ネヘミヤ記
ネヘミヤ記 NEHEMIAH
序章、背景、及び第一章
Introduction, Background and Chapter One
第一課 Lesson 1
ヘブル語の聖書では、エズラ記とネヘミヤ記は一つの本です。なぜなら両方ともがエルサ
レムの霊的、道徳的、そして物質的回復を記録しているからです。
In the Hebrew Bible the books of Ezra and Nehemiah are one book because both record the
spiritual, moral and physical restoration of Jerusalem.
ネヘミヤはペルシャの統治下で、王の献酌官として仕えていましたが、彼の心は難民とと
もにエルサレムにありました。彼は、エルサレムの民の哀れな窮状を耳にした時、彼の悲
しみを祈りに向けました。神様は奇蹟的にネヘミヤの祈りに答えられ、彼がエルサレムに
戻って城壁の修復を監督するための通関手続きと権威を与えてくださいました。
Although Nehemiah served in the Persian administration as the cupbearer to the king, his
heart was in Jerusalem with the refugees. When he heard about the pitiful plight of the
people in Jerusalem, he turned his grief to prayer. God miraculously answered Nehemiah’s
prayer by giving him clearance and authority to return and oversee the restoration of the
walls of Jerusalem.
彼の試みに反対が無かったわけではありませんでした。エルサレムの敵は、城壁の修復を
邪魔するためには手段を選ばず、容赦なく、残酷でした。それにもかかわらず、ネヘミヤ
は城壁の再建で、たゆまず民を導き続け、成功を納めました。His endeavor was not
without opposition. The adversaries of Jerusalem were relentless and ruthless in their
schemes to thwart the restoration of the walls. Nevertheless, Nehemiah persevered
triumphantly in leading the people in rebuilding the walls.
ネヘミヤ記は、反対を通しての霊的勝利におけるレッスンです。ネヘミヤは敬虔な忍耐と
勝利の模範です。この書は、敵の策略に気づき抵抗する道具と、主のわざにおいて勝利を
収めるための道具とを読み手に備えさせます。The book of Nehemiah is a lesson in
spiritual victory through opposition. Nehemiah is an example of godly perseverance and
triumph. This book will equip the reader with the tools to recognize and resist the schemes
of the enemy and to triumph victoriously in the work of the Lord.
この優れた書の学びをあなたが始める前に、主があなたに教えたいと望んでおられること
すべてに対して、あなたの心と思いとが啓発されるように主に願いましょう。
Before beginning your study of this noble book, ask the Lord to enlighten your heart and
mind to all that He desires to teach you.
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背景 BACKGROUND
ネヘミヤ NEHEMIAH:
•
•
•
•
•
•

書記エズラとともにネヘミヤ記を著した Authored Book of Nehemiah with Ezra, the scribe
エズラとともに仕えた Served with Ezra
彼の名前の意味は、エホバは慰める、もしくはヤーウェの慰め
His name means: Jehovah Consoles or Comfort of Yahweh
ペルシャ王の献酌官 Cupbearer to the King of Persia
ユダヤ人回復における第三番目の偉大な指導者 The third great leader in the Jewish restoration
ユダの総督 Governor of Judah

書かれた時期
かれた時期 DATE WRITTEN:
•

紀元前約４３０年 About 430 B.C.

主な人物 MAIN CHARACTERS:
•
•
•
•

ネヘミヤ Nehemiah
ペルシャ王アルタシャスタ一世、紀元前 464 年から 423 年まで統治した。
King of Persia, Artaxerxes I, who reigned from 464 to 423 B.C.
再建工事に反対するサヌバラテ、トビヤ、ゲシェム
Sanballat, Tobiah and Geshem opponents to the rebuilding project
エズラ、祭司であり書記 Ezra, the priest and scribe

書かれた目的
かれた目的 PURPOSE FOR WRITING:
•
•
•

エルサレムの城壁の再建の歴史を証拠書類で立証すること
To document the history of the reconstruction of the walls of Jerusalem
ユダヤ人の霊的回復を記録すること
To record the spiritual restoration of the Jewish people
神のみことばに対して、神の信頼性を証明すること
To demonstrate the reliability of God to His Word

テーマ THEME:
•
•

ネヘミヤの神への依存と信仰 Nehemiah’s dependency and faith in God
霊的反対の認識と勝利 Recognizing and overcoming spiritual opposition
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第一日目：ネヘミヤ
1:1~3 を読みましょう。FIRST DAY: Read Nehemiah 1:1-3
第一日目
1. 聖書はネヘミヤについて、非常に少ししか記録していませんが、以下で彼について明らかにされて
いることを書き留めましょう。Although the Bible records very little about Nehemiah, note what is
revealed about him in:
a. ネヘミヤ Nehemiah 1:1
b. ネヘミヤ Nehemiah 1:11c
c.

ネヘミヤ Nehemiah 5:14

d. これらのいくつかの詳細は、彼について何をあなたに示唆しますか？What do these few details
suggest to you about him?

2. キスレウの月に起ったことに関して次の質問に答えるために、ネヘミヤ 1:1b､2 を用いましょう。Use
Nehemiah 1:1b,2 to answer the following questions concerning what came to pass in the month of Chislev:

a. いつ When?
b. どこで Where?
c.

だれが Who?

d. ネヘミヤは何を尋ねましたか？What did Nehemiah ask?
(1.)

王の献酌官として、ネヘミヤはペルシャのすべての実質的利点を持っていました。彼の関
心は、彼の心の傾向について何をあらわしていましたか？As the cupbearer to the king,
Nehemiah had all the material advantages of Persia. What did his concern indicate about
the disposition of his heart?

3. ユダから来た人々はネヘミヤに悪いニュースを伝えました。彼らが下記のことについて、ネヘミヤ
に伝えたことを記録するためにネヘミヤ 1:3 を用いましょう。The men from Judah then gave
Nehemiah the bad news. Use Nehemiah 1:3 to record what they told him about:
a. あの州の捕囚からのがれて生き残った残りの者たち
The survivors who are left from the captivity in the province

b. エルサレムの城壁 The wall of Jerusalem

c.

その門 Its gates
(1.)

第二列王記 25:10 によると、この破壊はいつ起ったのですか？
According to 2 Kings 25:10 when did this destruction occur?

4. ネヘミヤの心配と第一コリント 10:24 とを関連づけましょう。あなたには何が見えますか？
Link Nehemiah's concern with 1 Corinthians 10:24. What do you see?
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第二日目：ネヘミヤ
1:4 を読みましょう。SECOND DAY: Read Nehemiah 1:4
第二日目
1. エルサレムの状態に関するこれらの言葉を聞いた時のネヘミヤの反応を、ネヘミヤ 1:4 から描写
しましょう。 Describe Nehemiah’s response when he heard these words concerning the conditions in
Jerusalem from Nehemiah 1:4.

2. 次の各々の聖句が、祈りについて何を述べているかを書き留めましょう。
Note what each of the following verses say about prayer:
a. 詩篇 Psalm 77:1
b. 詩篇 Psalm 145:18
c. ルカ Luke 18:1
d. ピリピ Philippians 4:6

(1.)

ネヘミヤの祈りにおける態度は、どのようにあなたにミニスターしますか？
How does Nehemiah's attitude in prayer minister to you?

3. ネヘミヤは誰に祈りましたか？ ネヘミヤ 1:4

To Whom did Nehemiah pray? Nehemiah 1:4c

a. あなたが祈るとき、あなたはどのように神様を呼びますか？
How do you address God when you pray?
(1.)

私たちが祈るとき、私たちの神様の見方によってどんな違いが生じますか？
What difference does our view of God make when we pray?

第三日目：ネヘミヤ
1:5~7 を読みましょう。THIRD DAY: Read Nehemiah 1:5-7
第三日目
1. ネヘミヤは祈りの人でした。ネヘミヤ記全般を通して、それぞれの状況における彼の最初の応
答が祈りであったことは明らかです。ネヘミヤ 1:5 で、彼が祈り始めた方法を観察しましょう。
あなたが観察したことを書き留めましょう。Nehemiah was a man of prayer. Throughout the book
of Nehemiah it appears that prayer was his first response in every situation. Observe the way he began
his prayer in Nehemiah 1:5. Note your observations.

a.

５節で彼は神様について何を認めていますか？What did he acknowledge about God in verse 5?
(1.)

神様はだれと契約を守り、いつくしみ（あわれみ）を賜るのですか？
With whom does He keep covenant and mercy?
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(2.)

(3.)

神様についてのネヘミヤの認識の一つを選び、それが今日、どのようにあなたにミ
ニ ス タ ー す る か を 分 か ち 合 い ま し ょ う 。 Choose one of Nehemiah's
acknowledgements about God and share how it ministers to you today.

これらの認識は、ネヘミヤの信仰を強めるためにどのように働いたことでしょう？
How would these acknowledgements serve to strengthen Nehemiah's faith?

2. ネヘミヤ 1:6､7 を用いて、以下のことを要約しましょう。Using Nehemiah 1:6,7 summarize his:

a. (彼の)リクエスト request verse 6a 節

(1.)

だれのために、彼は祈ったのですか？For whom did he pray?

(2.)

どのくらい頻繁に、彼は祈ったのですか？How often did he pray?

b. (彼の)告白 confession

(1.)

彼は自分の告白にだれを含めましたか？Who did he include in his confession?

(2.)

箴言 28:13 はこれについて何を述べていますか？
What does Proverbs 28:13 say about this?

第四日目：ネヘミヤ
1:8､9 を読みましょう。FOURTH DAY: Read Nehemiah 1:8,9
第四日目
1. ネヘミヤは 8,9 節で神のみことばを認めていました。神はまず、だれにこのみことばを語られま
したか？Nehemiah acknowledged God's Word in verses 8,9. To whom did God first speak this Word?

2. イスラエルに与えられていた警告を、ネヘミヤ 1:8 から記録しましょう。
Record from Nehemiah 1:8 the warning that was given to Israel.

a. この警告はどのように成就しましたか？第二列王 17:14~23 と第二歴代誌 36;16､20 参照。
How was this warning fulfilled? See 2 Kings 17:14-23, and 2 Chronicles 36:16,20.

b. なぜ、神のみことばの警告に注意することは重要なのですか？
Why is it important to heed the warnings of God's Word?
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3.

イスラエルに対する神の警告にも約束が含まれていました。それはどんな約束でしたか？ネヘ
ミヤ 1:9b
God's warning to Israel also included a promise. What was that promise? Nehemiah 1:9b

a. その約束のためには何が要求されていましたか？ ネヘミヤ 1:9a
What were the requirements for the promise? Nehemiah 1:9a

(1.)

これらの要求とエレミヤ 29:13､14 とを関連づけましょう。あなたには何が見えます
か？ Link these requirements with Jeremiah 29:13,14. What do you see?

b. 神様はご自分の約束をどのように成就されましたか？
How did God fulfill His promise? See Ezra 2:1.

エズラ 2:1 参照

c. 神様がご自分の約束を成就されるという事実によって、あなたはどのように励まされますか？
How are you encouraged by the fact that God fulfills His promises?

(1.)

あなたの人生において、どんな約束を神様に成就していただくようお願いしています
か？ What promise are you asking God to fulfill in your life?

第五日目：ネヘミヤ
1:10､11 を読みましょう。FIFTH DAY: Read Nehemiah 1:10,11
第五日目
1. 次の質問に答えるために、ネヘミヤ 1:10 を用いましょう。
Use Nehemiah 1:10 to answer the following questions:
a. ネヘミヤは自分が祈っていた人々をどのように識別しましたか？ 10 節
How did Nehemiah identify those for whom he was praying? verse 10a

(1.)

なぜ、神様はこれらの人々の福利に責任があるのですか？
Why was God responsible for the welfare of these people?

b. 神様はユダヤ人のためにすでにどんなことをなさいましたか？
What had God already done for the Jews? verse 10c.

10 節

c. 神様のどんな属性を、ネヘミヤは強調しましたか？ 10c 節
What attributes of God did Nehemiah highlight? verse 10c
d. あなたはどのように贖われましたか？ 第一ペテロ 1;18､19 参照。
How were you redeemed? See 1 Peter 1:18,19.

(1.)

あなたの贖いのゆえに、神様への賛美の文章を書きましょう。
Write a sentence of praise to God for your redemption.
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2.

ネヘミヤは何をリクエストしましたか？ ネヘミヤ 1:11
What did Nehemiah request? Nehemiah 1:11

a. 彼は自分自身と、彼が祈っていた人々のことをどのように描写しましたか？11a 節
How did he describe himself and those for whom he prayed? verse 11a

b. ネヘミヤ 1:11 から、「あなたの名を喜んで敬う(恐れる)しもべ」という文章を観察しましょ
う。次の聖句を用いて、主を恐れることについて意見を述べましょう。
Observe the phrase: servants who desire to fear Your name from Nehemiah 1:11. Comment on
the fear of the LORD using the following verses:
(l.)

詩篇 Psalm 34:11-14

(2.)

箴言 Proverbs 8:13

(3.)

箴言 Proverbs 15:33

(4.)

箴言 Proverbs 19:23

c. あなたは、「主を恐れること」をどのように説明しますか？
How would you explain the fear of the LORD?

d. ネヘミヤは自分自身のためにどんなリクエストをしましたか？ ネヘミヤ 1:11c
What request did Nehemiah ask for himself? Nehemiah 1:11c

(1.)

あなたは、あなた自身に関して神様にどんなリクエストを持っていますか？
What request do you have for God concerning yourself?

3. ネヘミヤはペルシャ帝国で、どんな主要な地位を握っていましたか？ ネヘミヤ 1:11c
What key position did Nehemiah hold in the Persian Empire? Nehemiah 1:11c
a. ネヘミヤはこの高名な地位についていましたが、彼の優先事項は何でしたか？
Although he held this prestigious position, what was Nehemiah's priority?

(1.)

ネヘミヤの模範とコロサイ 3:23 とを関連づけましょう。あなたには何が見えますか？
Link Colossians 3:23 with Nehemiah's example, what do you see?
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第六日目：復習
第六日目

SIXTH DAY: Review

1. 次の事柄について短いコメントを書きましょう。Write a short comment about:
a. ネヘミヤ記の序章

The Introduction to Nehemiah

b. ネヘミヤ記の背景

The Background to Nehemiah

c. エルサレムの状態

The conditions in Jerusalem

d. ネヘミヤの応答 Nehemiah’s response

e. ネヘミヤの祈り Nehemiah’s prayer

2. ネヘミヤ記を説明するために、今週あなたが学んだことを用いましょう。
Use what you have studied this week to write a description of Nehemiah.

