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Ⅰ

2018年4月1日
イースター
復活
復活の朝におこったこと
ルカ２４：１－１２
マタイ：２８：１－１０、マルコ１６：１－８、ヨハネ２０：１－１０
ルカ２４：６
今日はイースターです。イースターおめでとうございます。と
ころでイースターというのは何の日か知っていますか？それ
は、イエス様が死から復活したことをお祝いする日です。今
日はこの復活の出来事についてお話しをします。

女のたちはイエス様のお墓に行きました

Ａ． 女の人たちは香料を準備していました
Ｂ． 女の人たちは朝早く出かけました
Ｃ． お墓の入り口には大きな石がありました

Ⅱ

イエス様のお体はお墓にありませんでした
Ａ． 女の人たちは、大きな石がわきに転がっていたのでお墓に
入りました
Ｂ． イエス様のお体がありませんでした
Ｃ． 御使いが「イエス様はよみがえられた」と婦人たちに知らせ
ました

Ⅲ

女の人たちは急いで弟子たちに伝えました
Ａ． 女の人たちは急いで弟子たちのところへ戻りました
Ｂ． 弟子たちは女の人たちの言葉を信じませんでした
Ｃ． ペテロとヨハネは自分の目で確かめるためにお墓へ行きま
した

結論

イエス様はよみがえられました

適用

イエス様は今も生きておられます。そして天国から私たちを
いつも見ておられます。それだけではありません。イエス様
にお願いをすれば、私たちの心の中に住んで下さいます。
そして目には見えなくても、私たちと一緒にいて下さるので
す。私たちが信じている神様は、本当にすばらしいお方で
す。今日あなたもこのイエス様を信じませんか？

備考
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Ⅰ

2018年4月8日
イースター
生きておられる主
よみがえり
ヨハネ20:11-18
マタイ28章,マルコ16章,ルカ24:1-12
Iペテロ1:3b
先週のイースターは、十字架にかかって死なれたイエスさま
が甦ったことを記念する復活祭です。どうして世界中でイー
スターをお祝いするのでしょうか？世界で最初にイースター
の喜びを体験した女性のお話しを読んでみよう。

マリヤは、泣いていました（１１－１３）

Ａ． マリヤは、イエスさまの体が盗まれたと思って泣いていまし
た
Ｂ． ２人の御使いが「なぜ泣いているのですか」と尋ねました
Ｃ． マリヤは、「誰かが主を取って行った」と言いました

Ⅱ

イエスさまが、マリヤに現れました（１４－１５）
Ａ． マリヤは、後ろに立っている人がイエスさまだと分かりません
でした
Ｂ． イエスさまは、「なぜ泣いているのですか？」とマリヤに尋ね
ました
Ｃ． マリヤは、まだイエスさまだと分からず、管理人だと思ってい
ました

Ⅲ

マリヤは、イエスさまがよみがえったことを知りまし
た（１６－１８）
Ａ． イエスさまは、「マリヤ」と言いました
Ｂ． マリヤは、「先生」と言って、イエスさまのよみがえりを知りま
した
Ｃ． マリヤは、よみがえりのイエスさまのことを弟子たちに話しま
した

結論

イエス様は今も生きておられます

適用

泣きたくなる時、ありませんか？悲しみでいっぱいになって、何が
何だか分からなくなること、子どもも大人もいろいろあります。で
も、イエスさまは死んでいなくなった神さまではなく、一番悲しい
死を打ち破られてよみがえられた神さまです。そのイエスさまが、
今朝、私たち１人１人の名前を呼んでいます。私たちの救い主、
イエスさまは、石や木で造られた何もできない神様ではなく、生き
ておられるイエスさまが私たちを助け、励まし、共にいてくれま
す。このことをご一緒に喜びましょう！これがイースターを祝う１つ
の意味です。そしてお祝いは１人でするものではありません。マリ
ヤが弟子たちに復活のイエスさまを伝えたように、私たちの友だ
ちにも「イエスさまがいるから大丈夫。イエスさまはよみがえって信
じる私たちと一緒にいるんだよ」と伝えていきましょう。

備考
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Ⅰ

2018年4月15日
イースター
愛の回復をして下さる主
あなたは、わたしを愛しますか
ヨハネ21:15-22
ヨハネ18:15-18,25-27,マタイ26:31-35,マルコ14:66-72,ル
カ22:31-34
Iヨハネ4:19
イエスさまが十字架にかかられる時、ニワトリが鳴く前にペテ
ロはイエスさまのことを３度知らないと言いました。ペテロに
とっては、触れて欲しくない少し前の失敗の出来事です。イ
エスさまを裏切り、失敗したペテロに、よみがえりのイエスさ
まは、どのように声をかけられたのでしょうか？

イエスさまは、ペテロに質問しました（１５－１７）

Ａ． イエスさまは、ペテロに「あなたはわたしを愛しますか」と質
問しました。
Ｂ． ペテロは、「はい。私があなたを愛することはあなたがご存じ
です」と言いました。
Ｃ． イエスさまは、ペテロに同じ質問を３度しました

