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Echoes of Jesus – Lesson 1 
イエスの共鳴 レッスン① 

新約聖書の二つの書の関連 
ルカの福音書と使徒言行録 
 
一緒に学ぶことにより、 
聖書をより深く理解できる 



初代教会とその指導者の生き方を見るとイエス・
キリストの教えが共鳴しています。 
 
使徒９：４  
「サウロ、サウロ。なぜわたしを迫害するのか。」 
とイエスはサウロに質問した。 
 



両書が共通するテーマとパターン 
 
①ルカ1:1-4 と使徒1:1-3 
 
テオピロ宛てに書かれている 
 
 
 



Luke 1:1-4 
私たちの間ですでに確信されて
いる出来事については、多くの人
が記事にまとめて書き上げようと、
すでに試みておりますので、初め
からの目撃者で、みことばに仕え
る者となった人々が、私たちに伝
えたそのとおりを、私も、すべての
ことを初めから綿密に調べており
ますから、あなたのために、順序
を立てて書いて差し上げるのがよ
いと思います。尊敬するテオピロ
殿。それによって、すでに教えを
受けられた事がらが正確な事実
であることを、よくわかっていただ
きたいと存じます。 

Acts 1:1-3 
テオピロよ。私は前の書で、イエ

スが行ない始め、教え始めら
れたすべてのことについて書
き、お選びになった使徒たちに
聖霊によって命じてから、天に
上げられた日のことにまで及
びました。イエスは苦しみを受
けた後、四十日の間、彼らに
現われて、神の国のことを語り、
数多くの確かな証拠をもって、
ご自分が生きていることを使
徒たちに示された。 

 
 



 
② ルカ3:21-22 と使徒1:14, 2:1-4, 41 
 
祈り、洗礼、聖霊が降る 
 



ルカ3:21-22 
3:21 民衆が皆洗礼を

受け、イエスも洗礼
を受けて祈ってお
られると、天が開け、 

3:22 聖霊が鳩のよう

に目に見える姿で
イエスの上に降っ
て来た。すると、
「あなたはわたしの
愛する子、わたし
の心に適う者」とい
う声が、天から聞こ
えた。 

使徒 1:14 
1:14 彼らは皆、婦人たちやイエスの母マ

リア、またイエスの兄弟たちと心を合わせ
て熱心に祈っていた。 
使徒 2:1-4, 41 
2:1 五旬祭の日が来て、一同が一つに
なって集まっていると、 
2:2 突然、激しい風が吹いて来るような音

が天から聞こえ、彼らが座っていた家中
に響いた。 
2:3 そして、炎のような舌が分かれ分かれ
に現れ、一人一人の上にとどまった。 
2:4 すると、一同は聖霊に満たされ、"霊"
が語らせるままに、ほかの国々の言葉で
話しだした。 
2:41 ペトロの言葉を受け入れた人々は洗

礼を受け、その日に三千人ほどが仲間に
加わった。 
 



イエスの教えと生
涯 

使徒言行録時代
の初代教会 

現在私たちの 
教会 

はい はい はい・いいえ 



③ルカ 4:14-21 と使徒2:14-17, 32-33 
 
宣教活動は説教から始まった 
イエスはナザレ地域で宣教活動を始めた。霊に満
たされて説教した。 
ペテロは聖霊に満たされてエルサレムで説教した 
 



ルカ 4:14-21 
• 4:14 イエスは"霊"の力に満ちてガリラヤに帰られた。その評判

が周りの地方一帯に広まった。 
•  4:15 イエスは諸会堂で教え、皆から尊敬を受けられた。 
• 4:17 預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると、次のよう

に書いてある個所が目に留まった。 
• 4:18 「主の霊がわたしの上におられる。貧しい人に福音を告げ

知らせるために、主がわたしに油を注がれたからである。主が
わたしを遣わされたのは、捕らわれている人に解放を、目の見
えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、 

•  4:21 そこでイエスは、「この聖書の言葉は、今日、あなたがた
が耳にしたとき、実現した」と話し始められた。 



使徒 2:14-17, 32-33 
2:14 すると、ペトロは十一人と共に立って、声を張り上げ、話し始

めた。「ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、
知っていただきたいことがあります。わたしの言葉に耳を傾けてく
ださい。 
 2:15 今は朝の九時ですから、この人たちは、あなたがたが考えて
いるように、酒に酔っているのではありません。 
 2:16 そうではなく、これこそ預言者ヨエルを通して言われていたこ
となのです。 
 2:17 『神は言われる。終わりの時に、わたしの霊をすべての人に

