
ルカの福音書の学びの質問
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ルカの福音書 　1章

献呈の言葉　1:1-4

1.　ルカの福音書の特徴は何ですか。(1)福音書はどうして四つの書物から成っています
か。

2.　ルカの福音書の権威は何に基づいていますか。(2)

3.　福音の目撃者たちをみ言葉の奉仕者にしたのはどうしてですか。誰の事を言っている
のでしょうか。(2)

4.　ルカはその福音書と使徒の働きをどのような方法で編集しましたか。(3；使徒1:1-2
を参照に)

5.　ルカはその福音書を誰の為に書きましたか。(3；使徒1:1を参照に)

6.　この福音書の目的は何ですか。(4)
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洗礼者ヨハネの誕生、予告される　1:5-25

7.　ザカリヤとその妻はいつの時代に生きていましたか。(5)　彼らはどの家系に属して
いましたか。

8.　神様は彼ら夫婦をどのように見ておられましたか。また人々は彼らの生き方をどう見
ていましたか。(6)　神様はあなたの生き方をどう見ておられますか。又それは他の
人にどう影響していますか。

9.　この年老いた夫婦にはどんな問題がありましたか。彼らはその問題にどう対応しまし
たか。'7,13；1サムエル1:9-20を参照に)　子供がいないというのはどのぐらい大
きな問題でしょうか。(1:24-25を参照に)　現代多くの夫婦が子供が欲しくないとい
うのは何故でしょうか。

10. 祭司たちは神殿でどのような奉仕をしていましたか。(8；ヘブライ10:1-14を参照
に)　今日のキリスト者はすべて一般または共有の祭司と言われていますから、どの
様な祭司的な務めをそれぞれが行う特権がありますか。(ロ-マ12:1；15:16；1コリ
9:13-14；ピリピ4:18；ヘブル13:15；1ペテロ2:5,9を参照に)

11. 神殿では祭司たちの奉仕はどのように分かれていましたか。(9；1歴代誌24:1-19を
参照に)　ザカリヤの特別な使命は何でしたか。

12. 香をたく事と祈りはどのような関係にありますか。(10；黙示録8:3-5を参照に)

13. 誰がどこでザカリヤの前に現れましたか。(11)　どうしてザカリヤに。(1:6を参照
に)

14. み使いたちは新約聖書の中でどの様な奉仕をしましたか。キリスト者の人生において
み使いたちの役割は何でしょうか。(11；1:26-27；2:9-14；20:36；22:43；24:4-
7；使徒1:11；5:19-20；8:26；10:3-6；12:7-10；27:23-24；ヘブライ1:14を参照
に)

15. どうしてみ使いが現れたことによって怖くなりましたか。(12；2:9を参照に)　あな
たは何が怖いのですか。

16. 神様の清さの前で私たちは恐れる必要がない理由は何ですか。(13；1:6；2:10を参
照に)

17. 神様はどのような祈りを聞いて下さいますか。(13；18:1-8；ヨハネ15:7-8を参照
に)

18. ヨハネと言う名前はどんな意味ですか。どうして生まれてくる子供にそのような名前
を与えるべきでしたか。(13；1:59-63；1:76-79を参照に)　新約聖書の中に名前は
どのような役割を持ちますか。(黙示録2:17；3:5,12を参照に)　あなたは自分の子
供の名前をどのような根拠で選びますか。

19. 子供はその親と他の人々にもどんな祝福をもたらせますか。(14)

20. 主の御前で本当にすぐれたとはどんなものですか。(15；ヨハネ3:27-30を参照に)

21. 酒を飲まない事と本当にすぐれている事とどういう関係にありますか。(15)

22. 人は最も早くて何歳から聖霊の満たしに預かる事が出来ますか。(15)　このことは幼
児洗礼とどう関係していますか。

23. バプテスマのヨハネの使命は何でしたか。(16-17；1:76-79を参照に)　主はあなた
をどのような使命に招かれましたか。私達の人生に於ける神様の御計画は何時から
始まっていますか。(ガラテヤ1:15-16を参照に)　主はどのようにあなたを使命に招
かれましたか。

24. 神様の計画を自分の人生でどう実現できますか。(17)

25. 親と子供の関係は神の国の準備とどう関係していますか。(17)　あなたと子供たちの
関係はどうですか。
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26. ザカリヤにとって主の約束を信じる事はどうして難しかったですか。(18)あなたはど
のような口実で主の招きを断る傾向がありますか。

27. み使いはザカリヤにどんな答えを与えましたか。(19-20)み使いはどうして奇跡につ
いて説明しないで、ただ自分は誰であることを言ったのですか。(ヨブ42:1-6を参照
に)

28. 話す能力を失う事はどうしてザカリヤにとって大切でしたか。(20)　ザカリヤの不信
仰の言葉は又話すことが出来るようになった時にどう変わりましたか。(1:68-79を
参照に)　神様はあなたの不信仰と抵抗を砕くためにどの様に働かれましたか。その
結果はどうでしたか。体験談を聞かせてください。

29. 神様の約束はどのようのスケジュール(時間)で実現しますか。(20)

30. どのような場合に話せない事が話せる事よりも大きな証になりますか。(21-22)神様
はどうして時には私たちの不信仰を公に示さなければならないでしょうか。あなた
にとってどのような神様の約束は信じにくいですか。その時にどの様な助けが必要
でしょうか。

31. 神様はザカリヤとその妻エリザベツの祈りにどう応えられましたか。(24-25)　自分
の人生の体験談を語って下さい。

イエスの誕生が予告される　1:26-28

32. ガブリエル(＝神様の男)と呼ばれるみ使いにはどんな使命がありましたか。(19,26-
27；ダニエル8:16；9:21-22を参照に)

33. ヨセフがダビデの家系の人物であることがどうして強調されていますか。(27；ロ-マ
1:3-4；黙示録22:16を参照に)　アダムからアブラハムとダビデを経由してどのよう
な系図がイエス様まで繋がりますか。(3:23-38；マタイ1:1-16を参照に)　その反面
マリヤはエリサベツが彼女の親類だったから何らかの形でアロンから始まる祭司系
にも繋がっていました。(1:36を参照に)　この二つの家系に属していることがどの
ようにイエス様が王と大祭司であることと関係していますか。

34. マリアと言う名前の意味は不明です。それは「気が進まない」又は「愛されている」
又は「取るに足らない」と言う可能性が挙げられていますが、これらの名前の意味
がどの様にイエス様の母親の人生を描写していますか。(27)

35. マリアが処女であった事はどうして大切ですか。(27；マタイ1:18-23を参照に)　現
代の多くの人がイエス様が処女から生まれた事をどうして疑っているでしょうか。

36. み使いガブリエルがマリアにした最初の挨拶はどんな意味がありますか。(28)　何を
根拠に私たちは自分を「恵まれた」人と言う事が出来ますか。「主があなたと共に
おられる」と言う約束はあなたにとって何を意味しますか。

37. マリアが聞いた言葉を思い巡らした事は彼女について何を語っていますか。(29；
2:19を参照に)　私たちが神様の御言葉をどのように学んだり味わったりすべきで
しょうか。

38. ガブリエルが言ったもう一つの「恵み」は何を意味していたでしょうか。(30)　それ
はマリアの使命を指したでしょう。(31)　その二つの恵みである「救いの恵み」と
「神様に用いられる恵み」はあなたの人生においてどんな関係にありますか。

39. 他の誰にも与えられていないどのような唯一の使命がマリアに与えられましたか。
(31)　神様があなたの為に備えて下る使命は何でしょうか。

40. イエスと言う名前の意味は何ですか。どうして丁度その名前が救い主に与えられるべ
きでしたか。(31；マタイ1:21を参照に)　イエス様はあなたにとってどんな存在で
すか。

41. 32節と33節で書いてあるイエス様の七つの性質を挙げて下さい。
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42. イエス様の偉大さはどう現れましたか。(32；9:48を参照に)　それではあなたはど
のような偉大さを求めますか。

43. イエス様が「いと高き方の子」すなわち「神の御子」であることはあなたにとって何
を意味しますか。(32,35)

44. ダビデの王位とその王国はどんなものですか。(32-33；イザヤ9:6；黙示録3:7；5:5
を参照に)　人々が苦しみの中から「主よ、ダビデの子よ、憐れんで下さい」と叫ん
だのは何を物語っていますか。

45. ザカリヤとマリアの疑いはどう違いましたか。(18,34)　 不信仰と信仰の疑いとはど
う違いますか。主から使命が与えられてから主に反論してもよいでしょうか。(使徒
9:13-16を参照に)

46. イエス様はどのように生まれましたか。(35)

47. 他のキリスト者の経験から私たちはどのような励ましを受ける事が出来ますか。(36) 
他のキリスト者に自分の体験を語るのはどうして大切ですか。

48. キリスト者の信頼の拠り所は最後には何処にありますか。(37)　あなたが人生の中で
不可能な問題にぶつかったら何処に頼りますか。

49. 信仰の本質は何ですか。(38,45)　あなたは主が約束を通してあなたに与えて下さる
使命を受け入れる事が出来ますか。

マリア、エリサベトを訪ねる　1:39-45

50. マリアにとってその心の秘密を誰かに話したかった事はどうして大切でしたか。(39-
40)　マリアは何故丁度エリサベツの所へ行ったでしょうか。(36)　あなたは心の奥
底の喜びや苦しみや主に対する信仰を分かち合える相手を持ていますか。

51. 41-46節はキリストの教会の本質を小さい形で表します。キリスト者同士の交わりは
何に基づきますか。(41,44)

52. 聖霊に満たされる事によってどのような影響を及ぼしますか。(42,44；使徒2:11；
4:31を参照に)　聖霊様に満たされるためにどうしたらよいでしょうか。(使徒2:38-
39を参照に)

53. マリアはどのような祝福を受けたでしょうか。マリアの体内のイエス様は何を受けた
でしょうか。(42)　あなたの人生は祝福されてまた他の人への祝福になるためにど
うしたらよいでしょうか。

54. エリサベツはマリアをどう呼びましたか。(43)

55. バプテスマのヨハネは母親の胎内で聖霊様に満たされましたが、それはどう現れまし
たか。(15,44)

56. 「幸いな事」とはどんな状態ですか。(45)　幸いな事とは現代のフィンランド語では
「最高に幸福」と言う意味で、聖書の言葉の使い方でそれは人にとってどう感じる
かということではなく、神様の観点から人がどのように見えるかということです。
従って「幸い」と言う言葉はまた「救った」または「救われた」という意味で使わ
れています。(マタイ5:3-12；黙示録19:9；22:14を参照に)　マリアの幸いは何に
基づきましたか。(45)　私たちの場合どうですか。

57. 私たちは神様のみ言葉にどの様な信頼を置くことが出来ますか。

マリアの賛歌　1:46-56

58. 人間にとって最高の喜びと賛美の対象は何ですか。(46-47)　マリアの心は何故賛美
で満たされましたか。聖霊様に満たされる事で神様への賛美が生まれますが、あな
たの賛美の場合はどうですか。
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59. マリアの幸せの理由は何でしたか。(48)　あなたはどうですか。

60. 神様の憐みの対象は誰ですか。それはどのぐらい続きますか。(50)

61. 神様の力は何処に最も明確に現れますか。(51)

62. 神様による偉大さの序列はどんなものですか。(52-53)

63. 神様の救いの計画はどのように成就されましたか。(54-55；出エジプト12:1-3を参
照に)

洗礼者ヨハネの誕生　1:57-66

64. 洗礼者ヨハネの誕生は親類と隣の人々にどの様な影響を及ぼしましたか。(57-58)　
私たちは新しい赤ちゃんの誕生をどう見るべきですか。

65. 割礼の目的は何でしたか。(59；出エジプト17:7-13；ロ-マ4:11を参照に)

66. 親戚の人たちや友達はどのような理由で名前を与えたかったでしょうか。ザカリヤと
エリサベツはどうでしたか。(59-63；1:13を参照に)　私たちはどのような理由で子
供たちに名前を付けますか。

67. ザカリヤはどうして名前を付ける時に又話せるようになったでしょうか。(64；1:20
を参照に)　あなたは神様の約束があなたの人生の中に成就された事をどのように経
験しましたか。

68. バプテスマのヨハネの誕生とザカリヤが話せるようになった出来事は周囲の人たちに
どの様な影響がありましたか。(65-66)

69. 「主の御手」がバプテスマのヨハネと共に居られるとはどういう意味ですか。(66)　
あなたはどのように神様の恵みの臨在を自分の人生の中で経験しましたか。

ザカリアの預言　1:67-80

70. ザカリヤが従順で神様のみ心にかなった名前を与えた時に、神様はザカリヤに何を与
えて下さいましたか。(64,67)

71. 聖霊様の満たしはどう現れましたか。(67-68)　あなたの人生にはどのように現れま
すか。

72. 新約聖書の救いは旧約聖書の中にどの様に掲示されていますか。(69-70)

73. 救いは何を含んでいますか。(71)　私たちの敵は誰の事でしょうか。それからイエス
様は私たちをどう救って下さいましたか。

74. 私たちの救いはどのような契約に基づきますか。(72-73；創世記 12:1-3；出エジプ
ト24:1-11を参照に)　

75. 主の契約はどんな性質を持っていますか。(74-75)　あなたは何時この契約に預かり
ましたか。またどうしてですか。。

76. 洗礼者ヨハネの務めは何でしたか。(76；3:3-6,16-17を参照に)　ヨハネは律法に
従って生きまた律法を延べ伝えました。人間の救いにおいて律法の役割は何ですか。
あなたはどのように律法の裁きを自分の良心の中で経験しましたか。

77. 救いの内容は何ですか。(77)

78. 人の救いは何に基づいて、その理由は何ですか。(78)

79. 私たちは何から救われて何処へ救われますか。(79)
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80. バプテスマのヨハネはすでに母の胎内で聖霊様に満たされました。それは彼の成長過
程の中にどう現れましたか。(80)　これは子供をどのように育てて行くかにおいて
どんな意味がありますか。

81. 洗礼者ヨハネはその公の活動のための訓練をどのような状況の中で受けましたか。
(80)　主はあなたをどう訓練して来られましたか。主はあなたをどのような働きに
招いて来られましたか。

ルカの福音書 　2章

イエスの誕生　　2:1-7

1.　イエス様が生まれた時にローマの皇帝は誰でしたか。シリアの総督は誰でしたか。
(1-2)　ベツレヘムの男の子達の殺害を命令したヘロデ大王は紀元前4年になくなり
ましたから、イエス様はいつ生まれたでしょうか。

2.　妊娠の終わりごろにマリアとヨセフがどうしてナザレからベツレヘムまでの長い旅を
しなければならなかったのでしょうか。(3-5；ミカ5:1を参照に)　ヨセフとマリア
の生まれた町はどこでしたか。

3.　どうしてルカはマリアをヨセフの「いいなずけ」(婚約者)と呼びますか。(5；マタイ
1:18-25を参照に)

4.　イエス様はどのような状況の中で生まれましたか。(6-7)　それは人について又神様
について何を語っていますか。イエス様が馬小屋でお生まれになった事はあなたに
とって何を意味しますか。

5.　イエス様がマリアの初子である事はどんな意味を持っていますか。(7)　ヨセフとマ
リアには他の子供もいましたか。(マタイ13:55を参照に)

羊飼いと天使　2:8-20

6.　神様はどうしてイエス様が生まれた事を初めに羊飼いたちに掲示したかったでしょう
か。(8-12)　ベツレヘムはエルサレムに近いから、羊飼いたちは神殿で捧げられる
羊たちの番をしていたのでしょうか。羊飼いたちの社会的な地位は当時どのぐらい
だったでしょうか。

7.　羊飼いたちに誰が現れましたか。(9)　誰の栄光が羊飼いたちを照らしたでしょうか。
主の栄光を見ることによって彼らにどういう影響を及ぼしましたか。彼らの恐怖の
理由は何でしたか。(イザヤ6:1-7を参照に)　あなたは何が最も怖いですか。驚きに
よって生まれる恐怖は人間の最も深い恐怖について何を語っていますか。

8.　み使いはどのようなよい知らせを彼らに持ってきましたか。(10)　人は何によって恐
怖から解放されますか。大きな喜びをもたらせるのは何ですか。あなたの人生のな
かで最も大きな喜びをもたらす理由は何ですか。み使いのメッセージは誰のためで
したか。

9.　救い主、キリスト、主と言う言葉はそれぞれどんな意味があるでしょうか。(11)　も
しイエス様があなたの救い主、キリスト、主でおられるならばそれは具体的に何を
意味しますか。

10. あの夜ベツレヘムで他に飼い葉桶に寝ている赤ちゃんがいたでしょうか。私たちはど
のようなしるしで救い主への道を見つける事が出来るでしょうか。(12)

11. どうしてみ使いたちの群衆が神様を賛美をしたでしょうか。(13；黙示録5:9-14を参
照に)　クリスマス音楽と賛美歌の由来は何処からですか。あなたはどのように神様
を賛美しますか。その賛美の理由は何ですか。
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12. イエス様の誕生はどのように神様に栄光が与えられたでしょうか。もし神様が私たち
の救いをその栄光に結びつけるならば、神様はどんな方でしょうか。あんたの人生
において神様のみ心は何でしょうか。(14)

13. 本当の平和と平安の本質は何でしょうか。それはどう生まれますか。(14)　あなたは
他の人々と平和に暮らすことが出来ますか。どのようにですか。

14. 救いに関する質問で、神様が私たちを救う強い意志を現されたこと以外に何か他の事
が必要でしょうか。(15)　あなたは今日どのようにイエス様の所へ行けますか。

15. 救いにおいてどうして急がなければならないのですか。(16)

16. 羊飼いたちはイエス様に出会って救いに預かりましたが、彼らはその後すぐに何をし
ましたか。(17-18)　救われた人はどうしてイエス様の事を語らずにはいられないで
しょうか。あなたはその点でどうですか。

17. マリアは聞いた言葉を心に留めて思い巡らしていた事は私たちにどの様な模範を示し
ましたか。神様があなたに語って下さる聖書をあなたはどう読みますか。

18. イエス様に出会った結果羊飼いたちの心はどう変わりましたか。(20)

神殿で献げられる　2:21-24

19. イエス様の割礼と命名はいつ起こりましたか。それは何処でしたか。(21；創世記
17:7-13；ロ-マ4:11；コロサイ2:11-14を参照に)

20. 「清めの期間」にはどの様な意味がありましたか。(22；レビ記 12:2-8を参照に)

21. 「主の為に聖別される」事はどいう事ですか。(23)　あなたは自分の人生をどのよう
に主に聖別出来ますか。

22. ヨセフとマリアの清めの為に捧げたいけにえから彼らの経済的な状態について何を
語っていますか。(24)　イエス様のゴルガタでの十字架上のいけにえによって私た
ちの罪の代価が払われましたが、それはどのように私たちを清くしますか。イエス
様が貧しかったことは私たちにどの様な意味をもっていますか。(2コリ8:9を参照
に)

シメオンとイエス様　2:25-35

23. シメオンはどんな人物でしたか。(その名前は「祈りが答えられる」と言う意味で
す。)(25)　イエス様の誕生の時期に旧約聖書の信仰を持つ人々がいて、シメオンは
彼らの一人でしたが、彼の信仰から何を学ぶことが出来ますか。あなたの人生の最
も大切な希望は何ですか。

24. シメオンの人生の中に聖霊様はどの様に働きましたか。(25-27)　あなたは聖霊様の
導きをどのように経験して来ましたか。

25. 死と救い主を見る事はシメオンの人生にどのような関係にありますか。(26)　私たち
の場合はどうですか。(ヨハネ8:52を参照に)　死ぬ瞬間に信じるキリスト者に何が
起こりますか。

26. シメオンはどのように救いの確信と喜びを見い出しましたか。(28-30)　キリスト者
の救いの確信は何に基づいていますか。

27. キリスト者の平安の本質と理由は何ですか。(29)

28. 神様はキリストを通して誰の為に救いを用意なさいましたか。(31-32)

29. イエス様はその者にどの様な光と栄光を与えて下さいますか。(32；1ヨハネ1:5-7を
参照に)
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30. ヨセフとマリアはどうして驚いたでしょうか。(33)　あなたは分からなくても神様の
み業を驚く事が出来ますか。

31. シメオンはどのような預言的な祝福をマリアに与えましたか。(34-35)　剣がマリア
の心をどの様に刺し通しましたか。(ヨハネ2:4；ルカ8:19-21；ヨハネ19:25-27を
参照に)

32. イエス様は人の心の状態と秘密をどのように暴露しますか。その結果はどうなります
か。(34-35)　　イエス様があなたの心の状態を明らかにされる時にあなたはどう応
えますか。それはあなたにとってつまずきになりますか、それともそれによってあ
なたが立ち上がることが出来るでしょうか。どうしてイエス様に対する自分の考え
を明確にしなければなりませんか。どうしてイエス様は今日も人々を分けますか。

アンナと言う預言者とイエス様　2:36-38

33. アンナはどんな人物でしたか。(アンナと言う名前の意味は「恵み」です。)(36-37)

34. アンナは神殿(宮)で暮らしどのように神様に使えていましたか。(37)　あなたは住ん
でいるところでどのように主に使えていますか。

35. 預言者の最も深い使命は何ですか。(38)

