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DANIEL

序論と背景 Introduction and Background
Lesson 1
ジョイフルライフ バイブルスタディーへようこそ。今日から私たちはダニエル
書の学びを始めます。チャック牧師は、「ダニエル書は聖書の中でも最もエキサ
イティングな書の一つであり、私が個人的に好きな書の一つでもあります。そし
てその重要さは、けっして過大評価できません。」と書いています。ダニエルの
体験と預言は、主が人類の歴史において働かれている神であることを絶え間なく
啓示しています。Welcome to the Joyful Life Bible Study. Today we begin our
study of Daniel. Pastor Chuck wrote: The Book of Daniel is one of the most exciting
books in the Bible and one of my personal favorites. You can't over estimate its
importance. Daniel's experiences and prophecies continually reveal the Lord as a
God at work in human history.
ダニエル書の学びを通して私たちは、この書が今日の信者のための適用に富んで
いることを発見するでしょう。また、ダニエルの証し、すなわち一人の義なるユ
ダヤ人がバビロニア帝国による捕囚の下で生きることが、この 21 世紀の私たち
にとても関連していることなどがわかります。世俗的な世界のまっただ中で、ダ
ニエルは霊的に堅実な人生を生きました。ダニエルはすべての信者に、異教の文
化の中で霊的に生き残り、栄えて（成長して）行くための模範を与えてくれます。
Through our study of Daniel we will discover that it is rich in application for
believers today. We will find the testimony of Daniel, a righteous Jewish man,
living under the captivity of the Babylonian empire, very relevant to us in this
21st Century. In the midst of a secular world Daniel lived a life of spiritual
integrity. Daniel presents to every believer an example of how to survive and
thrive spiritually in a heathen culture.
この驚異的な書は、信者が永遠の展望をもって毎日を生きるための力強い誘因を
含んでいます。この学びを通して私たちは主のために生き、間近な主の再臨に備
え る た め の 刺 激 と 動 機 を 見 つ け る こ と で し ょ う 。 This extraordinary book
contains powerful incentives for believers to live every day with an eternal
perspective. Through this study we will find inspiration and motivation to live
for the Lord and be ready for His soon return.

自分の神を知る人たちは、…the people that do know their God
堅く立って事を行う。shall be strong, and do exploits.
ダニエル書 Daniel 11:32b
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ダニエル書
ダニエル書の背景 BACKGROUND TO THE BOOK OF DANIEL
著者 AUTHOR:
• ダニエル、神のユダヤ人預言者でバビロンの捕虜 Daniel, a Jewish prophet of God, a captive
in Babylon
書かれた年代
かれた年代と
年代と場所 DATE AND PLACE OF WRITING:
•

紀元前 536 年ごろ Approximately 536 B. C.

•

バビロン Babylon

歴史的背景 HISTORICAL BACKGROUND:
ダニエルは、南ユダ王国の大きな動乱の時代にエルサレムに生まれました。エルサレムは、最
終的には紀元前 586 年に根こそぎに破壊される前、ネブカデネザルによって包囲され襲撃されまし
た。紀元前 605 年のエルサレムの最初の侵略の時、ネブカデネザルは、ユダのうちで何人かの最も
優れた者たちを捕囚として捕らえました。その中に 16 歳ほどだったダニエルがいたのです。ダニエ
ルの仲間には、バビロンの王がシャデラク、メシャク、アベデ・ネゴとそれぞれ名づけた者達も捕
らえられていました。バビロンに連れて来られ、これらの若者たちは、バビロンの文化、文学、言
語における訓練を 3 年間受けました。その間、彼らの神への信仰と献身を崩そうとする、ありとあ
らゆる努力がなされました。注目すべきことに、ダニエルは 70 年間政治家 としてバビロニア帝国
とペルシャ帝国で仕えました。彼の人生を通して、彼の心は堅く神に向けられていました。ダニエ
ルは知恵と啓示、幻、夢、それに主から遣わされた天使の訪問まで受けました。信仰、祈り、勇気、
一貫性、そして献身が、ダニエルの人生を特徴づけています。ダニエルという名は、｢神はさばき
主｣という意味です。Daniel was born in Jerusalem during a time of great upheaval in the Southern
kingdom of Judah. Jerusalem was besieged and then raided by King Nebuchadnezzar before
eventually being leveled in 586 B. C. During the first invasion of Jerusalem in 605 B.C.,
Nebuchadnezzar took captive a number of the choicest people of Judah. In that company was
Daniel, who was about sixteen years of age. Daniel's companions, whom the king of Babylon
named Shadrach, Meshach and Abednego, were also taken captive. Having been carried away to
Babylon, these young men were then trained in the culture, literature and language of Babylon for
three years. During that time every effort was made to break down their faith and devotion to God.
Remarkably Daniel served seventy years as a statesman in the Babylonian and Persian
empires. Throughout his life his heart was steadfast toward God. Daniel received wisdom,
revelations, visions, dreams and even angelic visitations from the Lord. Faith, prayer, courage,
consistency and commitment characterized Daniel’s life. The name Daniel means God is judge.
書かれた目的
かれた目的 PURPOSE FOR WRITING:
ダニエル書のメッセージの主要な焦点は、異邦人の国々と、国外にあった（離散していた）ユ
ダヤ人へと向けられていました。ダニエルは隠されている未来の事柄と、神の力、全世界の国々の
上にある神の主権を明らかにしています。この書は、きれいに二つの部分に分かれます。1－6 章ま
ではほとんどが物語ですが、敬虔な生活のための適用に満ちています。7－12 章は、聖書の中で見
つかる最もわくわくさせられ、注目せずにはいられない預言のいくつかが含まれています。これら
の章の学びは、世界の未来における神の御計画についてのあなたの理解を広げるだけではなく、あ
なた自身の将来を神に信頼するように、あなたの信仰を強めることでしょう。The primary focus of
Daniel’s message was to the Gentile nations and the Jews in exile. Daniel reveals the hidden things
of the future, the power of God and His sovereignty over the all the nations of the world.
This book divides neatly into two sections. Chapters 1-6 are largely narrative, yet filled with
application for godly living. Chapters 7-12 contain some of the most thrilling and compelling
prophecies to be found within the pages of God's Word. A study of these chapters will not only
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expand your understanding of God's plan for the future of the world, it will also fortify your faith to
trust Him for your own future.

