
＊教会学校教案誌「成長」167 号掲載のワークシートです。印刷してご
利用ください。

単元 24　預言者たち
月日 タイトル 聖書箇所

10/6 養われたエリヤ Ⅰ列王 16:29-17:24

10/13 戦うエリヤ Ⅰ列王 18 章

10/20 逃げるエリヤ Ⅰ列王 19:1-18

10/27 後継者エリシャ Ⅰ列王 19:19-21、Ⅱ列王 2:1-18

11/3 エリシャとナアマン Ⅱ列王 5:1-19

11/10 恐れないエリシャ Ⅱ列王 6:8-23

11/17 ヨナ ヨナ書

11/24 エレミヤ エレミヤ 1章、38:1-40:6

単元 25　礼拝について
月日 タイトル 聖書箇所

12/1 贖罪日 レビ 16 章、ヘブル 9章

12/8 ザカリヤの賛歌 ルカ1:5-25、57-80

12/15 マリアの賛歌 ルカ 1:26-56、2:1-7

12/22 博士たちの礼拝 マタイ2:1-12

12/29 私たちの礼拝 ヨハネ4:1-26

「成長」167号（10･11･12月）

グレード４－５　ワークシート



グレード４－５　ワークシート

１　ソロモン王の死後、イスラエル王国は南北に分裂しました。北王国イ
スラエルの第７代の王アハブは、どのような人物でしたか。（16：30～
33）

２　預言者エリヤを、神はどのように守ってくださいましたか。
・17：2～ 6

・17：7～ 16

３　ツァレファテの女性の息子が亡くなった時、エリヤはどうしましたか。
神はどうしてくださいましたか。（17：17～24）

４　あなたは、「主は生きておられる」と確信した経験がありますか。

５　今、生きておられる主に信頼し、祈り求めるべきこと、ゆだねるべき
ことはありませんか。

Ⅰ列王16：29～ 17：24
養われたエリヤ10/6



グレード４－５　ワークシート

１　エリヤは、なぜバアルの預言者との対決を提案したのでしょうか。
（21、24、36～37節）

２　バアルの預言者とエリヤの対決を比較してみましょう。
バアルの預言者（19、25～ 29節） エリヤ（36～ 38節）

人数

順番 先攻／後攻 先攻／後攻

方法

結果

３　この結果から、民はどのような判断をしましたか。（39節）

４　この結果から、あなたは、神や偶像について、どう思いますか。

５　あなたの周囲には、どのような「偶像」があるでしょうか。神以外に
頼りやすいもの、心を占領しているものはありませんか。

Ⅰ列王18章
戦うエリヤ10/13



グレード４－５　ワークシート

１　バアルの預言者との対決で大勝利を収めたエリヤが、イゼベルを恐れ
て逃げ出したのは、どうしてだと思いますか。（1～4、10節）

２　落ち込んだエリヤに、神はどのように接してくださいましたか。
・肉体的な面（5～ 8節）

・霊的、精神的な面（9～ 18節）

３　あなたは、どのようなことで落ち込みやすいですか。そのようなとき、
どうやって解決しようとしていますか。

４　落ち込んだり、疲れたり、やる気がでなくなるとき、私たちはどうし
たらよいでしょうか。神は、どのように扱ってくださるでしょうか。

Ⅰ列王19：1～ 18
逃げるエリヤ10/20



グレード４－５　ワークシート

１　エリシャをエリヤの後継者に選んだのは誰ですか。選ばれたエリシャ
は、どんな気持ちだったと思いますか。（Ⅰ列王19：16、20～21）

２　エリシャがエリヤから離れなかったのは、なぜだと思いますか。（Ⅱ列
王2：２～6）

３　エリシャはエリヤに何を求めましたか。それはなぜだと思いますか。
（Ⅱ列王2：9）

４　あなたが教会でしている奉仕があれば、書きましょう。それを神から
の召しであると考えたことがありますか。

５　教会で、学校で、また社会で、私たちが神を信じる民としてよい働き
をするために、何を求めたいですか。

Ⅰ列王19：19～ 21、Ⅱ列王 2：1～ 18
後継者エリシャ10/27



グレード４－５　ワークシート

１　ナアマンはどんな人でしたか。（1節）
・国籍　　　　　　　　　　　　　・職業

・功績　　　　　　　　　　　　　・悩み