36. 彼女の話に耳を傾けた人々は誰でしたか。(38)　現在イエス様についての預言を誰が
聞こうとしますか。あなたはどうですか。

ナザレに帰る　2:39-40

37. イエス様の生涯は初めから終わりまでどのようにモーセの律法を守ったのですか。
(39；ガラテヤ4:4-5を参照に)

38. イエス様の本当の人間性がどう現れました。その完全な神性はどのように。(40)

神殿での少年イエス　2:41-52

39. 例年に過ぎ越しの祭りや仮庵の祭りのような神殿で行われていた祭りは旧約聖書の敬
虔な人々にとってどんな意味がありましたか。(42；出エジプト12:1-17；申命記
16:9-12；レビ記 23:33-43；ネヘミア 8:14-18を参照に)　イエス様にとってこれら
の祭りを守る事はどんな意味を持っていたでしょうか。(ルカ22:15-16を参照に)　
キリスト教の祭典でクリスマス、イースター、ペンテコステなどはあなたにどうい
う意味を持っていますか。

40. 霊的な習慣を守る事にはどのような役割がありますか。(42)　「習慣を守れ。そうす
ると習慣はあなたを守る」とよく言われますが、キリスト者としての習慣を守った
事であなたはどのような祝福を得ていますか。

41. イエス様はどうしてご両親に説明しないでエルサレムに残ったでしょうか。(43,48-
50)　思春期の意義は何ですか。思春期において本人にも親にも難しくなるのはどう
してでしょうか。

42. イエス様は両親に心配をかけて無駄に捜し回らさせた事に対してどんなメッセージを
しましたか。(43-46)　ただ言う事だけでそのメッセージは親の心に届いたでしょう
か。もしそうでなければ、どうしてですか。

43. イエス様は神殿(宮)で何をなさいましたか。(46-47)

44. イエス様の知恵と理解はどこから来ましたか。(47)　あなたはどうすればもっと知恵
と理解が得られますか。神様はどのような方法で私たちの理解を増して下さいます
か。
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45. 神殿(宮)はイエス様にとってどんなところでしたか。(49；ルカ19:46；ヨハネ2:14-
22を参照に)

46. ヨセフとマリアはどうしてイエス様の答えを理解する事ができなかったのですか。
(49-50)私たちが神様の考えが分からない時にどうしたらよいでしょうか。(51)

47. 子供の従順と大人の従順はどう違いますか。(51)

48. 成長期にあったイエス様はその人間性がどのような状態だったのでしょうか。(52)　
私たちにとって知恵と恵みが成長する秘訣は何ですか。

49. 人間関係と神様との関係は互いにどのように関連していますか。(52)

ルカの福音書 　3章

洗礼者ヨハネ、教えを宣べる　　3:1-20

1.　主の言葉がバプテスマのヨハネに下ったのは何年の事でしたか。(1-2)　ヒント:皇帝
ティベリウスは紀元前14-37年に支配しました。バプテスマのヨハネはその時に何歳
でしたか。主のみ言葉を受けた場所は何処でしたか。

2.　 モーセの律法では大祭司は一人ずつ仕えるように定められていましたが、当時のイ
スラエルでは二人の大祭司が同時にいましたが、それは何を物語っていりますか。
(2)　どのような政治的な状況にありましたか。(1-2)

3.　ヨハネが主から頂いたみ言葉の内容は何だったでしょうか。(2-3；マルコ1:2-8；ヨ
ハネ1:29-34を参照に)

4.　洗礼者ヨハネのメッセージは何でしたか。(3,18；マタイ3:2,6,11-12；マルコ1:15
を参照に)　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。今それはどのように近づいていますか。

5.　律法には人間の救いに於いてどのような役割を果たしますか。(4-6)　あなたが神様
からの救いが見えないように、あなたの心に罪がどの様な山や谷を作り上げました
か。あなたの心を囲む城壁を何が破壊することが出来ますか。もしイエス様は福音
であるなら、バプテスマのヨハネは何だったでしょうか。律法と福音は互いにどの
ような関係にありますか。(ロ-マ3:19-25を参照に)

6.　神様が用意して下さった救いは誰のためですか。(6)　あなたはその中に加わってい
まか。

7.　人間にとって最も恐ろしい脅威は何ですか。(7,9；ヨハネ3:36；ロ-マ1:18；2:5；
黙示録14:9-11を参照に)

8.　神様の怒りからどう免れる事が出来ますか。(8)　悔い改めはどのようになされます
か。罪の告白と懺悔は赦される理由ですか、それともその条件ですか。赦しの理由
は何でしょうか。(1ヨハネ1:7,9を参照に)罪の告白はどうして大切ですか。あなた
は自分の罪を主の前に認めて来ましたか、それとも罪を隠していますか。告白は何
故必要ですか。

9.　悔い改めをしたくなかった当時のユダヤ人は何を頼りにしましたか。(8)　現代の
人々はどうですか。

10. 悔い改めが結ぶ実は何ですか。(10-14)

11. 悔い改めた取税人や兵士はその職業を辞めなければならなかったでしょうか。もし辞
める必要がなかったならば、どうしてですか。(12,14)　キリスト者は社会の中にど
んな職業で働くことが出来ますか。どんな職業は禁止ですか。
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12. イスラエルでは当時どんな期待が高まっていましたか。(15)　それは何によりますか。
(ダニエル9:24-27を参照に)　私たちはイエス様の再臨をどこまで待っていますか。

13. 洗礼者ヨハネは自分のバプテスマをどう描写しましたか。又イエス様が与える洗礼を
どう描写しましたか。(16；12:49-50；使徒2:2-4を参照に)　キリスト教の洗礼には
何が含まれていますか。(使徒2:38-39を参照に)

14. バプテスマのヨハネはイエス様と比べて自分をどのように見ていましたか。(16；ヨ
ハネ3:27-31を参照に)

15. イエス様と同時に約一年間働いたヨハネの活動はどのように終わりを迎えましか。
(19-20；マルコ6:17-29を参照に)　主はどうしてその最も良い弟子たちにも殉教を
許されますか。(使徒12:1-2；黙示録6:9-11を参照に)　もし殉教者の血が教会の種
ならば、キリスト者は殉教を求めるべきですか。もしそうでないなら、何故ですか。

イエス、洗礼を受けると家系　3:21-38

16. 何故罪のないイエス様が洗礼者ヨハネのバプテスマを求めましたか。(21；マタイ
3:13-15を参照に)

17. 聖霊様から生まれたイエス様にとって洗礼の後に鳩の形で降りた聖霊様は何を意味し
ましたか。(22；使徒10:37-38を参照に)　私たちにとって聖霊様の油注ぎはどのよ
うな意味があるでしょうか。

18. 天から聞こえた父なる神様の告白はイエス様の地上での生き方について何を語ってい
ますか。(22)　それはキリスト者が義と認められる事においてどんな意味を持って
いますか。あなたは神様の方から「あなたは私の愛する子」という確信を頂いたこ
とがありますか。もしそうであるなら、その承認は何に基づき、またあなたにそれ
はどんな告白をさせたのでしょうか。

19. イエス様とバプテスマのヨハネはその公の活動を何歳に始めましたか。(23)

20. イエス様の家系はルカの福音書とマタイの福音書で互いに違なる理由は何でしょうか。
(23-38；マタイ1:1-17を参照に)

ルカの福音書 　4章

誘惑を受ける　　4:1-13

1.　聖霊様は何故イエス様を荒野に導かれましたか。(1-2)　悪魔からの誘惑に出会う時、
何処から助けを受けられますか。

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
める事が出来ると言う約束を使って訴えられる時にあなたはどう答えますか。

3.　肉体的な必要を満たすより大切な事は何ですか。(4；マタイ4:4を参照に)

4.　イエス様はどのようにしてすべての誘惑に打ち勝ちましたか。(4,8,12)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.　次の誘惑の提案は何でしたか。(5-7)　イエス様はどのような目的で世に来られまし
たか。イエス様は全世界を支配するにはどのような方法で得られるべきでしたか。
イエス様はこの世の繁栄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。十字架の難しい道を歩むよりも楽な道を選ぶ誘惑にど
う打ち勝ちますか。

6.　サタンはイエス様にどのような嘘をついたでしょうか。(7)　私たちには完全に嘘だ
と知りながらも悪霊を信じる傾向にあるのはどうしてでしょうか。
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7.　何かを拝むことは私たちをどの様な方向に導かれますか。(7-8)　あなたは何を又は
誰を拝みますか。

8.　イエス様が受けられた三番目の誘惑は何でしたか。(9-11)　よく目立った派手な奇跡
でさえも必ずしも信仰に導くとはいえないのはどうしてでしょうか。

9.　サタンはどのように聖書の御言葉を悪用しますか。(10-11；詩篇 91:1-16を参照に) 
聖書の正しい読み方はどんなものでしょうか。聖書の御言葉だけを教えていると主
張しながら多くに異端が生まれたのは何故でしょうか。

10. 奇跡を要求するのは何故神様を試す事になりますか。(12)　主に対する純粋な信頼は
どんなものでしょうか。それはどう生まれますか。またそれをどのように保つこと
が出来ますか。

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。(13；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)　悪魔が私
たちを罪へと誘惑する時にどのようにそれ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)

ガリラヤで伝道を始める　4:14-15

12. イエス様の公の活動は何によりましたか。(14,18；3:22；4:1を参照に)　キリスト
者として歩み神様に使えるためにはどのようにすれば可能ですか。

13. イエス様はどのような評判になりましたか。(14)　その評判はイエス様にとってどう
でしたか。(5:14-16を参照に)　あなたにとって人々の評価はどのぐらい大切ですか。

14. イエス様はどの様な所で人々に教えましたか。(15；5:18；7:37；9:10-11を参照に) 
私たちはどこで福音を語るべきですか。

15. イエス様の教えは人にどの様な影響を及ぼしましたか。(15,22)主のみ言葉と教えは
あなたにどんな効果がありますか。

ナザレで受け入れられない　4:16-30

16. イエス様は安息日をどのように過ごすのが習慣でしたか。(16)　あなたは日曜日をど
のように過ごしますか。

17. イエス様はイザヤ書のどの個所を読みましたか。(17-19；イザヤ61:1-3を参照に)　
イエス様はどうしてイザヤ書61章 2節の途中で読む事を辞めましたか。イザヤの預
言の後半は何時成就するでしょうか。

18. イザヤの預言はイエス様の公の活動の内容について何を教えますか。(18-19)

19. キリスト(メシヤ)は油注がれたと言う意味です。どの様な油注ぎの事でしたか。

20. イエス様が延べ伝えられた福音は誰のためですか。どの様な貧しさの事でしょうか。
(18；マタイ5:3；ルカ6:20を参照に)

21. イエス様はどのような自由を与えて下さいますか。(18；ヨハネ31,36を参照に)

22. イエス様はどのように人の目を開いたでしょうか。(18；ヨハネ9:1-7,39-41を参照
に)　人にはどのような二種類の盲目がありますか。あなたの目はどのようにイエス
様を自分の救い主として見えるように開きましたか。

23. 旧約聖書の預言はどのようにイエス様の活動で成就されましたか。(20-21)未だ成就
されていない預言について何を期待していますか。どのような根拠でそれらも将来
に成就することが分かりますか。

24. ナザレの住民は何に躓きましたか。(22)
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25. 私たちにとってもよく知っている人が神様に大いに用いられているのはどうして信じ
がたいでしょうか。それは私たち自身について何を現していますか。(23-24)

26. イエス様はどうして人々の期待に応える手段になりたくないのですか。(23)

27. イエス様は預言者たちが自分の民の中で受けた待遇からどのような実例を挙げました
か。(24-27；1列王記 17:1；17:9を参照に)

28. ナザレの人々はどうして憤慨しましたか。(28)　イエス様はナザレの人々がそのこと
で怒るのを知っていながら、どうしてそのように話されたのですか。人の救いを求
める愛がどうして人を怒らせる律法を語らなければならないでしょうか。あなたへ
の愛を背後にして、神様のみ言葉の高ぶりを砕く力をあなたは経験した事がありま
すか。

29. 憎しみはどうして簡単に殺意に変わりますか。憎しみの背後に何がありますか。(28-
29)

30. 群衆はどうしてイエス様に害を加える事が出来なかったのですか。(30；ヨハネ
7:36,45-46；10:17-18；11:7-10を参照に)

汚れた霊に取りつかれた男をいやす　4:31-37

31. イエス様はカペルナウムの会堂でどのように教えたでしょうか。(31-32)イエス様の
権威は何に基づきましたか。今日にみ言葉をどう述べ伝えるべきですか。

32. 悪霊、汚れた霊とはどのような存在ですか。(33；マタイ12:45とルカ8:30,33とエ
ペソ 6:12を参照に)

33. 悪霊の特徴は何ですか。(34；ルコ3:11を参照に)悪霊たちは何を恐れていますか。
私たちは悪霊たちを恐れる必要がありますか。

34. 悪霊は人にどのような影響を及ぼしますか。(マタイ9:32-33,マルコ 5:1-13,9:17-
27を参照に)

35. イエス様は悪霊をどのように追い出しましたか。(35,マルコ16:17-18を参照に)　あ
なたは他人からどのように悪霊を追い出す事が出来ますか。

36. イエス様が言葉の力で悪霊が追い出されるた時に、何が起こりましたか。(35；使徒
16:16-19を参照に)

37. 悪霊たちはイエス様に従わなければなりませんが、それはイエス様について何を語っ
ていますか。(36)あなたはイエス様をどう見ますか。

多くの病人をいやす　4:38-41

38. 会堂礼拝の後イエス様はシモンペテロとアンデレの家になぜ行かれたでしょうか。
(38)

39. ペテロの姑はどのような状態でしたか。(38)

40. どのような祈りが必要でしたか。(38；使徒4:24-31を参照に)　

41. イエス様は姑をどのように癒して下さいましたか。(39)完全に癒されるまでにどのく
らいの時間がかかったでしょうか。

42. 癒された姑は何をしましたか。(39)　私たちに健康が与えられているのは何のためで
すか。

43. 他の病人や悪霊にとりつかれた人々はどうして夕方まで待っていましたか。(40)当時
のユダヤ教の指導者たちは安息日に行われる癒しの行為をどう見ていましたか。(マ
ルコ3:4；ヨハネ5:9-10；9:16を参照に)
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44. イエス様は集まって来たすべての病人を癒され、悪霊を追い出された事は何を語って
いますか。(40-41)

巡回して宣教する　4:42-44

45. イエス様の活動の秘訣は何でしたか。(42)

46. イエス様は早朝に祈られました。(42)　あなたの祈りの生活はどんなものですか。

47. イエス様にとって人気はどのぐらい大切でしたか。(42)　あなたは人気によってどの
くらい動かされますか。

48. イエス様は人を癒すより何をもっと大切にしましたか。(43)　それはどうしてでしょ
うか。

49. 福音宣教と癒しの行為は互いにどのような関係にあったでしょうか。(43-44)　あな
たにとって魂の永遠の救いはこの世での体の癒しよりも大切ですか。

ルカの福音書 　5 章

漁師を弟子にする　　5:1-11

1.　イエス様は大勢の群衆が湖畔に集まった時にどの様に教えましたか。(1-3)

2.　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。(3)　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、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、又本職の魚師に戻ったりして
いました。多くのキリスト者は仕事の傍ら伝道もしています。あなたは伝道をどの
様なやり方でしていますか。

3.　大工でおられたイエス様は漁師が本職であるペテロにどの様な使命を与えましたか。
イエス様はどうして網を深い所に下ろすように命じましたか。(4)　人の目はどのぐ
らいの深さまで水の中を見ることが出来ますか。

4.　ペテロはどうして与えられた働きに反攻したのでしょうか。(5)　魚とりは普段どう
して夜に行われましたか。

5.　ペテロは反対したにも関わらずどうしてイエス様の言う通りにしましたか。(5)　あ
なたにとっては気が進まなかったにも係わらず、イエス様に従った時にどうなりま
したか、あなたの体験談を教えて下さい。

6.　イエス様の命令に従うことで何が起こりましたか。(6-7)

7.　おびただしい魚を得た事によりどうしてペテロに罪意識が生まれたでしょうか。(8-
9)　イエス様はどこまで深くあなたの心の中を見ることが出来ますか。

8.　イエス様は今弟子たちにどのような招きをなさいましたか。(10；マタイ4:18-22を
参照に)

9.　困難な使命を頂いたにも関わらず、ペテロや他の弟子たちはが何故恐れる必要がな
かったのですか。(10)　あなたは神の国への自分の使命を考えたら何か恐れること
がありますか。

10. 人をとる漁師はどのような仕事をしますか。(10)　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。学校で教師として勤めておられたある聖書の教
師はこう言いました。イエス様は私を人間を獲る漁師に招かれませんでした。か
えって「私は人間に聖書を教える教師にします」と招かれました。またその通りに
なりました。
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11. 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。

12. 人は献身して全面的に伝道活動に従事するためには何を捨てなければならないでしょ
うか。(10)　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)

13. イエス様はどのような場面でヤコブとヨハネに出会いましたか。(10)　主の招きは私
たちの人生でどの様な場面で起こるでしょうか。

14. 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弟子に招かれる時に家庭的な背景や経済的な状況は
どのような影響を及ぼしますか。(10)　あなたにとって捨てにくい物事は何でしょ
うか。

らい病を患っている人をいやす　5:12-16

15. 伝染の恐れのあるらい病人はモーセの律法では隔離されるように命じています。どう
してらい病人はイエス様のところにその規定に反して来たのでしょうか。(12,ルカ
17:12-14を参照に)

16. らい病人の信仰の特徴は何でしたか。(12)

17. 救いと癒しを誰が決めますか。(12)　私たちには救いと癒しを受ける資格があります
か。何故でしょうか。

18. イエス様はどうしてらい病人に触ったのでしょうか。(13)

19. らい病人は即座に癒されましたが、新約聖書ではらい病に関して癒すより清められた
という表現を使いますが、何故でしょうか。(13；民数記 12:9-15を参照に)

20. イエス様はなぜ多くの癒された人に経験した癒しについて語らないように言われたの
ですか。(14)　体の癒しより大切な事はなんでしょうか。

21. 祭司たちにはらい病人に対してどのような任務がありましたか。(14；レビ記 14:2-
32を参照に)

22. 癒された人の行動はイエス様にとって迷惑でした。(15)　私たちキリスト者はどのよ
うにイエス様の証しをすべきでしょうか。

23. イエス様にとってその任務を果たす上で最も大切な事は何でしたか。(16)　あなたの
生活の中で祈りはどのような役割を果たしますか。

中風の人をいやす　5:17-26

24. イエス様の教えを聞きにまた癒しを見るためにどの様な人々が集まりましたか。何処
からですか。(17)

25. 中風の四人の友達の信仰はどのように現れましたか。(18-20)信仰と愛は互いにどの
ような関係にありますか。

26. もし信仰はイエス様のところに行く事と定義したら、イエス様のところで行く途中で
どのような妨げに打ち勝たなければなりませんか。(19)　あなたの信仰の妨げには
どのような事がありますか。

27. 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。その中で主は特に何に注意
を払われますか。(20)

28. 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われました
か。(20)　あなたは初めてイエス様から罪の許しをいただいたのはいつでしたか。
それはどのような経験でしたか。
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29. イエス様はどうして中風の人から公に罪の告白を要求しませんでしたか。(20)　イエ
ス様が私たちの心理状態を完全に知っておられることはあなたにとってはどのよう
な意味を持っていますか。

30. 律法学者たちのイエス様に対する心の中での考えには正しい部分と間違った部分があ
りました。それぞれを言って下さい。(21)　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のでしょうか。

31. イエス様が23節でされ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観点から考え
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。

32.　罪を赦す権限はどうして地上に限られていますか。(24)　死後に罪の赦しのチャン
スがあるでしょうか。

33. イエス様は中風の人にどのような命令をしましたか。(24)　動く事の出来ない男の人
はどうしてそれに従う事が出来ましたか。(25)　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。

34. イエス様がなさった奇跡は中風の為に必要でしたか、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。(24)　中風の人にとって最も大切な事は何でしたか。
(20)　あなたの最も深い必要は今なんでしょうか。イエス様はどのような答えをそ
れにして下さいますか。

35. この出来事はどのような影響を人々に及ぼしましたか。(26)　あなたは神様の御業を
見たら何をすべきですか。

レビを弟子にする　5:27-32

36. イエス様の時代に税金や関税はどのように集められたでしょうか。(27)　その税金は
ローマの支配下にあったイスラエルでは何のために使われたでしょうか。私たちは
税金に対してどのような態度を取るべきですか。

37. イエス様は取税人レビにどのような招きをなさいましたか。(27)　それは結婚のプロ
ポーズとどう似ていますか。

38. イエス様に従う事は何を得また何を要求されますか。それはレビの人生にとってどん
なものだったでしょうか。(28；マルコ8:34-38を参照に)　あなたにとってイエス様
に従うことによってどんな祝福と、又どんな困難をもたらせますか。

39. 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。(29)　それはイエス様の評判にどんな影響を及ぼしましたか。
(30)

40. イエス様は招かれたら誰からでもそれに応じて人々と食事の交わりをしました。何故
でしょうか。(31)　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。

