあなたの何を必要としておられますか。(3) 

3.　私達が自分の決断力の範囲で行動する時に、他人に自分がやっている事を説明する必
要がありますか。(2-3)

4.　旧約聖書と新約聖書はどのように繋がっていますか。イエス様がロバとロバの子に載
る事はどういう意味でしたか。(4-5；ゼカリヤ9:9を参照に)

5.　イエス様の王である権威はどう現れますか。(5)　イエス様はあなたの人生を支配し
ますか。どのようにですか。

6.　「シオンの娘」と言う表現はどういう意味ですか。(5)　あなたはその中に属してい
ますか。

7.　服をロバの上に敷いたり、服や葉っぱを道に敷いたりすることは何を表しますか。
(7-8)　現代も赤のマットを支配者の前に敷くのは何のためですか。

8.　誰も乗ったことのないロバの子に乗るのはやさしい事と思いますか。どうしてイエス
様にそれが出来たでしょうか。(7) 暴れる私たちをイエス様はコントロ-ル出来るで
しょうか。

9.　群衆と弟子たちはイエス様をどう褒めたたえました。(9)　あなたは主をどう褒めた
たえますか。　

10. 「ホサナ」とはどう言う意味でしょうか。(9) どうしてイエス様に「憐れんでくださ
い」と叫ぶことは賛美を意味しますか。あなたは主をどう褒めたたえますか。

11. 祝福と言う言葉にはどんな事が含まれていますか。(9)

12. 「ダビデの子」は何を指すでしょう。(10)又、いと高き所は何処ですか。

13. エルサレムへの入場は人々にどの様な質問を起こしましたか。(10-11)　あなたはそ
れにどう答えますか。

14. 群衆の答えは何を物語りますか。(11)
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神殿から商人を追い出す　21:12-17

15. イエス様は何故神殿を清めましたか。(12-13)　あなたの心の神殿を何が支配します
か。

16. 神殿は何の為に存在していましたか。(13；ヨハネ2:13-22；1コリ3:16-17を参照
に)

17. イエス様の時代に神殿の状態はどうでしたか。(13)　あなたの心の神殿の状態などう
ですか。

18. 神殿を清めた後でイエス様は何をなさいましたか。(14)　私たちの心の神殿が清くさ
れたら、神様は私たちをどう用いることが出来ますか。

19. あなたの祈りの場は何処ですか。(13)

20. イエス様はキリスト者の賛美をどう評価なさいますか。(15-16)

21. 子供たちの賛美を起こしたのは誰でしたか。(16；詩篇 8:3を参照に)　詩篇の作者は
どうして子供の賛美を力に繋げますか。賛美の力はどのようなものｄすか。神様は
何故その子らの賛美を願っていますか。

いちじくの木を呪う　21:18-22

22. 18節はイエス様の人間性について何を示しますか。(18；ヨハネ4:6-8を参照に)　イ
エス様はあなたの必要を何処まで理解出来ますか。

23. イエス様がなさった奇跡の中で物事をダメにしてしまうようなしるしはたったの二つ
しかありません。いちじくの木を枯れさせた意味はどこにあったでしょう。(19-20)
イチジクの木は何の比喩でしたか。このしるしにはどのようなメッセージが含まれ
ていますか。(43)

24. 信仰の祈りの力の秘訣はどこにあるでしょうか。 (21-22)

25. 祈りが聞かれる条件は何ですか。(21-22)

権威についての問答　21:23-27

26. イエス様は神殿で何をしていましたか。(23)神殿の最も大切な役割は何ですか。

27. イエス様の反対者たちはどのような質問をしましたか。宗教的な指導者達の動機は何
だったでしょうか。(23；申命記13:2-6；使徒4:7を参照に)　ある意味でこの正し
い質問にあなたはどう答えますか。

28. イエス様は何故質問で反論しましたか。(24-25)　この質問の正しい答えは何ですか。
(ルカ1:13-17；マタイ11:7-10を参照に)　バプテスマのヨハネの洗礼はどんな意味
を持ちましたか。(マルコ 1:4-8参照に)

29. 祭司長や民の長老たちはどう応えましたか。(25-27)　何故そうしましたか。困難な
場面に出会った際に、あなたに真実を語らないようにさせるのは何ですか。

30. イエス様は好奇心だけによる質問に何故答えられないのでしょうか。(27)主から答え
を得るには好奇心の他に何が必要ですか。あなたはどのような姿勢で聖書の御言葉
を読みますか。

「二人の息子」のたとえ　21:28-32

31. イエス様は理論的な知識だけに止まっていた人々に二人の兄弟の喩えで何を語りた
かったでしょうか。(28-31)
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32. どうして聖書知識は神様の御心に従いたくない人たちには無駄ですか。(28-31)

33. 純粋な悔い改めは人を何処に導きますか。(29)　あなたの悔い改めはどうですか。

34. 空っぽの約束をした人をイエス様は誰に比べましたか。(31)　それでは兄を誰に比べ
ましたか。(32)

35. イエス様がバプテスマのヨハの伝道ネについて使われた「義の道」と言う表現は何を
意味しますか。(32；ルカ7:29-30を参照に)

「ぶどう園と農夫」のたとえ　21:33-46

36. 例え話の家の主人と農夫達は誰をさすでしょうか。(33)

37. ぶどう園の実または収穫とは何を意味するでしょうか。(34)　神様は私たちから何を
期待しておられますか。

38. 農夫達はどんな酷い事を続けたでしょうか。 (35-40)　なぜでしたか。彼らの行為は
私達にどんな警告になりますか。

39. イエス･キリスト様を拒否した結果どうなりますか。(41-44)　歴史の中にこ例え話は
どのように実現しましたか。

40. 礎の石(隅の親石)は何を指すでしょうか。(42)あなたの人生の基礎は何でしょうか。

41. イエス様につまずくまたは倒れるとは何を指しますか。またイエス様に粉みじんに打
ち砕かれるとは何を指しますか。(44)

42. どうして祭司長たちはイエス様を捕えようとしたのですか。(46)あなたは自分自身の
真実に直面しなければならない時、どう反応しますか。

マタイの福音書 　22 章

「婚宴」のたとえ　　22:1-14

1.　喩えの王様は誰の事ですか。その王子は誰ですか。その僕たちは誰の事ですか。(2-
3)

2.　キリスト者はどのような最終的な婚礼に招かれていますか。(2；イザヤ25:6-9；黙
示録 19:7-9を参照に)