２　ナアマンは、なぜエリシャの対応に怒ったのでしょうか。（9～12節）

３　エリシャの言ったとおりにしたナアマンは、どうなりましたか。
・14節

・15節

４　あなたが神のことばに従えないのは、どのようなときでしょうか。何
が従うことを妨げていますか。

５　自分の「こうしたい」とか「こうしたくない」という思いを捨てて神
のことばに従ったとき、恵みを頂いた経験がありますか。

Ⅱ列王5：1～ 19
エリシャとナアマン11/3



グレード４－５　ワークシート

１　アラムの大軍が町を包囲しているのを見た召使いとエリシャの反応を
比較してみましょう。なぜそのような反応をしたのかも考えてみましょ
う。

・召使い（15節）
反応：

理由：

・エリシャ（16節）
反応：

理由：

２　「もうだめだ」と絶望したり、恐れで心がいっぱいになったりすると
き、あなたはどのような行動をとりやすいですか。どうすれば、そのよ
うな感情に支配されないでいられるでしょうか。（16～17節）

３　神は目に見えませんが、いつも共にいてくださることが聖書に約束さ
れています。このことは、今のあなたにとって、どのような励ましや平
安を与えますか。

Ⅱ列王6：8～ 23
恐れないエリシャ11/10



グレード４－５　ワークシート

１　神のことばに従わない預言者ヨナを、神はどうなさいましたか。この
ことから、主の働きに召された人を、神がどのように扱われることがわ
かりますか。（1：4、15、17、2：10～3：2）

２　魚の腹の中で神の召しに応えることを決意したヨナは、今度はニネベ
に行って宣教しました。その結果はどのようなものでしたか。（3：6～
9）

３　神はこの結果をどう思われたでしょうか。ヨナはどう思ったでしょう
か。

・神（3：10）

・ヨナ（4：1～ 3）

４　唐
とう

胡
ご

麻
ま

を用いて、神はヨナに何を教えようとしておられますか。あな
た自身はどんなことを教えられますか。（4：10～11）

ヨナ書
ヨナ11/17



グレード４－５　ワークシート

１　エレミヤは、南王国ユダの寒村アナトテ出身で、祭司の家系に生まれ
た青年でした。そのようなエレミヤを、神はどのように用いることを、
いつ決めておられましたか。（1：5）

２　エレミヤは神の召しに対して、なぜ戸惑ったのでしょうか。（1：6）

３　神はエレミヤに、どのような命令と約束を与えましたか。
・命令（1：7～ 8、17）

・約束（1：8、18～ 19）

　　その後エレミヤは、ユダが滅亡すること、敵国バビロンに降伏することが神

のみこころであることを語りました。そのような預言は誰からも受け入れられ

ず、多くの迫害を受けることとなりましたが、エレミヤの命は守られ、預言は

現実のものとなりました。

４　神は、私たち一人一人にもご計画をもち、ご自身の働きに召しておら
れます。「自分にはできない」「やりたくない」と思うようなことをする
ように示されたら、どうしますか。

エレミヤ1章、38：1～ 40：6
エレミヤ11/24

　　　



グレード４－５　ワークシート

　　旧約聖書のレビ記には、罪が赦
ゆる

されるためにささげるいけにえについて、規

定が細かく書かれています。イスラエルの民は、連日のいけにえに加えて、年

に一度の贖
しょく

罪
ざい

日に大切な儀式を幕屋（神殿）で行いました。徹底的に罪をきよ

めるためのこの儀式は、イエス・キリストの十字架を指し示すものでした。

１　儀式の中で行われたことと、イエスの十字架との共通点、相違点を考
えてみましょう。

・共通点（レビ16：15、20～ 22、ヘブル9：22、Ⅰペテロ2：24等参照）

・相違点（ヘブル9：12、25～ 26、10：1、4等参照）

２　次の聖句を埋めて、自分の罪について、またイエスが生まれてくだ
さった意味について、思ったことを書きましょう。

この＿＿＿＿＿＿＿＿にあって、私たちはその血による＿＿＿＿＿＿、背

きの＿＿＿＿の＿＿＿＿＿を受けています。これは神の豊かな＿＿＿＿に

よることです。（エペソ1：7）

レビ 16章、ヘブル 9章
贖罪日12/1

　