ああ、天の神、主。I pray, LORD God of heaven,
大いなる、恐るべき神。O great and awesome God,
主を愛し、主の命令を守る者に対しては You who keep Your covenant and mercy
契約を守り、いつくしみを賜る方。with those who love You and observe Your commandments,
どうぞ，あなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、 please let Your ear be attentive and Your eyes open,
この(あなたの)しもべの祈りを聞いてください。that You may hear the prayer of Your servant . . .
ネヘミヤ Nehemiah 1:5.6a
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ネヘミヤ記
ネヘミヤ記 NEHEMIAH
第二章 Chapter 2

第二課 Lesson 2
第一日目：復習と概観
FIRST DAY: Review and Overview
第一日目
1.先週のレッスン、もしくは講義を通してあなたが受けた祝福、もしくは洞察を分かち合いましょう。
Share a blessing or an insight you received through last week’s lesson or lecture.

2. あなたは、ある状況のために長い間祈って来ながら、それについては自分ではどうすることもでき
ないと感じたことがありませんか？ネヘミヤは、驚くべき扉が開かれる時まで、すなわち四ヶ月間、
エルサレムのために祈りと断食をもって取りなしていた時、そのように感じていたに違いありませ
ん。神様はネヘミヤがエルサレムに戻り、再建を指揮するために道を開かれました。神様はまた、
ダニエル書 9:25 に与えられている預言を成就するためにネヘミヤを用いられました。ネヘミヤの祈
りに神様が豊かに答えてくださったことに注意しながら、第２章を読みましょう。それぞれの段落
に題名を付けましょう。
Have you ever prayed for a situation for an extended period of time and felt helpless to do anything
about it? Nehemiah must have felt that way as he interceded four months for Jerusalem with prayer
and fasting until an extraordinary door was opened. God opened the way for Nehemiah to return to
Jerusalem and lead the restoration. He also used Nehemiah in the fulfillment of the prophesy given
in Daniel 9:25. Read this chapter noting God’s abundant answer to Nehemiah’s prayer. Write a title
for each division:
a. ネヘミヤ Nehemiah 2:1-8
b. ネヘミヤ Nehemiah 2:9,10
c.

ネヘミヤ Nehemiah 2:11-18

d. ネヘミヤ Nehemiah 2:19,20

3. 神様は、すばらしい、期待もしていなかった方法で祈りに答えてくださいます。レッスンを始める
前 に 、 祈 る た め に 、 し ば ら く 時 間 を 割 き ま し ょ う 。 God answers prayer in wonderful and
unexpected ways. Before starting your lesson, take a moment to pray.

「そこで私は、天の神に祈って…」So I prayed to the God of heaven.
ネヘミヤ Nehemiah 2:4b
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第二日目：ネヘミヤ２：１〜８を読みましょう。SECOND
DAY: Read Nehemiah 2:1-8
第二日目
1. アルタシャスタ王の第二十年のニサンの月に、何が起ったのですか。 ネヘミヤ 2:1
What came to pass in the month of Nisan, in the twentieth year of King Artaxerxes? Nehemiah 2:1

a. 王の献酌官として、ネヘミヤはアルタシャスタ王に毒がもられないように、王の食べ物や飲み物
の味見をしていました。この日に限って、王はネヘミヤのどんなことに気づきましたか。 ネヘ
ミヤ 2:2 As the king’s cupbearer, Nehemiah tasted Artaxerxes’ food and drink to prevent the king
from being poisoned. What did the king observe about Nehemiah on this particular day?
Nehemiah 2:2
(1.)

王はなぜ、彼の献酌官の顔色に関心があったのだと思いますか。
Why do you suppose the king was concerned about his cupbearer’s countenance?

(2.)

王が彼に話しかけた時、ネヘミヤはどのように感じましたか。ネヘミヤ 2:2 c
How did Nehemiah feel when the king addressed him? Nehemiah 2:2c

b. ネヘミヤは、自分の悲しみをどのように説明しましたか。ネヘミヤ 2:3
What explanation did Nehemiah give for his sadness? Nehemiah 2:3

2. ネヘミヤ 2:4 から、王の二つ目の質問を記録しましょう。
Record the king’s second question from Nehemiah 2:4.

a. ネヘミヤは返事をする前に、何をしましたか。４節 b から答えましょう。
What did Nehemiah do before giving his reply? Answer from verse 4b.

(1.)

こうすることは、なぜ賢明なことだったのですか。Why was this a wise thing to do?

(2.)

ネヘミヤは何を祈ったのだとあなたは思いますか。What do you think Nehemiah prayed?

(3.)

あなただったら、何を祈ったでしょうか。What would you have prayed?

b. 素早い、自発的な祈りの後、ネヘミヤはうやうやしくアルタシャスタ王に自分のリクエストを言
葉にしました。それは何でしたか。ネヘミヤ 2:5 After a quick, spontaneous prayer Nehemiah
respectfully verbalized his request to Artaxerxes. What was it? Nehemiah 2:5

(1.)

王はネヘミヤに、さらに二つ質問しました。それらは何でしたか。ネヘミヤ 2:6
The king asked Nehemiah two more questions. What were they? Nehemiah 2:6a

(2.)

ネヘミヤ 2:6 のネヘミヤの応答は、このような機会のための彼の準備と計画について、あ
なたに何を示唆しますか。What does Nehemiah’s reply in Nehemiah 2:6b suggest to you
about his preparation and plans for such an opportunity?
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3.

王の応答に励まされて、ネヘミヤはさらにリクエストしました。次の箇所から、それを書き出しま
しょう。Encouraged by the king’s response, Nehemiah made additional requests. Note them from:
a. ネヘミヤ Nehemiah 2:7

b. ネヘミヤ Nehemiah 2:8

c.

ネヘミヤは、エルサレムに行くためには王の承諾が必要であることを知っていました。彼は又、
再建企画の莫大さとその費用を承知していました。これらの必要はどのように満たされましたか。
ネヘミヤ 2:8 Nehemiah knew he needed the king’s consent to go to Jerusalem. He was also
aware of the immensity and expense of the rebuilding project. How were these needs met?
Nehemiah 2:8c

d. 祈りは、王に会見するためにどのようにネヘミヤを準備させたことでしょうか。
How might prayer have prepared Nehemiah for his encounter with the king?

(1.)

日々思わぬして起こる機会のために、祈りはどのようにあなたを整えるでしょうか。
How does prayer prepare you for daily encounters?

第三日目 THIRD DAY：ネヘミヤ 2:9､10 とダニエル 9:25 を読みましょう。Read Nehemiah 2:9,10;
Daniel 9:25
1. ネヘミヤは王の手紙をどうしましたか。ネヘミヤ 2:9 a から答えましょう。
What did Nehemiah do with the king’s letters? Answer from Nehemiah 2:9a.

2. ネヘミヤ 2:9 b によると、旅のために、アルタシャスタ王は他に何を用意してくれましたか。
According to Nehemiah 2:9b what else did Artaxerxes provide for the journey?

a. 申命記 20:4 と詩篇 60:11､12 はネヘミヤに、どんな励ましを与えたことでしょうか。
What encouragement would Deuteronomy 20:4 and Psalm 60:11,12 have given Nehemiah?

(1.)

こ れ ら の 聖 句 は あ な た に ど の よ う に ミ ニ ス タ ー し ま す か 。 How do these scriptures
minister to you?

3. ネヘミヤはすぐさま反対に出くわしました。ネヘミヤ 2:10 から彼の敵を確認しましょう。
Nehemiah immediately encountered opposition. Identify his opponents from Nehemiah 2:10.

a. 彼らはなぜ、非常に不機嫌になったのですか。ネヘミヤ 2:10 b
Why were they deeply disturbed? Nehemiah 2:10b
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4.

ネヘミヤに与えられた手紙には、エルサレムを回復し、再建するようにというアルタシャスタ王の
命令が含まれていました。この命令を、ダニエル 9:25 と関連づけましょう。ダニエルの預言をここ
に記録しましょう。The letters given to Nehemiah contained the command of Artaxerxes to restore
and rebuild Jerusalem. Link this command with Daniel 9:25. Record Daniel’s prophecy here.

a. ネヘミヤ 2:1 で与えられている歳月を用いて、チャック牧師を含め聖書学者たちは、アルタシャ
スタ王の命令が発布された日付を紀元前 445 年、3 月 14 日と位置づけています。ダニエル 9:25
で 69 週と言われているのは、69 年間に相当します。次の質問に答えるために以下の計算を用い
ましょう Using the time given in Nehemiah 2:1, Bible scholars, including Pastor Chuck, place the
date of Artaxerxes’ command at March 14th, 445 B.C. The 69 weeks referred to in Daniel 9:25
pertained to 69 seven-year periods. Use the math below to help you answer the question that
follows:
69 x 7 年 years = 483 年 years
483 年 years x 360 日 days = 173,880 日 days
(注：ヘブル歴では一年は 360 日 Note: A Hebrew year has 360 days.)
紀元前 445 年 B.C. + 173,880 日 days =紀元 32 年 四月六日 April 6th, 32 A.D.
ヨハネ 12:12~16 によると、紀元 32 年四月六日に何が起ったのですか。
According to John 12:12-16 what happened on April 6th, 32 A.D.?

b. あなたはこれに対して、どのように驚かされますか。In what way(s) are you amazed at this?

第四日目：ネヘミヤ
2:11~18 を読みましょう。FOURTH DAY: Read Nehemiah 2:11-18
第四日目
1. ネヘミヤ 2:11 で何が起ったかを記録しましょう。Record what happened in Nehemiah 2:11.

2. ネヘミヤ 2:12~16 から、次の質問に答えましょう。Answer the following questions from Nehemiah
2:12-16:
a.

ネヘミヤは何をしましたか。12 節 a

(1.)

ネヘミヤは何をしませんでしたか。12 節 b

b. 彼はどこへ行きましたか。13 節 a

(1.)

What did Nehemiah do? verse 12a

What did Nehemiah not do? verse 12b

Where did he go? verse 13a

彼は何を調べましたか。13 節 b

What did he view? verse 13b
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c.

他に、彼はどこへ行きましたか。14､15 節 Where else did he go? verses 14,15

(1.)

彼はそこで何を調べましたか。 What did he view there?

d. ネヘミヤの夜回りは、だれに告げられませんでしたか。16 節
Who was not informed of Nehemiah’s nighttime inspection? verse 16

(1.)

なぜ、彼は自分の調査を秘密にしておいたのだとあなたは思いますか。
Why do you suppose he kept his inspection a secret?

e. 13 節の「調べた」という言葉は、吟味したとか点検したという意味です。このことを念頭に置
いて、12~16 節のネヘミヤの行動は、彼について何をあなたに示していますか。
The word viewed in verses 13 and 15 means examined or inspected. With this in mind, what do
Nehemiah’s actions in verses 12-16 indicate to you about this man?

3. ネヘミヤ 2:17a から、彼の観察したことを記録しましょう。From Nehemiah 2:17a record his
observations.

a. ネヘミヤは、民にどんな招待を与えましたか。17 節 b
What invitation did Nehemiah give to the people? verse 17b

(1.)

なぜ、仕事が必要だったのですか。17 節 c

4. ネヘミヤはどのように民を励ましましたか。18 節 a
verse 18a

Why was the work necessary? verse 17c

How did Nehemiah encourage the people?

a. ネヘミヤの証しによって、民はどのように動機が与えられましたか。18 節 b
How were the people motivated by Nehemiah’s testimony? verse 18b

b. 他の人々を励ますために、あなたはどんな個人的な証しを分かちあうことができますか。
What personal testimony can you share to encourage others?

c.

あなたの知り合いの上にあった神様の御手の証しによって、あなたがどのように励まされたこと
があるかを分かち合いましょう。Share a way in which you have been encouraged by the
testimony of God’s hand on someone you know.
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第五日目：ネヘミヤ
2;19､20 を読みましょう。FIFTH DAY: Read Nehemiah 2:19,20
第五日目
1. ネヘミヤ 2:19 を読むことによって、みんながネヘミヤの計画に好意的に応答したのではなかったこ
とを観察しましょう。だれが反対したのですか。By reading Nehemiah 2:19, observe that not
everyone responded favorably to Nehemiah’s plan. Who objected?

a. 次の質問に答えるために 19 節を用いましょう。Use verse 19 to answer the following questions:
(1.)

これらの反対者たちはこれを聞いた時、どのように反応しましたか。
When these opponents heard of it how did they react?

(2.) 彼らは、どんな問い正すような質問をしましたか。What interrogating questions did they ask?

b. サンバラテとトビヤ、及びゲシェムは何をしようと試みたのだとあなたは思いますか。
What do you think Sanballat, Tobiah and Geshem were attempting to do?

c.

ヘブル 12: 1~3 は、あなたが反対者に上手く対処することをどのように可能にしますか？
How will Hebrews 12:1-3 enable you to cope with opposition?

2. ネヘミヤはさげすみにどのように応答しましたか。ネヘミヤ 2:20 から答えましょう。
How did Nehemiah respond to ridicule? Answer from Nehemiah 2:20.

a. だれがユダヤ人を成功させるのですか？Who would prosper the Jews?
(1.)

このことはどのように、反対者に対する証しとして用いられますか？
How would this serve as a testimony to the opponents?

b. 反対にもかかわらず、神のしもべたちは何をするつもりですか？
In spite of opposition what would His servants do?

c.

これらの反対者たちは、どのように除外されましたか？20 節 c
How were these opponents excluded? verse 20c

3. 反対に関して、イザヤ 54:17 にはどんな励ましがありますか？
What encouragement is found in Isaiah 54:17 concerning opposition?

a. この約束はあなたにどのように語りかけますか？How does this promise speak to you?
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b. 主の仕事に関するあなた自身の決意を確立するために、コロサイ 2:6､7 を用いましょう。ここに
あなたの決意を書きましょう。Use Colossians 2:6,7 to frame your own resolve concerning the
work of the Lord. Write your resolve here.

第六日目：復習
SIXTH DAY: Review
第六日目
1. 今週のあなたの学びに応答して、以下のことに関する神のわざについて短く意見を書きましょう。
In response to your study this week, write a brief comment about God’s work through:
a. 待つこと Waiting

b. 遭遇 Encounters

c.

祈り Prayer

d. 預言 Prophecy

e. 準備 Preparation

f.

証し Testimony

2. ネヘミヤ 2 章を通して、神様はあなたにどのようにミニスターしましたか？
How has God ministered to you this week through Nehemiah 2?