注ぐ。すると、あなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老
人は夢を見る。 
2:32 神はこのイエスを復活させられたのです。わたしたちは皆、そ
のことの証人です。 
 2:33 それで、イエスは神の右に上げられ、約束された聖霊を御父

から受けて注いでくださいました。あなたがたは、今このことを見
聞きしているのです。 
 
 



イエスの教えと生
涯 

使徒言行録時代
の初代教会 

現在私たちの 
教会 

はい はい はい・いいえ 



④ ルカ 4:28-30 とルカ 4:1-4, 16-17 
 
ユダヤ人の指導者との摩擦 
 



Luke 4:28-30 
28 4:28 これを聞いた

会堂内の人々は皆
憤慨し、 
 4:29 総立ちになって、

イエスを町の外へ追
い出し、町が建って
いる山の崖まで連れ
て行き、突き落とそう
とした。 
 4:30 しかし、イエス

は人々の間を通り抜
けて立ち去られた。 
 
 

Acts 4:1-4, 16-17 
4:1 ペトロとヨハネが民衆に話をしていると、

祭司たち、神殿守衛長、サドカイ派の人々が
近づいて来た。 
4:2 二人が民衆に教え、イエスに起こった死

者の中からの復活を宣べ伝えているので、
彼らはいらだち、 
4:3 二人を捕らえて翌日まで牢に入れた。既
に日暮れだったからである。 
4:4 しかし、二人の語った言葉を聞いて信じ
た人は多く、男の数が五千人ほどになった。 
4:16 言った。「あの者たちをどうしたらよいだ

ろう。彼らが行った目覚ましいしるしは、エル
サレムに住むすべての人に知れ渡っており、
それを否定することはできない。 
 4:17 しかし、このことがこれ以上民衆の間に

広まらないように、今後あの名によってだれ
にも話すなと脅しておこう。」 
 









ルカ20:26; 21:37-38と使徒5:41-42 



ルカ20:26 
20:26 彼らは民衆の前でイエス

の言葉じりをとらえることができ
ず、その答えに驚いて黙ってし
まった。 

ルカ21:37-38 
21:37 それからイエスは、日中は

神殿の境内で教え、夜は出て
行って「オリーブ畑」と呼ばれ
る山で過ごされた。 

21:38 民衆は皆、話を聞こうとし

て、神殿の境内にいるイエス
のもとに朝早くから集まって来
た。 
 

使徒 5:41-42 
41  5:41 それで使徒たちは、イエ

スの名のために辱めを受ける
ほどの者にされたことを喜び、
最高法院から出て行き、 
 
 5:42 毎日、神殿の境内や家々

で絶えず教え、メシア・イエスに
ついて福音を告げ知らせていた。 



イエスの教えと生
涯 

使徒言行録時代
の初代教会 

現在私たちの 
教会 

はい はい はい・いいえ 



 
⑤ ルカ 6:12-13 と 使徒 6:1-4, 6 
 
指導者が任命される 
 



Luke 6:12-13 
6:12 そのころ、イエス

は祈るために山に
行き、神に祈って
夜を明かされた。 

6:13 朝になると弟子

たちを呼び集め、
その中から十二人
を選んで使徒と名
付けられた。 

Acts 6:1-4, 6 
6:1 そのころ、弟子の数が増えてきて、ギリシ

ア語を話すユダヤ人から、ヘブライ語を話す
ユダヤ人に対して苦情が出た。それは、日々
の分配のことで、仲間のやもめたちが軽んじ
られていたからである。 
6:2 そこで、十二人は弟子をすべて呼び集め

て言った。「わたしたちが、神の言葉をないが
しろにして、食事の世話をするのは好ましくな
い。 
6:3 それで、兄弟たち、あなたがたの中から、
"霊"と知恵に満ちた評判の良い人を七人選
びなさい。彼らにその仕事を任せよう。 
6:4 わたしたちは、祈りと御言葉の奉仕に専
念することにします。」 
 6:6 使徒たちの前に立たせた。使徒たちは、
祈って彼らの上に手を置いた。 
 
 



