
2018年 3月 11日

手本 となる生き方 信仰者と (関連箇所 ) 箇 所

神の定めた方法によつ

て、神に近づ く

アベル (創 4:2～ 8、 マタ 23:35) 4

神のことばを伝 える。

世か らは1巨糸色され る。

しか し、神 との交わ り

の中に憩 う=神 と共に

歩む、神に喜ばれる

エノク (創 5:21～ 24、 ユダ 14～ 15) 5～6

神の命令に従順に従 う

世を罪に定める

ノア (創 6:]～ 22、 11ペテ 2:4～ 5) 7

生まれ故郷を離れる

|

(使徒 7:2～ 5、 創 11:31～ 12:7)

(倉113:18、 22119、 23:4、 24:67、  25:27)

ア
ブ
フ

ハ

ム

(倉1124:7)

(創 17章、 Iコ マ 4:17～ 22、 創 18:1～ 15)

(治 |122: 1^ψ 18)

8

寄留者 となる 9

10

不可能でも子が生まれ

るとい う約束を信 じる

11～ 12

日前の上地ではな く、

より優る国を求める

13～ 16

イサクを捧げることを

通 して、復活を信 じる |

17ヘン19

未来について、神の約

束を信 じる

イサク (泊 |125:21～ 34、 27:1～ 40、 28:1～ 5) 20

ヤコブ (創 47:28～48:20) 21

ヨセフ (創 50:22～ 26) 22

神のみ こころを受 け取

った とき、信仰 によっ

て決断 し、実行する

モーセの両親 (出 2:1～ 2) 23

モーセ  (出 2:3～ 15) 24～ 26

モーセ  (出 2:15～ 25、 3:1～ 13:16)

イ スラエルの民  (出 13:17～ 14:31)

(ヨ シュ 1:1～6:21)

29

30

ラハブ (ヨ シュ 2:1～ 24、 6:22～ 25、 マタ 1:5) 31
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2018年 3月 11日

手本 となる生き方 信仰者 と (関連箇所 ) 箇所

試練の中で、信仰 によ

る医気|を発揮した
イスラエル国史に見る信仰 (士 師たち。王たち・預言

者たち)

士師たち :ギデオン、バラク、サムソン、エフタ

王たち  :ダ ビデ

預言者たち :サ ムエル

32^V34

国家的勝

利を得た

国々を征服 した ョシュア、士師たち、ダビデ 33

正 しいことを行った ダビデ、サムエル

約束のものを得た ギデオン、バラク、ダビデ

個 人的救

出 を体験

した

獅子の口をふ さいだ f':-=.tV, tl L / 2, t) Y:7
火の勢いを消した ダニエルの 3人 の同僚たち 34

剣の刃をのがれた モーセ、エリヤ、エリシャ、エフタ、

ダビデ

個人的 な

賜物 を発

揮 した

弱い者なのに強 く ギデオン、サムソン、ダビデ

戦いの勇士 とな り ヨシュア、バラク、ダビデ

他国の陣営を陥れた ダビデ、ヨシャパテ

イ言イ印 を乗 り越える 女たちは死んだ者をよみがえらせてもらった

II列 17:8～ 24、 Ⅱ列 4:8～ 37、

ルカ7:11～ 17、 ヨハネ 11:1～ 44】

ほ

か

の
人

ノヽ

々

は

死
に
至
る
ま
で
の

イ言
仰
を
不

し
た

(こ れに対 して)

ほかの人たちは、 さらにすぐれたよみがえりを得る

ために、釈放 されることを願わないで 。

あざけら|れ、むちで打たれ エ レミヤ  エ レ 20:2

鎖につながれ、牢に入れ られる ヨセ フ

石で打たれ ゼカ リヤ Ⅱ歴 24:20～ 22

のこぎりで引かれ イザヤ

試みを受け ヨセ フ

剣で殺 され ウリヤ Ⅱサム 11:14～ 25、 12:9

羊とやぎの皮を着て歩き回 り エ リヤ  Ⅱ列 1:8

乏 しくな り悩まされ′苦 しめ 預言者たち

られ

荒野 と山とほら穴と地の穴 オバデヤ I列 18:3～ 6

とをさまよった

この世は、彼 らにふ さわ しい所ではなかった
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11章全体の結論

信仰の勝利

さらにすぐれたもの

【メシア王国】

を、受け継ぐ

旧約の聖徒たちは、約束のものをまだ受け取ってい

ない。約束の成就は、未来のこと。

39

IH約 の聖徒たちが待たされる理山は、私たち新約の

聖徒たちといっしょに受けるため。同時に、私たち新

約の聖徒たちは、 1日 約の聖徒たちの忍耐を手本とし

て、忍耐をもって信仰生活をするため。
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