～ので、彼らは「さあ、立ち上がって築こう」と言い、So they said, “Let us rise up and build.”
奮い立って、この良きわざに着手しようとした。Then they set their hands to this good work.
私は彼らに答えて言った、So I answered them and said to them,
「天の神がわれわれを恵まれるので、“The God of heaven Himself will prosper us;
そのしもべであるわれわれは奮い立って築くのである。」therefore we His servants will arise and build.”
ネヘミヤ Nehemiah 2:18b,20a
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ネヘミヤ記
ネヘミヤ記 NEHEMIAH
第３、４章 Chapters 3 and 4

第三課 Lesson 3
第一日目：
第一日目：復習と
復習と概観 FIRST DAY: Review and Overview
1. ネヘミヤ２章のあなたの個人的な学び、もしくはメッセージから、どんなことがもっともあなたの
注意を捕らえましたか？What captured your attention the most from either the message or your
personal study of Nehemiah 2?

2. エルサレムの城壁を再建することは身のすくむような事業でした。エルサレムの敵は民に反対して
構えていました。それにもかかわらず天の神の助けによって、男も女も立ち上がり、建て始めまし
た。事業の膨大さと、作業に対する反対、また神が成功をもたらされた方法に注意しながら、ネヘ
ミヤ３、４章を読みましょう。以下の各章の出来事を要約しましょう。The task of rebuilding the
walls of Jerusalem was formidable. The enemies of Jerusalem were poised against the people.
Nevertheless by the help of the God of heaven the men and women arose and began to build. Read
Nehemiah 3 and 4 noting the enormity of the task, the opposition against the work and the means by
which God brought success. Summarize the events of the following chapters:
a. ネヘミヤ Nehemiah 3:1-32

b. ネヘミヤ Nehemiah 4:1-23

3. 今週、主とともに過ごすあなたの時間のために、しばらく祈るときを持ちましょう。
Take a moment to pray for your time with the Lord this week.

しかし、私たちは、私たちの神に祈り、…
Nevertheless we made our prayer to our God ...
ネヘミヤ Nehemiah 4:9a
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第二日目：
第二日目：ネヘミヤ３：１〜３２を読みましょう。SECOND DAY: Read Nehemiah 3:1-32
1. ネヘミヤ 1:3､2:19､4:1~2､19 を用いて、城壁再建に伴う困難を描写しましょう。
Using Nehemiah 1:3, 2:19 and 4:1-2,19 describe the difficulties involved in rebuilding the wall.

2. 建て始めた最初の人はだれでしたか。 ネヘミヤ３：１
Who was the first person to begin to build? Nehemiah 3:1
a. 彼の職業は何でしたか？ What was his occupation?
b. 彼はイスラエルの家族たちにとって、どのように良い模範を示しましたか。
How did he set a good example for the families of Israel?

3. ネヘミヤ 3:6､13､15､20 から、修復された部分を記録しましょう。
Record the repairs that were made from Nehemiah 3:6,13,15,20.

3. 修復にかかわった個人を何人かあげましょう。
List a few of the individuals who made the repairs:

a. 彼らの職業 their occupations – ネヘミヤ Nehemiah 3:8,29,32

b. 彼らの性別 their genders – ネヘミヤ Nehemiah 3:12

c.

建てるのを拒んだのはだれですか。Who refused to build? ネヘミヤ Nehemiah 3:5b

d. 彼らの例から、あなたは何を学びますか。What do you learn from their examples?

5. ネヘミヤ 3:10､23､28~30 は、労働者たちの多くは自分の家に面するところの修復や建設に関わったこ
とを示しています。このことについて意見を述べましょう。
Notice that Nehemiah 3:10,23,28-30 indicates that many of the workers made repairs or built in front
of his own house. Comment on this.
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6. あなたの人生において、建て上げられる必要があるのはどこですか。
Where in your life do you need to rise up and build?

a. あなたはどのように建て始めますか。How will you begin to build?

第三日目：
第三日目：ネヘミヤ４：１〜９を読みましょう。THIRD DAY: Read Nehemiah 4:1-9
1. 城壁が建て始められたことをサンバラテが聞いた時の敵の反応を記録するために、ネヘミヤ 4:1~3 を
用いましょう。Use Nehemiah 4:1-3 to record the enemies’ reaction when Sanballat heard that the walls
were being rebuilt.
a. ユダヤ人に反対するこの陰謀に関わっていたのはだれでしたか。
Who was involved in this conspiracy against the Jews?
b. 彼らの態度はどんなものでしたか。What was their attitude?

c. 彼らのあざけりは四つの質問という形でやってきました。ネヘミヤ 4:2 からそれらをあげましょ
う。Their ridicule came in the form of four questions. List them from Nehemiah 4:2:
(1.)
(2.)
(3.)
(4.)
d. トビヤはどんな非難を付け加えましたか。What reproachful comment did Tobiah add? ネヘミ
ヤ Nehemiah 4:3

2. この質問に応答して、ネヘミヤは何をしましたか。ネヘミヤ 4:4､5
What did Nehemiah do in response to this opposition? Nehemiah 4:4,5

a. 仕事があざけられたりさげすまれたりする時の自然な傾向とはどういうものですか。
What is the natural inclination when work is scorned or ridiculed?

b. そしりに対するネヘミヤの反応はあなたにとってどのように模範となりますか。
How is Nehemiah’s response to ridicule an example for you?

c. ネヘミヤの祈りの要素を要約するために、一つの文章を用いましょう。
Use one sentence to summarize the essence of Nehemiah’s prayer.
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3. ネヘミヤ 4:6 から、彼らの仕事の成功を描写しましょう。
From Nehemiah 4:6 describe the success of their work.

a. 彼らの態度はどんなものでしたか。What was their attitude?

(1.)

彼らの態度は彼らの働きにどのように影響したと、あなたは思いますか。
How do you suppose their attitude affected their work?

4. ネヘミヤ 4:7､8 では、反対が再び浮上してきました。エルサレムの城壁が修復されてきたと聞いたの
はだれでしたか。In Nehemiah 4:7,8 the opposition resurfaced. Who heard that the walls of Jerusalem
were being restored?

a. 彼らは何を企みましたか。What did they conspire to do?

b. 箴言 11:21､16:5 によると、ネヘミヤはなぜ恐れる必要がなかったのですか。According to
Proverbs 11:21 and 16:5, why did Nehemiah not need to fear?

5. 敵の計略にも関わらず、ネヘミヤの決意はどんなものでしたか。ネヘミヤ 4:9 Despite the plans of
the enemy, what was Nehemiah’s resolve? Nehemiah 4:9

しかし Nevertheless
a. 逆境にある、あなたの決意はどんなものですか。What is your resolve in adversity?

しかし Nevertheless
第四日目：
第四日目：ネヘミヤ 4:10~18 を読みましょう。FOURTH DAY: Read Nehemiah 4:10-18
1. ネヘミヤ 4:10-12 ではほかの障害が起こりました。それらは何でしたか。
In Nehemiah 4:10-12 other obstacles arose. What were they?

a. 敵は何をするよう威嚇しましたか。ネヘミヤ 4:11
What were the adversaries threatening to do? Nehemiah 4:11

b. どんな威嚇が十回も繰り返されましたか。ネヘミヤ 4:12
What threat was repeated ten times? Nehemiah 4:12
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2. 次のことに注意しながら、敵の威嚇に対するネヘミヤの反応を記録しましょう。
Record Nehemiah’s response to the enemies’ threats by noting the following:
a. 彼の行動の進路 his course of action – ネヘミヤ Nehemiah 4:13

b. 彼の奨励 his exhortation – ネヘミヤ Nehemiah 4:14

(1.)

彼らが覚えるべき方は誰でしたか。Who were they to remember?

(2.)

彼らはだれのために戦っていましたか。Who were they to fight for?

3. ネヘミヤ 4:15 で、次に起こったことを描写しましょう。
Describe what happened next in Nehemiah 4:15:
a. 敵は何を聞きましたか。What did the enemy hear?

b. 神は何をなさいましたか。What did God do?

c. ユダヤ人は何をしましたか。What did the Jews do?

4. 何が起ったのか、またネヘミヤがその状況をどのように賢く取り扱ったかを要約するために、次の
聖句を用いましょう。Use the following verses to summarize what happened and how Nehemiah
wisely handled the situation:
a. ネヘミヤ Nehemiah 4:16

b. ネヘミヤ Nehemiah 4:17

c.

ネヘミヤ Nehemiah 4:18

5. ネヘミヤの模範から、反対に会った時のためのどんな原則をあなたは学びましたか。
What principles for countering opposition do you learn from Nehemiah’s example?
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第五日目：
第五日目：ネヘミヤ 4:19~23 を読みましょう。FIFTH DAY: Read Nehemiah 4:19-23
1. ネヘミヤ 4:19､20 から、次の質問に答えましょう。
Answer the following questions from Nehemiah 4:19,20:
a. ネヘミヤはだれに話しかけましたか。Who did Nehemiah address?

b. ネヘミヤはどんな二つの関心を持っていましたか。What two concerns did Nehemiah have?

c. ネヘミヤはどんな指導を与えましたか。What instruction did Nehemiah give?

d. ネヘミヤ 4:20 b を写しましょう。Print Nehemiah 4:20b.

(1.)

このような確信は、建てている者たちをどのように奮い立たせたことでしょうか。
How would this confidence inspire the builders?

(2.)

ネヘミヤ 4:20b と申命記 20:3､4 とを関連させましょう。これらの聖句はあなたにどのよう
にミニスターしますか。Link Nehemiah 4:20b with Deuteronomy 20:3,4. How do these
verses minister to you?

2. ネヘミヤの言葉を聞いた後、彼らは何をしましたか。ネヘミヤ 4:21
After the people heard Nehemiah’s words what did they do? Nehemiah 4:21

a. ネヘミヤ 4:22 で、彼は彼らにほかにどんな指示を与えましたか。
What additional counsel did he give them in Nehemiah 4:22?

b. ネヘミヤは残りのユダヤ人にとって、どのような模範を示しましたか。ネヘミヤ 4:23
How did Nehemiah set an example for the rest of the Jews? Nehemiah 4:23

3. あなたの人生におけるどんな状況下で、ネヘミヤ 4:20b の約束が必要ですか。
Over what circumstance in your life do you need the promise of Nehemiah 4:20b?

4. ネヘミヤ 4:19~23 から、あなた自身の人生のための適用を、少なくとも一つ探しましょう。
Draw at least one application for your own life from Nehemiah 4:19-23.
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第六日目：
第六日目：復習 SIXTH DAY: Review
1. ネヘミヤ３、４章から、次の事柄に関するどんな原則を得ましたか。
What principles did you glean from Nehemiah Chapters 3 and 4 concerning:
a. 他の人々を感化（鼓舞）する Inspiring others

b. 城壁を再建する Rebuilding walls

c. さげすみを取り扱う Dealing with ridicule

d. 障害物を取り扱う Dealing with obstacles

e. 敵を取り扱う Dealing with adversaries

「敵を恐れてはならない！“Don’t be afraid of the enemy!
偉大ですばらしい主を覚えよ。Remember the Lord, Who is great and glorious,
そしてあなたの友達、家族、家庭のために戦いなさい！」and fight for your friends, your families, and your
homes!”
ネヘミヤ Nehemiah 4:14b NLT（訳者翻訳）
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ネヘミヤ書
ネヘミヤ書 NEHEMIAH
第五章 Chapter 5

第四課 Lesson 4
第一日目：復習と概観
FIRST DAY: Review and Overview
第一日目
1. 先週のネヘミヤ書３、４章のレッスン、もしくは講義のどんな面がもっともあなたにミニスターし
ましたか What aspect of last week’s lesson or lecture on Nehemiah 3 and 4 ministered to you the
most?

2. エルサレムの城壁が再建されていた間にも、内側からの反対が起りました。ユダヤ人は互いに抑圧
し合っていて、一致と仕事の成功が危険にさらされていました。ネヘミヤは状況の厳しさを認識し
て、神の民の一致を回復するため、賢明に行動しました。次の聖句を読んで、それぞれの段落に短
い題名をつけましょう。Even while the wall of Jerusalem was being rebuilt, internal opposition
arose. The Jews themselves were oppressing each other and the unity and success of the work was
jeopardized. Nehemiah recognized the severity of the situation and acted wisely to restore the unity
of God’s people. Read the following verses and write a brief title for each paragraph:
a. ネヘミヤ Nehemiah 5:1-5

b. ネヘミヤ Nehemiah 5:6-13

c.

ネヘミヤ Nehemiah 5:14-18

d. ネヘミヤ Nehemiah 5:19

3. 今週の学びを通して、主があなたのために用意しておられることすべてを受け取るために、祈りを
書くことによってあなたの心を整えましょう。Prepare your heart to receive all the Lord has for you
through your study this week by writing a prayer.

すると全集団は、「アーメン。」と言って、And all the assembly said, “Amen!”
主をほめたたえた。 and praised the LORD.
ネヘミヤ Nehemiah 5:13c
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第二日目：ネヘミヤ５：１〜５を読みましょう。SECOND
DAY: Read Nehemiah 5:1-5
第二日目
1. ネヘミヤ 5:1 から、状況の深刻さを描写しましょう。
From Nehemiah 5:1 describe the seriousness of the situation.

2. 以下の箇所から、民の間に発生した内部の問題を確認しましょう。
Identify the internal problems that developed among the people from:
a. ネヘミヤ Nehemiah 5:2

b.

ネヘミヤ Nehemiah 5:3

c.

ネヘミヤ Nehemiah 5:4

d. ネヘミヤ Nehemiah 5:5

e. これらのうちのどれが、あなたにとって特に痛々しく、嘆かわしいことですか。また、それはな
ぜですか。Which of these seems especially painful or grievous to you and why?

3. これらの問題は以下の事柄の上にどんな影響を及ぼしていたでしょうか。What effect might these
problems have had on the:
a. ユダヤ人の志気 morale of the Jews

b. 建築計画 building project

4. ネヘミヤ 5:1-5 で述べられている不敬虔なふるまいと、以下の聖句で命じられていたみことばに基づ
く行ないとを比較しましょう。Contrast the biblical conduct prescribed in the following verses with
the ungodly behavior mentioned in Nehemiah 5:1-5:
a. レビ記 Leviticus 25:17

b. マタイ Matthew 7:12

c.

マルコ Mark 12:31

d. エペソ Ephesians 4:32
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5.

信者たちが互いに愛し尊敬し合うことは、なぜ必要不可欠なのかを分かち合いましょう。Share
why it is essential that believers love and respect one another.

…互いに心から熱く愛し合いなさい。. . . love one another fervently with a pure heart.
第一ペテロ I Peter 1:22b

第三日目：ネヘミヤ５：６〜１３を読みましょう。THIRD
DAY: Read Nehemiah 5:6-13
第三日目
1. これらの言葉を聞いた時の、ネヘミヤの最初の反応はどんなものでしたか。ネヘミヤ 5:6
What was Nehemiah’s initial reaction when he heard about these words? Nehemiah 5:6

a.