41. 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。(32)　あなたはイエス様
の救いを必要としますか。

断食についての問答　5:33-39

42. 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。(33；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。

43. いつ断食すべきですか。何時しなくてもよいのですか。(34-35)
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44. イエス様は弟子たちにとってどのような存在ですか。(34)　あなたとイエス様との交
わりはどんなものですか。

45. 弟子たちはいつの断食しましたか。(35)

46. 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。(36-39)　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。

47. この喩えはよく次のように解釈されます:　形式にはまった宗教は改革できず、リバ
イバルが起こると新しい教団または組織が必要になります。イエス様の教えと一致
していますか。(37-39)

ルカの福音書 　6章

安息日に麦の穂を摘む　6:1-5

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たちに何を与えるべきですか。

2.　イエス様と弟子たち一行は経済的にどのような状況でしたか。(1)　私たちが経済的
に困難な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)

4.　ダビデの一行が食べ物不足の時に何を貰ったでしょうか。(3-4；出エジプト29:33を
参照に)　何故禁じられていたパンをもらいましたか。

5.　宗教的な規定と人々の基本的な必要が対立する時に何を優先すべきでしょうか。(4)

6.　安息日は何のためですか。(5)　日曜日の正しい過ごし方はどのようにしますか。

7.　イエス様はどんな権威をもっておられますか。(5)　それは私たちにとってどういう
意味がありますか。

手の萎えた人をいやす　6:6-11

8.　イエス様が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。(6-7)あなたは他の人の行為をどのような動機と基準で見てい
ますか。

9.　イエス様は片手のなえた人もパリサイ派の人をも愛しましたが、その愛をそれぞれに
どの様に示して下さいましたか。ア)片手のなえた人に(8,10)　イ)パリサイ人に　
(9)

10. イエス様はパイサイ人の罪を指摘するため使われた質問の答えは何でしたか。(9)　
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。

11. イエス様を人々はどうして殺したかったでしょうか。(11)　現代の多くの人たちはイ
エス様の存在を自分の人生から排除したいと望んでいるのは何故でしょうか。

十二人を選ぶ　6:12-16

12. 12弟子を選ぶ前にイエス様は何をしましたか。(12)　あなたは人生で大きな選択を
する時にどうしますか。

13. 人々は救いにあずかるために招かれ、救われた人たちはいろいろな使命に仕えるため
招かれます。両方の場合に誰の決定によりますか。(13；ロ-マ9:16を参照に)
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14. 使徒と言う名称はどういう意味ですか。使徒の使命は何ですか。(13)

15. イエス様はある弟子たちに新しい名前を与えられたのは何故でしょうか。(14；マタ
イ16:17-19を参照に)

16. イエス様はなぜ裏切り者のユダを使徒の中に選ばれたでしょうか。(146； ヨハネ
6:71,13:21-27,使徒2:23-24を参照に)

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

おびただしい病人をいやす　6:17-19

18. イエス様は王として有名な方針演説(山上の垂訓)を山でされました。その後よく似た
メッセージを別の場所でもなさいました。それは何処行われ誰が聞いていましたか。
(17)

19. 集まった群衆の動機は何でしたか。(18)　あなたが神様のみ言葉を聞きに行く場合の
動機は何ですか。

20. 人々はどうしてイエス様に触りたかったのですか。(19)　あなたはイエス様に出来る
だけ近寄りたいですか。あなたの人生にどのような力を必要としますか。

幸いと不幸　6:20-26

21. 「幸い」という言葉はどう言う意味でしょうか。(20)　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
た幸福ですか。「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唯一与えて下さるイエス・キリスト様により
ますか。

22. 心の貧しい人は何故幸いですか。どの様な貧しさの事でしょうか。(20；イザヤ
57:15；61:1；66:2；マタイ5:3を参照に)　貧しさの本質は何ですか。天の御国はど
うしてそのような人のものですか。

23. 天の御国又は神の国とはどういうところでしょうか。(20；マタイ6:33；12:28；ル
カ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)　神の国の支配者は誰ですか。今日どのような手段でイエス様の支配は実現し
ますか。将来はどのようにですか。私たちが「み国が来ます様に」と祈る時に天の
父なる神様はどのように答えますか。

24. どのような飢え渇きが幸いをもたらせますか。(21；マタイ5:6；ヨハネ6:35を参照
に)　その人たちはどのようにすれば満たされますか。

25. キリストに従う人は何が理由で泣かなければならないのでしょうか。彼らはどのよう
な慰めを受けますか。(21)　最終的にどのような笑いになるのでしょうか。

26. 主はキリスト者にどんな困難や迫害に出会うことを許しますか。(22；ヨハネ16:1-4
を参照に)　あなたは信仰の為にどの様な苦しみに会いましたか。

27. 人は迫害の中でどんな喜びを経験することがありますか。(23；使徒16:22-25を参照
に)　主はどうして自分の信者に楽な道を約束なさいませんでしたか。

28. 富んでいる人は何故又何時その運命を後悔する事になりますか。富は人にどの様な慰
めを与えますか。(24；16:25；ヤコブ5:1-6を参照に)　本当の慰めはどんなもので
すか。

29. 自己満足の人にはどのような運命が待っていますか。(25；イザヤ65:13-15を参照
に)　物質はどうして人の心を満足させることが出来ないのですか。

17



30. どのような笑いが涙と悲しみに変わりますか。どの様な悲しみが喜びに変わりますか。
(25；マタイ5:4；2コリ7:10；ヤコブ4:8-10を参照に)　あなたは何を喜び、何を
悲しみますか。(1ペテロ5:7を参照に)

31. 真理に堅く立って悪い評判になっても、それはどうして大丈夫でしょうか。妥協と真
理のどっちが大切ですか。何故ですか。(26；ヨハネ15:18-16:3；ヤコブ4:4を参照
に)　真理をそっちのけにして人々に認めてもらう誘惑に陥らないようにする事が出
来ますか。

敵を愛しなさい　6:27-36

32. イエス様はどうしてよくその言葉を聞く事を強調しますか。(27；黙示録
2:57,11,17,29を参照に)　どのような聞き方を言っているのでしょうか。聞く事と
従順はどのように結びついていますか。信仰はどうしてみ言葉を聞く事から生まれ
ますか。(ロ-マ10:17を参照に)

33. 普段嫌な感情や憎しみさえ抱いている敵に対する愛はどんなものですか。(27,35)聖
書が謳っている愛と一般的な感情的な愛とどう違いますか。

34. 私たちを呪う人をもどのように祝福する事が出来ますか。(28；1ペテロ3:9-13を参
照に)　祝福と祝福するとはどんなことですか。(民数記 6:23-27；2コリ13:13を参
照に)　呪いはイエス様を信じる人にはどの様な影響を及ぼしますか。(申命記 23:6
を参照に)

35. 侮辱をする敵の為に何を祈るべきですか。(28)

36. 「もう一方の頬を向ける」とは具体的にどんなことですか。(29)　間違った被害者意
識に甘んじる事とどう違いますか。

37. 全ての頼む人に自分の物を分け与えることはどうして出来るのですか。(29-30)

38. 強盗から盗まれた物を返してもらうように要求するのはどうしてだめですか。
(30,35)　イエス様の教えはどうして社会の法律として使えないのですか。神の国の
自由の律法は何に基づきますか。　私たちの財産はすべて究極的に考えたら誰のも
のですか。

39. 31節の黄金の法則と仏教の「自分にして欲しくない事を人にしてはいけない」と言
う教えはどう違いますか。人の必要をその人がまだ言わない前からどの様に分かり
ますか。人の為に積極的に奉仕することは何から動機ずけられますか。

40. 褒められる事を求めない愛の報いは誰から来ますか。(32-34)

41. 罪に支配されて頑なな人でもどの様なよい行いをする事が出来ますか。(32-34；ルカ
11:13を参照に)　完全な罪堕落について語る聖書は何を指しますか。

42. 愛の報いは何ですか。(35)　人間は何時又どのように神様の子供になれますか。

43. 天の父なる神様はどんなお方ですか。(35-36；詩篇 1-3:8,13を参照に)

44. どの様に憐れみ深い愛を示す人間になれますか。(36)

人を裁くな　6:37-42

45. 裁く事と事実による避難(批評)はどう違いますか。イエス様はどの様な裁きを禁じま
すか。人を裁いたらどうなりますか。人を裁く人の裁き主は誰ですか。罪を裁く事
と罪人を裁く事はどう違いますか。(37；ロ-マ13:1-7を参照に)　

46. 人が犯した罪をどのように赦すことが出来ますか。(36,37)赦す事は具体的にどんな
ことですか。恨みから人はどのように解放されますか。

18



47. 他の人に与える物を何処から貰いますか。自分の物を分ける人に誰が新しい物を与え
て下さいますか。(38；ヨハネ3:16を参照に)　神様は何を与えて下さいましたか。
神様はどのぐらい与えて下さいますか。

48. 私たちが量る量りで誰が私たちに量りますか。(38)　あなたはどれだけ自分の物を人
に与える習慣を身に付けていますか。

49. イエス様はこの文脈で盲人が盲人を案内することで何をを教えたかったでしょうか。
(39,41-42；ヨハネ9:39-41を参照に)　霊的な盲目状態からどう解放されますか。

50. 弟子と師の喩えでイエス様が何を教えていますか。(40)　習うために生徒にとって最
も大切な姿勢は何ですか。本当の謙遜はどう生まれますか。(41)

51. イエス様は間違った人を訂正する事を禁じませんが、その前提は何ですか。(42)

52. 偽善の本質は何ですか。偽善からどう解放されますか。(42)

実によって木を知る　6:43-45

53. イエス様がよい実を結ぶ木と悪い木について語った時に何を指しましたか。(44-45；
マタイ7:17-23；12:33-37を参照に)

54. よい人はどのような実から知られていますか。悪い人はどうですか。(44-45)　あな
たの人生はどんな実を結びますか。あなたの人生で結んだ実は誰の為になりますか。

55. あなたはどのような考えや姿勢で心が満たされていますか。(45)　それらはあなたの
日々の生活の中にどう現れていますか。

家と土台　6:46-49

56. 私たちの祈りと神様のみ言葉に対する従順はどんな関係にあるべきですか。(46)

57. イエス様のみ言葉を聞かない人は救われませんが、それが役に立つためにどのような
姿勢で受け止めなければならないのですか。(47)　どうして多くの方々は聞いたみ
言葉に従いたくないのですか。　御言葉に従順になるためには自分の努力によって
達成できるのですか、それともみ言葉それ自体の中にある力が従う人の心に働いて
できるのしょうか。

58. あなたの主の御言葉に対する従順はどのような嵐の中で試されてきましたか。それら
の嵐の中で耐える秘訣は何ですか。(48)

59. 神様のみ言葉に従う人の運命は何ですか。(49)　あなたにとって主のみ言葉に特に従
いにくい所は何でしょうか。

ルカの福音書 　7章

百人隊長の僕をいやす　7:1-5

1.　カペルナウムに住むローマ人の百人隊長はその僕とどのような関係にあったでしょう
か。(1-2)　その僕はどのような状態にありましたか。

2.　イエス様が僕を癒す事が出来るという百人隊長の信仰は何に基づきましたか。(3)

3.　何故百人隊長が自分でイエス様の所に来ないで仲介者としてユダヤ人の指導者を使っ
たでしょうか。(3,6)　それは彼について何を語っていますか。

4.　ユダヤ人はこの百人隊長をどのように評価しましたか。何故でしょうか。(4-5)
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5.　癒しの奇跡を体験した人はどのような罠に陥る可能性がありますか。(4)　ユダヤ人
の長老たちの考え方は何処が狂っていたでしょうか。

6.　彼がユダヤ人の為に会堂を建てた事は何を物語っていますか。(5)

7.　百人隊長はイエス様に仲介者を通してどの様なお願いをしましたか。(7)　彼はイエ
ス様の御前で自分の価値をどのように見ていましたか。それにも関わらずイエス様
に助けをお願いする事は彼の信仰について何を物語っていますか。あなたがイエス
様に近ずける価値と資格は何に基ずいていますか。

8.　イエス様が病人の所まで足を運ばずに言葉一つで癒す事が出来るという彼の信仰の確
信は何に基づいていましたか。(8)

9.　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。
(8)　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。そのような百人隊長の信仰はどの様に
至ったでしょうか。(ヨハネ5:30；6:38を参照に)　三位一体の神様のそれぞれの人
格の間にどの様な服従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。

10. 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。大きな信仰とはどのような性質を持っていますか。(9；マタイ
15:25-28を参照に)　あなたの信仰はどうですか。信仰はどのようにして大きく成長
出来ますか。

11. 百人隊長の僕はどうなりましたか。(10)　信仰はどのように働きますか。

やもめの息子を生き返らせる　7:11-17

12. ナインという町の近くにどの様な二つの行列が互いに出会いましたか。(11,12)

13. やもめにはどんな大きな悲しみがありましたか。(12)　彼女をより一層悲しいものに
したことは何でしょうか。

14. 町の中から大勢の人たちが葬儀の行列に参加しました。キリスト教の葬儀にはどのよ
うな意味がありますか。(12)

15. イエス様は悲しみにふけた人にどのような心で接しますか。(13)　あなたは今までど
のような悲しみを体験して来ましたか。その中でどの様な慰めを受けましたか。

16. イエス様が息子にイエス様の声を聞いてそれに従うように命じられた事は死と死後に
ついて何を教えますか。(14)

17. イエス様の言葉にはどんな力がありますか。(15；ヨハネ5:21,25,28-29；11:43；使
徒9:40を参照に)

18. イエス様は青年を誰の為に生き返らせられましたか。(15)　イエス様はどうして人を
ほんのわずかしか生き返らせませんでしたか。

19. このしるしは人々にどの様な影響を及ぼしましたか。(16-17)　恐れと賛美はどう繋
がっていますか。

洗礼者ヨハネとイエス　7:18-23

20. 牢獄に閉じ込まれていたバプテスマのヨハネは弟子からイエス様の働きについて聞い
た時、どう反応しましたか。(18-19)

21. 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証して
いたにも関わらず、イエス様が誰であるかについて疑がったのはどうしてでしょう
か。その疑いに牢獄での生活と死刑の恐れがどのぐらい影響したと思いますか。
(19；イザヤ61:1-3；ルカ3:7-9を参照に)　神様に良く用いられている人でさえも
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どうして疑いが生じる事があるのでしょうか。キリストにある神様の恵みと同じキ
リスト様が将来に行われる裁きは互いにどのような関係にありますか。イエス様の
あなたの人生の中での働きとあなたが抱いていた希望と期待との間でどのように矛
盾することがありましたか。

22. 洗礼者ヨハネは自分の弟子たちも悩ましたであろう疑いに出くわした時に、どのよう
な賢明な方法で対処しましたか。(19-20)　信仰と疑いは互いにどのような関係にあ
りますか。

23. 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ましたか。(21；イザヤ61:1-3；ルカ4:18-
19を参照に)

24. イエス様はヨハネの為にどの様な答えを授けたでしょうか。(22-23)　私たちにとっ
ても神様のみ言葉と私たちの周りで実現している主の御業を繋ぐことはどうして大
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
くては不可能ですか。

25. イエス様がこの世に最初に来られた事と来る将来に栄光の中で再臨される事とはどの
ような関係にありますか。(22)

26. 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。(23)　あなたのイエ
ス様に対する信仰がどの程度あなたの期待と違なりましたか。そのような時にあな
たはどのように乗り越えましたか。

バプテスマのヨハネについてのイエス様の証し　7:24-35

27. イエス様は洗礼者ヨハネをどう評価しましたか。(24-28)　イエス様があなたについ
てどのような評価を望みますか。(イ)人の前で　(口)父なる神様の前で

28. バプテスマのヨハネにどの様な強さがあったでしょうか。(24；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。あなたはいろいろな風の吹く中でも
真理にどのように堅く立てますか。

29. イエス様はヨハネの質素な生き方をどう見ましたか。(25,33)　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と生活水準について
どのような評価をなさるでしょうか。

30. バプテスマのヨハネの活動はどのような点で旧約聖書の預言者たちの働きを超えまし
たか。(26-27)

31. イエス・キリスト様を心に受け入れるためには何によって準備しますか。(27)　律法
と福音はどのような関係にありますか。

32. 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とその活動にお
いて人から生れた者の中で最も偉大な人物であると評価されたのでしょうか。(28) 
もしあなたの人生においてどれぐらい律法を守ってきたかによって評価されるとし
たら、あなたはイエス様からどれくらいの点数をいただくでしょうか。

33. 福音を信じてイエス様から義と認められた、最も小さい人もどうしてヨハネより偉い
でしょうか。(28)　神の国にどの様に入る事が出来ますか。

34. 悔い改めの本質は何ですか。悔い改めは後悔と懺悔とどう違いますか。純粋な悔い改
めはヨハネを聞いた人々を何処へ導いたでしょうか。(29)

35. パリサイ人と律法学者たちのための神様の計画は何だったでしょうか。彼らは何故そ
れを拒否したでしょうか。(30)　神様はあなたの人生のためにどのような計画を
もっておられるでしょうか。

36. イエス様が互いに叫んでいる子供についての喩えを語った目的は何だったでしょうか。
(31-32)
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37. 律法も福音も拒否する人に何故希望がありませんか。(30,33-34)

38. 本当の知恵は何処に現れますか。(35)　誰がそれを告白できますか。あなたは賢い子
供の方に属していますか。

罪深い女を赦す　7:36-50

39. イエス様は何故非難した人の所での食事でさえも招待に応じましたか。(36)

40. パリサイ人のシモンはどういう目的でイエス様を食事に招待したでしょうか。(39)

41. シモンはイエス様が家に来られた時にどうして普通の礼儀に属する事柄をわざと怠っ
たのですか。(45-46)　そうする時に彼は誰の事を考えたでしょうか。(49)　人はイ
エス様とイエス様を非難する人を同時に喜ばすことが可能ですか。あなたは色々な
社交的な場面で人に仕えますかそれとも神様に仕えますか。

42. シモンは招待無しに入ってきた女性が罪人(売春婦)である事がどのようにして分かり
ましたか。(37,39)　あなたは何に基づいて人を評価しますか。

43. 女性はどう振る舞いましたか。(37-38)　彼女の振る舞いは何を現していましたか。
(47)　あなたは罪を赦して下さったイエス様にどの様に感謝を表しますか。

44. 女性はどうして泣いたでしょうか。(38)　悔い改めの涙でしたか、それとも感謝の涙
でしたか。悔い改めなら47-48節は赦しを表しますが、もしその日早くイエス様に出
会って赦されたら、47節は赦された人の愛について語っている思います。どちらが
正しい読み方でしょうか。

45.イエス様はパリサイ人シモンの目の前で値打ちが下がってしますことを知りながらも、
女性がイエス様の足に口づけすることを許されたのは何故ですか。(38-39)

46. イエス様はシモンをどのような姿勢で正そうとなさいましたか。(40)　イエス様は今
日も私たちの人生に介入しようとする時にどうして許可を求められますか。純粋な
心のカウンセリングはどんなものですか。

47. 二人の借金が許された喩えでイエス様はシモンをどう試そうとなさいましたか。(41-
43)

48. シモンの判断力には問題がなかったのですが、何が問題でした。(43-46)　あなたは
判断力をどう使いますか。

49. あなたは人々をどう見ていますか。(44)

50. 人と人を正しく比べる方法はどんなものでしょうか。(44-46)

51. 愛は何処から湧き出ますか。(47)　あなたはどのぐらい大きい罪が赦されましたか。
愛はあなたの人生でどう現れますか。

52. 罪赦された人はどうして繰り返して救いの確信の(罪は誠に赦されているという)言葉
を必要としますか。(48)

53. シモンの他のお客はどうしてイエス様を非難し始めましたか。(49；マルコ2:5-7を
参照に)

54. 罪の赦しは何をもたらせますか。(50)

55. 女性の信仰はどう現れましたか。(50)

56. 本当の平安は何処から見つかりますか。(50)　あなたはもう既に心の平安を持ってい
ますか。
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ルカの福音書 　8章

婦人たち、奉仕す　8:1-3

1.　イエス様は巡回の旅で何をしましたか。(1)　すべてのキリスト者の最も大切な使命
は何ですか。あなたはどうですか。

2.　使徒たちの他にイエス様と共に巡回したのは誰でしたか。(2-3)　福音伝道に女性の
役割はどんなものでしょうか。イエス様は女性たちにどの様な態度を示されました
か。

3. マグダラのマリアはどのようにイエス様に従うようになりましたか。(2)

4. 女性たちは福音の働きでイエス様にどのように仕えましたか。(3)

種を蒔く人のたとえとその説明　8:5-15

5.　イエス様は集まった大ぜいの群衆に喩えで神の国について教えられました。(4)　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、種を土に入れ混ぜました。落ちた種は、どうなりましたか。

　　　(イ)道ばたに落ちた種(5)　　(口)岩の上に落ちた種(6)

　　　(ハ)いばらの中に落ちた種(7)(二)良い地に落ちた種(8)

6.　神の国の秘密は何ですか。(10；エペソ 1:9-14；3:3-12を参照に)