イエスの教えと生
涯 

使徒言行録時代
の初代教会 

現在私たちの 
教会 

はい はい はい・いいえ 



 
⑥ ルカ10:1-4 と 使徒 13:2-5 
 
異邦人に宣教するために二人ずつ送り出され
る 



ルカ 10:1-4 
10:1 その後、主はほかに七十

二人を任命し、御自分が行く
つもりのすべての町や村に
二人ずつ先に遣わされた。 

10:2 そして、彼らに言われた。

「収穫は多いが、働き手が少
ない。だから、収穫のために
働き手を送ってくださるよう
に、収穫の主に願いなさい。 

10:3 行きなさい。わたしはあな

たがたを遣わす。それは、狼
の群れに小羊を送り込むよ
うなものだ。 

10:4 財布も袋も履物も持って

行くな。途中でだれにも挨拶
をするな。 

使徒 13:2-5 
13:2 彼らが主を礼拝し、断食して

いると、聖霊が告げた。「さあ、バ
ルナバとサウロをわたしのために
選び出しなさい。わたしが前もっ
て二人に決めておいた仕事に当
たらせるために。」 
13:3 そこで、彼らは断食して祈り、

二人の上に手を置いて出発させ
た。 
13:4 聖霊によって送り出されたバ

ルナバとサウロは、セレウキアに
下り、そこからキプロス島に向け
船出し、 
13:5 サラミスに着くと、ユダヤ人

の諸会堂で神の言葉を告げ知ら
せた。二人は、ヨハネを助手とし
て連れていた。 
 



イエスの教えと生
涯 

使徒言行録時代
の初代教会 

現在私たちの 
教会 

はい はい はい・いいえ 



⑦ ルカ 23:34, 46 と 使徒 7:59-60 
 
命に危険があっても、神を信頼し続けた 
 
 



Luke 23:34, 46 
23:34 〔そのとき、イエスは言わ

れた。「父よ、彼らをお赦しくださ
い。自分が何をしているのか知
らないのです。」〕人々はくじを引
いて、イエスの服を分け合った。 
  23:46 イエスは大声で叫ばれ

た。「父よ、わたしの霊を御手に
ゆだねます。」こう言って息を引
き取られた。 
 

使徒 7:59-60 
7:59 人々が石を投げつけてい

る間、ステファノは主に呼びか
けて、「主イエスよ、わたしの霊
をお受けください」と言った。 
 
 7:60 それから、ひざまずいて、

「主よ、この罪を彼らに負わせな
いでください」と大声で叫んだ。
ステファノはこう言って、眠りに
ついた。 



イエスの教えと生
涯 

使徒言行録時代
の初代教会 

現在私たちの 
教会 

はい はい はい・いいえ 



⑧ ルカ 9:51; 18:31-34; 19:37 と 
使徒 21:12-14, 17-19 
 
イエスもパウロも友人たちに誤解されたエルサ
レムへの旅をしました。最初だけは温かく迎え
られました。 
  



ルカ 9:51 
9:51 イエスは、天に上げられる時期が近づく
と、エルサレムに向かう決意を固められた。 
ルカ 18:31-34  
18:31 イエスは、十二人を呼び寄せて言われ

た。「今、わたしたちはエルサレムへ上って行
く。人の子について預言者が書いたことはみ
な実現する。18:32 人の子は異邦人に引き渡

されて、侮辱され、乱暴な仕打ちを受け、唾を
かけられる。18:33 彼らは人の子を、鞭打って

から殺す。そして、人の子は三日目に復活す
る。」18:34 十二人はこれらのことが何も分か

らなかった。彼らにはこの言葉の意味が隠さ
れていて、イエスの言われたことが理解でき
なかったのである。 
ルカ19:37 
19:37 イエスがオリーブ山の下り坂にさしか

かられたとき、弟子の群れはこぞって、自分
の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らか
に神を賛美し始めた。 
 
 

使徒 21:12-14, 17-19 
21:12 わたしたちはこれを聞き、土地
の人と一緒になって、エルサレムへ
は上らないようにと、パウロにしきり
に頼んだ。 
21:13 そのとき、パウロは答えた。
「泣いたり、わたしの心をくじいたり、
いったいこれはどういうことですか。
主イエスの名のためならば、エルサ
レムで縛られることばかりか死ぬこと
さえも、わたしは覚悟しているので
す。」 
21:14 パウロがわたしたちの勧めを
聞き入れようとしないので、わたした
ちは、「主の御心が行われますよう
に」と言って、口をつぐんだ。 
21:17 わたしたちがエルサレムに着く
と、兄弟たちは喜んで迎えてくれた。 
 21:18 翌日、パウロはわたしたちを
連れてヤコブを訪ねたが、そこには
長老が皆集まっていた。 
21:19 パウロは挨拶を済ませてから、
自分の奉仕を通して神が異邦人の
間で行われたことを、詳しく説明した。 
 