3.　天国の披露宴を誰が準備しますか。(4)　招待は何人に送られたでしょうか。あなた
は招待されていますか。招待状はあなたにどのように届けられましたか。

4.　王様の僕たちの使命は何でしたか。(3,9)　神の国に於いてあなたの使命は何ですか。

5.　神様がその招きを繰り返してされた事は神様について何を物語りますか。(3,4,9)

6.　招待された人々はどうして来ようとしなかったのですか。彼らはどの様な口実で招待
を拒んだのですか。本当の理由は何だったでしょうか。(5)　あなたが神様の招きを
断った経験があったなら、どんな理由でしたか。

7.　イエス様が最初に招かれた人々とは誰のことを言及されていたのでしょうか。(5-6)

8.　初めのグル-プの人々は招きを断り、また招待した者に乱暴した事によりどのような
結果をもたらせましたか。(7)　それは歴史の中に喩えはどのように実現しましたか。

9.　招かれた人々はそれにふさわしくなかったという事はどういう意味ですか。(8)

10. 王様は招待した人たちが来なかったのでその僕たちにどの様な新しい役目を与えまし
たか。(9)　救いの招きは今どこで広めるべきですか。
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11. 神の国の宴会への招きは誰に伝えるべきですか。(10)　その招きはあなたのためにも
ある事をどうして疑う必要はありませんか。

12. 天国の宴会に最終的には何人ぐらい人が集まるようになりますか。(10；黙示録 7:9-
10を参照に)

13. 王様はすべての客に婚礼のための服装を提供したにもかかわらず何故ある人にはその
服装がなかったのですか。(11-12)天の御国の婚礼にキリストの贈り物としての義の
衣を着ていない人はどうして入れないのですか。

14. 最後の裁きの時に自分の行いとよい生き方を頼りにする人々の運命は何ですか。(13)

15. 神様の招きはどのぐらい広範囲にわたっていますか。神様の選びは何によりますか。

皇帝への税金　22:15-23

16. 皇帝に税金を払うのか払わなくてもいいのかという質問を通して、イエス様に敵対す
る人々はイエス様をどのようなわなにかけようとしたのでしょうか。(15-17)

17. 何がパリサイ派の人々とロ-マの支配と協力するヘロデ派の人々を一緒に行動るるよ
うにさせたでしょうか。(15-16)

18. 話の内容は正しくても間違った動機でご機嫌を取ろうとするような言い方にはどう受
け止めるべきですか。(16)　あなたは人にどの様なおべっかやお世辞を言いますか。
真実だけを語るだけで何故不十分ですか。

19. イエス様は何故偽善者にその罪を指摘しますか。(18)　それはどうしてそのような人
に対する愛なのですか。

20. イエス様の見事な答えにはどんな意味がありますか。(19-21)

21. 人間は誰の肖像ですか。(21)　税金を集める人に何を与えるべきですか。神様に何を。
(ロ-マ13:1-7を参照に)

22. イエス様の優れた話しの性質は何によりますか。(22)　それは不誠実な人にどの様な
影響を及ぼしましたか。それは私たちにどのような結果をもたらすべきですか。

復活についての問答　22:23-33

23. 「体の復活がない」と言う主張は何に基づきますか。(29)　体の蘇りをどのような根
拠で信じる事が出来ますか。(31；1コリ15:3-8；12-23を参照に)

24. 体の復活を否定したサドカイ派の人々の質問の狙いは何でしたか。(24-28；申命記
25:5-6を参照に)　復活を笑いものにする人にどう応えるべきですか。

25. 29節によるとサドカイ人達は「たいへんな思い違いをしている」イエス様が言われ
ましたが、その間違いはどんな所に現れましたか。イ(23)　ロ(24)ハ(29)

26. 人が復活した後にはどのような状態にいるのでしょうか。(30-32；1コリ15:35-53参
照)あなたはどのような根拠に基ずいて他界し死者の中から復活することが出来ます
か。

27. 信仰をもって亡くなられた方々の状態は今どんなものでしょうか。(32；ルカ16:19-
31；黙示緑 5:13-14,6:9-11を参照)

28. 旧約聖書の一つの筋道は先祖の生きている神様と言う事です。先祖に対するキリスト
者の姿勢はどうあるべきでしょうか。(32；ヨハネ8:31-40参照に)

29. 「土江さん、高橋さん、ピヒカラの神様」という表現を使えるなら,それは神様と私
達の関係について何を語るでしょうか。(32)

30. 信仰的に異端に陥っている人を真理に導くためにはどうしたらよいでしょうか。(29)
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31. 群衆はイエス様の教えをどう受け止めましたか。(33)　あなたはどうですか。

最も重要な掟　22:34-40

32. 神様のみ言葉を正しく理解していても、どうして動機の間違っている人には何の役に
も立たないでしょうか。(34-36)

33. 戒めの中に優先順序が大切ですが、どうして神様を愛する事が一番大切でしょうか。
(37,38)あなたは自分の人生で色々の事を守ろうとしていますが、その中に一番大切
は何ですか。

34. 最も大切な二つの戒めは互いにどんな関係にありますか。(37-39)　神様と人に対す
る愛は何処から湧き出ますか。

35. 神様と人に対する愛の戒めはどうして旧約聖書の要約になりますか。(40)　十戒の役
割は何ですか。(ロ-マ13:8-10を参照に)

ダビデの子についての問答　22:41-46

36. メシヤ(キリスト)とダビデの関係の質問でイエス様は何を教えましたか。(41-45)

37. イエス様は今日何処におられますか。又何を待っておられますか。(44；詩篇
110:1；ヘブル1:3,13を参照に)　あなたは何を期待しますか。

38. 神の国の中に入ることとイエス様をキリストと認め告白することとどんな関係にある
でしょうか。(43)

39. ダビデの詩篇はどのように生まれましたか。(43)　旧約聖書の他の箇所はどうですか。

マタイの福音書 　23 章

高ぶりに対する警告　　23:1-12

1.　イエス様はこの教えを誰の為に与えたでしょうか。(1)　イエス様の教えの対象者を
見分けるのは何故大事ですか。

2.　モ-セの座とはどういう意味ですか。(2)　神様の言葉を解釈する人はどんな権威を
持っていますか。何故自分勝手に語ることが許されないのですか。

3.　イエス様は律法学者とパリサイ派の人々の教えをどう評価しましたか。(3)　あなた
の生き方と教えは一致していますか。そうでないなら、何をすべきですか。

4.　イエス様はどうして偽善者とその生き方を攻撃しましたか。(4-7)