7.　イエス様は喩えの使い方をどの様に弟子たちに説明しましたか。(9-10；マタイ
13:10-17を参照に)　イエス様は聞く人たちが喩え話の意味が分からなかったのは何
が目的だったのですか。 今の時代に私たちは心を頑なにし、偏見をもって福音の意
味を理解しようともない人々にどの様に語るべきでしょうか。(10)　あなたはどの
ように間違った姿勢を持っていますか。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)

8.　種には、どのような霊的な意昧がありますか。(11)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。(15)　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。

9.　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。(12)

10. 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。(13)

11. 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。(14)

12. 良い地の人々の生き方にはどのような特徴がありますか。(15)

13. イエスは、私たちがこのたとえ話から、何を覚えるように望んでいるのでしょうか。

14. 種蒔きの例え話はもし心の畑が悪くて私には良い実がならないならば、”私はいった
い何が出来のですか”と言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。(11)

たとえを用いて話す理由　8:16-18

15. 神の国の奥義は心の頑なな人にとって隠されていても、救われた私たちにはどの様な
ものです。(16)
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16. み言葉によって生かされているキリスト者の使命は何でしょうか。(16；2コリント
4:6,7,13;5:18-21を参照に)

17. 私たちの人生は何も隠しておくことが出来ないという事実にどのような怖れとどのよ
うな喜びがありますか。(17)　あなたはずっと主の御前で歩んでいますか。

18. クリスチャン生活の秘訣は何でしょうか。(18；黙示録2:7,11,17,29を参照に)

19. 聞くことはただ耳で聞くだけではなく、御言葉に従う意味も含まれています。もし私
たちが注意深く主の御声に聞き従うなら、何が起こるでしょうか。(18)ある先生は
こう言いました:「もしあなたは水をスプーンで汲むなら、少ししかもらえません。
スクープで汲むなら、その分もらいますが、バケツで汲んだバケツ分もらえま
す。」み言葉をバケツで汲む人たちに、どのような約束が与えられますか (18)

20. 定期的にみ言葉に接する機会がなかったらどうなりますか。(18)　あなたは聖書をど
のように読んでいますか。

イエスの母、兄弟　8:19-21

21. イエス様の母マリアと兄弟たちはイエス様の公の活動を辞めさせようとしてナザレか
らカペルナウムの家の外まで来た時、イエス様はどう反応しましたか。(19-20)

22. 彼らの行為はイエス様(兄弟)に対しての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。(21,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。イエス様とその弟子との間にどの様な関係がありますか。(ロ-マ8:29；ヘブル
2:11-13を参照に)　 あなたとイエス様との関係はどうですか。

突風を静める 8:22-25

23. 弟子たちはイエス様の指示にどう従いましたか。(22)イエス様があなたに語られる時
にすぐに従いますか。何故ですか。

24. 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意味をしますか。
(23-24) 

25. イエス様の言う通りにしても物事が必ずしも上手く行かない場合、それはあなたに何
を意味しますか。(23)　イエス様は何故私たちを困難な状況に導いかれるのですか。
あなたの体験談を語って下さい。

26. イエス様が嵐の只中でも眠れた事はその肉体的及び霊的な状態について何を語ってい
ますか。(23)

27. 弟子たちはどのぐらいの恐怖を経験しましたか。(24)　あなたは危険にさらされた時
にどう反応しますか。

28. 弟子たちの祈り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。(24-25)　小さい信仰と不信仰はどう違いますか。

29. 嵐を静めることによってイエス様は自分自身について何を示したかったでしょうか。
(25)　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)

30. 恐れからの解放はどこから来ますか。(25)　恐れの反対は何ですか。

31. 信仰は何ですか。(25)　信仰はどうすれば成長しますか。

悪霊に取りつかれたゲラサの人をいやす　8:26-39

32. イエス様と弟子たちが湖の向こう側のゲラサに着くと何が起こりましたか。(26-27)
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33. 悪霊たちはどのような力で働いて、どのような影響をつかれた人に及ぼしますか。
(27,29)　悪魔と悪霊たちの狙いは何ですか。悪霊は人の内に宿る別の霊で人をコン
トロールします。、悪霊につ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。

34. 悪霊たちはどうしてイエス様を恐れちますか。(28)

35. イエス様はどうして悪霊の名前を聞きましたか。(30)　み使い達と同じように悪霊た
ちにも違うランクや力のある存在があります。多くの悪霊が宿っている人の状態は
どんなものですか。(29)

36. 悪霊は人の他に動物やある特定の所に住んでいます。悪霊は最終的には滅びに行かな
ければならないと知って恐れていますが、その時までに人の他に動物やある特定の
所に住もうとしています。イエス様は何故彼らの願いに応じましたか。(31-32)

37. イエス様は何故豚の群れが滅びるのを認められましたか。(33)旧約聖書ではどうして
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)

38. イエス様が解放した悪霊につかれた人にどの様な変化が起こりましたか。(35-36)　
悪霊たちは聖霊が宿る生まれ変わったキリスト者にも誘惑を起こしたり、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すればいいですか。(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)

39. 人々はイエス様がなさった奇跡にどう反応しましたか。(35,37)　彼らはどうして恐
れましたか。

40. その地方の人々は何故イエス様にそこから出て行ってもらいたかったのですか。(37) 
どのような場合にあなたの仕事とイエス様に従う事が互いに矛盾することがありま
すか。

41. イエス様は解放された人にどんな使命を与えましたか。(38-39)　イエス様はどうし
て以前にらい病人を癒した時と正反対の命令をしましたか。(マルコ1:44-45を参照
に)

42. あなたは自分の人生でどのような主の御業を経験して来ましたか。あなたはそれらに
ついて他の人にどう語って来ましたか。

ヤイロの娘とイエスの服に触れる女　8:40-56

43. 湖の向こう側から戻って来られたイエス様の所にどのような人が来て、何を頼んだで
しょうか。(40-42)　あなたの身近な人が危篤の状態に陥った時に、あなたはどう祈
りますか。イエス様はその祈りにどう答えて下さいましたか。あなたの体験談を
語って下さい。

44. 群衆の中で長血を患っていた女性がどのような信仰を現しましたか。彼女はその信仰
に頼ってどのように行動しましたか。(43-44)　あなたの信仰はどのような行動に現
れますか。あなたの体験談を語って下さい。(ヤコブ2:26を参照に)

45. イエス様の服装に触ったら何が起こりましたか。(44；エペソ 1:19-21を参照に)

46. イエス様は何故癒された女性を見たかったのですか。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。この出来事はそばで見ていたヤイロにとってどのよう
な意味がありますか。(45-47)

47. 48節の言葉はギリシャ語では「健康にする」また「救う」と言う意味もありますか
ら、「娘よあなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい」とも翻訳
することも出来ます。もしイエス様の癒しの力が恐怖に支配されるなら、イエス様

25



の言葉は彼女に何を与えたでしょうか。(48)　肉体的な癒しと霊的な平安のどちら
が大切ですか。

48. ヤイロの娘が亡くなったという知らせが来た時にイエス様は何と言われましたか。
(50)　絶望的な時に希望は何処から来ますか。例を挙げて下さい。

49. イエス様はどうしてヤイロの家に3人の弟子しか連れて行かなかったのですか。(51)

50. ユダヤ教の葬儀に何が付きものでしたか。(52)　愛する人が亡くなった時に泣く事は
どのような役割を持ちますか。

51. 人々はどうしてイエス様をあざ笑ったでしょうか。(53)

52. 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。(52；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)

53. イエス様はヤイロの娘に何を言われましたか。(54)　イエス様の言葉が娘に聞こえた
はずです。死の向こう側にいる者とイエス様との関係はどんなものでしょうか。

54. 娘は何をしましたか。(55)

55. どうしてこの奇跡についても語ってはいけなかったでしょうか。(56)

ルカの福音書 　9章

十二人を派遣する　9:1-6

1.　イエス様は使徒たちが旅立つ時にどんな権威を与えましたか。(1)　

2.　弟子たちの使命は何でしたか。(2,6)　現代のキリスト者の使命は何ですか。

3.　イエス様はどうして旅への身支度について綿密な指示を出されたのでしょうか。(3-
5；マタイ10:5-15を参照に)　これは永久に適用すべき原則ですか、それともその当
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)

4.　弟子たちはどうして泊めてもらえる家を代えてはいけなかったのですか。(4)　伝道
と教会の成長においてキリスト者の家庭集会と御持て成しの役割は何でしょうか。

5.　もし弟子たちが受け入れられなかった場合には、彼らは静かに次の所に行くべきだっ
たでしょうか。どうして足の裏のちりを払い落とさなければならなかったのですか。
(5；使徒16:35-40を参照に)

6.　イエス様は弟子たちに悪霊を追い出したり病人を癒したりする権威を与えましたが、
現代の私たちにも同じ権威が与えられていますか。(1,6；マルコ16:20を参照に)

ヘロデ、戸惑う　9:7-9

7.　ヘロデ王はイエス様の活動を聞いて、どう思いましたか。(7；マルコ8:28を参照に)

8.　イエス様について当時の人々はどう考えましたか。(8)　現代の人々はイエス様を誰
と言いますか。あなたはイエス様の事をどう思いますか。

9．ヘロデ王の言葉は彼の心の状態をどう表していますか。(9)どうしてヘロデ王はイエス
様に会いたかったのですか。咎める心の攻めがヘロデ王に恐れを起こしました。　
悔い改めのない人の恐怖はどのような行動に至りますか。(ルカ13:31-32;23:6-11を
参照に)
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五千人に食べ物を与える　9:10-17

10. 伝道旅行からイエス様の所へ戻った弟子たちは何をしましたか。(10)　弟子たちに
とって伝道旅行の体験をイエス様と分かち合う事はどうして大切ですか。私たちに
とってはどうですか。

11. たとえ伝道の働きがうまく行っても、疲れが出ます。疲れた時にどうしたらよいので
すか。(10)

12. 休むにはよい所は何処ですか。(10)　一人でイエス様と一緒に過ごす時間はどのよう
な恵みをもたらせますか。

13. 弟子たちが疲れていてもイエス様はどうして働き続けたのですか。(11)

14. 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。(12)　イエ
ス様は私たちのアドバイスを必要としますか。あなたは主にどのように祈りますか。

15. イエス様は弟子たちにどうして不可能なことを命令しましたか。(13)

16. 奇跡をなさる前にイエス様は群衆が適当なグループ/集団に分かれるように命令しま
した。今日の人々に命のパンを分ける際に、そのことから何を学ぶ事ができますか。
(14-15；マルコ6:39-40を参照に)

17. イエス様が祝福されたら何が起こりましたか。(16-17)　豊かな人生の条件は何です
か。

18. 五千人の人たちが満腹になって、沢山の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　(17)

ペトロ、信仰を言い表す　9:18-22

19. イエス様は弟子たちにどんな質問をしましたか。どの様な場面でしたか。(18)　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。

20. 当時の一般の人々はイエス様の事をどう思っていましたか。(19)　それは彼らのイエ
ス様に対する姿勢について何を語っていますか。

21. ペテロの返事は何でしたか。(20)　ペテロはその信仰にどの様に至ったでしょうか。
(マタイ16:13-20を参照に)

22. イエス様はどうして私たちから信仰告白を求められますか。(20；ロ-マ10:9-13を参
照に)

23. キリスト(メシヤ、油注がれた)と言う名前はどのような意味ですか。(20)　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。

24. どうして弟子たちはこの告白を隠さなければならなかったのですか。(21)　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。

25. イエス様は何のためにこの世に来られたでしょう。(22)　イエス様はどうして弟子た
ちにもっとはやい機会に十字架での死について語られなかったのでしょうか。それ
はペテロの20節の信仰告白とどのような関係にあるでしょうか。

26. キリスト教の福音すなわち喜びのメッセージはどんな内容のものでしょうか。(22；1
コリント15:1-8を参照に)

27. 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。(22)
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イエス様に従う事　9:23-27

28. イエス様に従う事は何を意味しますか。(23)　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。(23)

30. 自分の十字架を背負うとはどのような苦しみを意味するでしょうか。(23)

31. 自己愛はどうして私たちを滅ぼしますか。(24-25)　「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. イエス様のために自分の命を失う事はどのように救いを得させますか。(24)

33. 今の世の中の状態はどんなものですか。(25)　この世の流れに合わせて歩むとどうな
りますか。

34. あなたは先置いて人の前に、それともイエス様の御前で生きていますか。(26)　人の
前で恥をかくよりも遥かに恐ろしいものは何ですか。

35. イエス様はどのような姿で再臨されますか。(26)　その時はあなたにとってどのよう
なものになるでしょうか。

36. 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こ
の世に現れ始めましたか。(27；使徒2:1-21を参照に)

イエスの姿が変わる　9:28-36

37. どの出来事から八日たったのですか。(28；9:18-20参照)イエス様は何をしに山に登
りましたか。あなたにとって祈りやすい所は何処ですか。

38. イエス様は三人の弟子(ペテロとヤコブとヨハネ)を三つの場面に連れて行きました。
他の二つは何処でしたか。この三つの場面の共通点は何でしょうか。(28；8:51；マ
ルコ5:37を参照に)

39. イエス様の容姿はどのように変りましたか。(29) 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。

40. イエス様はどうして栄光に輝く姿を弟子たちに見せたでしょうか。(29；2ペテロ
1:16-19参照)

41. 他に誰が山の頂上に現れましたか。(30)

42. エリヤとモーセが現れたことは死者の状態について何を語っていますか。又それは旧
約聖書と新約聖書の関係について何を教えますか。(31)

43. エリヤとモーセは何についてイエス様と語り合っていましたか。(31)

44. イエス様が祈っておられる時に弟子たちは眠ってしまったことは彼らの祈りの生活に
ついて何を語っていますか。(32)

45. ペテロはモーセとエリヤとイエス様が話し合っている時に何を体験しましたか。彼は
何故二人が帰ろうとした時に提案しましたか。言った事は訳の分からないものでし
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。(33)あなたが同じ場面
に居たらイエス様に何と言うでしょうか。

46．モーセとエリヤが帰ってからイエス様が弟子たちと一緒に残られた事は私たちにどの
ようなメッセージが含まれていますか。(33,36)

47. 弟子たちが大きな恐怖に襲われたのは何が原因でしたか。(34)

48. 父なる神様は何とおおせられましたか。(35)　その言葉は私達にとって何を意味しま
すか。イエス様ご自身にとってはどうですか。
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49. 弟子たちにとってイエス様の変貌は素晴らしい体験でしたが、イエス様がまた元の姿
に戻られて弟子たちと一緒におられた時、弟子たちにとってそれで充分だったで
しょうか。(36)　大きな体験をすることかそれともイエス様が共に傍におられるこ
とか、どちらの方が大切ですか。

50. 弟子たちはどうしてこの体験についてイエス様が復活される前に話さなかったのです
か。(36；マルコ9:9を参照に)　あなたの人生で他の人がまだ理解できないような体
験がありますか。もしあれば話して下さい。

悪霊に取りつかれた子をいやす　9:37-43

51. イエスと三人の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。
(37)神様のすばらしい恵みを体験した後に、すぐに大きな問題にぶつかったという
経験をしたことがありますか。

52. 苦しんでいる男は群衆の中からイエス様に何を叫んだでしょうか。(38)　彼が一人息
子に関する事であるのをどうして強調しましたか。

53. 息子が悪霊にとりつかれてから、父親の生活はどのようなものだったでしょうか。
(39,42)

54. 弟子たちが悪霊の支配から息子を解放出来なかった時、父親はどういう気持ちだった
でしょう。(40)

55. この場面でイエス様はなぜ又どのように周囲の人々の不信仰を悲しまれたのでしょう
か。(41)私たちは今どのような世代の中に生きていますか。

56．イエス様は父親や周りの人たちの不信仰にもかかわらず、何をされましたか。(42)あ
なたは自分の家族や自分の問題を解決するためにイエス様からどのような助けを求
めますか。

57. イエス様の御業は人々にどの様な影響を及びましたか。(43)

再び自分の死を予告する　9:44-45

58. 弟子達も群衆もイエス様の癒しの業を称賛している時に、イエス様はどうして十字架
の道について語られましたか。(44)　最も深い意味での癒しの根拠はどこにありま
したか。

59. イエス様は弟子たちに福音の深い真理について教えられましたが、どうして弟子たち
はその意味が理解できなかったのでしょうか。(44-45)

いちばん偉い者　9:46-48

60. 高い地位について人の指導者になりたい気持ちは間違っているでしょうか。(46,48)
どのような方法で偉くなりましか。　イ)　この世の中で　　　ロ) 主の教会の中で

61. イエス様は子供をどのように扱って下さいましたか。(47) あなたはどうですか。

62. 子供を受け入れるとはどんなことですか。(48)イエス様の名によって受け入れるとは
どうことですか。

逆らわない者は味方　9:49-50

63. キリスト者の交わりと仲間意識との違いは何ですか。(49)

29



64.自分たちの側に属する者と反対する者とを区別するにはどのような基準で判断すれば
いいのでしょうか。(50)イエス様の観点から中立的な立場をとるのは可能でしょう
か。(マタイ12:30を参照)

サマリア人から歓迎されない　9:51-56

65. 51節はイエス様の人生における神様の計画とその実現の時について何を語っていま
すか。イエス様の公の活動の目的は何でしたか。

66. サマリヤ人は何故イエス様と弟子たちを受け入れたくなかったのですか。(53)　差別
された人の生き方でその差別の影響がどのようによく現れますか。あなたは誰に対
して差別的な態度を持っていますか。

67. ヤコブとヨハネはどのような旧約聖書の実例を参考にしてイエス様に提案したでしょ
うか。(54；創世記 19:24；2列王記 1:10-12を参照に)

68. 二人の兄弟はどんな気持ちに支配されていましたか。(55)　差別を受けたらあなたは
どう反応しますか。(ロ-マ12:19-21を参照に)

69. イエス様は何故この世へ来られましたか。(56)　この節はあなたに関係しますか。

弟子の覚悟　9:57-62

70. イエス様に何処へでもついて行くと約束した人にとってイエス様に従う事はどのよう
なものだとイメージしていたのでしょうか。(57-58)　イエス様に従う事についてあ
なたはどの様な期待を持ってますか。

71. イエス様は従う人に住まいに関してどの程度の要求をしましたか。(58)　私たちは
ホームレスの人にどう対応すべきですか。キリストに従う人たちの永遠の住まいは
何処ですか。

72. イエス様は何故従う事を他の何よりも優先されたのですか。(59-60)

73. 「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。(59)　その父親はす
でに亡くなっていたでしょうか。イエス様の「従って来なさい」という招きを先延
ばしにすればどのような結果になりますか。

74. イエス様は60節でどのような死者について話しておられますか。

75. イエス様に従う人の使命は何ですか。(60)

76. イエス様は何故従う者に家族の人にも分かれの挨拶を許さなかったでしょうか。あな
たにとってイエス様か家族かどちらが大切ですか。(61)

77. 神の国に入ろうとする人にどうして大変厳しい条件を定められたでしょうか。(62)　
半信半疑の心はどうして神の国に入る事とイエス様に従う事を不可能にしますか。
あなたはどうですか。

ルカの福音書 　10章

七十二人を派遣する　10:1-12

1.　イエス様は72人の弟子を何処へ派遣しましたか。(1)　イエス様ご自身は何処へ行く
予定でしたか。伝道の本質は何でしょうか。

2.　どうしてイエス様に道を備える弟子たちは二人ずつで送られたでしょうか。(1)　今
日伝道をどう進めるべきでしょうか。
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3.　福音の広がりを妨げる最も大きな要因は何でしょうか。(2)

4.　最も大切な祈りの課題は何でしょうか。(2)　あなたの場合に主がその祈りにどう答
えて下さいますか。

5.　働き人を福音伝道に誰が送って下さいますか。(2)

6.　収穫は何を意味しますか。(2)

7.　羊たちは狼の中でどうすれば生き延びることが出来ますか。(3)　狼は何を指します
か。

8.　どうしてイエス様は弟子たちが旅に出る際に何も持って行かないように指示されまし
たか。(4)　これは永久に適用される定めですか、それともその時に弟子たちに信仰
による歩みを訓練させるための一時的なものでしたか。(ルカ22:35-38を参照に)

9.　行く途中で誰にも挨拶をしてはいけないと言う指示は何故だったでしょうか。(4)　
イエス様が与えられた使命から私たちはどのように脇道に沿ってします危険性があ
りますか。

10. 「平安があるように」と言う挨拶の意味は何ですか。(5-6)　あなたの平安は何に基
ずいていますか。

11. 福音を伝える働き人にはどうして報酬を受ける権利がありますか。(7)　パウロはど
うして賃金を受け取ることを拒否しましたか。(1コリ9:6-12を参照に)

12. 福音を語る人はどうして食べ物の選択をしないで、与えられたおもてなしをそのまま
受け入れなければなりませんですか。(7-8)　

13. イエス様の使節の使命は何でしたか。(9)　私たちの使命は何ですか。

14. どうして福音を拒否する人に対して公の警告を与えなければなりませんか。(10-12)

15. イエス様は12節でどんな日について語っていますか。(12,14)　あなたはその日のた
めにどのように用意が出来ていますか。

悔い改めない町を叱る　10:13-16

16. イエス様がその最も多い奇跡を行われた町々を叱る事はイエス様の心をどう表してい
ますか。(13,15)