イエスの教えと生
涯 

使徒言行録時代
の初代教会 

現在私たちの 
教会 

はい はい はい・いいえ 



⑧ ルカ 19:45-46; 22:54 と 使徒 21:26, 30 
 
二人とも群衆の暴走に捕まる 



ルカ 19:45-46 
19:45 それから、イエスは神殿の

境内に入り、そこで商売をしてい
た人々を追い出し始めて、 
19:46 彼らに言われた。「こう書い

てある。『わたしの家は、祈りの家
でなければならない。』ところが、
あなたたちはそれを強盗の巣にし
た。」 
 
ルカ 22:54 
22:54 人々はイエスを捕らえ、引

いて行き、大祭司の家に連れて
入った。ペトロは遠く離れて従っ
た。 

 
 

使徒21:26, 30 
21:26 そこで、パウロはその四人

を連れて行って、翌日一緒に清
めの式を受けて神殿に入り、いつ
清めの期間が終わって、それぞ
れのために供え物を献げることが
できるかを告げた。 

 
21:30 それで、都全体は大騒ぎに

なり、民衆は駆け寄って来て、パ
ウロを捕らえ、境内から引きずり
出した。そして、門はどれもすぐに
閉ざされた。 
 



イエスの教えと生
涯 

使徒言行録時代
の初代教会 

現在私たちの 
教会 

はい はい はい・いいえ 



⑨ ルカ 24:1-3, 9-10 と 使徒 12:12-15 
 
イエスとペテロが解放されたことを最初に伝え
たのは女性であった。マリアと名乗る女性が関
わっていた。 
 



Luke 24:1-3, 9-10 
24:1 そして、週の初めの日の

明け方早く、準備しておいた香
料を持って墓に行った。 
24:2 見ると、石が墓のわきに
転がしてあり、 
24:3 中に入っても、主イエスの
遺体が見当たらなかった。 
24:9 そして、墓から帰って、十

一人とほかの人皆に一部始終
を知らせた。 
24:10 それは、マグダラのマリ

ア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、
そして一緒にいた他の婦人た
ちであった。婦人たちはこれら
のことを使徒たちに話したが、 

Acts 12:12-15 
12:12 こう分かるとペトロは、マル

コと呼ばれていたヨハネの母マリ
アの家に行った。そこには、大勢
の人が集まって祈っていた。 
12:13 門の戸をたたくと、ロデとい
う女中が取り次ぎに出て来た。 
12:14 ペトロの声だと分かると、喜

びのあまり門を開けもしないで家
に駆け込み、ペトロが門の前に
立っていると告げた。 
12:15 人々は、「あなたは気が変

になっているのだ」と言ったが、ロ
デは、本当だと言い張った。彼ら
は、「それはペトロを守る天使だ
ろう」と言い出した。 



イエスの教えと生
涯 

使徒言行録時代
の初代教会 

現在私たちの 
教会 

はい はい はい・いいえ 



⑩ ルカ 7:1-6 と 使徒 10:22 
 
百人隊長の家に招かれた 
 



ルカ 7:1-6 
7:2 ところで、ある百人隊長に重んじ

られている部下が、病気で死にか
かっていた。7:3 イエスのことを聞い

た百人隊長は、ユダヤ人の長老たち
を使いにやって、部下を助けに来てく
ださるように頼んだ。7:4 長老たちは

イエスのもとに来て、熱心に願った。
「あの方は、そうしていただくのにふ
さわしい人です。7:5 わたしたちユダ

ヤ人を愛して、自ら会堂を建ててくれ
たのです。」7:6 そこで、イエスは一

緒に出かけられた。ところが、その家
からほど遠からぬ所まで来たとき、
百人隊長は友達を使いにやって言わ
せた。「主よ、御足労には及びません。
わたしはあなたを自分の屋根の下に
お迎えできるような者ではありません。 

Acts 10:22 
10:22 すると、彼らは言っ

た。「百人隊長のコルネリ
ウスは、正しい人で神を
畏れ、すべてのユダヤ人
に評判の良い人ですが、
あなたを家に招いて話を
聞くようにと、聖なる天使
からお告げを受けたので
す。」 



イエスの教えと生
涯 

使徒言行録時代
の初代教会 

現在私たちの 
教会 

はい はい はい・いいえ 



⑪ ルカ 7:11-15 と 使徒 9:36-38, 40-43 
 
両書にやもめが助けられている姿があります。 
ルカ書にはやもめの息子が復活させられた。 
使徒言行録ではやもめが復活させられた。死
者が起き上るように命じられ、その通りになった。 
 



