一日一章

みことばを聴こう

４月４日（火） アモス書 第７章
１、主は、何故、イスラエルにたいするわざわいの
幻をアモスに見せられたのでしょうか。
き、アモスはどうしましたか。なぜ三度目はと

２、イ ス ラエ ルに たい する わざ わ いの 幻を 見た と

１、主は何故、愛する民イスラエルを苦しみに会わ
りなさなさなかったのですか。アマツヤがさば

第４章

されたのでしょうか。彼らがどうすることを望
かれたのは何故ですか。私たちが最終的に従う

４月１日（土） アモス書

まれたのでしょうか（６、８、９、１０、１１、
べきものは何ですか。

４月６日（木） アモス書 第９章

お語りくださいましたか。

３、あなたの主にたいする姿勢について、主は何か

最も根源的な罪は何ですか。

節後半）
。家族について（５節前半）
、そのうち、

において（４、６節）
、商業道徳において（５

２、イスラエルの罪はどんな罪でしたか。対人関係

イ４章４節参照）
。

きは何ですか（１１節、創世記１章３節、マタ

１、主 が イス ラエ ルに くだ され る 最も 厳し いさ ば

４月５日（水） アモス書 第８章

日あなたに何を語られましたか。

３、あなたの思いと行動の基準は何ですか。主は今

１２節 参照）
。
２、イスラエルは信仰熱心でしたか。彼らは主のた
めに熱心だったのでしょうか、自分の熱心さを
誇るためだったのでしょうか（５節、マタイ６
章２、５節等）。またまぜ彼らは種を入れたパ
ンを捧げたのでしょうか。
３、あなたは御言葉に聞き従っていますか。自分の

第５章

考えに従って信仰しているのですか。
４月２日（日） アモス書
１、主は、何故、イスラエルの祭り、集会、いけに
え、賛美の声を退けられたのでしょうか（２１
～２３節）。主が主の民イスラエルに望まれた
ことは何ですか（４～７、２４節）
。
２、イ ス ラエ ルの 社会 的な 罪の 姿 を書 き出 して み
ましょう（６～１３節）。それと彼らの宗教的

としていますか。へりくだって主の恵みを受け

３、あなたは、主に何かをして主をお喜ばせしよう

０節前半）
。イスラエルから不信の民を除いた

（１～４節）
。そのさばきの目的は何ですか（１

す か 。そ のさ ばき はど の程 度 の厳 しさ です か

１、主 は イス ラエ ルの どん な罪 を さば かれ るの で

入れようとしていますか。主の恵みを受けたら、

後、主はイスラエルをどうされますか（１１～

姿勢（２５～２６節）は関係があります。

それからどうしようと思いますか。

１５節）
。
２、主を恐れず、偶像に心を向けるようになったイ
スラエルは、他の民と変わったところがありま

第６章

１、主が嫌われたのは何ですか（８節）
。主はイス

すか（７章３、２節参照）
。それでも彼らは自

４月３日（月） アモス書
ラエルからそれを除くために、どうされました

分でどう思っていましたか（１０節参照）
。

サ レ ムの 苦難 の日 の彼 らの 行 動を 書き 出し て

２、エドムがさばかれたのは何故でしょうか。エル

節）
。

主の救いの完成は何によるのでしょうか（２１

１、主はエドムをさばいてユダを回復されますが、

４月７日（金） オバデヤ書

今日、語ってくださいましたか。

３、主は、あなたとどんな関係をもちたいのだと、

か。
２、イスラエルの人々は何によって、
「わざわいの
日を押しのけ」。
（＝国家の安全をはかる）、領
土を手に入れようとしたのですか。
（１３節）。
イ ス ラエ ルの 指導 者の 生活 は 何を 求め る生 活
で、何を見失うことになりましたか。
３、あなたは、自分の力で自分の人生を切り開いて
いるのですか。主の力によって勇ましく戦おう
としているのですか（詩篇６０章１２節、エペ
ソ６章１０節～２０節）
。