17. 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。(13-14)　あなたはそ
の時にどうなりますか。滅びに至る裁きに定められない確実な根拠は何でしょうか。
(13,16；ロ-マ8:1を参照に)

18. イエス様は派遣した弟子たちにどの様な権威を与えましたか。(16；ヨハネ13:20；2
コリ5:18-21を参照に)　それを具体的にどう使うべきですか。(マタイ16:19；ヨハ
ネ20:22-23を参照に)

七十二人、帰って来る　10:17-20

19. 伝道旅行から戻った弟子たちは何を喜びましたか。(17)　どうしてうまく行った働き
が最も大切な喜びの理由になってはいけませんか。(20)

20. 悪霊を今の時代でもどのような力で追い出す事が出来ますか。(17)

21. イエス様はサタンが天から落ちたと言う言葉でどの出来事を指していますか。(18；
エゼ 28:13-15；黙示録12:7-9を参照に)

22. イエス様は自分の信者にどのような権能を与えて下さいますか。(19)　暗闇の力の攻
撃を受ける時にあなたは何に頼りにしますか。(ヤコブ4:6-8を参照に)
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23. キリスト者の本当の喜びの理由は何ですか。(20)

24. 天のいのちの書に自分の名前をどうすれば書きしるして頂けますか。(20；黙示録
7:14-17；13:8を参照に)

喜びにあふれる　10:21-24

25. イエス様の喜びの理由は何でしたか。(21-22)　 喜びが聖霊様によって起こった事が
どうして強調されていますか。神様が三位一体である事がここでどう現れますか。
イエス様は父なる神様をどう描写しますか。あなたにとって神様の御業が行われる
のを見るのは喜びと賛美の理由ですか。

26. 賢い人や知恵のある人たちはどうしてイエス様の事が分からないのでしょうか。
(15；1コリ1:19-31を参照に)

27. それはどうして幼子のような人たちに可能ですか。(21；詩篇 119:130を参照に)　幼
子のようなとはどのような人たちですか。

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されたのですか。(22；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。(22)　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。

30. 何が人を幸いな者(神様の目から見て幸福、救われた)にしますか。(23)

31. 旧約聖書の預言書の目的は何でしたか。(24；ヘブル11:39-40；1ペテロ1:10を参照
に)

慈悲深いサマリア人　10:25-37

32. イエス様に質問した律法学者の動機は何でしたか。(25,26,29)

33. 人はどのようにすれば救われますか。(25)

34. イエス様はどうして律法学者が律法を守る事で救われると言う考えを認めましたか。
(26-28,37)

35. イエス様はどうして律法学者に律法を守るように命令されましたか。(28)　守らない
でただ知識としての律法は何故誰にも役に立ちませんか。

36. 隣人とその人たちの必要を見る能力は何処から出ますか。(29,36)

37. 慈悲深いサマリア人の喩えの人物の中であなたに最も近いのは誰ですか。(30-35)

38. あなたにとってどのような場面で助けを必要とする人を無視する誘惑に陥りましたか。
(31-32)祭司とレビ人は苦しんでいる人を無視する行為をどう正当化したでしょうか。
あなたはどうですか。

39. イエス様は喩えの中でどうしてサマリア人をユダヤ人に愛を示すように選ばれたので
しょうか。(33)　サマリア人とユダヤ人との関係はどうでしたか。(9:54を参照に)

40. サマリア人はどのように傷づいた人の世話をしましたか。(34)　油と葡萄酒はどのよ
うな比喩的な意味があったでしょうか。

41. この喩えで苦しんでいる人を何処まで助けるように教えていますか。(35)

42. この喩えは次のように説明されます:イエス様は律法学者に永遠の命を律法を守る事
では得られないことを教えまた同時にイエス様ご自身が偉大な慈悲深いサマリア人
であると説明したかったです。イエス様は悪魔と罪が半殺しにした人を救って、教
会という宿屋に聖霊様の長期の介抱を受けるために連れて行かれる。この解釈をど
う思いますか。このところのテキストと一致しますか。
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マルタとマリア　10:38-42

43. ベタニアの家の女主人は誰でしたか。(38；ヨハネ12:1-2を参照に)　マルタとマリ
アはイエス様とどのような関係でしたか。(ヨハネ11:1-3,5を参照に)　それはどう
現れましたか。

44. マリアはイエス様に対する愛をどう示しましたか。(39)　マルタはどうでしたか。
(40)

45. マルタはどうしてマリアに対してもイエス様に対してもイライラしましたか。
(40,41)

46. どのような優先順序に従って物事に対応すべきですか。(41)　あなたにとって忙しい
状況でどの様な影響を与えますか。

47. 「必要なことはただ一つだけ」と言う言葉でイエス様が何を指していましたか。(42) 
あなたにとって最も大切な事は何ですか。

48. イエス様の話を聞く事はどうして「良い方」でしたか。(42)　神様のみ言葉はどのよ
うに働きますか。あなたは主の話とその心の声をどのようにして聞いていますか。

ルカの福音書 　11章

祈るときには　11:1-13

1.　弟子たちはどうしてイエス様に祈り方を教えてくれるように頼んだのでしょうか。
(1)　あなたの祈りの生活はどのようなものですか。

2.　主(神様)のみ名を崇める事(直訳:清くする事)は何を意味しますか。(2)　誰のために
主の祈りは捧げられますか。神様のためですか。私たちのためですか。

3.　神の国はどのよう来ますか。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。(2,20；マタイ16:28；ロ-マ14:17；黙示録19:6-8を参照に)　神様はどのよ
うにすればあなたの人生を支配して下さいますか。今それはどのように実現します
か。

4.　神様のみ心は今どこで完全に実現していますか。それが地上で行われる事をどうして
祈らなければなりませんか。(2)　あなたの意志は神様のみ心にどう従いますか。

5.　日々の必要を父なる神様にどうして祈るべきですか。糧とは何を含んでいますか。
(3)

6.　イエス様の恵みによって義と認められたキリスト者がどうして毎日罪の赦しを求めな
ければなりませんか。(4)　神様に赦される事と我々に罪を犯す人を赦す事はどうし
てに関連していますか。(マタイ18:21-35を参照に)　神様との縦の関係と人との横
の関係は互いにどんな因果関係にありますか。あなたは人を赦すのは容易ですか。

7.　誘惑からの解放をどうして祈らなければなりませんか。(4)　試練と誘惑はどう違い
ますか。誘惑と試練の背後にそれぞれ誰がいますか。(マタイ4:1-11；1コリ
10:13；2ペテロ2:9；ヤコブ1:3-4を参照に)

8.　どのような悪からの解放を祈らなければなりませんか。何故ですか。(4；マタイ
6:13を参照に)

9.　イエス様は二人の友達の喩えで祈りについて何を教えていますか。(5-8；18:1-8を
参照に)　忍耐深さは祈りの生活の中にどの様な意味を持ちますか。

10. イエス様はどうして私たちに求めるように、探すように、叩くように命じますか。
(9-10ヤコブ4:3；5:13-18；1ヨハネ3:22を参照に)

33



11. 祈りの際に私たちはどうして探したり、又ドアを叩かなければならないのですか。求
めの結果として誰を探さなければなりませんか。誰が私たちにドアを開いて下さい
ますか。開かれたドアは何処へ導いてくれますか。(9-10；ヨハネ10:9を参照に))

12. 罪に堕落した人間でもどんな行いをする事が出来ますか。どうしてですか。(11-13)

13. 人が受ける最も素晴らしい賜物は何ですか。(13)

14. あなたは祈る時にどの様な事を求めますか。(13)　主はあなたに何を求めるように
願っておられますか。

ベルゼブル論争　11:14-23

15. 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。(14)

16. 人々はそれを見てどう反応しましたか。(14-15)　同じ出来事が何故人々を驚く人と
反対する人の二組に分かれさせたのでしょうか。

17. 主に信頼する事と主を試す事はどう違いますか。(16；マタイ4:5-7を参照に)

18. イエス様があなた方のすべての考えを見抜くことが出来るということはあなたにとっ
て何を意味しますか。(17)

19. 互いの喧嘩はどのような影響をもたらせますか。(17)　それは国やキリスト教会や社
会集団などにどのように適応されますか。

20. どうして悪魔の力で悪霊を追い出す事が出来ませんか。(18)　悪魔を追い出そうとす
る行為がキリスト教会以外の宗教の中に見えるなら、それは実際何を意味するので
しょうか。

21. イエス様を否定した人の子供たちはどうしてその親を裁く事になりますか。(19)

22. 悪霊を追い出すイエス様の活動は何の証でしたか。(20)

23. イエス様の喩えの強い人ともっと強い人は誰ですか。(21-22；1ヨハネ3:8を参照に)

24. 神の国と悪魔の支配領域との間に何故何も中立又は灰色の地域がないのですか。(23) 
あなたはどちらの支配下に属しますか。

汚れた霊が戻って来る　11:24-26

25. イエス様の働き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。
(24-25)

26. 悪霊にはどの様な特徴がありますか。(24)

27. もし悪霊から解放された人が自分の罪を悔い改めないで聖霊様を受けないなら何が起
こりますか。(26)　その結果はどうですか。

真の幸い　11:27-28

28. イエス様のお母さんマリアは幸いな者として称えられていますが、その幸福の本当の
理由は何でしたか。(27-28)

29. 神様から頂いた使命でも幸いの理由として十分でないのはどうしてですか。(27-28)

30. どのように誰でも幸い(神様の目から見ると幸せ、救われた者)になれますか。(28)

34



人々はしるしを欲しがる　11:29-32

31. イエス様はどのような時代に生きていましたか。(29；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。

32. ヨナのしるしは何でしたか。(29-30,32；マタイ12:40-41を参照に)　イエス様はそ
の時代にどの様なしるしになりましたか。

33. 最後の裁きの時に人々は何に基づいて裁かれますか。(31-32)　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。

体のともし火は目　11:33-36

34. 正しく見えるためにどの二つの事が必要ですか。(33-34)

35. イエス様はその喩えでどのような目とどのような光を指しますか。(33-36)

36. 私たちはどのような危険にさらされていますか。(35)　霊的な盲目はどのように現れ
ますか。(ヨハネ9:39-41を参照に)

ファリサイ派の人々と律法の専門家とを非難する　11:37-54

37. パリサイ派の人々は一般的にイエス様に非難的な態度を取っていましたが、どうして
イエス様は彼らの家にでも招かれたら食事に行きましたか。(37)

38. イエス様はどうして食事の前にわざと手を洗いなかったのですか。(38-40)

39. どうしてあくまでも外面的で役に立つ習慣が人に致命的なものになりえるのですか。
(40-42)

40. 本物の清さはどんな性質ですか。(41；1ヨハネ1:7を参照に)

41. 正しい施し(人を経済的に助ける事)はどんなものですか。(42)　それはどのような動
機であるべきですか。

42. 人の注目や評価を求める事はその人と神様との関係について何を教えますか。(43-
44)　偽善は私たちの間でどう見えますか。キリスト者にとっても、それはどうして
本当の誘惑になりますか。

43. 律法学者たちはイエス様が延べ伝えた律法をどう受け止めましたか。(45)　イエス様
はそのメッセージで何を伝えたかったのでしょうか。

44. 教える人の生き方がその教えと一致しないとそれ自体正しい律法の教えはどのような
影響を受けますか。(46)

45. 当時の人たちはどのように昔の預言者たちに記念碑を建てていますか。(47-48)　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ージが拒否されても、何故彼
らが尊敬されていますか。

46. 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。(49-51)　昔の預言者たちは誰の到来を預言したでしょうか。

47. 律法の下に律法学者達が従わない時、その教えはどのような結果をもたらしますか。
(52)　み言葉を教える教師と伝道に携わる人たちの生き方はどうして非常に大切で
すか。

48. イエス様のパリサイ人への救いの為に愛をもって厳しいく語られた言葉はどのような
結果をもたらしましたか。(53-54)　イエス様はどうしてその話し方をもっと柔らか
くしなかったのですか。律法のメッセージはあなたにどう働きますか。
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ルカの福音書 　12章

偽善に気をつけさせる　12:1-3

1.　何千人のもの人が集まっていたにも関わらず何故イエス様は先に弟子たちに話しまし
たか。(1)　福音伝道に於いて私たちは人数についてどう考えるべきですか。

2.　最も恐ろしい罪の一つは何ですか。(1；使徒5:1-11を参照に)　どうしてですか。他
の人があなたの信仰についてどう考えているかを気にしますか。神様はあなたの信
仰をどう見ておられますか。

3.　本当の自分と違う者に見せかけるのはどうして無駄で不可能ですか。(2-3)

4.　すべての隠されている事も何時明らかになりますか。(2-3)　あなたは何か罪を隠し
て生活していますか。それをどのように悔い改めればいいですか。

恐るべき者　12:4-7

5.　人を恐れる事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
て殺される事さえも恐れる必要がないのですか。(4-5；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。

6.　どうして神様を畏れなければならないのでしょうか。(5)　神様に対する正しい畏れ
はどのようなものですか。子供の親に対するおそれ畏れと奴隷の恐れはどう違いま
すか。

7.　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。
(5；マタイ5:22-30；18:9；23:33を参照に)　地獄に落ちる警告が今の時代に珍しく
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
ですか。(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)

8.　キリスト者は人や怖い出来事を恐れる必要がない事をイエス様はどのように説明して
いますか。(6-7,11-12,32)

9.　人間の価値は何に基づきますか。(7,24)　それは何故神様に創造された他の何よりも
大きい価値があるのですか。

イエスの仲間であると言い表す　12:8-12

10. 人の前でイエス様への信仰を告白する事はどうして必要ですか。(8-9；ロ-マ10:9-
10を参照に)　隠れクリスチャンとして生きるのは可能ですか。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。(9)

11. イエス様を否定した罪は赦されますか。(10；ヨハネ18:15-18,25-27；21:15-17を参
照に)

12. 人が赦されない唯一の罪は何ですか。(10；ヘブル6:4-6;10:26-31を参照に)それは
何が問題ですか。どうして神様はその罪を赦して下さらないのですか。

13. どうしてキリスト者は他の宗教団体や社会の公的機関からの迫害を受けても心配する
必要がありませんか。(11-12)　前もってする準備は心配する事とどう違いますか。
(コロサイ4:6を参照に)　あなたの内に聖霊様が宿っておられますか。(1コリ
12:3；2コリ13:5,8を参照に)

愚かな金持ち」のたとえ　12:13-21

14. イエス様はどうして遺産争いの仲介者になろうとしなかったのですか。(13-15)
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15. 遺産争いの主な理由は何ですか。(15)　欲張りの罪が心を支配している場合、公平な
分配が出来ても役に立つでしょうか。

16.　イエス様はどうして喩えの金持ちの男を愚か者と呼びましたか。(20)

17. 大豊作になった時にもっと大きな蔵を建てるのは愚かな事でしょうか。(17-18)

18. 金持ちの男は将来の計画を立てる時に、どのような二つの大きな間違いをしましたか。
(19-20)

19. この世の富と成功はどうして人の心を満足させることが出来ないのですか。(19)

20. どうしてほとんどの人は自分が何時かは死ぬと知りながらも、死のために何の備えも
しないのですか。(20)　キリスト者はどのような準備をすべきですか。(35-36,42-
43)

21. 神様の所にどの様に富を蓄えることが出来ますか。(21,33-34)

思い悩むな　12:22-34

22. キリスト者はどうしてこの世での生活について心配する必要がありませんか。(22-
23；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への心配と
はどう違いますか。

23. イエス様はキリスト者どのような二つの生き方を勧ていますか。(24,27)　神様は自
然界をどのように守りますか。人々の事はどうですか。

24. 心配事は人の寿命にどの様な影響を及ぼしますか。(25)

25. 人間はどのぐらい自分の命に影響する事が出来ますか。どうしてその為に心配しなく
てもよいのですか。(26)

26. 小さい信仰と不信仰はどう違いますか。(28)　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。

27. 食べ物、飲み物について心配するのはどうしてキリスト者に相応しくはありませんか。
(29-30)それらを求める事で幸福を得ますか。何故ですか。

28. キリスト者は人生で何を求めるべきですか。 (31)　その結果として何が起こります
か。

29. 主は自分の信者にどの様な約束を与えて下さいますか。(32；詩篇 23を参照に)

30. イエス様はどうしてその教会を「小さい群れ」と呼びますか。(32；マタイ7:13-14
を参照に)　キリスト者は何故いつでも何処でも少数派を形成するようになりました
か。

31. 自分のものを他の人に分け与えるのはどうしてキリスト者にとって喜びですか。(33)

32. 天国でキリスト者を待つ宝は何でしょうか。(33)　それをどう増やす事が出来ますか。

33. あなたは何を目指して生きていますか。(34)

目を覚ましている僕　12:35-48

34. 「腰に帯を締め、あかりをともしている」とはどのような姿勢を言い表しますか。
(35)　あなたは人生に於いて何を期待していますか。

35. 主人を待つ僕と言う喩えでイエス様はその再臨を描写しています。天で小羊の婚礼の
宴会にどの様な驚くべきことが起こりますか。(36-37)
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36. イエス様の僕としての謙遜は引き続き天国でもどう現れますか。(37；ヨハネ13:1-
17；21:1-14を参照に)

37. イエス様の再臨をずっと待っている僕はどうして幸いですか。(37-38,43-44)

38. イエス様はいつ再臨されますか。(40)　その時がいつ何時かはどうして掲示されてい
ませんか。(マタイ24:36；使徒1:7を参照に)

39. ペテロはどうして口挟んで質問しましたか。(41)　それは彼の態度について何を表し
ていますか。「我々内輪の者」と言う姿勢にどのような危険性がありますか。

40. イエス様はその僕にどの様な使命を与えますか。(42)　あなたの場合にそれは何です
か。

41. イエス様の再臨のビジョンを失ったキリスト者はどの様な誘惑に負けやすくなります
か。(45-46)

42. 神様の御心と御言葉を知る知識又はそれを知らない事が最後の裁きの時にどの様な役
割を果たしますか。(47-48)

43. あなたは神様からどのぐらい恵みを頂いていますか。(48)　あなたに今何を求められ
ていますか。

分裂をもたらす　12:49-53

44. イエス様が地上で歩まれた時の最も深い願いは何でしたか。(49；使徒2:1-4を参照
に)　聖霊様を頂く事は何を意味しますか。霊の火があなたの心の中に燃えています
か。

45. イエス様はすでにバプテスマのヨハネの洗礼を受けられていましたので、今度のバプ
テスマは何を指しますか。(50；マタイ26:38を参照に)

46. なぜ聖霊様が注がれる条件はイエス様の十字架の苦しみでしたか。(49-50)

47. 聖霊様を頂いたキリスト者は神様と平和を持っていますが、それは人とも平和を持つ
ことを意味しますか。(51-53；ロ-マ5:1-5；12:18を参照に)　どうして身近な親類
さえキリスト者に反対する場合がありますか。体験談を語って下さい。

時を見分ける　12:54-59

48. 充分な判断力を持っていても、多くの人々が今生きているその時世を正しく判断でき
ないのは何故でしょうか。(54-56)

49. イエス様は「時を見分ける」事とは何を意味されたのですか。(58；17:22-37を参照
に)　あなたの死はどのぐらい近いですか。イエス様の再臨はどうですか。

50. 時を正しく見分ける事は生き方にどう影響しますか。(57,58)

51. 「訴える人」は誰の事でしょうか。(58；アモス3:3を参照に)　神様と和解するには
何をすべきですか。人の場合にどうですか。

52. 和解をしないままに放っておいたら、それはこの世で又永遠の天国でどのような結果
をもたらしますか。(59)
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ルカの福音書 　13章

悔い改めなければ滅びる　13:1-5

1.　どの様な二つの悲劇がイエス様に質問を促しましたか。(1,4)　自然災害や暴力事件
が起こる時に神様は何処におられますか。

2.　ガリラヤ人達が殺害され、塔の倒壊で犠牲者が出た理由は何でしたか。(2,3)

3.　人が神様に帰って悔い改めないとどうなりますか。(3,5)

4.　エルサレムは破壊から守られたでしょうか。(4-5,35；21:20-24)あなたはもう既に主
の元に帰っていますか。

「実のならないいちじくの木」のたとえ　13:6-9

5.　イエス様の喩えの中の男の人とブドウ園の世話役は誰の事でしょうか。イチジクの木
は何を指しますか。(6-7)

6.　キリスト者は何のために救われていますか。(7；ヨハネ15:16；ガラテヤ5:22-23を
参照に)　あなたは主の為にどの様な実を結びますか。

7.　聖霊様の実を結ばない人に対して主はどんな権利を持っていますか。(7,9)