なぜ、彼はそれほど強く反応したのだとあなたは思いますか。Why do you suppose he reacted so
strongly?

b. ネヘミヤは行動を起こす前に何をしましたか。ネヘミヤ 5:7a から答えましょう。
Before Nehemiah took action, what did he do? Answer from Nehemiah 5:7a.

(1.)

これはなぜ、彼にとって賢明な行動だったのですか。箴言 15:28 ヤコブ 1:19､20 参照
Why was this a wise thing for him to do? See Proverbs 15:28; James 1:19,20.

2. 高利貸しとは法外な利息を請求する業務のことです。レビ記 25:35~40 によると、ネヘミヤ 5:7~9 の
問 題 は な ぜ そ れ ほ ど 深 刻 な の で す か 。 Usury is the practice of charging exorbitant interest.
According to Leviticus 25:35-40, why was the issue in Nehemiah 5:7-9 so serious?

a. ネヘミヤ 5:8､9 のネヘミヤの関心にハイライトを入れましょう。Highlight Nehemiah’s concerns in
Nehemiah 5:8,9.

(1.)

民はどのように反応しましたか。８c 節

How did the people respond? verse 8c

3. ネヘミヤは利息を請求しないでお金を貸していました。このことは、ネヘミヤ 5:10c の彼の指示をど
のように強化しましたか。Nehemiah was lending to the people without charge. How did this reinforce
his directive in Nehemiah 5:10c?

4. ネヘミヤは民に何をするように要求しましたか。ネヘミヤ 5:11 What did Nehemiah require the people
to do? Nehemiah 5:11

5. 民はどんな約束をしましたか。ネヘミヤ 5:12a What promise did the people make? Nehemiah 5:12a
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a. ネヘミヤはだれから誓いを要求しましたか。12b 節 From whom did Nehemiah require an oath?
verse 12b

(1.)

なぜ彼はこれを行なったのだと、あなたは思いますか。Why do you suppose he did this?

6. ネヘミヤの例証的な警告を描写しましょう。ネヘミヤ 5:13 Describe Nehemiah’s demonstrative
warning. Nehemiah 5:13

a. 民が罪の自覚をしたどんな証拠が、ネヘミヤ 5:13 に見られますか。
What evidence is seen in Nehemiah 5:13c that indicates the people were convicted?

b. 本当の罪の自覚をあらわすどんな証拠が、あなたの人生にありますか。
What evidence is there in your life that shows true conviction?

第四日目：ネヘミヤ５：１４〜１８を読みましょう。
第四日目
FOURTH DAY: Read Nehemiah 5:14-18
1. ネヘミヤの模範をネヘミヤ 5:14 から記録しましょう。 Record Nehemiah’s example from Nehemiah
5:14.

a. 何が、ネヘミヤと前任の総督との違いをはっきりさせますか。ネヘミヤ 5:15
What made Nehemiah distinct from the previous governors? Nehemiah 5:15

(1.)

ネヘミヤのふるまいの背後にある理由を見ましょう。ネヘミヤ 5:15c
Cite the reason behind Nehemiah’s behavior. Nehemiah 5:15c

(2.)

神を恐れる人々特有のふるまいを描写するために、詩篇 34:11~14 を用いましょう。
Use Psalm 34:11-14 to describe the distinctive behavior of those who fear God.

2. ネヘミヤ 5:16 から、ネヘミヤが行なったことと行なわなかったこととを観察しましょう。あなたが
観察したことを書き留めましょう。Observe what Nehemiah did and did not do according to
Nehemiah 5:16. Note your observations.

3. ネヘミヤの食卓の準備やそのまわりの場面を描写するために、ネヘミヤ 5:17､18a を用いましょう。
Use Nehemiah 5:17,18a to depict the preparation for and scene around Nehemiah’s table.
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a. この大きなグループを養うためには莫大な費用がかかるにも関わらず、ネヘミヤ総督は何をしな
かったのですか。ネヘミヤ 5:18b In spite of the enormous costs to feed this large group, what did
Governor Nehemiah not do? Nehemiah 5:18b

(1.)

ネヘミヤの寛大さのどんな理由が、18c 節で述べられていますか。What reason is given in
verse 18c for Nehemiah’s generosity?

4. ネヘミヤの模範（ネヘミヤ 5:14~18）と第一テサロニケ 2:9~11 の使徒パウロの模範とを比較しまし
ょう。類似点を書き留めましょう。Compare Nehemiah’s example (Nehemiah 5:14-18) with the
example of Paul the Apostle’s in 1 Thessalonians 2:9-11. Note the similarities.

a. あなたは、これらの敬虔な男性たちから何を学びますか。What do you learn from these godly
men?

第五日目：ネヘミヤ５：１９を読みましょう。
FIFTH DAY: Read Nehemiah 5:19
第五日目
1. ネヘミヤの祈りをあなた自身のことばで書き直しましょう。
own words.

Rewrite Nehemiah’s prayer in your

a. 彼のリクエストは何でしたか。What was his request?

(1.)

あなたはどんな祈りのリクエストを持っていますか。 What prayer request do you have?

2. ネヘミヤがこの民のためにした良いことを、ネヘミヤ書のあなたの学びから、いくつか思い出しま
しょう。Recall from your study of the Book of Nehemiah a few good things Nehemiah had done for
this people.

3. 次の聖句を熟考し、労働と報いに関する短い声明文を書きましょう。
Consider the following scriptures and write a brief statement concerning labor and reward:
a. 第一コリント 1 Corinthians 15:58

b. ヘブル Hebrews 6:10

c.

ヘブル Hebrews 11:6

d. 主に仕える人々に用意されている報いをかいま見るためにマタイ 25:23 を用いましょう。これは
あなたをどのように励ましますか。Use Matthew 25:23 to glimpse the reward waiting for those who
serve the Lord. How does this encourage you?
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第六日目：復習
SIXTH DAY: Review
第六日目
1. 次の課題について短い意見を書くために、ネヘミヤ５章を用いましょう。
write a brief comment on the following subjects:

Use Nehemiah 5 to

a. 抗議の声 Outcry

b. 抑圧 Oppression

c.

観察 Observation

d. 従順 Obedience

2. ネヘミヤが直面した問題の改善方法が、どうして神を恐れることだったのですか。
How was the fear of God the remedy for the problems Nehemiah faced?

3. ネヘミヤ５章からあなたが受けたもっとも偉大なレッスンは何でしたか。
lesson you received from Nehemiah 5?

What was the greatest

私の神。どうか私がこの民のためにした Remember me, my God, for good,
すべてのことを覚えて、私をいつくしんでください。According to all that I have done for this people.
ネヘミヤ Nehemiah 5:19
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ネヘミヤ書
ネヘミヤ書 NEHEMIAH
6,7 章 Chapters 6 and 7

第五課 Lesson 5
第一日目：復習と概観
FIRST DAY: Review and Overview
第一日目
1. ネヘミヤ５章から、あなたはどんなレッスンを得ましたか。
What lesson did you receive from Nehemiah 5?

2. エルサレムの城壁が再建されてきたことが敵の耳に入った時、新しい反対の波がやってきました。
敵は本気でネヘミヤを悩ませ、気を散らせ、失望させようとしました。ネヘミヤは、ひるまないで
主の仕事を続けました。反対に対するネヘミヤの敬虔な反応に注意しながら、ネヘミヤ 6 章、及び 7
章 1~7 節を読みましょう。以下の箇所から、あなたの注意を捕らえたことば、文、もしくは節を書
くために、しばらく時間を取りましょう。A new wave of opposition came when the adversaries
heard that the wall of Jerusalem had been rebuilt. The enemies sought in earnest to pursue, distract
and discourage Nehemiah. Undaunted, Nehemiah continued in the work of the Lord.
Read
Nehemiah 6 and Nehemiah 7:1-7 noting Nehemiah’s godly response to opposition. Take a few
moments to record a word, phrase or verse that captures your attention from:
a. ネヘミヤ Nehemiah 6:1-9

b. ネヘミヤ Nehemiah 6:10-14

c.

ネヘミヤ Nehemiah 6:15-19

d. ネヘミヤ Nehemiah 7:1-7

2. 今週のあなたの学びに関連して、あなたの願いや必要を表す祈りを書きましょう。
Write a prayer that expresses your desire and need in relationship to your study this week.

ああ、神よ。ですから今、私の手を強めてください。
Now therefore, O God, strengthen my hands.
ネヘミヤ Nehemiah 6:9b（英欽定訳／訳者翻訳）
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第二日目：ネヘミヤ６：１〜９を読みましょう。SECOND
DAY: Read Nehemiah 6:1-9
第二日目
1. ネヘミヤ 6:1~4 から､次の質問に答えましょう。Answer the following questions from Nehemiah 6:1-4:
a. だれが敵だったのですか。１節 Who were the enemies? verse 1a

b. 彼らは何を聞いたのですか。１節 What had they heard? verse 1b

c.

城壁の状態はどうでしたか。１節 What was the status of the wall? verse 1c

d. 敵は何を提案しましたか。２節 What did the enemies suggest? verse 2

(1.)

e.

敵の意図は何でしたか。What was the enemies’ intention?

ネヘミヤは敵にどのように応答しましたか。3 節 What was Nehemiah’s response to the enemies?
verse 3

(1.)

f.

ネヘミヤが優先したことは何でしたか。What was Nehemiah’s priority?

敵は何度、この知らせをよこしてきましたか。４節
How many times did the enemy send this message? verse 4

(1.)

ネヘミヤは毎回、どのように応答しましたか。How did Nehemiah respond each time?

2. ネヘミヤ 6:1~4 の陰謀が失敗した後、サンバラテは次に何を試みましたか。ネヘミヤ 6:5~7
After the scheme in Nehemiah 6:1-4 failed, what did Sanballat try next? Nehemiah 6:5-7

a. ネヘミヤに対する彼らの非難は何でしたか。ネヘミヤ 6:6､7
What was their accusation against Nehemiah? Nehemiah 6:6,7

(1.)

敵は何を申し込んできましたか。７節 What did the enemy propose? verse 7c

b. ネヘミヤの応答はどうでしたか。８節 What was Nehemiah’s response? verse 8

c.

敵の意図は何でしたか。９節 What was the enemies’ intention? verse 9

(1.)

あなたの敵の意図は何ですか。第一ペテロ 5:8 参照
What is the intention of your enemy? See 1 Peter 5:8.
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3. ネヘミヤ 6:9c からネヘミヤの祈りを書き、それについて意見を述べましょう。
Write and comment on Nehemiah’s prayer from Nehemiah 6:9c.

a. あなたの敵、悪魔の意図を知った上で、あなたはどんな祈りをしますか。ルカ 22:31､32 参照
Knowing the intention of your enemy, the devil, what is your prayer? See Luke 22:31,32.

第三日目：ネヘミヤ
6:10~14 を読みましょう。THIRD DAY: Read Nehemiah 6:10-14
第三日目
1. ネヘミヤに対抗する者達は不屈でした。ネヘミヤ 6:10 から、ネヘミヤが次に遭遇した戦略を描写し
ましょう。Nehemiah’s opponents were persistent. From Nehemiah 6:10 describe the next tactic
Nehemiah encountered.

a. シェマヤとはだれでしたか。また彼は何を提案しましたか。
Who was Shemaiah and what did he suggest?

2. ネヘミヤはシェマヤにどのように答えましたか。ネヘミヤ 6:11
How did Nehemiah answer Shemaiah? Nehemiah 6:11

a. ネヘミヤの答えは彼の性質について、どんなことを明らかにしていますか。
What does Nehemiah’s answer reveal about his character?

b. ネヘミヤは、下記によると、彼らの陰謀についてどんなことを認識していましたか。
What did Nehemiah recognize about their plot according to:
(1.)

ネヘミヤ Nehemiah 6:12a

(2.)

ネヘミヤ Nehemiah 6:12b

(3.)

ネヘミヤ Nehemiah 6:13a

(4.)

ネヘミヤ Nehemiah 6:13b

3. ネヘミヤの敵がネヘミヤを怖じ気づかせようとした時、彼は誰により頼みましたか。ネヘミヤ 6:14
Who did Nehemiah call on when his enemies tried to intimidate him? Nehemiah 6:14
a. なぜ、それが最高の頼みの綱だったのですか。Why was that the best recourse?

b. 14 節で述べられているネヘミヤの新しい敵をあげましょう。List Nehemiah’s new enemies
mentioned in verse 14.
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(1.)

c.

このことは反対について何を結論的に意味していますか。What does this infer about the
opposition?

ネヘミヤの祈りのリクエストは何でしたか。What was Nehemiah’s prayer request?

(1.)

どのように敵の策略は失敗したのですか。ネヘミヤ 6:14 How did the enemies’ plot fail?
Nehemiah 6:14c

(2.)

ダビデが詩篇 109:1~5､26~28 で敵を扱った時の行動とネヘミヤの行動とを比較しましょう。
あなたには何が見えますか。Compare Nehemiah’s actions with David’s in Psalm 109:1-5,2628 when he was dealing with his enemies. What do you see?

(3.)

あなたが怖じ気づいているとき、ネヘミヤとダビデの行動は、あなたにとってどのように
模範となりますか。How are Nehemiah and David’s actions an example for you to follow
when you are intimidated?

第四日目：ネヘミヤ６：１５〜１９を読みましょう。FOURTH
DAY: Read Nehemiah 6:15-19
第四日目
1. 城壁はいつ完成しましたか。ネヘミヤ 6:15 When was the wall finished? Nehemiah 6:15
a. それはどのくらいかかりましたか。How long did it take?
(1.) これらのユダヤ人が直面していた障害物や反対をもう一度熟考しましょう。（ネヘミヤ 4:1､
10 ､ 11) こ の 達 成 に つ い て 意 見 を 述 べ ま し ょ う 。 Consider again the obstacles and
opposition these Jews faced (Nehemiah 4:1,10,11). Comment on this accomplishment.

2. ネヘミヤ 6:16 から、次の質問に答えましょう。Answer the following questions from Nehemiah 6:16:
a. 城壁が完成されたことをだれが聞きましたか。Who heard that the wall was finished?
b. 城壁が完成されたのをだれが見ましたか。Who saw that the wall was finished?
c.

彼らの反応はどのようなものでしたか。What was their reaction?

d. 彼らは何に気づき（知り）ましたか。What had they perceived?

e. 城壁の完成は、それを見聞きした人々にどのように証となりましたか。
How was the completion of the wall a witness to those who saw and heard?

f.