みてください（１０～１４節、ローマ書１２章

１５節参照）
。
３、主は、今日あなたに何を語ってくださいました。
４月８日（土） ヨナ書 第１章
１、主は、
「主の御顔を避けて」タルシシュに向か
うヨナをどうされましたか。何のためでしょう

んでいましたか。預言者としての自分の面子だ
けですか。すべての人の救いですか。
３、主は今日の御言葉を通して、あなたの思いを拡
げ、深めてくださいましたか。
４月１２日（水） ミカ書 第１章
ですか（５、７節）。主のさばきはどこにきび

１、主 が イス ラエ ルと ユダ をさ ば かれ るの はな ぜ

２、「主の御顔を避けて」歩んだヨナの歩みにはど
しく下りますか（７節）
。なぜでしょうか（ホ

か。
んな説明語が多く使われていますか（３、５、
セア２章１７節、エゼキエル３７章２３節等）。

ありませんか。

に 頼 って その 願い を達 成し よ うと する こと は

ばれぬ自分の願いを第一にして、主以外のもの

３、あなたは、いつも主に頼っていますか。主の喜

何に頼らず、何に頼ろうとしたのでしょうか。

２、ユダの罪はどこから来たのですか（１３節）
。

１２、１５、１７節）
。
３、あ な たの 歩み は何 にむ かっ て の歩 みで しょ う
か。
４月９日（日） ヨナ書 第２章
１、主 の 御命 令に 叛い てタ ルシ シ ュへ 向か った ヨ
ナに主はどうされましたか。主はヨナをどのよ
うに整え直されましたか。
１、主は、イスラエルの罪をさばかれますが、イス

４月１３日（木） ミカ書 第２章

たか。どこから、誰にむかって声を上げました

ラエルの残された者をどうされますか。イエス

２、ヨナは、魚の腹の中でどんなことに気づきまし
か。主にとって救いの手が届かぬ所はあるでし

の よ うに して 永遠 のい のち に 導い てく ださ る

さまは、罪と死とにつながれている私たちをど

３、あなたは、自分の身に起こるすべての出来事を

のでしょうか（ヨハネ１０章１～１８節参照）
。

ょうか。
どんな目をもって見ていますか。自分を中心に

２、１～１１節に記されている、イスラエルの富め

アハブとイゼベルの罪を比べてください。

う。この罪と列王記第一２１章に記されている

る者の罪はどんな罪ですか。列挙してみましょ

して考えていますか。御言葉により、主の目を
もって見るようになっていますか。
第３章

３、あなたの歩みを導いているのは欲望ですか、罪

４月１０日（月） ヨナ書
１、神 を 知ら ぬ異 邦人 であ るニ ネ ベの 人が 悔い 改

人のためにいのちを捨てられたイエス・キリス
トですか。

めの努力をしたとき、主はどうされましたか。
２、ニネベの人々は、ヨナの預言を聞いたときどう
しましたか、彼らの悔い改めはどんなものでし

１、主は、どんな人に御顔をあらわし、答えをあた

４月１４日（金） ミカ書 第３章

３、 あ な たは 今日 の御 言葉 から ど んな こと を自 分

えられますか。どんな人には御顔を隠されるの

たか。
に た いす る御 言葉 とし てお 聞 きに なり まし た

したか。何が目的で何が手段でしたか。

２、イスラエルの預言者は、何を目当てに預言しま

でしょうか。
第４章

か。
４月１１日（火） ヨナ書

３、あなたは、何のために生きようとしていますか。
自分の幸せのために、信仰を手段としていない

１、主 の 愛は 選民 イス ラエ ルに 限 定さ れて いま す
か。どの範囲にまで及んでいますか。自分の世

でしょうか。

１、主が、救いを完成されるとき、そこに呼び集め

４月１５日（土） ミカ書 第４章

界 に 閉じ こも るヨ ナを どの よ うに 導か れま し
たか。
２、ヨナの関心はどの範囲に限られていましたか。
選民イスラエルまでですか。すべての人々に及

ら れ て平 安を 得る のは どん な 人々 でし ょう か
（２、６節）。主はどこでユダを救われますか

主はどのように彼を救われますか。
２、主 の 救い にあ ずか る者 はど ん な人 たち でし ょ
３、あ な たの 神殿 には まだ 偶像 が 祭ら れて いま せ