5.　中身のない律法学者とパリサイ人の宗教の動機付けは何だったでしょうか。(5-7)　
あなたの信仰は何処まで人の意見や人に認められたい事によって左右されますか。

6.　人からの注目と評価を求める事は神様との関係について何を表しますか。(5-7)　偽
善は私たちの中にどう現れますか。それはどうしてキリスト者にとって大きな誘惑
ですか。

7.　キリスト者同士の関係はどうあるべきですか。(8)　お互いをどう呼ぶべきですか。

8.　「父」と呼ばれるのはこの文脈で何を意味しますか。(9)　いくつかの宗派の中でこ
のイエス様の戒めに反してどうしてある指導者を「父」と呼んでいるのでしょうか。

9.　イエス様が唯一の「師」であることはあなたにとって何を意味しますか。
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10. 神の国の地位の配列はどうなりますか。(11-12；ピリピ 2:5-11を参照に)

忌まわしい者だ！　23:13-36

11. イエス様の時代の律法学者たちの罪は何でしたか。(13-33)現代の牧会者たちの罪は
何でしょうか。　あなた自身の罪は何でしょうか。

12. 偽善は何故イエス様が一番厳しく非難された罪でしょうか。(13,15；ルカ11:39-
52；12:1-3を参照に)　それは何故救いを求めようとする人からも救いを奪いますか。

13. 偽善の背後にどの様な貧欲が潜んでいますか。(14)　欲張りの罪に打ち勝つ道は何で
しょうか。

14. 偽善の罪の最も酷い悪影響は何ですか。(15)　あなたは伝道する時にどのような生き
方の模範を提供しますか。

15. 律法学者とパリサイ人の盲目はどう現れましたか。(16-22)あなたの人生にどの様な
盲目のスポットがありますか。

16. イエス様は誓いについて何を教えられましたか。(20-22；マタイ5:33-37を参照に)

17. 正しい施し(人を経済的に助ける事)はどんなものですか。(23)　その動機は何ですか。
あなたは自分の物をどう分けますか。

18. 宗教的な人間の相対的な判断力は何処まで捻じ曲がる事が出来ますか。(24)今日に見
られる実例を挙げて下さい。

19. 本当の清潔さはどんなことですか。(25-28；1ヨハネ1:7を参照に)

20. 今日の人々はどのように昔の預言者たちの記念碑を立てますか。(29-31)　昔のリバ
イバルの指導者たちの悔い改めを迫ったメッセ-ジが拒否されていても、何故彼らが
尊敬されていますか。

21. イエス様は32節と34節でどの将来の出来事を指しましたか。

22. 滅びの裁きから救われる唯一の道は何ですか。(33)　今日も滅びについて警告しなけ
らばならない理由は何ですか。

23. どうしてイエス様の時代の人々は過去の預言者たちの殺害の責任を負わなければなら
なかったのですか。昔の預言者たちは誰の到来を預言したでしょうか。(34-36)

24. どのように過去の世代の人々の罪の裁きはイエス様の時代の人々が受けましたか。
(35-36,38)　そのようになったのですか。

25. イエス様がどうして律法学者とパリサイ人に「災い」を叫ばなければならなかったの
ですか。(37-39)

エルサレムのために嘆く　23:37-39

26. イエス様はどのような気持ちでエルサレムとその住民を見ましたか。(37；ルカ
19:41-44を参照に)

27. エルサレムの破壊の理由は何でしたか。(37-38)　もし悔い改めないなら、私たちの
国民の運命はどうなりますか。

28. 最後にイエス様はエルサレムの住民にどのような約束をなさいましたか。(39；ロ-マ
11:25-27；黙示録 1:7を参照に)

49



マタイの福音書 　24 章

神殿の崩壊を予告する　　24:1-2

1.　私達は立派な建物を見た時に、どのように対応すべきでしょうか。(1,2)

2.　イエス様のエルサレムについての預言は何時とどのように実現しましたか。(2)　な
ぜそうなりましたか。(ルカ13:33-35を参照に)

終末の徴　24:2-14

3.　オリ-ブ山はイエス様の公の活動とその再臨に於いてどのような役割を果たしました
か、又果たすでしょうか。(3；ゼカリヤ14:4を参照に)

4.　弟子達はどんな二つの質問をしました。(3)イエス様の答えは24:4-14,29-44でどち
の出来事を指しますか。エルサセムの破壊は15-28で描写されますが、その時の苦難
状態はイエス様の再臨の前の状態にも似ています。

5.　イエス様は何故惑わされないように警告して、又それを再び繰り返しますか。(4-
5,11,26)偽預言者と偽キリストは現代働いていますか。ほんものと偽者をどのよう
に区別できますか。(7:15-23；2テサ2:2-4；1ヨハネ4:1を参照に)

6.　イエス様の再臨の前にどんな恐ろしい事が起こりますか。(6,7,9,10,12)どうしてで
しょうか。

7.　戦争が起こるのはどうしてでしょうか。戦争は人類にどの様な選択を要求しますか。
(6)　神様は戦争状態の中にどの様に支配されますか。

8.　イエス様の再臨の前に何故多くの地震、飢饉、疫病が起こりますか。(7)　それらの
中にどの様な神様のメッセ-ジが人類に含まれていますか。

9.　今日にまでに、そのような出来事がどのぐらい実現しましたか。またそれらはイエス
様の再臨が近ずいている事ついて何を語っていますか。(8)

10. イエス様の再臨の直前にどの様な特別な出来事が起こりますか。(9-12；2テサ2:3-
4；黙示録 13:11-17；16:13-15を参照に)

11. 私たちは今日苦難の中にあり御名のために迫害されているキリスト者の為に何をすべ
きですか。(9)

12. どうして多くのキリスト者が信仰を捨て、他のキリスト者を裏切りますか。(10)

13. 社会の中に不法がはびこる時にキリスト者にはどの様な危険がありますか。(12)　私
たちは現在この点においてどんな状態ですか。

14. こんな状況の中にどの様に耐えられますか。(13,20,22,35,42)

15. こんな状況の中に何が出来ますか。(14)状況がどうであれ、キリスト者の最も大切な
使命は何ですか。迫害の中でもどの様に証が出来ますか。

大きな苦難を予告する　24:15-28

16. イエス様は70年に起こったエルサレムの恐ろしい破壊についてその弟子たちにどの
様な指示を与えましたか。(15-18)