あなたの人生におけるどんな神の仕事を、他の人々に見聞きしてもらいたいですか。What work
of God in your life would you like others to see and hear?
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3.トビヤは神の仕事の反対者の一人でしたが、彼はユダの貴族たちに取り入っていました。以下から、
彼がこれをどのように行なったかを記録しましょう。Tobiah was an opponent of God’s work, yet he
ingratiated himself with the nobles of Judah. Record how he did this from:
a. ネヘミヤ Nehemiah 6:17

b. ネヘミヤ Nehemiah 6:18

c.

ネヘミヤ Nehemiah 6:19

4. トビヤは、貴族たちに取り入っていた時でさえ、ネヘミヤには何をしていましたか。
Even as Tobiah ingratiated himself to the nobles, what was he doing to Nehemiah?

a. トビヤはなぜ危険なのですか。マタイ 23:27､28 参照
Why was Tobiah dangerous? See Matthew 23:27,28.

b.

ネヘミヤは祈りの人だったので、トビヤの偽善を見破ることができました。あなたはだれかの本
性をどのように見極めることができますか。第一ヨハネ 4:1 Because Nehemiah was a man of
prayer, he was able to discern Tobiah’s hypocrisy. How will you be able to discern someone’s true
nature? 1 John 4:1

第五日目：ネヘミヤ
7:1~7､64､65､73 を読みましょう。FIFTH DAY: Read Nehemiah 7:1-7a,64,65,73
第五日目
1. 城壁は完成しましたが、ネヘミヤの仕事は終わっていませんでした。エルサレムを守るためにネヘ
ミヤがとった行動をあげるために、次の聖句を用いましょう。 Although the wall was complete,
Nehemiah’s work was not. Use the following verses to list the action Nehemiah took to safeguard
Jerusalem:

a. ネヘミヤ Nehemiah 7:1

b. ネヘミヤ Nehemiah 7:2

(1.)

これらの指導的立場に用いられた重要な資格は何でしたか。２b 節
What important qualifications were used for these leadership positions? verse 2b

(a.)

c.

なぜ、指導者にこれらの資格があることは重要なのですか。Why are these qualities
important in a leader?

ネヘミヤ Nehemiah 7:3
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2. ネヘミヤは新しい監督たち、ハナニとハナヌヤにどんな手引きを与えましたか。ネヘミヤ 7:3
What instruction did Nehemiah give to Hanani and Hananiah, the new overseers? Nehemiah 7:3

a. なぜこの手引きが必要だったのだとあなたは思いますか。Why do you think this instruction was
necessary?

3. ネヘミヤ 7:4 から、以下についてのネヘミヤの関心を書き留めましょう。Note the concerns of
Nehemiah from Nehemiah 7:4 about:
a. 町

the city

b. 民

the people

c.

家 the houses

4. 神は、ネヘミヤが何をするように彼の心を動かしましたか。ネヘミヤ 7:5 What did God put into the
heart of Nehemiah to do? Nehemiah 7:5a

a. ネヘミヤは何を見つけましたか。ネヘミヤ 7:5
b. これらの民はだれでしたか。ネヘミヤ 7:6､7

What did Nehemiah find? Nehemiah 7:5b

Who were these people? Nehemiah 7:6,7a

5. ネヘミヤが発見した系図は、エズラ２章のリストとほぼ同一です。家系を証明することはユダヤ人
にとって非常に重要なので、彼らは系図に多大な価値を置きます。ネヘミヤ 7:64､65 は、これをどの
ように立証していますか。The genealogy Nehemiah found is almost identical to the list in Ezra 2. It
was very important for a Jew to prove his lineage, causing them to greatly value these genealogies.
How does Nehemiah 7:64,65 confirm this?

6. 第七の月までに何が起ったのですか。ネヘミヤ 7:73
What happened by the seventh month? Nehemiah 7:73

7. 民はネヘミヤのリーダーシップによってどのように祝されましたか。How were the people blessed
by Nehemiah’s leadership?

a. あなたはどのように祝福となることを望みますか。How do you desire to be a blessing?
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第六日目：復習
SIXTH DAY: Review
第六日目
1. 今週のあなたのレッスンから、次の事柄について意見を述べましょう。Comment on the following
from your lesson this week:
a. 大仕事 A great work

b. 威嚇/脅し Intimidation

c.

見極め Discernment

d. 神の仕事 God’s work

e. リーダーシップ Leadership

2. 神はあなたの人生において、どんな大仕事をしておられますか。
What great work is God doing in your life?

この工事が、私たちの神によってなされたことを知ったからである。
… for they perceived that this work was done by our God.
ネヘミヤ Nehemiah 6:16c
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ネヘミヤ記
ネヘミヤ記 NEHEMIAH
第８章 Chapter 8

第六課 Lesson 6
第一日目：復習と概観
第一日目

FIRST DAY: Review and Overview

1. ネヘミヤ 6､7 のレッスン、講義及びグループ討論から、特にあなたにミニスターした具体的な点を
思い出し、その理由を説明しましょう。Recall a specific point from the lesson, lecture or group
discussion on Nehemiah 6 and 7 that especially ministered to you and explain why.

2. 神のみことばは何という違いを作り出すことでしょう！ネヘミヤ８から、神のみことばがエルサレ
ムの人々に与えた影響を観察しましょう。この時より以前には、彼らは恐れによって取り乱されて
おり、反対によって失望させられ、罪によって悩まされていました。しかしながら、みことばが彼
らに詳しく説かれた時、彼らは大いに喜び始めました。神のみことばは、あなたの人生においても
同様に喜ばしい違いをもたらすでしょう。次の段落を読んで、それぞれの箇所に題名を付けましょ
う。What a difference the Word of God makes! Observe from Nehemiah 8 the effect God’s Word
had upon the people of Jerusalem. Before this time they had been distracted by fears, discouraged by
opposition and distressed by sin. However, as the Word was expounded to them they began to
rejoice greatly. God’s Word will make a joyful difference in your life as well. Read the following
paragraphs and write a theme for each section:
a. ネヘミヤ Nehemiah 8:1-3

b. ネヘミヤ Nehemiah 8:4-8

c.

ネヘミヤ Nehemiah 8:9-12

d. ネヘミヤ Nehemiah 8:13-18

3. 祈りをもってあなたの学びを始めましょう。Begin your study with prayer.

悲しんではならない。主の喜びはあなたがたの力だから。
Do not sorrow, for the joy of the LORD is your strength.
ネヘミヤ Nehemiah 8:10c（英欽定訳／訳者翻訳）
©2010 Calvary Chapel Joyful Life Women’s Ministries – 3800 S. Fairview Rd., Santa Ana, CA 92704. Printed in the USA.

第二日目：ネヘミヤ
8:1~3 を読みましょう。 SECOND DAY: Read Nehemiah 8:1-3
第二日目
1. 水の門の前での場面を描写しましょう。ネヘミヤ 8:1
Describe the scene in front of the Water Gate. Nehemiah 8:1

a.

民はエズラに何をするように頼みましたか。ネヘミヤ 8:1b What did the people ask Ezra to do?
Nehemiah 8:1b

(1.)

なぜエズラには､これを行なう資格があったのですか。ネヘミヤ 8:1b､2a

Why was Ezra

qualified to do this? Nehemiah 8:1b,2a

2. 第七の月の一日目に 集まった人々をあげましょう。 List those who assembled on the first day of the
seventh month.

a. 第七の月の一日目に関して、重要なことは何でしたか。レビ記 23:24､25 参照
What was significant about the first day of the seventh month? See Leviticus 23:24,25.

3. ネヘミヤ 8:3 によると、エズラは何をしましたか。According to Nehemiah 8:3 what did Ezra do?
a. 彼はどこでこれを行ないましたか。Where did he do this?
b. 彼はどのくらいの間読みましたか。How long did he read?
c.

そこにはだれがいましたか。Who was there?
(1.)

彼らはどのように応答しましたか。How did they respond?
(a.)

彼らの応答は彼らについて何をあなたに語りますか。 What does their response tell
you about them?

4. ネヘミヤ 8:2､3 では、理解をもって聞くことの重要性が強調されています。マタイ 13:20､21 を読ん
で、神のみことばを理解することの重要性について意見を述べましょう。The importance of hearing
with understanding is highlighted in Nehemiah 8:2,3. Read Matthew 13:20,21 and comment on the
importance of understanding the Word of God.

a. 神のみことばの理解を深めるために、あなたならどんな助言をしますか。What advice would you
offer someone to increase their understanding of God’s Word?
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第三日目：ネヘミヤ
8:4~8 を読みましょう。 THIRD DAY: Read Nehemiah 8:4-8
第三日目
1. ネヘミヤ 8:4､5 から次の質問に答えましょう。Answer the following questions from Nehemiah 8:4,5:

a. エズラは何の上に立っていましたか。ネヘミヤ 8:4 What was Ezra standing on? Nehemiah 8:4
b. エズラは何を行ないましたか。ネヘミヤ 8:5 What did Ezra do? Nehemiah 8:5
c. 民はどのように応答しましたか。ネヘミヤ 8:5c How did the people respond? Nehemiah 8:5c
2. エズラが主をほめたたえた時に起こった礼拝を描写するのに、ネヘミヤ 8:6 を用いましょう。Use
Nehemiah 8:6 to describe the worship that took place when Ezra blessed the Lord.

a. エズラは神について何を宣言しましたか。What did Ezra proclaim about God?

b. エズラの祝福（神をたたえること）は民を礼拝する気にさせました。詩篇 34:1~7 からダビデの
祝福（讃歌）を読んで、あなた自身の神への祝福（讃歌）を書きましょう。Ezra’s blessing
inspired the people to worship. Read David’s blessing from Psalm 34:1-7 and then write your
own blessing to God.

3. 神のみことばに関して民を助けるためにレビ人たちが用いた三つのステップをあげて、それについ
て意見を述べましょう。List and comment on the three steps the Levites used to help the people with
God’s Word:

a. ネヘミヤ Nehemiah 8:8a

b. ネヘミヤ Nehemiah 8:8b

c.

ネヘミヤ Nehemiah 8:8c

(1.)

これらのステップは、あなたが神のみことばを理解する上で、どのように役立ちますか。
How are these steps helpful in your own understanding of God’s Word?
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第四日目：ネヘミヤ
8:9~12 を読みましょう。 FOURTH DAY: Read Nehemiah 8:9-12
第四日目
1. 神のみことばを聞き、理解した人々の上に神のみことばが及ぼした影響を観察しましょう。ネヘミ
ヤ 8:9c から､あなた自身の観察を記録しましょう。Observe the effect of the Word of God on those
who heard and understood it. Note your observations from Nehemiah 8:9c.

a. 神の御霊は、神のみことばを私たちの心に触れさせて、罪意識や悔い改めをもたらすために用い
られます。神のわざにはしばしば私たちの涙が伴います。あなたが神のみことばによって触れら
れた時のことを分かち合いましょう。God’s Spirit uses God’s Word to touch our hearts, bringing
conviction and repentance. Tears often accompany this work of God. Share a time when you
were touched by God’s Word.

b. ネヘミヤ、エズラ及び、民を教えたレビ人たちは、なぜ民に悲しんではならないと告げたのです
か。ネヘミヤ 8:9 Why did Nehemiah, Ezra, and the Levites who taught the people tell the people not to
mourn? Nehemiah 8:9b

2. 悲しむ代わりに、民は何を行なうように指導されましたか。ネヘミヤ 8:10 Rather than mourning,
what were the people instructed to do? Nehemiah 8:10a

a. 民はどこから彼らの力を引き出すべきなのですか。ネヘミヤ 8:10c From where were the people
to draw their strength? Nehemiah 8:10c

b. あなたの 喜び の源について意見を述べるために次の聖句を用いましょう。Use the following
scriptures to comment on your source of joy:
(1.)

詩篇 Psalm 16:11

(2.)

詩篇 Psalm 43:4

(3.)

エレミヤ Jeremiah 15:16

3. レビ人 は 民を静めて、何と言ったのですか。ネヘミヤ 8:11 What did the Levites say to quiet the
people? Nehemiah 8:11
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4. 民は何をしましたか。ネヘミヤ 8:12a

What did the people do? Nehemiah 8:12a

a. 彼 ら の 喜 び の 原 因 は 何 で し た か 。 ネ ヘ ミ ヤ 8:12b What was the cause of their rejoicing?
Nehemiah 8:12b

b. 神 の み こ と ば の 理 解 は 、 ど の よ う に あ な た に 喜 び を も た ら し ま し た か 。 How has the
understanding of God’s Word brought you joy?

第五日目：ネヘミヤ
8:13~18 を読みましょう。FIFTH DAY: Read Nehemiah 8:13-18
第五日目
1. ネヘミヤ 8:13 によると､二日目には何が起りましたか。What happened on the second day according
to Nehemiah 8:13?

a. なぜ彼らは集まったのですか。ネヘミヤ 8:13 Why were they gathered? Nehemiah 8:13b

2. 彼らは律法に書かれていたどんなことを見つけ出したのですか。ネヘミヤ 8:14､15 What had they
found written in the Law? Nehemiah 8:14,15

a. レビ記 23:40-43 はこの手引きをどのように確証しますか。How does Leviticus 23:40-43 confirm
this instruction?

3. 民がこの手引きを与えられたとき、どのように応答したかを描写しましょう。ネヘミヤ 8;16､17
Describe how the people responded when they were given this instruction. Nehemiah 8:16,17a

a. この祭りが、最後にこのように行われたのはいつでしたか。ネヘミヤ 8:17 When was the last
time this feast was done so? Nehemiah 8:17b

b. 彼らが従順に行った結果はどんなものでしたか。ネヘミヤ 8:17c What was the result of their
obedience? Nehemiah 8:17c
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4.

それに続く日々を描写するためにネヘミヤ 8:18 を用いましょう。Use Nehemiah 8:18 to describe the

days that followed.

5. 神のみことばに従ったことによって、どのように、非常に大きな喜びがあなたにもたらされたかを
分かち合いましょう。Share how obedience to God’s Word has brought you very great gladness.

第六日目：復習
SIXTH DAY: Review
第六日目
1. 今週の学びを念頭に置いて、次の事柄についての短いコメントを書きましょう。With this week’s
study in mind write a brief comment about:
a. 神のみことば God’s Word

b. 理解

c.

Understanding

礼拝 Worship

d. 悲しみ Mourning

e. 喜び

f.

Joy

従順 Obedience

2. ネヘミヤ８の民の模範は、あなたにどのようにミニスターしますか。How does the example of the
people in Nehemiah 8 minister to you?

そして、そこには非常に大きな喜びがあった。
And there was very great gladness.
ネヘミヤ Nehemiah 8:17c（英欽定訳／訳者翻訳）
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ネヘミヤ書
ネヘミヤ書 NEHEMIAH
第９章 Chapter 9
第七課 Lesson 7
第一日目：復習と概観
第一日目

FIRST DAY: Review and Overview

1. ネヘミヤ８章から、あなたはどんな喜びを受け ましたか。
What joy did you receive from Nehemiah 8?