うか（７、１４、１５節）
。

２、主 を 知っ た者 は何 によ って そ の歩 みを 整え る
んか。ただ主にのみ身を避けようとしています

（１０節）
。
べきでしょうか（２、５節、詩篇１１９章９節
か。

びましたか。それを滅ぼしたのは誰でしょうか

１、強 大 な力 を誇 った アッ シリ ヤ はど のよ うに 滅

４月２０日（木） ナホム書（土） 第２章

参照）
。

第５章

３、主は、今日、あなたに何を語ってくださいまし
たか。
４月１６日（日） ミカ書
（３、１３節）
。
２、獅子はアッシリヤをさしています。アッシリヤ

１、主の救いは、人間の目に「もっともだ。」と思
われるような仕方で来ますか。全く思いがけな
はどんな生活をしていましたか（１２節）
。

他の国々はどのように見ましたか。なぜですか

２、アシリヤの罪は何と何でしたか。そのさばきを

れたのでしょうか。主はどんな御方ですか。

どうされましたか（５節）
。何故、主がそうさ

１、暴 虐 と姦 淫の 歩み を続 けた ア ッシ リヤ を主 は

４月２１日（金） ナホム書 第３章

仕えて生きるべき友と考えていますか。

のように考えてはいませんか。いっしょに主に

３、あなたは、ほかの人を、自分の腹を満たすえさ

いようなところで、思いがけないやり方で与え
られますか（２、７、１０節以下参照）
。
２、主の民の歩みは、何に頼る歩みとなるべきでし
ょうか（７、１０～１５節）。
３、あなたがかつて頼りにした「自分の馬や要塞、

第６章

占い師、偶像」は、今どうなっていますか。
４月１７日（月） ミカ書
１、主は、イスラエルにどんな恵みを与えられまし
たか。何のためでしたか（４、５節）。
２、イスラエルは、神に向かって何をしようと言い
たいする歩みはどんな歩みでしたか（１０～１

思いますか。いっしょに悲しんでくれますか。

３、あなたが苦しんだら、周りの人々はどうすると

（１９節）
。

２節 ）
。彼らはどんなおきてに従って歩んだの

周 り の人 々が 喜ぶ よう なこ と はな いで しょ う

ましたか（６、７節）、その彼らの他の人々に

ですか（１６節）。彼らが歩むべき本来の道は

か。

い御方でしょうか。ユダの悪をそのまま放任さ

１、主 はい つま でも ハバク クの 問い に答 えら れな

４月２２日（土） ハバクク書 第１章

どんな道でしたか（８節）
。

第７章

３、あなたの心に今は、特にひびいた御言葉は何で
すか。
４月１８日（火） ミカ書

さ ばき の道 具と して何 を用 いら れる ので しょ

れる御方でしょうか。主はユダの悪にたいする

どうされますか。それはいつまでですか（９節）
。

うか。

１、ミカの信じた主はどんな主ですか。主は罪人を
主の民をどうされるのでしょうか（１４、１５、

１、１６節）
。彼らはユダの罪にたいするさば

２、カルデア人は、何を神とする人々でしたか（１

２、周 り が絶 望的 な状 態の 中で ミ カは どこ に目 を

きの道具に用いられましたか。結局どうされた

１８、１９節）
。
向けましたか。彼は何を信じていたのでしょう

のでしょうか（１１節）
。

１、主は、どんな人を生かし（４節）、どんな人を

４月２３日（日）ハバクク書 第２章

り続けますか。

３、あなたは、どんなときに主に語り、どこまで祈

か（７節）
。
３、 あなたの主は、あなたにとってどんな主ですか。
４月１９日（水） ナホム書 第１章
１、主は、主に逆らう者、よこしまな者をどうされ
ますか。主に身を避ける者にはどうされますか。