17. ダニエルが『荒らす憎むべき者』について預言した事は何を指しましたか。(15；ダ
ニエル11:31を参照に)　エルサレムキリスト者達は AD70年にどのようにして生き残
りましたか。
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18. エルサレムは何故破壊されましたか。(2,21；申命記32:35；ダニエル9:26；ホセ
9:7；ルカ19:41-44を参照に)　私たちの町が神様の仕返し、すなわち正しい裁きを
実行されることを恐れるべきですか。(マタイ11:20-24を参照に)

19. エルサレムの運命について語るイエス様の気持ちはどうだったでしょうか。(19；ル
カ19:41-44を参照に)　私たちは自分の町や国の罪深い生き方をどう見ますか。

20. エルサセムの破壊はイエス様の再臨の前に起こる苦難であることをどのように前ぶれ
していますか。(21)

21. イエス様はキリスト者を終わりの時代の苦難と迫害の中にどの様に守って下さいます
か。(22；黙示録 2:10；3:10；7:3；9:4を参照に)

22. 偽キリストの出現はどのように現れますか。信仰を持つキリスト者は選民と呼ばれま
すが、イエス様の再臨の前にどの様な危険にさらされるでしょうか。(24)

23. イエス様はその再臨の前の状態についての預言をどうして与えて下さいましたか。
(25；黙示録 1:3を参照に)

24. キリスト者はどのような事を信じては行けませんか。(26)　キリスト者はどうして人
よしであってはいけませんか。真理に基づく信仰はどんなものですか。

25. イエス様の再臨はどのように起こりますか。(27,29-31)あなたはイエス様の再臨に対
してどのような準備をしていますか。

26. 「死体」と言う表現は世の罪深さと多くが信仰を捨ててしまった状態を表しています。
ところで私たちが今生きているこの時代はどうでしょうか。(28)

人の子が来る　24:29-44

27. イエス様が再び来られる前にどの様な事が起こりますか。(29；イザヤ13:10；エゼ
32:7；ヨエル2:10；使徒2:20；黙示録 6:12-17を参照に)

28. 人々はどうして恐怖で満たされますか。(30；黙示録 6:12-17を参照に)

29. イエス様の再臨される時はどのような姿で来られますか。(30)

30. イエス様の再臨の目的は何ですか。(31,40-41)この時を喜んで待っていますか、それ
とも怖れで待っていますか。

31. イエス様の再臨の前兆からどんな結論を引き出さなければなりませんか。 (32-33)　
イチジクの木はここでは何を指しますか。(ルカ13:6-9；21:29を参照に)

32. 「この時代」として翻訳された表現は「この世代」「この国民」とも翻訳できますが、
それは何を指しますか。(34)

33. 滅びることがなものとは何でしょうか。(35) あなたは聖書をどんな姿勢で読みます
か。

34. イエス様の再臨の時は何時でしょうか。それはなぜ啓示されていないのでしょうか。
(36；使徒1:7を参照に)

35. 一般的に人たちはイエス様の再臨を待たないのは何故ですか。再臨の前兆が現れたと
してもどうして教会も眠ってしまう恐れがありますか。(37-39)「平和、平和」と主
張する人について聖書は何故警告していますか。

36. 人類はイエス様の再臨の時にどの様に真っ二つに分かれますか。(40-41)

37. イエス様の再臨の時に誰が裁きを免れることが出来ますか。何故ですか。(42)

38. どのようにすれば信仰をもったキリスト者は目を覚ましていることが出来ますか。
(42-44,45)　イエス様の再臨を待っているあなたの使命は何でしょうか。
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忠実な僕と悪い僕　24:45-51

39. 本当の知恵はどんなものですか。(45)

40. イエス様はどうして成果よりも忠実さを強調しますか。(45)

41. 主人の帰りを待つ僕の役目は何ですか。(45)　あなたの場合それは何ですか。

42. どの糧の事について特に務めるべきですか。

43. イエス様の再臨を待つ人はどうして幸せですか。(46)

44. 再臨の時に忠実な僕はどのような新しい使命を受けますか。(47；25:21-23；2テモ
テ2:12；黙示録 2:26)

45. イエス様の再臨を見失ったキリスト者は何処へ陥る恐れがありますか。(48-49)

46. 目を覚ましていない僕の運命は何ですか。(50-51)

47. 目を覚ましていない状態は何故大変危険ですか。それによる酷い結果は何ですか。
(51)

マタイの福音書 　25 章

「十人のおとめ」のたとえ　　25:1-13

1.　25章の三つの喩えはキリスト者が目を覚ましてイエス・キリスト様の再臨を待つ姿
勢を語りますが、一番目の喩えの視点は何でしょうか。(1-13)

2.　当時のユダヤ人の婚礼の習慣はどんなものでしたか。(1)　花婿が婚礼の準備が出来
たら花嫁を向かいに行きます。そして披露宴は花婿の実家で行われました。

3.　賢いおとめと愚かな娘たちはどう違いましたか。(2-4)

4.　灯の油は何を意味しますか。(4)　聖書は油をどのような事柄に引用されていますか。

5.　この喩えはイエス様の再臨の時間について何を教えますか。(5)　イエス様の再臨を
待つ人にどの様な誘惑がありますか。あなたは眠気からどう守られますか。イエス
様の再臨は今まで伸びたのは何故でしょうか。(2ペテロ3:9-13を参照に)

6.　イエス様の再臨の時に何が問われますか。(6-7)

7.　人は他の人にどうして聖霊様の油を分ける事が出来ないのですか。(8-9)

8.　何時になれば悔い改めはもう遅すぎますか。(10)

9.　喩えの扉は何を表しますか。(10)

10. 主は何故聖霊様を持たない人を知りませんか。(12)

11. イエス様の再臨について私たちはが知ることが出来ないのは何でしょうか。(13)　神
様はどうしてイエス様の再臨の時を示して下さらなかったのですか。

「タラントン」のたとえ　25:14-30

12. この喩えの男は誰んことですか。彼は何処へ行きましたか。(14)　僕たちは誰の事で
すか。

13. 私たちの持っている財産は誰のものですか。(14)
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14. 僕たちに何が預からせられましたか。(15)　彼らはその仕事を誰の財産を使ってやり
ましたか。(タラントは6千デナリに相当する価値ですなわち20年の賃金に相当する
金額です。)