2. 霊的な棚卸しをするのは健康的なことです。霊的棚卸しは、あなたの人生の出来事にある神のあわ
れみをあなたに見せ、それに従って応答するようにさせます。城壁完成後の二十四日目に、ユダヤ
人は彼らの歴史の棚卸しをするために休止しました。レビ人たちは民の前に立ち、神の偉大さと神
の介入を彼らに思い出させました。ネヘミヤ９章で、感動を与える神のあわれみの記事を観察しま
しょう。以下の箇所から、あなたにとって特に目立つ語句、もしくは聖句を選んで書きましょう。It
is healthy to take spiritual inventory. Taking inventory allows you to see the mercy of God in the
events of your life and respond accordingly. After the completion of the wall on the twenty-fourth day
the Jews paused to take inventory of their history. The Levites stood before the people and reminded
them of God’s greatness and intervention. Observe this moving account of God’s mercies in
Nehemiah 9. Choose and record a phrase or verse that particularly stands out to you from:
a. ネヘミヤ Nehemiah 9:1-6

b. ネヘミヤ Nehemiah 9:7-21

c.

ネヘミヤ Nehemiah 9:22-31

d. ネヘミヤ Nehemiah 9:32-38

3. あなたが今週の学びを完成して行く時に、神のあふれるばかりのあわれみにあなたの目が開かれる
よう祈るために、しばらく時間を取りましょう。Take a moment to pray asking God to open your
eyes to His bountiful mercies as you complete your study this week.

しかしあなたは、喜んで赦す神であり、But You are God, ready to pardon,
寛大であわれみ深く、怒るのにおそく、gracious and merciful, slow to anger,
思いやりに富んでおられます abundant in kindness ...
ネヘミヤ Nehemiah 9:17b（英欽定訳／訳者翻訳）
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第二日目：ネヘミヤ
9:1~6 を読みましょう。 SECOND DAY: Read Nehemiah 9:1-6
第二日目
1. ネヘミヤ 9:1 の場面をあなた自身のことばで描写しましょう。Describe in your own words the scene
in Nehemiah 9:1.

a. 彼らのふるまいは、彼らの態度について何を示していますか。What does their demeanor
suggest about their attitude?

2. イスラエル人の子孫 は何をしましたか。ネヘミヤ 9:2 What did those of the Israelite lineage do?
Nehemiah 9:2
a. 何が告白されましたか。What was confessed?

b. 次の聖句が、告白に関して述べていることを書きましょう。Write what the following scriptures
say about confession:
(1.)

箴言 Proverbs 28:13

(2.)

第一ヨハネ 1 John 1:9

3. その日に起った活動を確認するために、ネヘミヤ 9:3 を用いましょう。Use Nehemiah 9:3 to identify
the activities that took place that day.

4. ネヘミヤ 9:4 で、レビ人は何をしましたか。What did the Levites in Nehemiah 9:4 do?

5. ネヘミヤ 9:5b から、会衆に対するレビ人の奨励を記録しましょう。Record the Levites’ exhortation to
the congregation from Nehemiah 9:5b.

a. レビ人は 主 に対して何を宣言しましたか。ネヘミヤ 9:5c What did the Levites declare to the
LORD? Nehemiah 9:5c

b. 次の聖句が主の御名について語っていることを記録しましょう。
scriptures say about the name of the LORD:
(1.)

詩篇 Psalm 9:10

(2.)

箴言 Proverbs 18:10

(3.)

ピリピ Philippians 2:9-11

Record what the following
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c.

神の御名はあなたにとってどんな意味があるかを分かち合いましょう。
name means to you.

Share what God’s

6. ネヘミヤ 9:6 で、彼らは主
主について何を認識しましたか。What did they acknowledge about the LORD
in Nehemiah 9:6?

a. ネヘミヤ 9:5､6 を、あなた自身の言葉で賛美と礼拝を書き表す気持ちを奮い起こすために用いま
しょう。Let Nehemiah 9:5,6 inspire you to write your own expression of praise and worship.

第三日目：ネヘミヤ
9:7~21 を読みましょう。 THIRD DAY: Read Nehemiah 9:7-21
第三日目
1. ネヘミヤ 9 の祈りは、ユダヤ国家の歴史の復習と、神の民に対する神の驚くべき取り扱いを含んで
います。ネヘミヤ 9:7､8 に従って、神がアブラムのためにしてくださったことをあげましょう。The
prayer in Nehemiah 9 includes a review of the history of the Jewish nation and God’s amazing
dealings with His people. List what God did for Abram according to Nehemiah 9:7,8.

a. なぜ神はアブラハムを祝福されたのですか。ネヘミヤ 9:8a Why did God bless Abraham?
Nehemiah 9:8a
(1.)

ネヘミヤ 9:8a と第二歴代誌 16:9 とを関連させましょう。人を祝福するために神が捜してお
られるのはどんな性質ですか。Link Nehemiah 9:8a with 2 Chronicles 16:9. What quality is
God looking for in order to bless men?

b. ネヘミヤ 9:8c では、神の真実がどのように認識されていますか。 How is God’s faithfulness
acknowledged in Nehemiah 9:8c?

(1.)

ヨシュア 21:45 は、神の真実について何を語っていますか。 What does Joshua 21:45 say
about God’s faithfulness?

2. モーセの指揮下にあったイスラエル人を神が取り扱われた様子が、ネヘミヤ 9:9~21 で詳しく述べら
れています。以下の箇所から、神が彼らのためになされた特定の事柄をいくつか記録しましょう。
God’s dealings with the Israelites during Moses’ leadership is recounted in Nehemiah 9:9-21. Record a
few specific things God did for them from:

a. ネヘミヤ Nehemiah 9:9-12

b. ネヘミヤ Nehemiah 9:13-15

c.

これらの神の行為のうち、どれがもっともあなたにミニスターしますか。その理由を分かち合い
ましょう。Which of these acts of God ministers to you the most? Share why.
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3. ネヘミヤ 9:16-21 からいくつかの語句を選び、以下の表に書くことによって、ユダヤ人の反抗と神の
あわれみとを対比しましょう。Contrast the Jews’ rebellion with God’s mercy by selecting a few phrases
from Nehemiah 9:16-21 and writing them in the following chart:

彼らの反抗 Their Rebellion

神のあわれみ God’s Mercy

a. これらの聖句は神の本質とご性質とについて、どんなことを明らかにしていますか。
these verses reveal about the nature and character of our God?

c.

あなたが神のあわれみを経験した時のことを思い出しましょう。
experienced God’s mercy.

What do

Recall a time when you

第四日目：ネヘミヤ
9:22~31 を読みましょう。 FOURTH DAY: Read Nehemiah 9:22-31
第四日目
1. ネヘミヤ 9:22~25 から､イスラエル人のために行なわれた神のわざを要約することによって、彼らに
対する神の 大いなる恵み をさらに熟考しましょう。Consider further evidences of God’s great
goodness to the Israelites by summarizing His works on their behalf from Nehemiah 9:22-25.

a. 神の大いなる恵みをあなたが喜ぶことができる方法を分かち合いましょう。
can delight yourself in God’s great goodness.

Share a way you

2. ネヘミヤ 9:26 からイスラエルの罪をあげましょう。List the sins of Israel from Nehemiah 9:26.

3. 彼らの罪の結末を説明しましょう。ネヘミヤ 9:27a Describe the consequences of their sin. Nehemiah
9:27a

a. 彼らの苦難の時に 、何が起ったのですか。ネヘミヤ 9:27b What happened in the time of their
trouble? Nehemiah 9:27b

b. 神はどのように豊かなあわれみを見せてくださいましたか。ネヘミヤ 9:27c How did God show
His abundant mercies? Nehemiah 9:27c
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4. ネヘミヤ 9:28-30 から以下の表を埋めることで、イスラエル人の繰り返される歴史を観察しましょう。
Observe the repetitive history of the Israelites from Nehemiah 9:28-30 by filling in the chart below:

罪 Sin

結果 Consequence

神の救出 God’s Deliverance

a. 神が反抗の型をどのように破られるかを説明するために、エペソ 2:1~5 を用いましょう。Use
Ephesians 2:1-5 to explain how God breaks the pattern of rebellion.

5. ユダヤ人は裁きに値する者であった にもかかわらず、 神の応答はどんなものでしたか。ネヘミヤ
9:31 Though the Jews were deserving of judgment, nevertheless what was God’s response?
Nehemiah 9:31

a. ネヘミヤ 9:31c では､神のどんな属性が強調されていますか。 What attributes of God are
highlighted in Nehemiah 9:31c?

(1.)

神はこれらの属性を、あなたに対してどのように啓示されましたか。
manifested these attributes to you?

How has God

第五日目：ネヘミヤ
9:32~38 を読みましょう。 FIFTH DAY: Read Nehemiah 9:32-38
第五日目
1. ユダヤ人は神に懇願する前に、神について何を認識しましたか。ネヘミヤ 9:32a Before the Jews
made their requests to God, what did they acknowledge about Him? Nehemiah 9:32a

a. 彼らが願いをリクエストする前に、神の力を認識することはなぜ重要だったのですか。
was it important to acknowledge the power of God before making their request?

Why

b. 彼らは、彼らの上に降りかかったすべての困難を神にどのように見てほしかったのですか。32
節 In what way did they want God to view all the trouble that had come upon them? verse 32b

c.

アッシリヤの王の時代から今日まで、その困難にはだれが含まれていたのですか。32 節 c Who
was included in the trouble, from the days of the kings of Assyria until this day? verse 32c
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2. ネヘミヤ 9:33 で、ユダヤ人はどんな重要な告白をしましたか。What significant confession did the
Jews make in Nehemiah 9:33?

3. 彼 ら の 指 導 者 達 に つ い て 、 さ ら に 彼 ら が 告 白 し た こ と を 見 ま し ょ う 。
confessions they made about their leaders:

Cite the additional

a. ネヘミヤ Nehemiah 9:34

b. ネヘミヤ Nehemiah 9:35

4. ネヘミヤ 9:36､37 で、ユダヤ人の現在の状況に関する悲しみを観察しましょう。次のことについて語
られたことを書き留めましょう。Observe the sorrow of the Jews over their present circumstances in
Nehemiah 9:36,37. Note what was said about:
a. 彼ら自身 themselves

b. 彼らの土地 their land

5. これらすべてのことは彼らに何をさせましたか。ネヘミヤ 9:38 から答えましょう。 What did all this
cause them to do? Answer from Nehemiah 9:38.

6. 第一コリント 10:11 によると、今日、なぜイスラエルの歴史は私たちのために重要なのですか。
According to 1 Corinthians 10:11, why is Israel’s history important for us today?

a. 彼らの歴史から、あなたは何を学びましたか。
history?

What lesson have you learned from their
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第六日目：復習
SIXTH DAY: Review
第六日目
1. 次の事柄について意見を述べることによって、今週の学びに応答しましょう。
week’s lesson by writing a comment about:

Respond to this

a. 神の御名 The name of God

b. 神のいつくしみ The goodness of God

c.

神の真実 The faithfulness of God

d. 神の救出 The deliverance of God

e. 神のあわれみ The mercy of God

f.

神の忍耐 The patience of God

g. 神の恵み The grace of God

h. 神の祝福 The blessing of God

2. 今週あなたのレッスンを通して、神はあなたにどのようにミニスターされましたか。
God minister to you this week through your lesson?

How did

すべての祝福と賛美を超える Blessed be Your glorious name,
あなたの栄光の御名はほむべきかな！ Which is exalted above all blessing and praise!
ただ、あなただけが主です。You alone are the LORD.
ネヘミヤ Nehemiah 9:5b,6a
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ネヘミヤ書
ネヘミヤ書 NEHEMIAH
10~12 章 Chapters 10-12
第八課 Lesson 8

第一日目：復習と概観
FIRST DAY: Review and Overview
第一日目
1. ネヘミヤ９章から、あなたはどんなインスピレーションを受けましたか。What inspiration did you
receive from Nehemiah 9?

2.エルサレムの城壁が堅固に確立され、再建されて、民は共に集まり、神への献身を再確認しました。
エルサレムの城壁を奉献した時に、彼らは彼らの契約を承認して神への誓いを新たにし、喜びまし
た。エルサレムにいた人々の誓約や約束、また喜びに注意しながら、ネヘミヤ 10~12 章を読みまし
ょう。下記の箇所に題名をつけましょう。Having firmly re-established and rebuilt the wall of
Jerusalem, the people gathered together to reaffirm their commitment to God. They ratified their
covenant, renewed their pledge to God and rejoiced as they dedicated the walls of Jerusalem. Read
Nehemiah chapters 10-12 noting the pledge, promise and joy of those in Jerusalem. Write a title for
the sections below:
a. ネヘミヤ Nehemiah 10:1(2-27)28-39

b. ネヘミヤ Nehemiah 11:1-3(4-36)

c.

ネヘミヤ Nehemiah 12:(1-26)31-43

d. ネヘミヤ Nehemiah 12:44-47

3. 今週、主が、みことばのあなたの学びを祝福してくださるよう願うために、しばらく時間を取りま
しょう。Take a moment to ask the Lord to bless your study of His Word this week.

こうして、彼らはその日、数多くのいけにえをささげて喜び歌った。
Also that day they offered great sacrifices, and rejoiced,

神が彼らを大いに喜ばせてくださったからである。
for God had made them rejoice with great joy ...
ネヘミヤ Nehemiah 12:43
©2010 Calvary Chapel Joyful Life Women’s Ministries – 3800 S. Fairview Rd., Santa Ana, CA 92704. Printed in the USA.

第二日目
第二日目：ネヘミヤ 10:1(2~27)28~39 を読みましょう。SECOND DAY: Read Nehemiah 10:1(2-27)28-39
1. 書類（盟約）に印を押した人で､最初にあげられているのはだれでしたか。ネヘミヤ 10:1
Who was the first person listed who placed their seal on the document (covenant)? Nehemiah 10:1

2. 盟約に印を押した人々の立場をいくつかあげましょう。List a few of the positions of those who placed
their seal on the document:

a. ネヘミヤ Nehemiah 10:8
b. ネヘミヤ Nehemiah 10:9
c.

ネヘミヤ Nehemiah 10:14

d. ネヘミヤ Nehemiah 10:28
3. 神の律法の方へ自らを区別した人々を描写しましょう。ネヘミヤ 10:28
Describe those who separated themselves to the Law of God. Nehemiah 10:28b

4. 彼らが呪いと誓いに加わるために、親類の優れた人々（兄弟や貴族）に加わったことを記録するため
にネヘミヤ 10:29 を用いましょう。Use Nehemiah 10:29 to record what they joined with their brethren,
their nobles to do with a curse and an oath.

a. 以下から彼らが何をしないように約束したかを書き留めましょう。Note what they promised not
to do from:
(1.)