グレード４－５　ワークシート

１　ザカリヤとエリサベツは、どのような人たちでしたか。（5～7節）

２　御
み

使
つか

いはザカリヤに、「あなたの願いが聞き入れられた」と言いまし
た。どのような願いだったのでしょうか。

・個人として（13、24、25節）

・救い主を待ち望むイスラエルの民として（14～ 17節）

３　ザカリヤは、息子ヨハネが誕生した時、どのようなことを賛美し、預
言しましたか。

・68～ 75節

・76～ 79節

４　今日の箇所から、神がどのようなお方であるとわかりましたか。この
お方をどのように賛美し、また信頼していきたいですか。

ルカ1：5～ 25、57～ 80
ザカリヤの賛歌12/8



グレード４－５　ワークシート

１　御
み

使
つか

いは、マリアに何を告げましたか。空欄を埋めましょう。（28～
33節）

おめでとう、＿＿＿＿＿＿方。主があなたとともにおられます。…あなた

は神から＿＿＿＿＿を受けたのです。…あなたは身ごもって、＿＿＿＿＿

を産みます。その名を＿＿＿＿＿＿とつけなさい。その子は＿＿＿＿＿＿

となり、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿と呼ばれます。また神である主は、彼にそ

の父ダビデの＿＿＿＿＿＿＿をお与えになります。…その支配に終わりは

＿＿＿＿＿＿＿。

２　マリアは、驚くべき知らせをどのように受け止めましたか。なぜその
ようにできたのだと思いますか。（37～38、45節）

３　マリアの賛歌を読みましょう。
・神と自分自身について、どのように表現していますか。（46～ 49節）

・神は世の人々をどのように扱うと表現していますか。（50～ 55節）

４　あなたは、神と自分について、神がしてくださったことについて、ど
のように表現し、神を賛美しますか。

ルカ1：26～ 56
マリアの賛歌12/15



グレード４－５　ワークシート

１　「ユダヤ人の王」（救い主）が誕生したという知らせを聞いて、人々は
どのように反応しましたか。比較してみましょう。

・東方の博士たち（1～ 2、9～ 11節）

・ヘロデ王（3、13、16節）

・エルサレムの人々（3節）

・祭司長、律法学者たち（4～ 6節）

２　遠くからやってきた博士たちの姿や、ささげた贈り物から、どのよう
なことを学びますか。

３　あなたは、救い主イエスに対して、どのような礼拝やささげものをさ
さげたいと思いますか。

マタイ2：1～ 12
博士たちの礼拝12/22



グレード４－５　ワークシート

１　イエスが出会ったサマリアの女性は、どのような事情を抱えていまし
たか。このことから、女性がどのような求めや問題を抱えていることが
想像できますか。（16～18節）

２　イエスは、この女性に何を与えることができるとおっしゃいましたか。
（13～14節）

３　「神を礼拝すべき場所」について尋ねた女性に、イエスは真の礼拝をさ
さげる時がきているとおっしゃいました。それは、どのような礼拝です
か。空欄を埋めましょう。（21～24節）
サマリア人が礼拝をささげるゲリジム山でも、ユダヤ人が礼拝をささげる

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿でもないところで、＿＿＿＿＿を礼拝する時がく

る。神は、＿＿＿＿＿＿と＿＿＿＿＿＿によって礼拝することを求めている。

４　イエスが来られたあとの時代に生きる私たちは、場所や形式に縛られ
ることなく、イエスを通して自由に神に近づき、礼拝をささげ、父なる
神と交わることができます。今年１年、礼拝にどのような思いで参加し
ましたか。どのような恵みがありましたか。

ヨハネ4：1～ 26
私たちの礼拝12/29