15. 喩えはそれぞれのキリスト者に与えられた賜物の違いについて何を語りますか。
(15；ロ-マ12:6-8；エペソ4:7を参照に)　どうして神様はそれぞれに違うタラント
を下さいますか。賜物の大きさとその責任はどう比例しますか。キリスト者はどう
して他人を妬む必要がありませんか。もし妬むならそれはどうしてですか。

16. あなたはどのような賜物を持っていますか。それをどう用いていますか。(16-18)

17. 「よほどたってから」と言う表現はイエス様の再臨の時期について何を教えますか。
(19)

18. 私たちはどのような清算をしなければならないのでしょうか。(19；2コリ5:9-10を
参照に)

19. 一番目の僕はどのような報いを貰ったのですか。(20-21)　その賃金の根拠は何でし
たか。(21；ルカ16:10を参照に)

20. 二番目はどうでしたか。(22-23；黙示録 19:5-9)

21. 三番目の僕はその責任をどう怠りましたか。それをどう弁明しましたか。(24-25)　
奴隷の恐れと子供が父親を恐れるのはどう違いますか。あなたをどのような恐れが
支配しますか。どうして恐れは神様に口実として通用しないのですか。

22. 僕の間違った行為の本当の理由は何でしたか。(26)　最終的に私たちは何を基準とし
て裁かれますか。(ヨハネ12:47-48を参照に)

23. どうして多くの場合善を怠る事は悪い行為よりも大きな罪ですか。(23)

24. 神の国にはどのような原則が働きますか。(29)　それは今日私たちの中にどう現れま
すか。

25. 怠ける僕の運命は何ですか。(30)

すべての民族を裁く　25:31-46

26. イエス様が栄光と共に再臨される時に何が起こりますか。(31)

27. 聖書はイエス様の権威について何を教えますか。(31；ヘブル1:8;4:16；黙示録
3:21；4:2-6,10-11；5:6；7:14-17；20:4,11-12；21:3-5；22:1-3を参照に)

28. 最後の裁きの時に人々はどのように分けられますか。(32-33)　何故ただ二つの種類
の人しかいませんか。そのことをよく覚えていることはどうして大切ですか。

29. 父なる神様に祝福された人々の運命は何ですか。(34)

30. 救われる人の為に御国が何時用意されましたか。(34)　それは神様の救いの計画につ
いて何を教えますか。

31. 人々は何を基準として裁かれますか。(35-36,42-43)　悪い行いについてこのところ
で何も触れていないのは何故ですか。

32. 救われる人々はどうしてそのよい行いを知らないのですか。(37-39)　その行いを起
こした動機は何だったでしょうか。

33. あなたはどのぐらい貧乏人や病人や囚人の世話をしますか。(37-39)

34. キリスト者は誰の為にその行いをしますか。(40；コロサイ3:23を参照に)

35. 永遠の火は誰の為に用意されていますか。誰がそれを準備しましたか。(41)　滅びの
中に誰が支配しますか。
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36. 呪われた人々はどうして滅びに行かなければならないのでしょうか。(42-43)どうし
て多くの場合善を怠る事は悪い行為よりも大きな罪ですか。

37. 滅びに至る人々はどのように自分を弁明しようとしますか。(44)

38. 彼らの口実はどうして受け入れられないのですか。(45)

39. 人類の最終的な運命は何ですか。(46)　あなたはどちのグル-プに属しますか。

マタイの福音書 　26 章

イエスを殺す計略　　26:1-5

1.　イエス様は弟子たちにどの様な神様の決定とその時を明らかになさいましたか。(1-
2)

2.　過ぎ越しの祭りは何の記念に行われましたか。(1、出エジプト記12:1-30参照)どう
してイエス様の十字架での受難は過ぎ越しの祭りの時に行われなければならなかっ
たでしょうか。

3.　祭司と律法学者たちは同じ時期にどんな決定をしましたか。(3-4)

4.　彼らの決定通りになりましたか、それともイエス様の計画通りになりましたか。(ヨ
ハネ12:20,23を参照に)

ベタニアで香油を注がれる　26:6-13

5.　マリアがイエス様に香油を注いだ出来事はいつどこで起こりましたか。(6-7；ヨハネ
12:1-8を参照に)

6.　マリヤのイエス様に対する愛はどのように現れましたか。(7)

7.　ナルド油はどのぐらい高価なもでしたか。(7,9；マルコ 14:5を参照に)　あなたは一
年間の賃金ぐらいのプレゼントを誰にあげたいのですか。

8.　マリヤは何故そのようにしたのでしょうか。少なくとも二つの理由を挙げてください。
(7、11,12)

9.　弟子たちの姿勢は彼ら自身について何を表しましたか。(8-9)

10. イエス様はマリヤの行為(礼拝)をどのように評価なさいましたか。(12-13)

11. もしかしたらイエス様が亡くなる前に受難と死の意味が分かった唯一の人物はマリヤ
だったかもしれません。もしそうであるなら何故でしょうか。(12；ルカ10:38-42；
ヨハネ11:29-44を参照に)

12. どうしてイエス様はマリヤの行為は全世界の福音伝道の時に語らなければならないと
要求されたのでしょうか。(13)

13. あなたはイエス様をどのぐらい大切に思いますか。イエス様を愛していますか。もし
そうであるなら何故ですか。

ユダ、裏切りを企てる　26:14-16

14. ユダはどうしてイエス様を裏切る道に至ったのでしょうか。(14-15；ヨハネ12:4-
6；13:26-30参照)

15. ユダはイエス様の価値をどの位だと思ったでしょうか。(15)　その金額は120日の賃
金に相当して奴隷の価値でした。ユダの評価とマリヤの行動を比べて下さい。
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16. お金への欲ばりはどのぐらいの力を持っていますか。(16)　それは今日の人々にどの
様に働いていますか。(1テモテ6:10を参照に)　お金で得られるものと得られない
ものを比べて見て下さい:

食物はお金で買えるが、食欲は買えない。
薬はお金で買えるが、建康は買えない。
寝台はお金で買えるが、睡眠は買えない。
知識はお金で買えるが、知恵は買えない。
化粧品はお金で買えるが、美しさは買えない。
別荘はお金で買えるが、心地よさは買えない。
快楽はお金で買えるが、喜びは買えない。
友だちはお金で買えるが、友情は得られない。
使用人はお金で買えるが、忠実さは得られない。
静かな日々はお金で得られても、平安は得られない。

過越の食事をする　26:17-25

17. 過ぎ越しの食事にはどんな意味がありましたか。(17；出エジプト記12:1-30参照)