ネヘミヤ Nehemiah 10:30

(2.)

ネヘミヤ Nehemiah 10:31

5. 旧い契約の主要部分は、神の宮を中心に展開しました。神の宮はネヘミヤ 10:32~39 の中で９回出て
きます。そして、それは再建された神殿のことを指しています。彼らが自分たちの契約を新たにし
たとき、ユダヤ人たちは、私たちの神の宮をなおざりにしないと約束しました。（ネヘミヤ 10:39）
神の宮の奉仕、もしくは仕事のために彼らが約束したことを要約するために、次の聖句を用いまし
ょう。A central part of the old covenant revolved around the house of God. The house of God is
mentioned nine times in Nehemiah 10:32-39 and refers to the rebuilt temple. As they renewed their
covenant, the Jews promised to not neglect the house of our God (Nehemiah 10:39). Use the following
verses to summarize what they promised to do for the service or work of the house of God:
a. ネヘミヤ Nehemiah 10:32-34

b. ネヘミヤ Nehemiah 10:35-37

c.

ネヘミヤ Nehemiah 10:38,39
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6. 民が神と交わした契約のどんな局面が、もっともあなたの目に留まりますか。それはなぜですか。
What aspect of the people's covenant with God stands out to you the most? Why?

a. 私たちはキリストのうちにあって、新しい契約のもとにいます。ヘブル 12:24 から新しい契約を
説明しましょう。We are under the new covenant in Christ. Describe the new covenant from
Hebrews 12:24.

b. 新しい契約のゆえに、どんな力が私たちにあるのですか。ローマ 6:14 参照 What power is ours
because of the new covenant? See Romans 6:14.

c.

イエスの契約を熟考し、そのゆえにイエスに感謝する時間を取りましょう。ここにあなたの感謝
の思いを書きましょう。Take a moment to ponder the covenant of Jesus and thank Him for it.
Write your thanksgiving here.

第三日目：ネヘミヤ
11:1~3(4~36)を読みましょう。
第三日目

THIRD DAY: Read Nehemiah 11:1-3(4-36)

1. ネヘミヤ 11:1a によると、誰がエルサレムに住んでいたのですか。Who dwelt at Jerusalem according
to Nehemiah 11:1a?

a. 聖なる都のうちに住む人を決めるために何が行なわれましたか。ネヘミヤ 11:1 What was done
to decide who would live inside the holy city? Nehemiah 11:1b

b. なぜ、指導者達よりも、民にとってエルサレム内に住むことが重要だったのだとあなたは思いま
すか。Why do you think it was important for more people than the leaders to live inside
Jerusalem?

2. エルサレムに住もうとする人々の態度はどんなものでしたか。ネヘミヤ 11:2 What was the attitude
of those who would dwell in Jerusalem? Nehemiah 11:2

a. エルサレムに住むことになった人々を、民はどのように励ましましたか。How did the people
encourage those who were to live in Jerusalem?

b. 自らを主に献身した人々に対して、あなたはどのように励ましとなることができますか。How
can you be an encouragement to those who commit themselves to the Lord?
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3. ネヘミヤ 11:3 でネヘミヤが挙げた名前は、エルサレムに住んだこの州のかしらたちを表しています。
この情報を含めて、ネヘミヤは彼らのうちの幾人かについての特別な賞賛を書き、他の人々の特別な任
務について述べました。以下からこのことを書きましょう。In Nehemiah 11:3 Nehemiah indicated that
the names he listed were the heads of the province who dwelt in Jerusalem.
Included in this information
Nehemiah wrote a special commendation about a few of them and mentioned a specific assignment of others.
Note this from:

a. ネヘミヤ Nehemiah 11:6

b. ネヘミヤ Nehemiah 11:11b,12a

c.

ネヘミヤ Nehemiah 11:14

d. ネヘミヤ Nehemiah 11:16

e. ネヘミヤ Nehemiah 11:17

f.

ネヘミヤ Nehemiah 11:19

g. ネヘミヤ Nehemiah 11:22

h. ネヘミヤ Nehemiah 11:24

4.この章は、主がどこにあなたを置こうとも主に仕えることについて何をあなたに示唆していますか。
あなたの答えの助けに、第一コリント 4:2 も参照しましょう。What does this chapter suggest to you
about serving the Lord wherever He has placed you? See also 1 Corinthians 4:2 to help with your
answer.

a. あなたは主にどのように仕えていますか。How are you serving the Lord?

第四日目：ネヘミヤ
12(1~26)27~43 を読みましょう。FOURTH DAY: Read Nehemiah 12:(1-26)27-43
第四日目
1. エルサレムの城壁の奉献式のために、誰が捜し出されましたか。ネヘミヤ 12:27 Who was sought out
for the dedication of the wall of Jerusalem? Nehemiah 12:27

a. なぜ、彼らの出席が重要だったのですか。第一歴代誌 6(16)31､32 Why was their presence
important? 1 Chronicles 6:(16)31,32

b. 彼らのお祝いにおける彼らの態度や行動を描写しましょう。27 節
activity in their celebration. verse 27b

Describe their attitude and
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2. 歌うたいたちはどこからやってきましたか。ネヘミヤ 12:28､29 From where did the singers come?
Nehemiah 12:28,29

3. 歌うたいの息子たちが共に集まって来たとき、祭司たちやレビ人たちは何を行ないましたか。ネヘ
ミヤ 12:30 から答えましょう。 As the sons of the singers gathered together, what did the priests and the
Levites do? Answer from Nehemiah 12:30b.

a. なぜ、きよめは彼らのお祝いに必須だったのだとあなたは思いますか。Why do you think
purification was essential to their celebration?

4. 以下から、お祝いのためのネヘミヤの計画を要約しましょう。Summarize Nehemiah's plan for the
celebration from:
a. ネヘミヤ Nehemiah 12:31-37

(1.)

楽器はどこから来ましたか。ネヘミヤ 12:36 Where were the musical instruments from?
Nehemiah 12:36b

(2.)

だれが第一聖歌隊を導きましたか。ネヘミヤ 12:36 Who led the first choir? Nehemiah
12:36c

b. ネヘミヤ Nehemiah 12:38(39)40,42b

(1.)

第二聖歌隊とともにいたのはだれでしたか。 ネヘミヤ 12:38 Who was with the second
choir? Nehemiah 12:38

5. ネヘミヤ 4:3 の城壁に対するトビヤのあざけりと、ネヘミヤ 12:31～40 に見られる場面とを対比し
ましょう。神は、トビヤの陰惨な予測の誤りをどのように立証しましたか。Contrast Tobiah’s
mockery of the wall in Nehemiah 4:3 with the scene found in Nehemiah 12:31-40. How did God
disprove Tobiah's dire prediction?

6. こ の 聖 歌 隊 の 目 的 を 説 明 す る た め に 、 ネ ヘ ミ ヤ 12:40 と 詩 篇 100:4 と を 用 い ま し ょ う 。 Use
Nehemiah 12:40a and Psalm 100:4 to describe the purpose of the choir.

a. なぜ、感謝をささげることはお祝いには欠かせないのですか。Why is thanksgiving essential to
celebration?
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7. 彼らはその日、さらにどんなことをしましたか。ネヘミヤ 12:43a から答えましょう。What more
did they do that day? Answer from Nehemiah 12:43a.

a. なぜ彼らは大いに喜んだのですか。43b 節 Why did they rejoice with great joy? verse 43b

b. 他のだれがまた喜んだかを書きましょう。43c 節 Note who also rejoiced. verse 43c

c.

彼らの喜びの結果はどんなものでしたか。43d 節 What was the effect of their joy? verse 43d

d. 詩篇 16:11、イザヤ 12:3、ヨハネ 15:11 から、あなたの喜びの源について意見を述べましょう。
Comment on the source of your joy from Psalm 16:11, Isaiah 12:3, John 15:11.

(1.)

あなたは自分の喜びをどのように分かち合いますか。How will you share your joy?

第五日目：ネヘミヤ
第五日目
12:44~47 を読みましょう。

FIFTH DAY: Read Nehemiah 12:44-47

1. ネヘミヤ 12:44a によると、ある人々は何をするように任命されましたか。According to Nehemiah
12:44a what were some appointed to do?

a. 奉納物、初物や十分の一はどこから来ましたか。44b 節 Where did the offerings, the firstfruits and
the tithes come from? verse 44b

b. だれがこれらの奉納物を受け取り、またそれはなぜだったのですか。44c 節（第一テサロニケ
5:12 ､ 13 も 参 照 ） Who was to receive these offerings and why? verse 44c
(See also 1
Thessalonians 5:12,13.)

c.

ユダ人はどんな態度でささげましたか。44d 節 With what attitude did the people of Judah give?
verse 44d

(1.)

ガラテヤ 6:6 によると、なぜこれは良い態度だったのですか。According to Galatians 6:6
why was this a good attitude?
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2. ネヘミヤ 12:45 で、ネヘミヤは 歌うたいや門衛たち について何を断言しましたか。What did
Nehemiah declare about the singers and gatekeepers in Nehemiah 12:45?

a. 歌うたいや門衛たちの任務やダビデとその子ソロモンの命令に光をあてるために、第一歴代誌
23:1～6 を読みましょう。あなたには何が見えますか。To shed light on the singers and
gatekeepers’ charge and the command of David and Solomon his son read 1 Chronicles 23:1-6. What
do you see?
b. ネヘミヤ 12:46 で、ネヘミヤはダビデとアサフについてさらに何を語りましたか。What more
did Nehemiah say about David and Asaph in Nehemiah 12:46?

(1.)

c.

46b 節によると、歌うたいのかしらたちにはどんな特別なミニストリーがありましたか。
According to verse 46b what special ministry did the chief singers have?

ネヘミヤにとって、歌うたいのかしらたちのミニストリーを再び確立することは、なぜそれほど
重要だったのだとあなたは思いますか。Why do you suppose it was so important to Nehemiah
to re-establish the ministry of the chief singers?

3. ゼルバベルとネヘミヤの時代に、イスラエルが次の人々をどのように支えたかを記録するために、
ネヘミヤ 12:47 を用いましょう。Use Nehemiah 12:47 to record how Israel supported the following
people in the days of Zerubbabel and Nehemiah:
a. 歌うたいたち

singers

b. 門衛 gatekeepers

c.

レビ人 Levites

d. このことはどのように、民数記 18:21 に記された神の律法に従うことになるのですか。How did
this comply with the Law of God recorded in Numbers 18:21?

4. この奉献式のお祝いに、また何世紀にも渡って今日の私たちの礼拝にまで与えたダビデの力強い影
響について考えましょう。あなたの考えを分かち合いましょう。Think about the powerful influence
David had on this dedication celebration so many centuries later and even to our worship today.
Share your thoughts.
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第六日目：復習
第六日目

SIXTH DAY: Review

1. 今週のレッスンに応答して、以下の事柄について意見を述べましょう。In response to this week’s
lesson write a comment about the:
a. 契約を再び一新する

Renewal of the covenant

b. 神への再献身 Recommitment to God

c.

エルサレムへの再定住 Resettlement in Jerusalem

d. 城壁を喜ぶ Rejoicing over the wall

e. 神のしもべの役割 Role of God’s servants

f.

歌うたいたちの報酬 Remuneration of singers

2. 個人的に、あなたは感謝をささげることからどのように益を得ますか。How do you personally
benefit from thanksgiving?

3. 賛美を一曲歌うか、あなたの喜びや主への感謝を表現する文章を書くことによって、今週のレッス
ンを完成しましょう。Complete your lesson this week by singing a song of praise or writing a
sentence expressing your joy and thanksgiving to the Lord.

喜びをもって主に仕えよ。Serve the Lord with gladness;
喜び歌いつつ御前に来たれ。come before His presence with singing.
詩篇 Psalm 100:2
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ネヘミヤ記
ネヘミヤ記 NEHEMIAH
１３章
１３章 Chapter 13
第九課 Lesson 9
第一日目：
第一日目：復習と
復習と概観 FIRST DAY: Review and Overview
1. ネヘミヤ 10~12 についての先週のレッスン及び講義は、あなたに何をミニスターしましたか。What
ministered to you from last week’s lesson or lecture on Nehemiah 10-12?

2. 霊的復興の真のテストは、それが継続する効果を及ぼしているかということです。ネヘミヤはユダ
の民を守る働きに彼の人生のうちの十二年間を費やしました。その間、彼は労し、報酬なしに仕え、
脅され、非難されましたが、城壁の再建と神の律法の実践を確立することに成功しました。数年後
にエルサレムに戻ってみると、民が彼らの古いやり方に再び戻ってしまっているのを彼は見つけま
した。ネヘミヤの痛々しい発見に注意しながら 13 章を読みましょう。下記のそれぞれの箇所に題名
をつけましょう。The true test of spiritual revival is: Does it have a lasting effect? Nehemiah had
spent twelve years of his life working to secure the people of Judah. During that time he had
labored, served without wages, been threatened and reproached; yet, he had been successful in
rebuilding the walls and establishing the practice of God’s law. Returning to Jerusalem years later he
found that the people had fallen back into their old ways. Read Chapter 13 noting Nehemiah’s
painful discoveries. Provide a title for each section below:
a. ネヘミヤ Nehemiah 13:1-5
b. ネヘミヤ Nehemiah 13:6-14
c.

ネヘミヤ Nehemiah 13:15-22

d. ネヘミヤ Nehemiah 13:23-31

3. ネヘミヤは祈りの人でした。多くの場合、ネヘミヤの祈りは率直で単純、簡潔でした。あなたの学
びのための祈りを書くことによって、彼の模範に倣（なら）いましょう。Nehemiah was a man of
prayer. Many times his prayers were straightforward, simple and succinct. Follow his example by
writing a prayer for your study.

私の神。あなたの大きなあわれみによって、
Remember me, O my God,

どうか、私を覚えていてください。
… according to the greatness of Your mercy!
ネヘミヤ Nehemiah 13:22c（英欽定訳／訳者翻訳）
©2010 Calvary Chapel Joyful Life Women’s Ministries – 3800 S. Fairview Rd., Santa Ana, CA 92704. Printed in the USA.

第二日目：ネヘミヤ
13:1~5 を読みましょう。 SECOND DAY: Read Nehemiah 13:1-5
第二日目
1. その日に何が起ったかを描写するために、ネヘミヤ 13:1a を用いましょう。Use Nehemiah 13:1a to
describe what happened on that day.

a. 彼らがモーセの書を朗読した時に何が見つかったのですか。ネヘミヤ 13:1b
when they read from the Book of Moses? Nehemiah 13:1b

What was found

(1.)