Ⅱ

イエスさまは、「わたしの羊を飼いなさい」と言われ
ました（１５－１９）
Ａ． イエスさまは３度、「わたしの羊を飼いなさい」と言われました
Ｂ． イエスさまは、「他の人があなたの行きたくない所に連れて
行きます」と言われました
Ｃ． それは、神の栄光が現れることでした

Ⅲ

イエスさまは、「わたしに従いなさい」と言われまし
た

Ａ． イエスさまは、ペテロに「わたしに従いなさい」と言われまし
た
Ｂ． ペテロは、「この人は、どうですか」と尋ねました
Ｃ． イエスさまは、「あなたはわたしに従いなさい」と再び言われ
ました

結論

イエスさまは、失敗した人も受け入れ、用いて下さ
います

適用

「イエスさまは、僕のことを愛してくれているだろうか？」と不安に
なる必要は全くありません。イエスさまの愛は永遠の愛なので、増
えたり減ったりしません。大切なことは「あなたはイエスさまを愛し
ていますか？」というイエスさまの質問に心から「主よ、愛します」と
答えていくことです。私たちが心から「イエスさま、今日もあなたを
愛します」と告白していくなら、私たちの毎日は変わってきます！
またイエスさまを愛する人は、イエスさまに従い、イエスさまのため
に何かをすることができます。それは他の誰かと同じでなくても良
いのです。愛するイエスさまのために今の私に何が出来るか、こ
の１週間、イエスさまに聞きながら祈りましょう。そして来週、みん
ながどんなことを決心したか、聞き合いましょう。

備考
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Ⅰ

2018年4月22日
イースター
天に上られた主
約束
使徒1:3-11
ルカ24:13-26, ヨハネ14:2-3,16-17,26,15:26,16:7-16
使徒1:8
約束をした事がありますか? 約束って、約束した人は必ず
守らなけれ意味がないですよね。イエス様も、最後にお弟
子さん達に約束した事がありました。さて、どんな約束だっ
たのでしょう?

イエスさまは弟子たちに約束をしました（４－５）

Ａ． よみがえったイエスさまは、弟子たちと一緒にいる時に、命
じられました（４）
Ｂ． その命令は、エルサレムを離れないで、父なる神さまの約
束を待ちなさいということでした（４）
Ｃ． 父なる神さまの約束は、聖霊のバプテスマを受けるという約
束でした（５）

Ⅱ

イエスさまは、再び約束されて天に帰られました（６
－９）
Ａ． 弟子たちは、約束の意味がよく分かりませんでした（６）
Ｂ． イエスさまは、聖霊の力が与えられ、イエスさまの証人となる
ことを約束されました（７－８）
Ｃ． イエスさまは、みんなの見ている前で雲に包まれて天に帰ら
れました（９）

Ⅲ

御使いたちが、イエスさまが再び来られると告げま
した（１０－１１）
Ａ． 弟子たちは、イエスさまが上っていかれた天を見つめていま
した（１０）
Ｂ． 白い衣を着た２人の御使いが弟子たちのそばにいました（１
０）
Ｃ． ２人の御使いは、イエスさまが再び来られると告げました（１
１）

結論

イエスさまは、約束通りに聖霊を与えて下さり、や
がて再び来られます

適用

聖霊のバプテスマは必ず与えられます。来週から聖霊につ
いて一緒に学びます。「私を聖霊に満たして下さい」って一
緒に祈り求めましょう！イエスさまは約束を破られるお方で
はありません。またやがてイエスさまは再び来られます。私
たちはイエスさまに出会う日があります。その日まで、聖霊
の力に満たされていきましょう。

備考
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Ⅰ

2018年4月29日
イースター
いつも一緒にいて下さる聖霊
助け主
ヨハネ14:16-17、26、15:26、16:7-15
ヨハネ14:26
もし大切な人がいなくなってしまったら、どんな気持ちになり
ますか? 心細くて淋しくないですか? イエス様は、そんな
私たちの事をよく知っていてくださるんです。

もう一人の助け主が来られます
Ａ． その助け主は、イエス様を信じる人の心に来て下さいます
Ｂ． その方は、私たちの内に住んで下さいます(14:17)
Ｃ． その方は、私たちといつまでも一緒にいてくださいます
(14:16)

Ⅱ

聖霊は、イエス様について教えて下さいます
Ａ． 聖霊は、私たちにイエス様について教えて下さいます
(14:26)
Ｂ． 聖霊は、聖書の御言葉を思い出させて下さいます(14:26)
Ｃ． 聖霊は、イエス様を証します(15:26)

Ⅲ

聖霊は、私たちに罪について教えて下さいます
Ａ． 聖霊は、罪がどういうことなのか教えて下さいます(16:8-9)
Ｂ． 聖霊は、罪の結果がどういうものなのか教えて下さいます
(16:10-11)
Ｃ． 聖霊は、イエス様を信じる人々が正しく歩む事ができるよう
に支えて下さいます

結論

聖霊は私たちの心に住み、私たちを導いて下さい
ます

適用

私たちには、心の中に住んで下さる聖霊様がいつも一緒に
いて下さいます。私たちがイエス様に従って行けるように導
き支えて下さいます。イエス様を信じたときから、あなたの心
に住んで下さっているのです。

備考