18. イエス様より日々の働きにも具体的な導きを期待できますか。(18-19)　どの様に。

19. イエス様があなたのすべての事と他にも何んでも知っておられという事はあなたに
とって何を意味しますか。(18)　あなたは毎日の生活の中にどのように導きを求め
ますか。

20. イエス様は食事の途中で聖餐式を定める前に何を暴露しましたか。(20-21)

21. 弟子たちは何故大変悲しくなったのでしょうか。(22)　あなたがイエス様を裏切らな
い確信がありますか。自分自身と自分の弱さをどう知る事が出来ますか。それが分
かってもどの様にイエス様に対する信仰を保つことが出来ますか。

22. ユダの裏切りによって何が成就しましたか。(24)　それにも関わらずユダはその行動
の責任をどうして免れる事が出来なかったのですか。裏切者の運命はどんなもので
しょうか。

23. イエス様はユダの計画を完全に知っていましたが、それをどうしてユダに語りました
か。(25；ヨハネ13:26-27を参照に)

主の晩餐　26:26-29

24. 聖餐を定めるのはイエス様にとってどんな意味があったのですか。(26)　聖餐式はあ
なたにとってどんな意味を持つでしょうか。

25. 弟子たちにパンを渡す前にイエス様は何故それをさきましたか。(26)　イエス様の御
前に砕かれる心で接するとどの様な祝福が与えられますか。

26. イエス様はパンを何と呼びましたか。(26)　それはどういう意味ですか。

27. 葡萄酒を弟子たちに渡す前にイエス様はどうして感謝の祈りを捧げましたか。(27)　
聖餐式と祈りはどんな関係にありますか。食前の祈りの意味は何ですか。それは聖
餐式の前の感謝の祈りとどう違いますか。

28. 神様と人類の間の新しい契約は何時結ばれましたか。(28)　それは旧い契約とどう違
いますか。それらの共通点は何ですか。(出エジプト24:5-11；エレミヤ31:31-34を
参照に)

29. どうして罪の赦しの条件には血を流さなければならないのですか。(28；ヘブル
9:12-14,22；10:19-20；13:12,20を参照に)
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30. 聖餐式は将来のどのようなことを指していしますか。(29)神の国の完成はどんなこと
ですか。

ペトロの離反を予告する　26:30-35

31. 感謝の賛美をするのはあなたにとってどんな意味を持っていますか。イエス様と弟子
たちは聖餐の後で何故賛美の歌を歌いましたか。(30)

32. イエス様はこの預言で弟子達をどのように守ろうとなさいましたか。 (31-31,34)

33. 羊飼いでおられるイエス様を誰が打ちましたか。(31)　それはイエス様の十字架の死
について何を教えますか。

34. イエス様はその復活の後で何をしましたか。(32)

35. ペテロや他の弟子たちは本気でイエス様と一緒に死ぬ覚悟があると言ったでしょうか。
(33,34)　何故言ったでしょうか。

36. ペテロたちは自分自身をどのぐらい知っていたでしょうか。(33,35)あなたは自分の
弱さを知っていますか。何故自分の弱さを知る人こそ強いのですか。

ゲツセマネで祈る　26:36-46

37. イエス様はオリブ山で祈るために退かれた時に弟子たちにどの様な勧めをしましたか。
(36,38,41)祈りは誘惑にあう時にどんな役目を果たしますか。

38. イエス様はどうしてゲッセマネの祈りの時にペテロとヨハネとヤコブを連れて行かれ
たでしょうか。(37,38)

39. イエス様の苦しみの原因は何処にあったでしょうか。(38；ヨハネ12:27-33参照)

40. イエス様はどんな姿勢で祈られましたか。それはイエス様の父なる神様に対する態度
について何を示しますか。あなたの祈りはどうですか。

41. イエス様はどうして十字架の苦しみを避けたかったでしょうか。(39)

42. イエス様は父なる神様の御心が何であると分かっていましか。それにしても苦しみか
ら解放されることをイエス様がお祈りされたことから何を学ぶことが出来ますか。
(39)

43. 弟子たちはどうして寝ていましたか。(40)

44. 誘惑にあう時に祈りはどうして必要でしょうか。(41)あなたは弱さを経験する時にど
う祈りますか。

45. どうしてイエス様は同じ祈りを三回も天の父の前で繰り返されましたか。(42-45)　
同じ祈りを繰り返すことにはどんな意味がありますか。

46. イエス様は弟子たちをどのように起こしましたか。(45-46)　何故彼らがその時まで
眠っている事を許されましたか。

裏切られ、逮捕される　26:47-56

47. ユダはどうしてイエス様に口付けをして裏切りましたか。(47-49)

48. イエス様がユダに質問した事で何を求めておられたのしょうか。(50)　イエス様の心
は裏切り者に対してもどんなものでしたか。

49. ペテロが剣を出して、祭司長の僕の耳を切った事とその前に眠ったことは何か関係が
あるでしょうか。又後にペテロがイエス様を知らないと否定したこととどう結びつ
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いていたでしょうか。(51)私たちは困難な場面にどのように備えたらいいでしょう
か。

50. 暴力に頼る人の結末はどうなるでしょうか。(52)

51. イエス様は逮捕を免れる事が出来てもどうして逃げませんでしたか。(53-54)

52. イエス様を捕えに来た群衆に話された狙いは何だったでしょうか。(55-56)

53. イエス様が捕まえられた事で何が実現しましたか。(56；ヨハネ10:17-18；使徒
2:23-24；3:17-18を参照に)

54. どうして弟子達はイエス様が捕えられる際に逃げ出したのでしょうか。(56)

最高法院で裁判を受ける　26:57-68

55. ペテロが遠くから敵対する人々の中に入ってイエス様の成り行きを伺っていましたが
最後にイエス様を否定するまでに至りました。私達もイエス様から距離を置いて従
うことが出来ますか。(57-58)あなたはクリスチャンとしての歩みの中で人々と調子
を合わせてイエス様を否定したことがありますか。

56. 祭司長たちはイエス様の死刑を正当化するための証拠を見つけるためにどんな困難に
ぶつかりましたか。(59-60)

57. 偽証人の61節の証言は全く根拠のないものでしたか。(ヨハネ2:19-22参照)

58. 大祭司が誓いを要求した時にイエス様はどうして自分がキリストであり神の子である
ことを認めましたか。(62-63)　弟子たちと何人かの人を除いてイエス様はその時ま
でその事を公に語られなかった理由は何ですか。