ユダは、ネヘミヤ 10:30 での誓いをどのように破ってしまったのですか。How had Judah
broken the vow they made in Nehemiah 10:30?

(2.)

ネヘミヤ 13:2 によると、なぜアモン人とモアブ人は神の集会に加わることが許されていな
か っ た の で す か 。 According to Nehemiah 13:2 why were no Ammonites or Moabites
permitted to come into the assembly of God?

(3.)

しかし、神はどうされたのですか。2c 節 However, what did God do? verse 2c

(a.) 申命記 23：(3､4)5 によると、なぜ神はこれを行なわれたのですか。 According
Deuteronomy 23:(3,4)5b, why had God done this?

to

(b.) あなたはどんな呪い（問題または試練）を、神に祝福へと変えていただきたいですか。
What curses (troubles or trials) do you want God to turn to a blessing?

b. 彼らは以前、どのように律法のことばに反応しましたか。ネヘミヤ 8:9How had they previously
reacted to the reading of the Law? Nehemiah 8:9

(1.)

アモン人とモアブ人が集会に加わるためには、国籍を廃棄して、異教の神々を放棄し、イ
スラエルの神だけに忠実にならなければなりませんでした。ルツ 1:16､17 によると、モア
ブ人の女性であったルツはどのようにこれを行ないましたか。For an Ammonite or Moabite
to enter the assembly they had to denounce their nationality, renounce their pagan gods and
adhere to the God of Israel alone. How did Ruth the Moabitess do this according to Ruth
1:16,17?

c.

民が律法を聞いたとき、行なったことを記録しましょう。ネヘミヤ 13:3
people did when they had heard the Law. Nehemiah 13:3

Record

what

the
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2. これより以前、祭司エルヤシブは何を行なっていたのですか。ネヘミヤ 13:4､5 から答えましょう。
Now before this, what had Eliashib the priest done? Answer from Nehemiah 13:4,5.

a. ネヘミヤ 3:1 からエルヤシブの素性と、ネヘミヤ 2:10､19; 4:3､7､8; 6:19 からトビヤの素性を読み
ましょう。なぜこの親しい関係は賢明ではなかったのですか。第一コリント 15:33 も参照 Read
the background on Eliashib from Nehemiah 3:1 and Tobiah from Nehemiah 2:10,19; 4:3,7,8 and
6:19. Why was this alliance unwise? See also 1 Corinthians 15:33.

b. この大きな部屋のもともとの目的は何だったのですか。そしてそこから支給される恩恵を受けて
いたのはだれでしたか。ネヘミヤ 13:5 What was the intended purpose for this large room and
who would benefit from its provisions? Nehemiah 13:5

3. ネヘミヤ 12:44､47 の備品を納める部屋のための指示と、ネヘミヤ 13:4､5 を対比しましょう。5 節に
ある事態の何が間違いなのですか。Contrast the directives for the rooms of the storehouse in Nehemiah
12:44,47 with Nehemiah 13:4,5. What is wrong with the picture in verse 5?

a. このことは、エルヤシブがトビヤと親しい関係になったときに彼が下した決定に、どのように関
連していますか。（ネヘミヤ 13:4）How is this linked to Eliashib’s decision when he allied
himself with Tobiah (Nehemiah 13:4b)?

4. ユダの民は彼ら自身をアモン人とモアブ人から切り離す必要がありました。神殿の納屋はレビ人の
備品のために別にとっておく必要がありました。同じように、あなたの生活はなぜ、この世から別
にされる必要があるのですか。第二コリント 6:17 と第一ヨハネ 2:15~17 参照
The people of Judah needed to separate themselves from the Ammonites and Moabites. The temple
storerooms needed to be separated for the provision of the Levites. In the same way, why does your life
need to be separated from the world? See 2 Corinthians 6:17 and 1 John 2:15-17.

第三日目：ネヘミヤ
13:6~14 を読みましょう。THIRD DAY: Read Nehemiah 13:6-14
第三日目
1. ネヘミヤはその間どこにいたのですか。ネヘミヤ 13:6
Nehemiah 13:6

Where was Nehemiah during all this?

2. ネヘミヤがエルサレムにやって来たとき、発見したことを書き留めましょう。ネヘミヤ 13:7。Note
what Nehemiah discovered when he came to Jerusalem. Nehemiah 13:7
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a. 下記からこの状況に関するネヘミヤの態度や行動を確認しましょう。Identify Nehemiah’s
attitude and action concerning this situation from:
(1.)

ネヘミヤ Nehemiah 13:8

(2.)

ネヘミヤ Nehemiah 13:9

b. ネヘミヤの行動とマタイ 21:12 のイエスの行動とを比較しましょう。あなたには何が見えますか。
Compare Nehemiah’s actions with Jesus’ actions in Matthew 21:12. What do you see?

(1.)

彼らの行動がそれほど熱烈だったのは、なぜだとあなたは思いますか。Why do you
suppose their actions were so passionate?

(2.)

このことはあなたの心について、どのようにあなたに語りますか。第一コリント 6:19 参照
How does this speak to you about your heart? See 1 Corinthians 6:19.

3. ネヘミヤは、レビ人や歌うたい達について他のことにも気づきました。それは何でしたか。ネヘミ
ヤ 13:10 Nehemiah realized something else about the Levites and the singers. What was it? Nehemiah
13:10

a. ネヘミヤはこの問題をどのように取り扱いましたか。ネヘミヤ 13:11How did Nehemiah handle
this issue? Nehemiah 13:11

b. 結果として何が起りましたか。ネヘミヤ 13:12 What happened as a result? Nehemiah 13:12

c.

ネヘミヤは納屋をどのように守りましたか。ネヘミヤ 13:13 How did Nehemiah safeguard the
storehouse? Nehemiah 13:13

(1.)

何が、これらの人たちにこの 任務 のための資格を与えましたか。13c 節 What qualified
these men for this task? verse 13c

(a.)

これについて第一コリント 4:2 が言っていることを記録しましょう。Record what 1
Corinthians 4:2 says about this.

d. ネヘミヤ 10:32~39 によると、民は彼らの誓いをどのように破りましたか。 According to
Nehemiah 10:32-39, how had the people broken their covenant?
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4. ネヘミヤ 13:14 は、この章に出て来る彼の四つの祈りのうちの最初のものを記録しています。ネヘ
ミヤは神に何をしていただくようお願いしましたか。Nehemiah 13:14 records the first of four prayers of
Nehemiah in this chapter. What did Nehemiah ask God to do?

a. あなたは神にどのように覚えられたいと思いますか。 How do you want God to remember you?

5. レビ人のためにとっておかれるべきだった納屋が、トビヤにあてがわれていました。私たちは自分
たちの心がイエスのためにとっておかれていることをどのように確実にすることができますか。The
storehouse that was to be reserved for the Levites had been appropriated for Tobiah. How can we
ensure that our hearts are reserved for Jesus?

第四日目：ネヘミヤ
13:15~22 を読みましょう。 FOURTH DAY: Read Nehemiah 13:15-22
第四日目
1. 再びネヘミヤは、ユダで起っていたもう一つの深刻な問題に直面させられました。下記から、安息
日に 何が起っていたかを要約しましょう。Once again Nehemiah was confronted with another
serious problem happening in Judah. Summarize what was occurring on the Sabbath according to:
a. ネヘミヤ Nehemiah 13:15a

(1.)

このことはどのように、彼らがネヘミヤ 10:31 で誓ったことを犯したことになるのですか。
How was this a violation of the covenant they made in Nehemiah 10:31?

(2.)

ネヘミヤ 13:15d では、ネヘミヤが何を行なったと言っていますか。What does Nehemiah
13:15d say Nehemiah had done?

b. ネヘミヤ Nehemiah 13:16

2. ネヘミヤはだれと論争して、何と語りましたか。ネヘミヤ 13:17､18 から答えましょう。Who did
Nehemiah contend with and what did he say? Answer from Nehemiah 13:17,18.

a. 父祖の失敗は 貴族たち（おもだった人々） にどんな影響を及ぼすべきだったのですか。What
affect should their fathers’ failure have had on the nobles?

(1.)

これらの出来事は、今日の私たちにどのように警告となりますか。第一コリント 10:11 参
照。How are these events a warning to us today? See 1 Corinthians 10:11.

3. 安息日を汚すという問題を正すために、ネヘミヤはどんな行動を取りましたか。ネヘミヤ 13:19
What action did Nehemiah take to correct the problem of profaning the Sabbath? Nehemiah 13:19
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a. 次いで、起こった結果を以下から書き留めましょう。Follow and note the outcome from:
(1.)

ネヘミヤ Nehemiah 13:20

(2.)

ネヘミヤ Nehemiah 13:21b

4. ネヘミヤ 13:22a から、レビ人に対するネヘミヤの命令を要約しましょう。Summarize Nehemiah’s
commands to the Levites from Nehemiah 13:22a.

5. 族長たちには安息日を守るようには要求されていませんでしたが、それはイスラエル国家と神との
契約の一部でした。（出エジプト 20:8~11）出エジプト 20:11 によると、なぜ安息日はイスラエルに
よって守られるべきだったのですか。Although the Sabbath was not a required observance of the
Patriarchs, it was part of God’s covenant with the nation of Israel (Exodus 20:8-11). According to
Exodus 20:11 why was it to be observed by Israel?

a. マルコ 2:27､28 で、イエスは安息日について何と言われましたか。What did Jesus say about the
Sabbath in Mark 2:27,28?

b. 安息日は、クリスチャンがイエスにあって持つ安息の象徴でした。ヘブル 4:3a によると、私た
ちはどのように安息に入るのですか。The Sabbath was symbolic of the rest that Christians have in
Jesus. According to Hebrews 4:3a, how do we enter that rest?

6. ネヘミヤはこの問題を取り扱ったあと、何と祈りましたか。ネヘミヤ 13:22b
pray after he dealt with this issue? Nehemiah 13:22b

What did Nehemiah

a. 下記の聖句を用いて、 神の大いなるいつくしみ（あわれみ） を短く説明しましょう。Briefly
describe the greatness of God’s mercy using the scriptures below:
(1.)

詩篇 Psalm 86:5

(2.)

詩篇 Psalm 100:5

(3.)

詩篇 Psalm 103:11

(4.)

哀歌 Lamentations 3:22,23

(5.)

ミカ書 Micah 7:18

(6.)

エペソ Ephesians 2:4

b. 神がそのあわれみをあなたに対して表してくださった方法を分かち合いましょう。
way God has demonstrated His mercy toward you.

Share a
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第五日目：ネヘミヤ
13:23~31 を読みましょう。
第五日目

FIFTH DAY: Read Nehemiah 13:23-31

1. ネヘミヤ 13:23､24 を用いて、ネヘミヤが詰問する必要のあったもう一つの難問を確認しましょう。
Using Nehemiah 13:23,24 identify another difficult matter Nehemiah needed to address.

a. ネヘミヤ 13:25 から、ネヘミヤの是正の手段を説明しましょう。Describe Nehemiah’s method of
correction from Nehemiah 13:25.

b. この問題は以前、どのように取り扱われましたか。エズラ 10:14 参照。How had this issue been
dealt with before? See Ezra 10:14.

c.

ネヘミヤの行動と、エズラ 9:3 のエズラの行動とを比較しましょう。あなたには何が見えますか。
Compare Nehemiah’s actions with Ezra’s in Ezra 9:3. What do you see?

(1.)

ネヘミヤは、なぜそれほど強く反応したのだとあなたは思いますか。
suppose Nehemiah reacted so strongly?

Why do you

2. ネヘミヤはだれの罪を例に用いましたか。ネヘミヤ 13:26 Whose sin did Nehemiah use as an
example? Nehemiah 13:26

a. この愚行の危険性について意見を述べるために第一列王 11:3~10 を用いましょう。 Use 1 Kings
11:3-10 to comment on the danger of this folly.

b. ネヘミヤ 13:27 では異邦の女性と結婚する罪はどのように描写されていますか。 How was the
sin of marrying pagan women described in Nehemiah 13:27?

3. ネ ヘミヤ 13:28 では、だ れが特に 罪に問わ れ、 ネヘミヤ は彼をど のよ うに扱い ましたか 。In
Nehemiah 13:28 who was especially guilty and how did Nehemiah deal with him?

a. ネヘミヤ 13:29 のネヘミヤの祈りによると、彼らの罪によってどんな害が生じましたか。
According to Nehemiah’s prayer in Nehemiah 13:29, what damage was caused by their sin?

4. ネヘミヤ 10:(29)30 のユダヤ人の強い献身を思い出しましょう。彼らが約束を守れなくさせるように
助長したものは、何でしたか。Recall the Jews’ strong commitment in Nehemiah 10:(29)30. What
could have contributed to their failure to keep their promise?

5. ネヘミヤ 13:30､31 から、ネヘミヤの改革の最後の行動を述べましょう。 Cite Nehemiah’s final
actions of reform from Nehemiah 13:30,31.
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6. ネヘミヤ 13:31b をここにあなたが写すとき、ネヘミヤの最後の祈りをあなた自身のものにしましょ
う。Make Nehemiah’s closing prayer your own as you print Nehemiah 13:31b here.

7. 罪に対して防御を張ることはなぜ重要なのですか。ヨハネ 8:34、ローマ 13:14、第一コリント 5:6 参照。
Why is it important to make safeguards against sin? See John 8:34, Romans 13:14, 1 Corinthians 5:6.

a. あなたはどんな防御を張りましたか。What safeguards have you made?

第六日目：復習
第六日目

SIXTH DAY: Review

1. 次の事柄の対比をすることによって、13 章のあなたの学びを再考しましょう。 Reflect on your
study of Chapter 13 by contrasting the following:
a. 呪いと祝福

Curses and blessings

b. 聖別と妥協

Consecration and compromise

c.

対決と是正

Confrontation and correction

d. ネヘミヤの性格とエルヤシブの性格 Character of Nehemiah and Eliashib

2. ネヘミヤの四つの祈り（ネヘミヤ 13:14､22､29､31）のうち、あなたがもっとも共感するのはどれで
すか。それはなぜですか。Which of the four prayers of Nehemiah (Nehemiah 13:14,22,29,31) do you
identify with the most? Why?

3.ネヘミヤ書の学びによって、あなたがどのように祝福され、豊かにされたかを分かち合いましょう。
Share a way you have been blessed or enriched by the study of the Book of Nehemiah.

私の神よ。どうか私を覚えて、いつくしんでください！
Remember me, O my God, for good!
ネヘミヤ Nehemiah 13:31b
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