8.　主の忍耐はどのようなものですか。その忍耐は何処まで続くでしょうか。(7,8)　私
たちの忍耐はどこまでですか。

安息日に、腰の曲がった婦人をいやす　13:10-17

9.　会堂でイエス様の教えを聞いていた女性の状態はどうでしたか。(10-11,16)　その原
因は何でしたか。女性は何年苦しんで来ましたか。

10. イエス様は女性をどのように癒しましたか。(12-13)　イエス様はどうして初めに話
して、そして彼女の上に手を置いたでしょうか。

11. 癒された女性は奇跡にどう反応しましたか。(13)　あなたの人生で体験した神様の素
晴らしいみ業をどのように感謝していますか。

12. 会堂管理者の霊的な盲目はどう現れましたか。(14)　あなたは周りで主の御業を見ま
すか。霊的な盲目の原因は何でしょうか。

13. 会堂管理者は安息日に癒してはいけないと言ってどのようにそれを裏付けましたか。
(14)　あなたは聖書をどう解釈しますか。

14. 「安息日を守れ」と言う戒めの正しい解釈はどんなものですか。(15,16)

15. 「アブラハムの娘」という表現はどんな意味を持ちますか。

「からし種」と「パン種」のたとえ　13:18-21

16. からし種の喩えは神の国(王国)について何を語りますか。(18-19)　喩えの男は誰で
種は何を指しますか。からし種の喩えは現在どの程度まで成就していますか。から
しが異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。種蒔きの喩えの中に鳥たちは悪魔を指しました。 
もしかしたらイエス様は教会が世界的に広がるにつれて、その教会の中でいろいろ
と不健全な事も起こると解釈する人もいます。あなたはどう理解していますか。
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17. パン種は一般的に聖書の中で何を指しますか。この喩えの中ではどういう意味でしょ
うか。(20-21)　喩えの女性は誰でしょうか、又粉とパン種は何を指すでしょうか。

狭い戸口　13:22-30

18. エルサレムに向かう事はイエス様にとって何を意味しましたか。行く途中で何をなさ
いましたか。(22)　天の新しいエルサレムを目指す歩みはあなたにとって何を意味
しますか。(ガラテヤ4:26；ヘブル12:22-24を参照に)　あなたは行く途中で何をし
ますか。

19. イエス様はただの知的な好奇心に基づく質問にどう答えられますか。(23-24)

20. ある人々はがんばって入ろうとしても、どうして狭い扉から中へ入れませんか。
(24,25；マタイ7:13-14を参照に)　どうすれば入れますか。あなたはすべての罪を
悔い改めましたか。

21. 主の招きを聞く時に直ぐ応答するのはどうして非常に大切ですか。(25；2コリ6:1-2
を参照に)　あなたは今主を求めていますか、又主の招きにあずかっていますか。

22. 教会活動にただ外面的に参加する事はどうして危険ですか。(26-27)　その他に何が
必要ですか。

23. 死後にはどの様な二つの選択しかありませんか。(28)　あなたは今日どっちに向かっ
ていますか。

24. 神様の最終的な国はどんなところですか。(28-29；黙示録19:5-8を参照に)

25. 神の国の序列は何に基ずいて決まりますか。(30)

エルサレムのために嘆く　13:31-35

26. パリサイ人はどのようにイエス様を脅かそうとしましたか。(31)

27. イエス様はどう答えられましたか。(32-33)　神様の計画の中に歩むことはあなたに
とって何を意味しますか。

28. イエス様はどうしてヘロデ王を狐と呼びましたか。(32)

29. イエス様が十字架に付けられる場所としてどうしてちょうどエルサレムに決まってい
ましたか。(33)

30. イエス様はエルサレムに対してどの様な愛と苦痛を抱いておられたでしょうか(34)

31. エルサレムが受けた裁きの理由は何でしたか。(34-35)

32. いずれにしてもエルサレムにどの様な約束が与えられましたか。(35)　それは何時実
現しますか。

ルカの福音書 　14章

安息日に水腫の人をいやす　14:1-6

1.　イエス様はどんな人からも食事への招きを受け入れられた事は何を物語っていますか。
(1)　御持て成しはキリスト者の人生にどの様な役割を持っていしますか。

2.　どんな状態の人がイエス様の前に来ましたか。何故ですか。(2)
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3.　どうして律法学者とパリサイ人はイエス様の質問に答えなかったでしたか。(3-5)　
彼らにとって安息日はどんな意味を持ちましたか。

4.　3節のイエス様の質問にあなたはどう答えますか。私たちにとって当然のことが何故
律法学者とパリサイ人にとっては躓きになりましたか。

5.　病人を癒してからイエス様はどんな質問をしましたか。(5)　偽善は律法学者やパリ
サイ人の行動にどう現れましたか。それでは私たちの生き方はどうですか。

6.　彼らはどうしてイエス様に何も答えることが出来なかったのですか。(6)　イエス様
が私たちの罪を指摘されたら、私たちはどう答えるべきですか。

客と招待する者への教訓　14:7-14

7.　イエス様は何故8-11節の喩えを語りましたか。(7)

8.　神様のみ前と人の前において最善の所へ行くふさわしい方法は何ですか。(11)

9.　謙遜はキリスト者にとってどうして非常に大切ですか。(11；ヨハネ13:1-17を参照
に)　どのように謙遜になれますか。クリスチャンたちは集会で好んで後ろの席を選
ぶのは何故ですか。

10. イエス様はどのような動機で食事に招かれたでしょうか。(12)　食事に招待してくれ
た方に対して非難を続ける事はイエス様について何を物語っていますか。

11. 兄弟や親族や近所の人たちを食事に招いてはいけないというのがイエス様の意図でし
たか。もしそうでなければ、イエス様の目的は何でしたか。(12)

12. 純粋な愛の奉仕の特徴は何ですか。(13-14)

13. 報いを求めない愛の奉仕にはどのような意味がありますか。その報いは何ですか。そ
れは何時与えられますか。

14.　人はどのような時に幸いですか。(14,15)

15. 聖書の中にはどの様な種類の異なる復活が出て来ますか。(14;ヨハネ5:29；1コリ
15:21-23；黙示録20:4-5,11-13を参照に)

「大宴会」のたとえ　14:15-24

16. 神の国の食事に参加できるのは誰ですか。(15-24)　あなたはその中の一人ですか。
もしそうであるなら、その根拠は何ですか。

17. 天国の宴会は誰が準備しますか。(16,17)　招待は何人に送られたでしょうか。あな
たは招待状を受けましたか。その招待状はあなたにどのように届けられましたか。
(17)　喩えの主人は誰で、僕たちは誰の事ですか。

18. 神様がその招きを繰り返された事は神様について何を物語っていますか。(17)

19. 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。(18-20)　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。

20. 招待した人たちが来なかったので、主人はその僕たちにどの様な新しい使命を与えま
したか。(21)　

21. 神の国の宴会への招きは誰に伝えるべきですか。(21,23)

22. 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。(22)

23. 天国の宴会に神様の招待を拒んだ人たちはどのような結果になりますか。(24)
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弟子の条件　14:25-33

24. イエス様はその従う人にどの様な条件を定めましたか。(26-27,33)　もし私たちがイ
エス様より他の事の方が大切であれば、イエス様に従う事はどうして不可能になり
ますか。あなたはどうですか。

25. イエス様はキリスト者はその親族や自分の命をも憎まなければならないと教えられた
のは本気でしたか。もしそうでないなら、どうしてイエス様はそのような言い方を
使われましたか。26；愛の戒めと比べて下さい。)

26. 十字架を背負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。(27) 
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。

27.　喩えの中で党を建てる人は誰を指しますか。(28-29)　戦争に出かけようとする王は
誰の事でしょうか。(31-32)　喩えのポイントはキリスト者になろうとしたら何を失
うか何を得るかと計算すべきですか、それとも神様が教会と言う党を建てる時にど
の様な建築家を又悪魔に立ち向かう時にどの様な兵士を必要としますか。

28. イエス様の為に何もかも失わなければならないと言う事は何を意味しますか。(33)

塩気のなくなった塩　14:34-35

29. 塩の役割は何ですか。(34；マタイ5:13を参照に)

30. あなたに塩気がありますか。(35)　それは具体的にどんなことですか。

31. 霊的ないのちの秘訣は何ですか。(35)　聞く事はどいう事ですか。

ルカの福音書 　15章

「見失った羊」のたとえ　15:1-7

1.　パリサイ人と律法学者たちはイエス様をどのように非難しましたか。(1-2)　イエス
様が罪人を受け入れて下さる事はあなたにとって何を意味しますか。

2.　イエス様は三部から成る喩え話の中で出てくる見失った羊、無くした銀貨、放蕩息子
を誰のために話しましたか。それらの喩えで共通する主な点は何ですか。(4-32)

3.　夜になる前に又獣に噛み殺されない内に、羊飼いはどの様にして失われた羊を探し出
す事が出来ますか。(4)

4.　イエス様は自分を良い羊飼いと呼んでいますが、どの様な性質をイエス様は持ってい
ますか。(4-5；エゼキエル34:11-16；ヨハネ10:1-18を参照に)

5.　犬を使って羊を探す羊飼いは羊が通った同じ道を歩いていかなければなりませんが、
それによって、イエス様が私たちを探し求めるて下さる際に何を学ぶ事が出来ます
か。(4-5)　あなたは見失った人たちが福音を聞くことが出来るまで忍耐強く探し出
す覚悟が出来ていますか。

6.　羊飼いが迷った羊を見つけ出した喜びはイエス様の心について何を語っていますか。
(5-6)　純粋な喜びは他の人たちに語らなくてはいられないのはどうしてでしょうか。

7.　良い羊飼いとみ使いたちの喜びの理由は何ですか。(7)　あなたが一番喜ぶ理由は何
ですか。

8.　この部分の喩えは方向転換して悔い改める行為の性質について何を教えますか。(7)
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「無くした銀貨」のたとえ　15:8-10

9.　もし最初の喩えがイエス様の良い羊飼を現しているのであれば、無くした銀貨の喩え
は三位一体の三番目の位格(人格)、すなわち聖霊様を表現しています。御霊様は失
われた者をどのように探しますか。(8)

10. その場合にランプの灯と床を掃く事はどんな意味でしょうか。(8)　もし聖霊が御言
葉をもって人々の良心に灯りを照らし、掃く帚は組織的な伝道を意味すれば、この
喩えは教会の使命について何を教えていますか。

11. もし喩えの中の友達と隣りの人々は神様の教会を指すならば、聖霊様と神様のみ使い
達と共に教会の最も大きな喜びは何であるべきですか。(9-10)

12. 人間はこの喩えによればどのように悔い改める事が出来ますか。

「放蕩息子」のたとえ　15:11-32

13. もし一番目と二番目の喩えがイエス様と聖霊様の喜びを語るなら、三番目の主な考え
は何ですか。(23,32)

14. 放蕩息子の喩えは罪の性質とその結果について何を教えますか。(12-13,28-30)　弟
息子と兄息子の罪は互いにどう違っていて、又どの面で共通していましたか。黒い
罪と白い罪はどちらの方が危ないのですか。

15. 人に相手にされない事と飢饉に遭った事は弟息子にどの様な影響を及ぼしましたか。
(14-17)　それは私たちが直面した困難や事故について何を教えますか。

16. キリスト者が他の人に与える正しい嫉妬とはどの様なものでしょうか。(17)

17. 悔い改めにはどの二つの事が含まれていますか。(17-18)　ただの懺悔ではどうして
不十分ですか。

18. 18-19節は信仰の本質をどう表しますか。　信仰は何に基づきますか。それは何をも
たらせますか。(20)

19. 私たちは今日父なる神様の所へどうすれば行けますか。(20)

20. どうして放蕩息子の父親が彼を遠くから見えましたか。(20)　どうして天の父なる神
様は悔い改めて来る罪人を待つだけで十分ですか。前の喩えでイエス様と聖霊様が
探すような事を父なる神様はどうしてしなくてもよいのですか。

21. 父なる神様は悔い改める人をいつ赦しますか、人が罪を告白する前ですか、それとも
後ですか。(20-21)　それは父なる神様の愛と赦しを得る「承認の時間」について何
を示していますか。

22. 父親が放蕩息子を迎えに走った事は何を語っていますか。罪人の所に走る神様はどん
なお方ですか。

23. あなたは今日父なる神様の抱擁と口付けをどう体験できますか。(20)　神様の愛はど
のようなものですか。

24. 放蕩息子は世の中から何を求めに出かけたでしょうか。彼は求めに行った物を何処で
見つけましたか。(13,22-23)　家へ帰ってからまたもう一度世に戻りたかったで
しょうか。

25. 神様から頂く服装は救われた人の人生に何を指しますか。(22；ガラテヤ3:27；エペ
ソ 6:14を参照に)　その服をキリスト者に誰が着せますか。

27. 父親からもらった指輪に印鑑も付いていましたので、弟息子はまた再びお父様の財産
のを使えるようになりました。この事は主からいただいた使命を実行していく際に
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救われた者の立場と可能性について何を語っているでしょうか。(22)　キリスト者
に与えられる使命はどのように可能になりますか。

28. 奴隷は裸足で、自由人は靴を履いて歩きましたが、キリスト者の自由はどんな性質の
ものですか。(22；ガラテヤ5:1を参照に)

29. 救いの深い意味は何ですか。(24；エペソ 2:1-10を参照に)

30. 兄息子の生き方は外面的にどうでしたか。(25,29)　その心の状態はどうでしたか。
(29-30)　外面的に目立った罪を犯さなかった人はどうして悔い改めが大きな罪を犯
した人々より難しいでしょうか。あなたはどちらの方に属しますか。

31. もし私たちが父なる神様の愛の大きさが分かったら、その結果として何を見出すで
しょう。(31)

32. あなたが悔い改めたらどれほどの大きな喜びを三位一体の神様に与える事が出来ると
分かりますか。

ルカの福音書 　16章

不正な管理人」のたとえ　16:1-13

1.　 不正直な財産管理人についてのこの喩えの教えはその反対から成り立っています。
財産管理人の不正が発覚した時に彼の問題は何でしたか。(1-4)　安定したいい職場
を見つける正しい方法は何でしょうか。

2.　あなたは最後の日の裁きの時に人生の総決算をする時にどうなりますか。(2)　現在
の中間決算の状況ははどうですか。

3.　 財産管理人はどのような事を避けたかったでしょうか。(3)　あなたは就職活動をす
る時にどの様な条件を付けますか。

4.　 財産管理人が何故契約書を変えたのですか、又それにも関わらずなぜ主人が彼を抜
け目のない者と誉めたのでしょうか。(5-8；出エジプト22:24を参照に)　背後には
モーセの律法に定められた利子を禁止した定めを免れるための主人の間違った行為
で主人は契約書に実際に渡した物より多く書かせ利子と共に借金を返してもらうた
めでした。管理人がそれらの契約を正しく書き直したことで自分が正しいと言う印
象を与えたと考えられるでしょうか。

5.　不信者が互いに光の子よりも抜け目がないのは何故でしょうか。(8；マタイ10:16を
参照に)

6.　9節の「不正の富」とは正しくない方法で得られた財産と言う意味ではありません。
それは本物すなわち永遠のものでは無いと言う意味です。それはこの世での富を意
味して、その反対は天の御国に蓄えた財産です。天国で私たちを待つ友達をどのよ
うに地上のお金で得ることが出来ますか。(9；ルカ12:21を参照に)

7.　イエス様が言及された「小さい事」と「大きな事」は何でしょうか。(10-12)

8.　どうして忠実と信頼性がキリスト者の人生に非常に大事ですか。(10-12；マタイ
25:21；ルカ12:42；19:17；1コリ4:2；黙示録2:10を参照に)

9.　私たちの地上の財産は誰のものですか。(12)　私たち自身が実際に所有するものは何
処にありますか。

10. どうして二人の主人に同時に使えることは不可能ですか。(13)　あなたの人生を何と
誰が支配しますか。

11. 使える事に於いてその感情的な強さは大切ですか。(13)　もしそうでないなら、どう
してですか。
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律法と神の国　16:14-18

12. お金を欲張った人たちはイエス様の教えをどう受け止めましたか。(14；マタイ
19:16-26を参照に)　あなたとお金の関係はどうですか。

13. イエス様は「物事はその見栄によって決まる」と言う流行語についてどう対応される
でしょうか。(15)

14. あなたの心は神様の目から見てどう見えますか。人に見せたいあなたと神様が見える
あなたはどう違いますか。(15)　あなたの価値観は何に基づきますか。

15. 「律法と預言者」という表現が何を意味しますか。(16)

16. 古い契約の時代はいつ終わりましたか。その時から始まった新しい時代はどんなもの
ですか。

17. 16節の後半は「だれもかれも、無理にでも、これにはいろうとしています。」か
「だれもが力ずくでそこに入ろうとしている。」と翻訳されていますが、それは神
の国に入れる事について何を教えていますか。(マタイ11:12-13を参照に)　あなた
は信仰に入る時にどの様な戦いに遭いましたか。

18. 17節は前の節の神の国に入るという課題とどう繋がっていますか。

19. 神様のみ言葉の性質はどのようなものですか。(17；イザヤ40:8；マタイ5:18；
24:35を参照に)

20. イエス様は結婚について何を教えましたか。(18；マタイ5:32；19:3-12；マルコ
10:11-12；1コリ7:10-11を参照に)　その教えはどのように17節に繋がっています
か。

金持ちとラザロ　16:19-31

21. 金持ちとラザロの物語は喩えではなく、イエス様が描写された実話です。イエス様は
金持ちをどう描写されていますか。ますか。(19,25)　平均の日本人の生き方は金持
ちとラザロに比べたらどう見えますか。

22. イエス様はラザロをどう描写しますか。(20-21,27-28)

23. 神様を信じ頼っていたラザロは亡くなる前に何故貧困と病気を経験しなければならな
かったでしょうか。(20-21)　それは現代の多くのキリスト者の実態について何を教
えますか。神様を信じる事は経済的な繁栄を保証しますか。もしそうでないなら、
どうしてですか。

24. 死ぬ時にラザロに何が起こりましたか。(22,25)　彼の葬儀はどうだったでしょうか。

25. 金持ちに死後何が起こりましたか。(22-24)

26. 死者にとって葬儀はどんな意味があるでしょうか。残された人にはどうですか。(22) 
残された人々は死者の永遠の運命に影響出来ますか。

27. 死んだらあなたは黄泉に下りますか、それともアブラハムのふところ(パラダイス)に
行きますか。その根拠は何ですか。

28. ハデス(黄泉)はどんなところですか。それはゲヘナ(地獄)とどう違いますか。(23-
24；マタイ16:18；使徒2:27,31；黙示録6:8；20:14-15を参照に)

29. アブラハムのふところ(パラダイス)はどんなところですか。それは最終的な新しいエ
ルサレムと天(天国)とどう違いますか。(25；黙示録6:9-11；21:1-4を参照に)
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30. 人には黄泉からパラダイス又は逆にパラダイスから黄泉へ移る可能性がありますか。
(26)　どうして私たちのこの世での歩みが私たちの永遠の運命を決めますか。その
事実からどのような結論を出すべきですか。

31. 金持ちは黄泉の中で何について心配しましたか。(27-28)　あなたは今親類の人たち
の救いについて心配していますか。彼らにどの様に神の国への招きを伝える事が出
来ますか。(29)

32. アブラハムはどうしてラザロをこの世に送って滅びの危険性について警告するように
という金持ちの御願いを断りましたか。(29-31)　アブラハムが正しかった事をどの
様な出来事が証明しましたか。

33. 最も大きな奇跡でさえも必ずしも人々が信じるようになるとは限らないのは何故で
しょうか。(31)

34. 信仰が生まれるためにどの様な手段が私たちに与えられていますか。(31；ロ-マ
10:13-17を参照に)

ルカの福音書 　17章

赦し、信仰、奉仕　17:1-10

1.　誘惑や躓きの本質は何ですか。(1)　それらをこの世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)

2.　子供に躓きを起こす人の運命は何ですか。(2)　誘惑に対してどのように対処すべき
でしょうか。

3.　兄弟姉妹が罪を犯せばどう扱うべきですか。(3)　他人の罪を指摘するのはどうして
難しいですか。他人を悔い改めに導くには、自分の罪に対してどう対処すべきです
か。

4.　赦しの条件は何ですか。(3)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。それは何を伴いますか。

5.　悔い改める人を何回赦さなければなりませんか。(4；マタイ18:21-22を参照に)　後
悔している人を赦さなければ、どのような結果になりますか。神様は何故その赦し
を私たちがどのように人を赦すかということと結び合わせたでしょうか。(主の祈り
とマタイ18:23-35を参照に)

6.　弟子たちに「信仰を増やして下さい」という願いを何が起こしたでしょうか。(5)　
その願いは信仰の由来について誰から信仰を与えてもらえるのかを語っています。
あなたはどのように信仰に預かりましたか。

7.　信仰の量より何が大切ですか。(6)　信仰はどうして奇跡も働きますか。あなたの信
仰はどうですか。

8.　イエス様の時代の僕たちにはどのような仕事がありましたか。(7-8)　現代はどうで
すか。

9.　仕事内容の一部しか実行しない僕はどうして褒めてもらえないのですか。(8-9)　キ
リスト者はイエス様にパートタイムで仕える僕として生きる事が可能ですか。

10. 主の御前にキリスト者はどの様な姿勢であるべきですか。(10)

11. 「取るに足らない僕」という表現はどんな価値観を表しますか。(10)　恵みによって
救われた事とその人がイエス様に仕える事は互いにどのような関係にありますか。
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らい病を患っている十人の人をいやす　17:11-19