ルカ7:11-15 
7:11 それから間もなく、イエスはナインという町に行かれた。弟子た
ちや大勢の群衆も一緒であった。 
7:12 イエスが町の門に近づかれると、ちょうど、ある母親の一人息

子が死んで、棺が担ぎ出されるところだった。その母親はやもめで
あって、町の人が大勢そばに付き添っていた。 
7:13 主はこの母親を見て、憐れに思い、「もう泣かなくともよい」と言
われた。 
 7:14 そして、近づいて棺に手を触れられると、担いでいる人たちは

立ち止まった。イエスは、「若者よ、あなたに言う。起きなさい」と言
われた。 
7:15 すると、死人は起き上がってものを言い始めた。イエスは息子
をその母親にお返しになった。 



使徒9:36-38, 40-43 
9:36 ヤッファにタビタ――訳して言えばドルカス、すなわち「かもし
か」――と呼ばれる婦人の弟子がいた。彼女はたくさんの善い行い
や施しをしていた。 
9:37 ところが、そのころ病気になって死んだので、人々は遺体を清
めて階上の部屋に安置した。 
9:38 リダはヤッファに近かったので、弟子たちはペトロがリダにい

ると聞いて、二人の人を送り、「急いでわたしたちのところへ来てくだ
さい」と頼んだ。 
9:40 ペトロが皆を外に出し、ひざまずいて祈り、遺体に向かって、

「タビタ、起きなさい」と言うと、彼女は目を開き、ペトロを見て起き上
がった。 
9:41 ペトロは彼女に手を貸して立たせた。そして、聖なる者たちと
やもめたちを呼び、生き返ったタビタを見せた。 
9:42 このことはヤッファ中に知れ渡り、多くの人が主を信じた。 
 9:43 ペトロはしばらくの間、ヤッファで革なめし職人のシモンという
人の家に滞在した。 
 



イエスの教えと生
涯 

使徒言行録時代
の初代教会 

現在私たちの 
教会 

はい はい はい・いいえ 



⑫ ルカ 22:26; 23:1, 8, 13, 22 と 
使徒 23; 24; 25; 26 
 
イエスもパウロも四回の裁判にあった。 
（最高法院、ピラト、ヘロデ、ピラト； 最高法院
フェリクス、フェストゥス、アグリッパ王） 
パウロは皇帝カエゼルに上訴した。ピラトはイエスが
解放されると断言する。アグリッパ王はパウロは解放
されることができたと断言する。 



パウロ 
•最高法院 (使徒 23) 
•フェリクス (使徒24) 
•フェストゥス (使徒 25) 
•アグリッパ王 (使徒 26)  

イエス 
•最高法院(ルカ 22:６6) 
•ピラト (ルカ23:1) 
•ヘロデ (ルカ 23:8) 
•ピラト(Luke 23:13, 22) 
  

イエスとパウロの四回の裁判 



イエスの教えと生
涯 

使徒言行録時代
の初代教会 

現在私たちの 
教会 

はい はい はい・いいえ 



⑬ ルカ 22:63-64 と使徒 23:2 
 
イエスは大祭司の助手に殴られた。パウロは大
祭司の命令によって殴られた。 
 



ルカ 22:63-64 
22:63 さて、見張りをして
いた者たちは、イエスを
侮辱したり殴ったりした。 

 22:64 そして目隠しをして、
「お前を殴ったのはだれ
か。言い当ててみろ」と
尋ねた。 

使徒 23:2  
23:2 すると、大祭司アナニ

アは、パウロの近くに
立っていた者たちに、彼
の口を打つように命じた。 

 
   
 
 
 
 
 



イエスの教えと生
涯 

使徒言行録時代
の初代教会 

現在私たちの 
教会 

はい はい はい・いいえ 



⑭ルカ 23:4, 14, 22 と 
  使徒 23:9; 25:25; 26:31 
 
イエスは三度もピラトに無罪であることを宣告さ
れた。パウロは３名（リシア、フェストゥス、アグ
リッパ）に無罪であることを宣告された。その上
ピラトは家エスを釈放すると言い、アグリッパは
パウロを釈放すると言った。（ルカ23:16, 22 と
使徒 26:32).    
 