59. 迫ってくる十字架での受難と死に対してイエス様はどのような姿勢と思考の中で歩ん
でおられたのでしょうか。(64)

60. イエス様はどのようにその裁判官を裁いたでしょうか。(64)　あなたは天の雲に乗っ
て再臨されるイエス様をどう迎えますか。

61. イエス様が父なる神様の権力の右に座しておられるということはあなたにとって何を
意味しますか。(64；詩篇 110:1；ダニエル7:13；ヘブル1:13；黙示録 1:7を参照
に)

62. 大祭司や他の人たちはイエス様の宣言をどう受け止めましたか。(65-66)信仰と不信
仰は現代人をどう分け隔てますか。

63. イエス様を拒むような人たちはどのように変わってしまうでしょうか。(67-68)

ペテロはイエスを知らないと言う　26:69-75

64. ペテロどこまで否定し続けましたか。(69-70,72,74)ペテロは何故知り合いのイエス
様を否定しましたか。恐怖はあなたを何処まで支配しますか。

65. 否定から絶望への道はそう遠くはありません。ペテロを絶望と自殺から守ったのは何
だったでしょうか。(75；ヨハネ13:37-14:3参照)

66. 信仰への回復の道は何処から始まりますか。(75)あなたは主の御前で罪を犯した事を
泣いたことがありますか。
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マタイの福音書 　27 章

ピラトに引き渡される　　27:1-2

1.　祭司たちは何について全会議で相談しましたか。どうしてイエス様を囚人としてピラ
トへ引き渡したでしょうか。(1-2)

ユダ、自殺する　27:3-10

2.　ユダはどのようにその後悔を表しましたか。(3-5)　後悔と悔い改めはどう違います
か。ペテロとユダの後悔を比べて見て下さい。ペテロはどの方向にそれを向けまし
たか。ユダは何処へ。あなたは罪を犯したときに誰に向かって悔い改めますか。

3.　ユダはどうして自殺でその罪を償う事が出来ると思ったでしょうか。(5；ヨハネ
17:12を参照に)

4.　祭司長たちはユダが投げた「汚い」お金で何をしましたか。(6-10；使徒2:18-20を
参照に)　その中にイエス様が語った「ブヨはこして除くのに、らくだは飲み込んで
いる」と言う言葉がどう実現しましたか。

5.　「血の畑」の購入で神様の計画はどう成就されましたか。(9-10)

6.　祭司たちはイエス様をどのくらいの値段に評価しましたか。(9)　神様はあなたの価
値をどのぐらいと評価されましたか。

ピラトから尋問される　27:11-14

7.　祭司長たちはどういう理由でイエス様を訴えましたか。(11-12)　その訴えは何処ま
で事実に基づきましたか。

8.　イエス様はピラトにどのような返答をしましたか。(11)　イエス様はどの様な王様で
すか。(ヨハネ18:36-37を参照に)イエス様が王であることはあなたにとって何を意
味しますか。

9.　ピラトは多くの質問をしましたが、イエス様はなぜ弁明しなかったのですか。(13-
14；ヨハネ19:10-11を参照に)イエス様が私たちの罪を背負うっていたなら、弁明出
来たでしょうか。

死刑の判決を受ける　27:15-26

10. ロ-マ人は過ぎ越しの祭りにどのような習慣を持っていましたか。(15)何故でしょう
か。

11. バラバはどのような人物でしたか。(16)

12. ピラトは群衆にどのような選択を与えましたか。彼の狙いは何だったでしょうか。ど
うしてイエス様を釈放したかったでしょうか。(17-18)

13. 神様はどのような方法でピラトの良心に訴えようとなさいましたか。(19)　神様は今
の時代に夢をどのように用いますか。

14. 祭司長たちと群衆の選択は何でしたか。(20-21)

15. 群衆はどうしてイエス様を十字架につけろと要求したでしょうか。(22-23)　群衆は
どうしてイエス様に対して扇動されやすかったでしょうか。
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16. ピラトはローマ軍の軍隊を背後に持ち、決定権を持ち、またイエス様は無実だと知り
ながらも、何故イエス様を死刑に渡したでしょうか。(24；ヨハネ19:7,8,12を参照
に)あなたは不正をするように要求されたらどうしますか。真理とこの世の要求との
間で妥協する事はどうして不可能ですか

17. ピラトはイエス様の十字架刑の責任を群衆に追わせようとしましたが、どうして彼は
その責任を免れる事が出来なかったのですか。

18. 群衆は自分たちの上にどの様な酷い呪いをかけましたか。(25)　それは彼らとその子
らにどう実現しましたか。

19. バラバの贖い論を知っていますか。(26)　あなたがバラバであって、イエス様はあな
たに代わって裁かれたら、どう感じますか。

兵士から侮辱される　27:27-31

20. ローマの兵隊達のやり方と現代の兵隊達が今日のテレビ放送を通して暴力番組に最高
のスリルを求める楽み方とを比べてみてください。(27-31)人間の本質は変っていま
すか。あなたはテレビとインタ－ネットでどんな番組を楽しんでいますか。

21. イエス様は侮辱された時にどんな気持ちだったでしょうか。(29)　侮辱は私たちにど
う影響しますか。

22. 侮辱をする人々もどうしてイエス様についての真実を言わなければならなかったで
しょうか。(29)

23. 人間の残忍さと無慈悲さの理由は何でしょうか。(30)

24. イエス様は何故自分の服装のままで十字架刑の場所に連れて行かれたのでしょうか。
(31)

十字架につけられる　27:32-44

25. シモンがイエス様の十字架を背負わされた事は彼にとってどんな出来事だったでしょ
うか。(32)

26. イエス様が十字架がつけられたちょうどその場所で約2000年前に何が起こったで
しょうか。(33；創世記22:1-14参照)

27. どうしてイエス様は没薬を混ぜたぶどう酒を断ったでしょうか。(34；ヨハネ19:28-
30に比較して下さい。)

28. なぜイエス様は十字架につけられる前に裸にされたでしょうか。その服装はどうなり
ましたか。(35；ヨハネ19:23-24を参照に)

29. イエス様はどう言う罪状書きで死刑にされましたか。(37)

30. イエス様に対するあざけりにはどんな深い真実がありましたか。(39-43)

31. イエス様は他の人を助けるために何故自分を助ける事が出来なかったのですか。(42)