12. イエス様は何処へ行く途中でしたか。(11)　その旅の最終的な目的は何でしたか。
(13:33を参照に)

13. イエス様を出迎えたらい病人たちはどう振舞いましたか。どうしてですか。(12-13；
レビ記 13:45-46を参照に)　らい病はどのような病気ですか。今の時代ではらい病患
者をどうして隔離する必要がありませんか。

14. 男たちはどうしてイエス様に叫んで助けを求めたでしょうか。(13)　イエス様に頼む
とあなたも助けて下さると信じますか。

15. イエス様はらい病人たちを祭司たちの所へ送ったでしょうか。(14；ぇ引き14:2-
20；マタイ8:4を参照に)

16. 彼らが行く途中で何が起こりましたか。(15)　イエス様は何故彼らに出会ってすぐに
彼らを癒されなかったのでしょうか。　信仰によって歩むことはどうしてみ言葉に
よって行われますか。

17. 癒されたうちの一人は何をしましたか。(15-16)

18. 他の癒された人たちはどうしてイエス様の所へ戻らなかったのでしょうか。(17-18) 
神様を賛美したり感謝したりする事はどうして大切ですか。あなたの祈りに感謝が
どのぐらい含まれていますか。

19. イエス様の所へ行く事は信仰であるなら、イエス様の所へ再び感謝をもって行く事は
何をもたらせますか。(19)　信仰はどのように癒しと救いをもたらせますか。(ギリ
シャ語の言葉は「癒す」と「救う」の両方の意味があります。)

神の国が来る　17:20-37

20. 神の国は何時見える形で到来しますか。(20；19:11;22:18；使徒1:7を参照に)　あ
なたは神の国の到来で何を期待していますか。

21. 神様の支配は今どのよう性質を持ちますか。(21；ロ-マ14:17を参照に)

22. 原語のギリシャ語の表現は「神の国はあなたがたの間にある」か「神の国は、あなた
がたのただ中(内)にある」と翻訳できます。神様の支配が今私達の内に成就されて
いる事は何によって分かりますか。あなたはその最終的な神様の支配がどの様な形
で現れるかを待っていますか。(22-37)

23. イエス様が栄光の中で再臨される前にキリスト教会はどの様な時代に備えなければな
りませんか。(22；黙示録17:4-6を参照に)

24. 偽キリストの到来はどのような形で現れますか。(23；マタイ24:23-24；マルコ
13:21-22を参照に)

25. イエス様の再臨はどのように起こりますか。(24)

26. イエス様の十字架の苦しみとその再臨はどう繋がっていますか。(24-25)

27. イエス様の再臨の前に人々はどのような生き方をしているますか。(26-30)　神様の
み言葉はどうして「平和だよ、平和だよ、何も心配しなくてもいいよ」と言う人々
について警告しますか。

28. ノアの洪水やソドマの破壊の下でほんのわずかの人しか救われなかったのです。イエ
ス様の再臨の時に裁きを免れるのは誰でしょうか。どうしてですか。(26-30,33)

29. この世の富や流行に心を注ぐのはどうして危ないですか。(31-32)

30. あなたは何を頼りにしますか。(33)
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31. イエス様の再臨の時に人々はどのように分けられますか。(34-36；1テサ4:13-18を
参照に)

32. イエス様は弟子たちの再臨の場所についての質問にどう答えられましたか。(37)

33. もしイエス様の答えが人類の腐敗が死体と言う段階に至った時にイエス様が再臨する
ことを意味するならば、私たちが生きている今の時代はどの辺に到しているので
しょうか。(37)

ルカの福音書 　18章

「やもめと裁判官」のたとえ　18:1-8

1.　イエス様の喩えの目的は何ですか。(1)　絶えまない忍耐強い祈りはどうして必要で
すか。

2.　喩えの裁判官はどんな人でしたか。(2,4,6)　反対を指す喩えですから、神様はどん
なお方ではありませんか。私たちの祈りの中で、誰に又どのような神様に祈りをさ
さげているのかを心に留めることがどうして大切ですか。(7)

3.　やもめの問題は何でしたか。(3)　現代のキリスト者の問題は何ですか。(7-8)

4.　裁判官はどうしてやもめの訴えをとうとう受け入れましたか。その時までどのぐらい
の時間がかかりましたか。どうしてそんなにかかったのでしょうか。(4-5)　神様は
自分の信者の祈りにどのぐらい早く答えて下さいますか。(7)

5.　神様が選ばれた者に与えて下さる最終的な助けは何ですか。(7,8)　神様があなたを
も選んで下さった事が何によって分かりますか。

6.　キリスト者は最終的な正義をいつ受けますか。(8)　それはどうして最後の裁きより
早く起こりえないのですか。

7.　神様が早く答えて下さると約束して下さったのに、どうして忍耐強い祈りが必要です
か。(1,8)

8.　信仰と忍耐強い祈りは互いにどのような関係にありますか。(8)　イエス様の再臨の
時に、どうしてイエス様に信仰を持っている人たちはほんのわずかですか。

「ファリサイ派の人と徴税人」のたとえ　18:9-14

9.　イエス様は祈りの必要について話された後でどうしてパリサイ人と取税人の喩えを語
られたでしょうか。(9)　あなたはどのような動機で祈りますか。

10. パリサイ人と取税人はどのような人物でしたか。(10)　どうして神殿(宮)に祈りに行
きましたか。神様がキリスト者の祈りを聞かれる理由は何ですか。

11. パリサイ人はどのような姿勢で祈りましたか。(11,14)　彼は神様を褒めたかそれと
も自分を褒めましたか。

12. パリサイ人は自分を誰に比べましたか。(11)　神様のみ前で祈るキリスト者が自分を
誰に比べるべきですか。正しい方と比べたら結果はどうなりますか。(13)

13. どのような事で神様の義に預かる事はありませんか。(11-12)

14. 取税人はどのような姿勢で祈りましたか。(13,14)　どうして自分の胸をたたいたの
ですか。

15. 取税人の祈りの内容は何でしたか。(13)　誰に向かって祈りましたか。

16. 誰が取税人を義と認めましたか。それはどういう意味ですか。(14)
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17. 神様のみ前で歩むにはどうして謙遜は欠かせませんか。

子供を祝福する　18:15-17

18. どうして弟子たちは幼児たちがイエス様の所へ行くことを妨げようとしたのですか。
(15)　あなたは子供たちにどのように臨みますか。あなたの生活にそれがどのよう
に具体的に現れていますか。

19. 神の国はどのような人のためですか。子供のような状態はどんなものでしょうか。
(16；1コリ14:20を参照に)

20. 神の国にどの様に入れますか。(17)

金持ちの議員　18:18-30

21. イエス様のもとへやって来た議員(役人)の質問は何でしたか。(18)誰かがあなたに同
じ質問をするなら、あなたはどう答えますか。

22. この議員(役人)の質問の問題と矛盾はどこにあったでしょうか。(18)

23. イエス様は19節の質問でどんな意図がありましたか。

24. あなたは十戒を守っていますか。(20)

25. 役人は果たして十戒を全部守ることが出来たでしょうか。もし、もし守ることが出来
なかったとしたら、どうして出来たと言えたでしょうか。(21)

26. イエス様は22節で不可能な要求をされたのでしょうか。あなたならどうでしょうか。
(ザ-カイを参照に:ルカ19:1-10)

27.「私に従いなさい」と言うイエス様の招きは私達にとって具体的にどう言う意味を
持っていますか。(22)

28. 役人の神は一体何だったでしょうか。(23)あなたは何に又誰に支配されていますか。

29. どうして富は救いの妨げになりますか。(24)お金はあなたどの様な役割を果たします
か。

30. 救いは人間に可能ですか。(24,27)なぜでしょうか。

31. ペテロは自分と他の弟子たちを誰に比べたでしょうか。(28,18)　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。

32. 主に従う人は神の国の為にどのような物事を捨てなければなりませんか。(29)　それ
はすべてのキリスト者に関する事ですか。あなたは神の国のためにどのようなもの
を失いましたか。

33. イエス様は従う者にどのような報いを約束されましたか。(30)それをいついただきま
すか。

34. 永遠の命とはどのような性質ですか。(30；ヨハネ17:3を参照に)

イエス、三度死と復活を予告する　18:31-34

35. イエス様は弟子達を集めてどんな話をなさいましたか。(31-33)イエス様はなぜ繰り
返して同じ話をされたのでしょうか。私たちも何故その事を繰り返す必要がありま
すか。
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36. イエス様は十字架での受難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。(31)　神様は私達に対しても計画をもっておられますが、どのようにその計画
を私達に示して下さいますか。

37. イエス様はその苦しみについて語られた時に、一度も復活の話を怠らなかった事は何
故でしょうか。(33)　私たちはどうしてその事実を語らずに済ましてしまう傾向に
あるのでしょうか。

38. 弟子たちはどうしてイエス様の話を理解できなかったのですか。(34)　現代の人々が
イエス様の十字架での死と復活の話を理解すのを困難にしているのは何でしょうか。

エリコの近くで盲人をいやす　18:35-43

39. イエス様はどの街に近ずき、又何処へ行く所でしたか。(35,31)

40. 盲人のバルトマイはどのような生活を送っていましたか。(35)

41. 彼は通る人にどの様な質問をしましたか。(36,37)

42. 彼の信仰がどのように現れましたか。(38,39)信仰はどのように試されますか。(39) 
周りの人々はあなたの信仰をどのように受け止めていますか。

43. 信仰とは一体何でしょうか。(40)　あなたはどのように人をイエス様の所へ連れて行
けますか。

44.　イエス様は盲人にどの様な質問をされましたか。(41)　イエス様へのあなたの願い
は何でしょうか。

45. 信仰はどのように癒しと救いをもたらせますか。(42)

46. 信仰の結果は何でしたか。(43)

47. 神様への賛美と感謝する心は何処から生まれてきますか。(43)

ルカの福音書 　19章

徴税人ザアカイ　19:1-10

1.　イエス様がエルサレムに行く途中でどうしてエリコを通られましたか。(1,5)

2.　ザーカイはどんな人でしたか。(2,3,4,6)　どうして富は人を幸福にしませんか。

3.　ザーカイはどうしてイエス様を見たかったのですか。(3,4)聖書には書いてないので
すが、あなたは彼の動機をどう思いますか。

4.　群衆はどうして背の低いザーカイをイエス様が見えるように前の方へ通してあげませ
んでしたか。(3,7)

5.　背の低い事は人にどのような問題を引き起こしますか。(3)

6.　イエス様は何故自分をザーカイの家に招待しましたか。(5)　イエス様はあなたをど
う招きましたか。

7.　イエス様はどうしてザーカイにすぐに返事をするように要求しましたか。ザーカイは
どう答えましたか。(5-6)

8.　人々はザーカイの事をどう思っていましたか。何故ですか。(7)

9.　イエス様との出会いや自分の家での話し合いでザーカイはどのように変わりましたか。
(8)　その変化はザーカイの感情にどの様な影響を及ぼしましたか。(6)　真実に対
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してはどうでしたか。他人との関係にはどうでしたか。神様との関係にはどうでし
たか。(9)

10. 人間の救いはどんなことですか。(9)

11. イエス様がザーカイの家まれ来られたことが彼の家族にまでどう働きましたか。(9)

12. 誰かが「アブラハムの子」とはどういう意味ですか。(9；ロ-マ4:1-25を参照に)

13. イエス様は何のためにこの世に来られましたか。

14. イエス様はどうして自分を「人の子」と呼ばれましたか。(10；ダニエル7:13-14を
参照に)

「ムナ(ミナ)」のたとえ　19:11-27

15. イエス様の公の活動の時に人々はどのような期待を持っていましたか。(11)　今の私
たちはどうですか。神の国の到来はどんなことですか。(使徒1:7を参照に)

16. この喩えの身分の高い人は誰のことですか。彼は誰から王位を受けるでしょうか。王
位はどうして遠い国からもらえますか。(12)　旅の長さは帰りの時間について何を
語りますか。

17. 十人の僕たちは誰の事ですか。(13)　僕たちにどんな仕事が与えられましたか。 彼
らは誰の財産を用いてその仕事をしましたか。(ミナかムナは100デナリでした。3
か月の給料に相当します。)

18. 身分の高い人を憎んで王にさせたくなかった人々は誰の事でしょうか。(14)　彼らは
どうして憎んでいたでしょうか。

19. 私たちをどの様な総決算の日が待っていますか。(15；2コリ5:9-10を参照に)　あな
たは主から頂いた賜物をどのように用いていますか。

20. 一番目の僕はどのような報いを得ましたか。(16-17)　その報いの根拠は何でしたか。
(21；ルカ16:10を参照に)

21. 二番目はどうでしたか。(18-19)あなたは栄光の国でどのぐらいの町を支配するよう
になりますか。どうして支配する役目が報いですか。(ダニエル7:22；マタイ
19:28；ルカ22:29-30；1コリ6:2-3を参照に)

22. どうして三番目の僕はその責任を怠りましたか。その結果は何でしたか。(20-24)　

23. 王様の裁きの根拠は何でしたか。(22)　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)

24. 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)

25. 神の国にはどのような原則が働きますか。(26)　それは今私たちの中にどう現れてい
ますか。

26. 王様の敵の運命はどうなりましたか。(27)

エルサレムに迎えられる　19:28-40

27. イエス様は二人の弟子にどんな命令をなさいましたか。(29-30)その命令はイエス様
の権威ついて何を語っていますか。

28. イエス様はあなたから何を必要としておられますか。(31) 

29. 私達は自分で決められる範囲内で活動する時に、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。(31,33,34)
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30. 誰も乗った事のないロバの子を操る事は簡単ですか。イエス様はどうしてそれが出来
たのですか。(35)　イエス様は私たちのような暴れる人をも操る事が出来ますか。

31. 群衆と弟子たちはイエス様をどのように褒めたたえました。(38)　あなたはどう褒め
ますか。

32. 平和を地上にもたらせるのは誰ですか。その条件は何ですか。(38；2:14を参照に)

33. 祝福と言う言葉にはどんな事が含まれていますか。(38)　いと高き所は何処ですか。

34. イエス様が王でおられる事はあなたにとって何を意味しますか。(38)

35. イエス様はキリスト者の賛美をどう評価しますか。(39-40)

エルサレムの運命を悲しむ　19:41-44

36. イエス様はどうしてエルサレムの運命を悲しまれたのしょうか。(41)

37. エルサレムは自分の実態をどうして正しく把握できなかったのですか。(42,44)　あ
なたの実態は今日どうですか。

38. エルサレムの運命はどんなものでしたか。(43-44)　この預言は何時どのように実現
しましたか。

39. 神様の訪れる時はどんなものですか。(44)　あなたはいつ初めて主の招きを聞きまし
たか。

神殿から商人を追い出す　19:45-48

40. イエス様は何故神殿(宮)を清めましたか。(45-46)　あなたの心の神殿(宮)を何が支
配していますか。

41. 神殿(宮)は何の為に存在していましたか。(46；ヨハネ2:13-22；1コリ3:16-17を参
照に)

42. 祭司長と律法学者たちはどうしてイエス様を殺したかったのですか。(47)

43. 群衆はイエス様に対してどのように応じましたか。(48)　何故ですか。

ルカの福音書 　20章

権威についての問答　20:1-8

1.　イエス様は宮で何をしていましたか。(1)宮の最も大切な役割は何ですか。

2.　イエス様に敵対する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。(2；申命記 13:2-6；使徒4:7を参照に)　それ自体は正しい
質問にあなたはどう答えますか。

3.　イエス様は何故質問で反論しましたか。(3-4)　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)

4.　祭司長や律法学者たちはどう答えましたか。(5-7)　何故彼らはそうしましたか。難
しい場面であなたが真実を語らないようにさせるのは何によってですか。

5.　イエス様は何故答えられませんでしたか。(8)主から答えを得るためには知的な好奇
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を読みますか。
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ぶどう園と農夫」のたとえ　20:9-19

6.　喩え話の農園の主人と農夫たちは誰を指すでしょうか。(9)農園は何を指すでょうか。

7.　喩えはどの時代を指しますか。(9)　何時からもう長い時間が経っていましたか。

8.　イエス様はこの喩で収穫の分け前を期待していた僕たちをイスラエル民族の歴史のど
の様な出来事を言及されたのでしょうか。(10-12)　神様は私たちから何を期待して
おられますか。

9.　農夫たちは何故僕たちを酷い目にあわせ続けたでしょうか。 (10-12)彼らの行為は私
達にどんな警告になりますか。

10. 13節はどの出来事を指しますか。どうして農園の所有者は農夫たちが収穫を息子に
与えるだろうと思ったでしょうか。

11. ユダヤ人の指導者たちはどのような動機でイエス様を殺そうとしましたか。(14；ヨ
ハネ11:49-52を参照に)　あなたは自分の痛い真実に対面するとどう反応しますか。

12. 神様に実を結ばなかったイスラエルの運命は何でしたか。(15-16)　歴史の中でこの
喩え話はどのように実現しましたか。

13. 礎の石(隅の親石)は何を指すでしょうか。その役割は何ですか。(17-18；イザヤ
8:14；ダニエル2:34を参照に)　人はどうしてイエス様に躓いて、痛い目に遭わなと
イエス様を知ることが出来ないのでしょうか。

14. 律法学者と祭司長たちはイエス様の喩えにどの様な態度を取りましたか。(19)　あな
たはよく理解できて、特にあなた自身の事に係る聖書のみ言葉にどの様に反応しま
すか。

皇帝への税金　20:20-26

15. イエス様に敵対する者たちは皇帝へ税金を払うのかどうかという質問をしてどのよう
な罠にイエス様を陥れようとしたかったのでしょうか。(20,22)

16. 内容としては正しくても間違った動機で語った褒め事をどう受け止めるべきですか。
(21,23)　あなたは人にどの様なお世辞を言いますか。どうして真実だけを語るだけ
では不十分ですか。

17. イエス様の見事な答えにはどんな意味がありますか。(24,25)

18. 人間は誰の肖像ですか。(24,25)　取税人には何を与えるべきですか。神様には何を。
(ロ-マ13:1-7を参照に)

19. イエス様の優れた話の性質は何によりますか。(26)　それは不誠実な人にどの様な影
響を及ぼしましたか。私たちにはどのような効果をもたらすべきですか。

復活についての問答　20:27-40

20. 「体の復活がない」と言う主張は何に基づきますか。(27)　体の蘇りをどのような根
拠で信じる事が出来ますか。(37；1コリ15:3-8；12-23を参照に)

21. 体の復活を否定したサドカイ派の人々の狙いは何でしたか。(28-33；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。

22. 復活した人の状態はどのようなものですか。(34-36；1コリ15:35-53参照)

23. あなたは死者の中から次の世と復活にどの様な根拠で預かる事が出来ますか。(35)

53



24. 信仰を持って亡くなった人たちの状態は今どんなものでしょうか。(36,38；ルカ
16:19-31；黙示緑 5:13-14,6:9-11を参照)

25. 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。(37；ヨハネ8:31-40参照に)

26. 「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。(37)

27. 信仰的に間違っている人を真理に導くためにはどうしたらいたらよいでしょうか。
(37)

28. ある律法学者はイエス様の教えをどう受け止めましたか。(39-40)　あなたはどうで
すか。

ダビデの子についての問答　20:41-44

29. メシヤ(キリスト)とダビデの関係についての質問でイエス様は何を教えましたか。
(41)

30. 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。(42-43；詩篇
110:1；ヘブル1:3,13を参照に)　あなたは何を期待していますか。

律法学者を非難する　20:45-47

31. イエス様の時代の律法学者(聖書の専門家たちや教師たち)の罪は何でしたか。(46-
47)　現代の牧会者たちの罪は何でしょうか。あなたの罪は何でしょうか。

32. イエス様が一番厳しい裁きを下された罪はどうして偽善ですか。(11:39-52；12:1-3
を参照に)

ルカの福音書 　21章

やもめの献金　21:1-4

1.　イエス様はどのような献金のやり方を評価なさいますか。(2-4；2コリ8:1-15；9:6-
12を参照に)

2.　イエス様はあなたの献金のやり方もを見ておられますが、どんな評価をされているで
しょうか。献金する時に何が一番大切ですか。

神殿の崩壊を予告する　21:5-6

3.　私達は立派な建物を見る時どんな態度をすべきでしょう。(5,6)

4.　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。(6)　な
ぜそうなりましたか。(ルカ13:33-35を参照に)

終末の徴　21:7-19

5.　弟子達はどんな二つの質問をしました。(7；マタイ24:3を参照に)　イエス様の答え
は21:8-19,25-33でどちの出来事を指しますか。エルサレムの破壊は20-24節で描写
されていますが、その時の酷い状態は同時にイエス様の再臨の前の状態も表わして
います。
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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。(8,9,10,11,12,16-17)どう
してでしょうか。

7.　これらの酷い出来事の中で最も恐ろしい事は何ですか。(8)偽預言者と偽キリストは
現在どのように働いていますか。ほんものと偽者をどのように区別できますか。(マ
タイ7:15-23；2テサ2:2-4；1ヨハネ4:1を参照に)

8.　こんな状況の中で何が出来ますか。(13)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。

9.　 迫害の中でどの様に証が出来ますか。(14-15)

10. 主は自分の信者を迫害や苦難の中でどの様に顧みて下さいますか。(18)