ルカ 23:4, 14, 22 
23:4 ピラトは祭司長たちと群

衆に、「わたしはこの男に何の
罪も見いだせない」と言った。 
23:14 言った。「あなたたちは、

この男を民衆を惑わす者とし
てわたしのところに連れて来た。
わたしはあなたたちの前で取り
調べたが、訴えているような犯
罪はこの男には何も見つから
なかった。 
23:22 ピラトは三度目に言った。

「いったい、どんな悪事を働い
たと言うのか。この男には死刑
に当たる犯罪は何も見つから
なかった。だから、鞭で懲らし
めて釈放しよう。」 
 
 

使徒 23:9、 25:25、 26:31 
23:9 そこで、騒ぎは大きくなった。

ファリサイ派の数人の律法学者が
立ち上がって激しく論じ、「この人
には何の悪い点も見いだせない。
霊か天使かが彼に話しかけたの
だろうか」と言った。 
25:25 しかし、彼が死罪に相当す

るようなことは何もしていないとい
うことが、わたしには分かりました。
ところが、この者自身が皇帝陛下
に上訴したので、護送することに
決定しました。 
26:31 彼らは退場してから、「あの

男は、死刑や投獄に当たるような
ことは何もしていない」と話し合っ
た。 
 
 



イエスの教えと生
涯 

使徒言行録時代
の初代教会 

現在私たちの 
教会 

はい はい はい・いいえ 



⑮ ルカ 23:18 と 使徒 21:36 
 
ユダヤ人たちはイエスについて「その男を殺せ」
と叫んだ。ユダヤ人たちはパウロについても 
「その男を殺せ」と叫んだ。 
 



ルカ 23:18 
 23:18 しかし、人々は一
斉に、「その男を殺せ。バ
ラバを釈放しろ」と叫んだ。 
 

使徒21:36 
21:36 大勢の民衆が、「そ

の男を殺してしまえ」と叫
びながらついて来たから
である。 
 
 



イエスの教えと生
涯 

使徒言行録時代
の初代教会 

現在私たちの 
教会 

はい はい はい・いいえ 



⑯ ルカ 23:47 と 使徒 27:3, 43 
 
ローマの百人隊長がイエスとパウロに対して好
意的であった。 
 



ルカ 23:47 
23:47 百人隊長はこの出
来事を見て、「本当に、こ
の人は正しい人だった」と
言って、神を賛美した。 

使徒 27:3, 43 
27:3 翌日シドンに着いたが、

ユリウスはパウロを親切に
扱い、友人たちのところへ
行ってもてなしを受けること
を許してくれた。 
 
27:43 百人隊長はパウロを

助けたいと思ったので、この
計画を思いとどまらせた。そ
して、泳げる者がまず飛び
込んで陸に上がり、 
  

 
 



イエスの教えと生
涯 

使徒言行録時代
の初代教会 

現在私たちの 
教会 

はい はい はい・いいえ 



⑰ ルカ 24:44 と 使徒 28:25 
 
イエスの宣教活動の晩年は聖書の言葉が成就
されるメッセージで終わります。パウロの宣教
活動の最後も聖書の言葉が成就されるという
前向きなメッセージで終わります。 
 



ルカ 24:44 
 24:44 イエスは言われた。
「わたしについてモーセ
の律法と預言者の書と
詩編に書いてある事柄
は、必ずすべて実現す
る。これこそ、まだあな
たがたと一緒にいたころ、
言っておいたことであ
る。」 

 

使徒28:25 
 28:25 彼らが互いに意見

が一致しないまま、立ち
去ろうとしたとき、パウロ
はひと言次のように言っ
た。「聖霊は、預言者イ
ザヤを通して、実に正し
くあなたがたの先祖に、 

 
 



イエスの教えと生
涯 

使徒言行録時代
の初代教会 

現在私たちの 
教会 

はい はい はい・いいえ 



ヘブライ書13:8 
イエス・キリストは、きのうも今日も、また永遠に変
わることのない方です。  
 
ユダ 3 
愛する人たち、わたしたちが共にあずかる救いに
ついて書き送りたいと、ひたすら願っておりました。
あなたがたに手紙を書いて、聖なる者たちに一度
伝えられた信仰のために戦うことを、勧めなければ
ならないと思ったからです。 
 



レッスンの最後に記載されている質問について
深く考えてください。この内容を小グループの兄
弟姉妹たちと話し合ってください。 
 
目標： 自分の霊的な健康を強める上で健全な
決心をしていきましょう。主の教えと価値観に
沿った生き方をしましょう。 
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