32. イエス様と一緒に両側に十字架につけられた犯罪人も共にイエス様をののしった事は
人間の罪深さについて何を物語っているでしょう。(38,44)　片方が後で苦しみの中
に悔い改めてイエス様から赦しを願って救われましたが、死に直面する時にも人々
は心を頑なにする事が出来ます。(ルカ23:39-43を参照に)　あなたは自分の罪を悔
い改めてイエス様から恵みを求める用意が出来ていますか。
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イエスの死　27:45-56

33. 正午と15時の間に何が起こりましたか。それは何を物語ったでしょうか。(45)

34. イエス様の叫びによって父なる神様に見捨てられて、御怒りの燃える苦しみにおかれ
る事は地獄の本質であるということを物語っています。私達は「我が神、我が神、
どうして罪人の私をお見捨てにならなかったのですか。」というイエス様の叫びに
戸惑いました。何故イエス様はそのように叫ばれたのですか。それは私達の身代わ
りとして受けてくださった事がイエス様の叫びによって分かります。(46)

35. イエス様はどうして最も深く見捨てられた時にも依然として神様を「我が神」と呼ぶ
ことが出来ましたか。(46)　キリスト者も最も苦しい時にどう祈ったらいいでしょ
うか。

36. イエス様の叫びによって人々はどの二つの方法で反応しましたか。(47-49)

37. 今イエス様が飲む事がだ出来た事にどの様な大きな祝福がありましたか。(48；ヨハ
ネ19:28-30を参照に)

38. それぞれの福音書はイエス様が死んだという言う表現ではなく息を引き取る書いてあ
りますがその理由は何故でしょうか。(50；ヨハネ10:17-18を参照に)

39. 神殿の幕が上から真っ二つに破られたのは、どう言う意味を持っているのでしょうか。
(51)

40. イエス様の十字架の死の勝利がどの様な結果を直ぐにもたらせましたか。(52-53)

41. 百人隊長や見張りをしていた人たちはどうしてイエス様を神様の御子として認めたで
しょうか。(54；マルコ 15:39を参照に)　百人隊長のその後の生き方がその時からど
のように変ったでしょうか。

42. イエス様に従った女たちや知り合いは何処から物事を見守っていましたか。(55)　ど
うしてですか。

43. 誰がその場にいましたか。(56)

墓に葬られる　27:57-61

44. アリマタヤ出身のヨセフはどのような人物でしたか。(57)

45. 彼は何をしましたか。(58-60)

46. イエス様が墓に置かれた事によって墓はキリスト者にとってどんな場所になりました
か。(60)

47. 葬りを誰が見守っていましたか。(61)

番兵、墓を見張る　27:62-66

48. 祭司長たちは何故次の日にピラトの所へ行きましたか。(62-64)

49. 彼らはイエス様の復活についての教えをどう受け止めていましたか。(63-64)

50. 「この惑わし」は結果としてどうなりましたか。(64；使徒5:28を参照に)

51. ピラトは何故彼らの頼みに応じたでしょうか。(65-66)
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マタイの福音書 　28 章

復活する　　28:1-10

1.　週の最初の日の明け方に誰が墓にやってきましたか。(1)　墓参りはキリスト者に
とってどんな意味を持つでしょうか。

2.　墓石はどうなっていましたか。(2,6)墓石がどういう目的で取り除かれたでしょうか。
復活したイエス様が墓から出られたためでしょうか、それとも弟子たちが墓が空っ
ぽである事が分かるためでしょうか。

3.　み使いたちはどんな姿でしたか。(3)　み使いたちの使命は何ですか。(ヘブル1:14
を参照に)

4.　墓の番兵たちはどうなりましたか。(4)　何故ですか。

5.　み使いは女性たちにどのようなメッセ-ジを語ったでしょうか。(5-7)

6.　番兵たちがショックを受けたにも関わらず女たちはどうして恐れる必要がなかったの
ですか。(5)　イエス様は何故十字架に付けられましたか。

7.　み使いはどうしてイエス様の遺体のおかれた場所を示したでしょうか。(6；ヨハネ
20:3-9を参照に)

8.　女性たちが弟子たちに伝えるために受けたメッセ-ジは福音の中心ですが、なぜで
しょうか。(7)　イエス様の十字架と復活はあなたにとってどんな意味を持つでしょ
うか。今日はキリスト者の使命は何ですか。

9.　後で甦ったイエス様は多くの人に現れましたが、何故その復活そのものを誰も見な
かったのですか。(1-7)

10. イエス様の復活は死んだ人が生き返る事とどう違いますか。(6；使徒2:24-28,30-
33；1コリ15:50-55を参照に)

11. 恐れと喜びがどうして同じ心に宿りますか。(8)

12. 彼女らを迎えたのは誰ですか。(9)　イエス様の挨拶は女性たちにとって何を意味し
たのでしょうか。私たちにはどうでしょうか。

13. 女性たちはイエス様に対する愛をどのように表しましたか。(9)　あなたはどうです
か。

14. イエス様は女性たちをどのように恐れから解放しましたか。(10)

15. イエス様は何故弟子たちにガリラヤでも会いたかったのですか。(7,10；ヨハネ21章
を参照に)

番兵、報告する　28:11-15

16. ショックから快復した番兵の一部は何をしましたか。(11)

17. あなたはお金の力をどのぐらい信じますか。(12,14)

18. 祭司長たちはどのような嘘を作って番兵たちに広めるようにさせましたか。(13-14)

19. 番兵たちは頼まれた事を何故実施しましたか。(15)

20. 何故多くの人は今現在もその嘘を信じていますか。(15)

61



弟子たちを派遣する　28:16-18

21. ガリラヤの山でイエス様に出会った弟子たちは何をしましたか。(16-17)

22. どうして一部の弟子が疑ったでしょうか。(17)　何を疑ったでしょうか。

23. イエス様はどんな権威を持っておられますか。その権威は何処まで届きますか。
(18；ヨハネ13:3；17:2；ヘブル1:13；黙示録 19:11-16を参照に)

24. イエス様はその弟子たちにどんな使命を与えましたか。(19；マルコ 16:14-18；ルカ
24:44-49；ヨハネ20:19-23；使徒1:6-8；10:42-43を参照に)　その使命を全うする
のはどうして可能ですか。(18,20)

25. その使命はどこまでの範囲に至りますか。(19)

26. その使命はどのような手段で行うべきですか。(19-20)

27. この働きは何時まで続けるべきですか。(20)

28. イエス様がキリスト者と毎日共にいると約束されたことはあなたにとって何を意味し
ますか。(20)
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