11. 最後までどのようにすれば耐えることが出来るでしょうか。迫害の中で耐えられるの
は何に依ってですか。(19,36)　

エルサレムの滅亡を予告する　21:20-24

12. 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。(20-21)

13. エルサレムは何故破壊されましたか。(22；申命記 32:35；ダニエル9:26；ホセ 9:7；
ルカ19:41-44を参照に)　私たちは自分の町に神様が正義の裁きを下されることを恐
れるべきですか。(マタイ11:20-24を参照に)

14. 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。(23；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。

15. 異邦人の時代が何時完了しますか。(24)　それはどういう意味ですか。(ロ-マ
11:11-12,15,25-27を参照に)　70年以降イスラエル民族の運命はどの様なものでし
たか。

人の子が来る　21:25-33

16. 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。(25；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)

17. 人々はどうして恐怖で満たされますか。(26；黙示録6:12-17を参照に)

18. イエス様はどのような姿で再臨されますか。(27)

19. イエス様を信じる者がどうして恐れる必要がありませんか。(28)　あなたはどのよう
な姿勢でイエス様の再臨を待っていますか。喜んで待っていますか、それとも怖れ
で待っていますか。

20. イエス様の再臨の目的は何ですか。(28,31)

21. イエス様の再臨の前兆からどんな結論を出さなければなりませんか。 (29-31)　喩え
のイチジクの木と他の木は何を指しますか。(ルカ13:6-9；21:29を参照に)

22. 「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。(32)

23. 不動のものは何でしょうか。(33) あなたは聖書をどんな姿勢で読みますか。

24. イエス様の再臨はいつ起こりますか。それは何故私たちに掲示されていないのですか。
(使徒1:7を参照に)
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目を覚ましていなさい　21:34-38

25. イエス様の再臨が遅れるとキリスト者にもどの様な危険がありますか。(34；2ペレ
ロ3:3-9を参照に)

26. イエス様の再臨はどのぐらいの範囲で起こりますか。(35)

27. キリスト者にとって「目を覚ます」とは何の事で又どのように行われますか。(36)

28. 目を覚ます事はキリスト者にどのような影響を及ぼしますか。(36)

29. イエス様はゴルガタの十字架での受難にどの様に備えられましたか。(37-38)

ルカの福音書 　22章

イエスを殺す計略　22:1-6

1.　民の宗教的な指導者たちは何を恐れていましたか。(1-2)

2.　ユダはどうしてイエス様を裏切る道に到ったでしょうか。(3,5；ヨハネ12:4-

6;13:26-30参照)サタンが人の心に入る事はどいう意味ですか。お金への欲はあなた

の心をどのぐらい支配しますか。

3.　祭司長たちとイスカリオテのユダはイエス様を捕まえるためにどの様な計画を立てま

したか。

過越の食事を準備させる　22:7-13

4.　過ぎ越しの食事にはどんな意味がありましたか。(7,8；出エジプト記 12:1-30参照)

5.　イエス様から日々の働きに具体的な導きが期待できますか。(9-13)　どの様に。

6.　水がめを運ぶ男はどうして弟子たちにしるしになったでしょうか。(10)　水を汲むの

は普段誰の仕事でしたか。

7.　イエス様があなたのすべてを知っておられる事はあなたにとって何を意味しますか。

(13)　あなたは毎日の生活の中にどのように主の導きを求めますか。

主の晩餐　22:14-23

8.　聖餐を定めるのはイエス様にとってどんな意味でしたか。(15)　聖餐式はあなたに

とってどんな意味を持つでしょうか。

9.　聖餐式は将来のどのようなことを指していますか。(16)

10. 聖餐式はどの様に行われるべきですか。(17)

11. 神の国がいつ完成に現れますか。(16,18,30)　神の国の完成はどんなことですか。
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12. 葡萄酒とパン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。

(19)　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。

13. 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。(19)　イエス様の御

前に砕かれる心にはどの様な祝福がもたらされますか。

14. イエス様は弟子たちに与えられたパンを何と呼びましたか。(19)　それはどういう意

味ですか。(聖餐式に関する考え方は教会によって異なることがあります。)

15. 聖餐式は何のために行われますか。(19)　イエス様のゴルガタの十字架の受難を覚え

る事はあなたにとって何を意味しますか。

16. 神様と人との間の新しい契約は何時結ばれましたか。(20)　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)

17. どうして罪の赦しは血を流さなければならないのでしょうか。(20；ヘブル9:12-

14,22；10:19-20；13:12,20を参照に)

18. 聖餐はイスカリオテのユダにとってどんな意味になりましたか。(21；1コリ11:27を

参照に)　聖餐式はどうしてキリスト者以外人は参加できませんか。

19. あなたはイエス様を裏切らないという確信を持っていますか。(22,23)　裏切る者の

運命は何ですか。

いちばん偉い者　22:24-30

20. 弟子たちが誰が一番偉いかと論議を続けた事から人間の性質について何を物語ってい

ますか。(24,25)

21. 人々は自分の権力欲しさについてどれだけ巧みに話す事が出来ますか。(25)

22. 本当の偉大さへの正しい道は何ですか。(26)

23. イエス様が弟子たちに奉仕して下さることは神様の本質について何を教えますか。

(27；マタイ20:28；ヨハネ13:14-17；ピリピ2:6-11を参照に)

24. イエス様はその弟子たちをどう評価しましたか。(28)　あなたは他のキリスト者をど

う評価しますか。

25. イエス様はキリスト者にどの様な約束をして下さいましたか。(29-30)

26. 王的な権威はどんなものですか。(29)　それを誰が与えて下さいますか。

27. 永遠の御国にキリスト者にはどんな使命がありますか。(30)

28. イスラエルの民にはどんな未来がありますか。(30；ロ-マ11:11-12,15,25-27；黙示

録3:21を参照に)
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ペトロの離反を予告する　22:31-34

29. イスカリオテのユダがイエス様を裏切ったり、ペテロがイエス様を否定したり、他の

弟子たちは逃げ去ったりした事は何によりましたか。(31)　サタンは今日の教会を

どの様にうふるいにかけますか。

30. 罪を犯した人がどうして主の御元に帰ることが出来ますか。(32)

31. 罪赦された人の使命は何ですか。(32)

32. ペテロの主張が自分自身をどれだけ知っていたかを語っています。(33)あなたは自分

の弱さを知っていますか。何故自分の弱さを告白する人こそ強いのですか。

財布と袋と剣　22:35-38

33. イエス様は弟子たちの宣教旅行にどの様な指示を与えたのですか。(35；9:3-6を参

照に)

34. イエス様の指示に従う結果は何ですか。(35)

35. イエス様は何故今違う指示を与えたでしょうか。(36)　聖書のみ言葉の中でその場限

りに適応する事と普遍的に適応する事は何ですか。今の時代の世界宣教に必要な備

えは何でしょうか。

36. 旧約聖書の預言とイエス様の生涯と十字架の死はどんな関係を持っていますか。(37)

37. 弟子たちはどうして剣を持っていましたか。(38)　剣をどう使うべきですか。(マタ

イ26:52；ロ-マ13:4を参照に)

オリ-ブ山で祈る　22:39-46

38. イエス様は祈るためにオリブ山に行かれた時に弟子たちにどの様な勧めをしましたか。

(39-40)祈りは誘惑にあった時にどんな役目を果たしますか。

39. イエス様はどうして十字架での受難を避けたかったでしょうか。(42)

40. イエス様は父なる神様の御心が何である知っていましたか。それでも苦しみから解放

されるようにイエス様がお祈りされた事から何を学べますか(42)

41. イエス様がゲッセマネでの苦しみの中でみ使いの助けを必要としたことは何を物語っ

ていますか。(43)

42. イエス様の苦しみの理由は何でしたか。それはどう現れましたか。(44；ヨハネ

12:27-33を参照に)

43. 弟子たちはどうして寝ていましたか。(45)

44. 祈りはどうして必要不可欠でしょうか。(40,46)
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裏切られる　22:47-53

45. どうしてイスカリオテのユダはイエス様に口付けをして裏切りましたか。(47,48)

46. ペテロが眠った事とまた彼が剣を出して、祭司長の僕の耳を切った事と関係があるで

しょうか。又後にイエス様を知らないと言って否定した事とどう結びついていたで

しょう。(49-50,58)私たちは困難な場面にどう準備したらよいでしょうか。

47. イエス様はどうしてペテロが剣で切った僕の耳を癒しましたか。どうしてイエス様は

癒すのに許可を求めたのでしょうか。(51)　それはイエス様について何を物語って

いますか。

48. イエス様が捕まえられた事で何が実現しましたか。(52-53；ヨハネ10:17-18；使徒

2:23-24；3:17-18を参照に)

イエス、逮捕されるペトロ、イエスを知らないと言う　22:54-62

49. 遠く離れてイエス様について行きまたイエス様の敵たちの仲間の中に入ったためにど

の様な結果になりますか。(54-55)人々の考え方と調子を合わせてイエス様を否定し

た場面があなたのキリスチャン生活にありましたか。

50. ペテロは何処まで否定し続けましたか。(60；マルコ14:71を参照に)ペテロは何故よ

く知っているイエス様を否定しましたか。あなたは恐怖に何処まで支配されますか。

51. 否定から絶望への道はそれほど長くはありません。ペテロを絶望と自殺から守ったの

は何でしたか。(34,61；ヨハネ13:37-14:3参照)

52. 信仰の回復への道は何処から始まりますか。(62)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。

暴行を受ける　22:63-65

53. イエス様を見捨てる人は結局どのような人に変りますか。(63-65)

54. 侮辱や嘲笑いはどうして場合によっては肉体的な暴力よりも傷つきやすいですか。

最高法院で裁判を受ける　66-71

55. イエス様はその裁判官をどう裁きましたか。(67-68)　今日主に逆らう人々の不信仰

はどこに見られますか。

56. 迫ってくる十字架の受難と死に向ってイエス様はどのような姿勢と知識をもって歩ん

でおられたのでしょうか。(69,70)

57. イエス様が父なる神様の大能の右に座しておられるのはあなたにどんな意味を持って

いますか。(69；詩篇 110:1；ダニエル7:13；ヘブル1:13；黙示録1:7を参照に)
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58. イエス様が神の子であると宣言されるのは不信仰の人々にとって何を意味しますか。

キリスト者にとってどうですか。(71)現代の人々は信仰と不信仰にどのように分か

れますか。

ルカの福音書 　23 章

ピラトから尋問される　23:1-5

1.　祭司たちはどうしてイエス様を囚人としてピラトに引き渡したでしょうか。(1)

2.　彼らはイエス様をどんな理由で告訴しましたか。(2,5)　その訴えは何処まで真実に

基づきましたか。

3.　イエス様はピラトにどのような返事をしましたか。(3)　イエス様はどの様な王様で

すか。(ヨハネ18:36-37を参照に)イエス様が王でおられる事はあなたにとって何を

意味しますか。

4.　ピラトはイエス様が無罪であると判明したにも関わらずどうして直ぐ釈放しなかった

のですか。(4-5)

ヘロデから尋問される　23:6-12

5.　ピラトはどうしてイエス様をヘロデ王の所に送ったでしょうか。(6-8)

6.　イエス様はどうしてヘロデ王の期待と質問に答えなかったのでしょうか。(8-9；マル

コ6:19-28；ルカ9:7-9；13;31-32を参照に)

7.　祭司長たちはヘロデの所で何をしましたか。(10)

8.　 今日においてイエス様に対する侮辱や嘲弄は何処から由来しているのでしょうか。

(11) ヘロデと兵士たちのイエス様に対する態度は何処ら来ていますか。

9.　ピラトとヘロデを友人にしたのは何でしたか。(12,15)　あなたとあなたの友人の関

係は何に基づきますか。

死刑の判決を受ける　23:13-25

10. イエス様は再び無罪と判明したにも関わらず、ピラトはどうして鞭打ちに渡したで

しょうか。(13-16,22)　真実とこの世の主張と妥協するのはどうして不可能ですか。

11. ロー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。(17)何故でしょう

か。

12. 祭司長たちや群衆はどのような選択をしましたか。(18,21)

13. バラバはどのような人物でしたか。(19)
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14. ピラト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。

(20；マタイ27:18を参照に))

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。(21,23)　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。

16. ピラトには背後にローマ軍の軍事力を持ち、裁判権を持ち、イエス様は無罪であるに

も関わらず、何故イエス様を十字架刑に渡したでしょうか。(23；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。

17. バラバの贖い論を知っていますか。(25)　あなたがバラバの立場になって、無罪のイ

エス様はあなたに代わって裁かれたら、どう感じますか。

十字架への道　23:26-31

18. 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意義を持っていたで

しょうか。(26)

19. 女性たちの嘆き悲しむ理由は何でしたか。(27)　イエス様は彼女たちの泣くのをどう

して評価しませんでしたか。

20. イエス様は悲しんでいる女性たちにどんなメッセージを伝えましたか。(28-31)

21. イエス様の預言はどう実現しましたか。(29-30)

22. イエス様は泣いている女性たちとエルサレムの人たちの状態をどう見ましたか。(31) 

同情の涙と悔い改めの涙はどう違いますか。あなたは何を泣くべきですか。

十字架につけられる　23:32-43

23. イエス様と強盗達は何処で十字架につけられましたか。(32-33) イエス様が強盗達の

真ん中に置かれたのはどいう意味ですか。その同じ場所でほぼ 2000年前に何が起

こったでしょうか。(創世記 22:1-14参照)　 

24. イエス様は十字架につける人々に何を祈られましたか。(34)　その祈りはどうして私

たちの為でもありますか。

25. 兵士たちはイエス様の着物をどうしましたか。(34；詩篇 22:19；ヨハネ19:23-24を

参照に)

26. 誰がイエス様をあざけりましたか。(35,36,37,39)侮辱されたらあなたはどの様に感

じますか。あなたが侮辱や嘲弄の的になった時、何があなたの助けになりますか。

27. イエス様の罪状書きには何と書かれていましたか。(38)

28. 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。

(35,37,39)
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29. もう一人の犯罪者はどのように悔い改めましたか。(40-41)　罪の告白はどうして救

いには必要ですか。

30. 罪を告白したこの強盗はどのような信仰を表しましたか。(42)

31. 強盗はどうして救われましたか。(43)

32. 強盗にその日に何が起こりましたか。(43)　パラダイスはどのような所ですか。

イエス様は命を捧げる　23:44-49

33. 正午と午後 3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。(44)

34. どうして神殿の幕が真二つに裂けたのでしょうか。(45)

35. 十字架上でのイエス様の最後の祈りは何でしたか。(46) それはどうして私たちにも

夜の祈りとして相応しいですか。

36. 福音書の中でどうしてイエス様の死について「死んだ」という言葉を使わず「息を引

き取った」(正確の翻訳したら「息を捧げた」)と言う表現を使っているのでしょう

か。(46；ヨハネ10:18を参照に)

37． イエス様の死に方は百人隊長にどのような影響を及ぼしましたか。(47:マルコ

15:39を参照に)　十字架刑を見ていた群衆はどうでしたか。(48)　胸を叩くとはど

ういう意味ですか。

38. イエス様に従った女性たちや知人は何処から出来事をを見守っていましたか。(55)　

どうしてですか。

墓に葬られる　23:50-56

39. アリマタヤ出身のヨセフはどのような人物でしたか。(50-51)

40. 神の国を待つ事は何を意味としますか。(51)　あなたはそれを待っていますか。どの

ように。

41. ヨセフは何をしましたか。(52-53)

42. イエス様はどのように葬られましたか。(53；ヨハネ19:38-42を参照に)

43. イエス様の身体が墓に納められた事によって、墓はキリスト者にとってどんな場所に

なりましたか。(53)

44. ユダヤ人のカレンダ-によるとイエス様の葬りは何曜日に行われましたか。(54)

45. 葬りを見守っていた女性達は何をしましたか。(55-56)

46. 女性たちは安息日である土曜日をどう過ごしましたか。なぜですか。(56)
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復活する　　24:1-12

1.　女性たちは安息日の翌朝に墓に戻った時に、どのような状況を見ましたか。(1-3)　

そのような様子を見た彼女たちの気持ちはどんなものだったでしょうか。(4)

2.　白い服のみ使いたちはどんなメッセージを女性たちに与えましたか。(5-7)　み使い

たちの使命は何ですか。(ヘブル1:14を参照に)

3.　イエス様が後に多くの人たちに現れましたが、なぜ誰もその復活を見なかったのです

か。(マタイ28:1-7を参照に)

4.　イエス様の復活は死人の霊を起こすのとどう違いますか。(6；使徒2:24-28,30-33；

1コリ15:50-55を参照に)

5.　女性たちはイエス様のどのような教えを思い出しましたか。(7-8；マルコ10:33-

34；ルカ9:22を参照に)

6.　イエス様がどうして殺され甦らなければならなかったでしょうか。(7,26)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。

7.　弟子たちに復活のメッセージを伝えたのは誰でしたか。(9-10)

8.　弟子たちはどうして女性たちの言う事を信じませんでしたか。(11)　あなたにとって

イエス様の復活は信じやすいものですか。なぜですか。

9.　女性たちの話を聞いたペテロとヨハネはいったい何をしましたか。(12；ヨハネ

20:3-10を参照に)

エマオで現れる　24:13-35

10. どうしてクレオパともう一人の弟子はエルサレムから12キロ離れたエマオと言う村

に出かけましたか。(13)

11. 彼らは行く途中で何について語り合いましたか。(14)

12. 彼らは復活されたイエス様が一緒について来られても誰であるのかどうして分からな

かったのですか。(16,17,21)

13. イエス様はどのような質問をしましたか。何故でしょうか。(17)

14. イエス様に心の中の疑問や心配をすべて語るはどうして大切ですか。(18-24)　イエ

ス様はどうして私たちの事を聞こうとなさいますか。

15. 二人の弟子はイエス様の事をどう描写しましたか。(19)　それは彼らの信仰について

何を表しますか。

16. 彼らはどの様な希望を失っていましたか。(21)　イスラエルの贖いは彼らにとって何

の意味がありましたか。あなたは何を望んでいますか。その望みの根拠は何ですか。
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17. 彼らの心を混乱させたのは特に何でしたか。(22-24)

18. 弟子たちの主な問題は何でしたか。(25)　あなたは何処まで聖書のみ言葉を理解しま

た信じますか。

19. イエス様はどうして自分が甦っている事を弟子たちにすぐには言わずに旧約聖書の約

束を通して十字架の受難と復活の意味を説明なさいましたか。(26-27；24:44-49を

参照に)　どうして私たちにはただの事実を知る事だけでは十分ではないのですか。

どうして事実の意味を理解する必要がありますか。

20. イエス様はどうしてエマオより遠く旅を続けようとしましたか。(28-29)　イエス様

はどうして無理矢理に私たちの人生に入り込まないで、私たちがイエス様に来て下

さるように頼む必要があるのでしょうか。

21. 弟子たちの目を何が開けてイエス様が分かるようにしたのですか。(30-31,35)　聖餐

式はあなたにとって何を意味しますか。

22. イエス様はどうしてその姿が彼らには見えなくなりましたか。(31)　イエス様の臨在

は私たちが見えるか見えないかによりますか。

23. 聖書の理解は弟子にどの様な影響を及ぼしましたか。(32)　彼らはその理解をどう得

ましたか。

24. もし彼らは恐怖のためにエルサレムから逃げたとしたら、どうしてすぐにそこへ戻る

勇気が与えられましたか。

25. 彼らにどのようなメッセージが語られましたか。(34)　イエス様がペテロに会われた

時に何を語られたでしょうか。

弟子たちに現れる　24:36-43

26. イエス様が弟子たちに現れた時に、どのような挨拶をされましたか。(36；ヨハネ

20:19-23を参照に)　本当の平安は何ですか。今日それにどう預かることが出来ます

か。

27. 弟子たちは復活のイエス様を見てどう反応しましたか。(37)

28. イエス様は弟子たちの疑いをどう晴らせましたか。(38-39)

29. 甦られたイエス様の手と足は弟子たちに何を語っていますか。(40；ヨハネ20:24-29

を参照に)　私たちにはどうですか。

30. イエス様の復活の体はどのような性質でしたか。(41-43)

31. 喜びはどうして信仰の妨げにもなり得るのですか。(41)

宣教命令と聖霊様の約束　24:44-49

32. 旧約聖書(モーセの律法書、預言書、詩篇)の約束はどう実現しましたか。(44-45)
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33. 聖書を正しく理解するには何が必要ですか。(45,49；1コリ2:14-16を参照に)

34. イエス様の苦しみと死と復活の目的は何ですか。(46-47)

35. 証人の使命は何ですか。(48；2コリ5:19-21を参照に)

36. 救われた人の力の源は誰ですか。(49；使徒1:8；2:1-11を参照に)

天に上げられる　24:50-53

37. イエス様の昇天は何処で起こりましたか。(50；使徒1:9-11を参照に)

38. イエス様はどのようにその弟子たちの所から離れましたか。(51)　イエス様の祝福は

どんな意味がありますか。

39. イエス様の昇天は弟子たちにどの様な影響を及ぼしましたか。(52-53)　あなたの喜

びと賛美の理由は何ですか。
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