滅ぼされますか（５、６、９、１０、１２、１

章１～１０節参照）
。
１、 主は罪深いエルサレムをどうされますか（１～６

４月２７日（木） ゼパニヤ書 第３章

２、人 が神 の前 に生 きるこ とが でき るの は何 によ
節）
。それは、彼らがどうなるためでしたか（１

５、１７、１８節）
。
ってですか（４節、ローマ１章１７節、ガラテ
２節）
。その結果、彼らがどんな恵を与えられる

３、 あなたは、主があなたを喜んでおられることを知

でしたか（７、８節）
。

２、 主にさばかれるとき、エルサレムはどうするべき

のですか（１５、１７節）
。

ヤ３章１１節、ヘブル１０章３８節参照）
。
３、あなたは何によって主の御前に出ていますか。
主 イエ スの 血汐 にたい する 信仰 によ って です
か。自分の立派な信仰生活に頼っているところ
はありませんか。
っていますか。
１、主は、３～１５節で、どんな御方としてあらわ
ていたユダの帰還の民に、主は、何と語られま

１、貧 窮 の中 で自 分の こと にば か りか かず りあ っ

４月２８日（金） ハガイ書 第１章

されていますか。また主の民とハバククにとっ
したか。そして貧しさの中からまず主の宮を再

４月２４日（月） ハバクク書 第３章

てどんな御方でしょうか（１３、１８、１９節）
。
２、ユ ダ の帰 還の 民の 生活 では 何 が第 一に なっ て

建しようとした人々に何と語られましたか。

きの日を覚えつつ、どこに、あるいは誰に、目

いましたか。主は何を第一にすることを求めら

２、ハバククは、今の汚れた罪の世、来るべきさば
を注ぎましたか。バビロンでしょうか。ユダで

れましたか（列王記第一１７章１３節、マタイ

すか。

３、あ な たの 生活 の中 では 何が 第 一に なっ てい ま

６章３３節参照）
。

しょうか。主御自身でしょうか。
３、あ な たは 恐る べき 日を 静か に 待つ こと がで き
ますか。できるとすれば何によってですか。で
きないとすれば何故だとおもいますか。

４月２９日（土） ハガイ書 第２章
１、主は、御言葉を聞いて主の宮の工事にとりかか
った人々にはどうされましたか。彼らとどんな

４月２５日（火） ゼパニヤ書 第１章
１、主のさばきは誰の上に下りますか。主の日は主

関係にあることを語られましたか（４、５、２
２、イ ス ラエ ルが 自分 を第 一に し てい たと きの 歩

の選民の敵のさばきの日で、ユダの救いの日だ
２、ユ ダ の祭 司た ちは どん な礼 拝 をし てい まし た

みと（１６，１７節）
、主に立ち帰って主を第

３節）
。

か（４～６節）。王や首長たちはどこに心を向

一にしはじめた後の歩みとを（１８、１９節）
、

と単純に言い切れますか。

けていましたか（８節）。民衆は主をどんな御

比べてください。

１、主 は 罪を 犯し て辱 めを 受け た エル サレ ムを ど

４月３０日（日） ゼカリヤ書 第１章

すか。

あなたは毎朝、主の語りかけを聞き続けていま

３、主はあなたに語り続けてくださっていますか。

方と考えていましたか（１２節）
。その結果は
どうでしょうか。
３、あなたは、主の日の到来をどのように迎える備
えをしていますか。
４月２６日（水） ゼパニヤ書 第２章

２、イ ス ラエ ルの 先祖 は主 の御 言 葉に どう 対応 し

うされましたか。それはどんな愛でしたか。

きに先立ってどうされましたか（１～３節）
。

ましたか。その結果はどうでしたか。捕囚の民

１、主は、悪をさばくだけの御方でしょうか。さば
２、モ ア ブと アモ ン人 は何 故さ ば かれ たの です か

は主の御言葉にどうお答えするべきでしたか。

ばよいでしょうか。

か。もしそうなら、主の御声にどうお答えすれ

３、あ な たは 再び 主に 選ば れた 者 だと 思い ませ ん

（８、１０節）。クシュとアッシリヤのばあい
はどうでしたか（１５節）
。
３、あなたは自分が何者であると考えていますか。
聖書は、あなたが以前はどんな者であったが今
はどんな者になったといってますか（エペソ２