第一日目 FIRST DAY: 序論 The Introduction
1. このレッスンの 1 ページの序論を復習しましょう。それは、ダニエル書を学びたいというあな
たの願望にどのように影響しましたか？Review the Introduction on page one of this lesson. In
what way has it affected your desire to study the Book of Daniel?

2. どのフレーズ、文、または考えが特にあなたの注意をとらえましたか？What phrase, sentence
or thought especially captured your attention?

a. なぜですか？Why?

3. ダニエル書の学びに関するあなたの最大の願望を、ここに祈りを書くことで表現しましょう。
Express your greatest desire in relationship to your study of Daniel by writing a prayer here.

神の御名はとこしえからとこしえまで。Blessed be the name of God forever and ever,
知恵と力は神のもの。for wisdom and might are His.
神は、、、知恵を、、、、知識を授けられる。He gives wisdom . . . and knowledge . . .
ダニエル書 Daniel 2:20b,21b NKJV
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第二日目 SECOND DAY: 著者、書かれた年代と場所 Author, Date, and Place of Writing
1. 2 ページの背景の資料から、ダニエルに関しての事実や叙述をひとつかふたつ選び、記録しまし
ょう。Choose and record one or two facts or statements about Daniel from the Background
information on page two.

a. エゼキエル書 14：14，20 で、ダニエルを描写するどんな特徴表現が使われていますか？
What characteristic is used in Ezekiel 14:14,20 to describe Daniel?

選択問題 Optional: あなたは聖書がなぜダニエルの“義”を強調していると思いますか？Why do
you think the Bible emphasizes Daniel’s righteousness?

2. マタイ 24，25 でイエスは、唯一ダニエル書からのみ引用されました。マタイ 24：15 は、ダニ
エルが預言者であり、ダニエル書の著者であるということをどのように確証しますか？In
Matthew 24,25 Jesus quoted exclusively from Daniel. How does Matthew 24:15 confirm that
Daniel was a prophet and the writer of the Book of Daniel?

3. 背景の資料から、書かれた年代と場所を書きましょう。From the Background information write
the Date and Place of Writing.

第三日目 THIRD DAY: 歴史的背景 Historical Background
1. 歴史的背景の資料から、あなたにとって最も印象深いことは何ですか？What stands out the
most to you from the Historical Background information?

a. なぜですか？Why?

2. ３ページの地図で、エルサレムからバビロンに線を引くことで、ダニエルと 3 人の友人達がネ
ブカデネザル王によって捕らえられて来た時の旅路をたどりましょう。On the map located on
page two trace the journey of Daniel and his three friends when they were taken captive by King
Nebuchadnezzar by drawing a line from Jerusalem to Babylon.
a. その旅がどのようなものであったか考えてみましょう。あなたの考えを書きましょう。
Think about what this journey might have been like. Write your thoughts.

上級生用 Advanced Students: 古代バビロン市について調べ、あなたの発見の短いまとめを書きまし
ょう。Research the ancient city of Babylon and write a brief summary of your
findings.
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第四日目 FOURTH DAY: 書かれた目的 Purpose for Writing
1. 2 ページの“書かれた目的”という項目を再度見ましょう。あなたにとって特に目立った考え、
フレーズまたは文を書きましょう。Review the paragraphs under the Purpose for Writing on
page two. Record a thought, phrase or statement that particularly stands out to you.

a. なぜですか？Why?

2. ダニエルがこれを書いた目的を熟考しつつ、あなたはなぜ私たちがこの書を学ぶことが重要だ
と思いますか？Considering Daniel’s purpose in writing, why do you think it is important for us
to study this book?

3. 次のみことばは、ダニエル書の学びについてあなたにどのように語りますか？How does the
following scripture speak to you about the study of Daniel?

聖書はすべて、神の霊感によるもので、All scripture is given by inspiration of God,
教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です。and is profitable for doctrine, for reproof,
それは、神の人が、for correction, for instruction in righteousness:
すべての良い働きのためにふさわしい That the man of God may be perfect,
十分に整えられた者となるためです。throughly furnished unto all good works.
第二テモテ II Timothy 3:16,17

第五日目 FIFTH DAY: ダニエル書 The Book of Daniel
1. このエキサイティングな書は、神の預言のカレンダーの前途に横たわっていることのために私
たちが準備するのを助けてくれます。チャック牧師は次のように言います、「ダニエルの預言
抜きで“ヨハネの黙示録”を理解することはほぼ不可能です。この書（ダニエル書）は、いろ
いろな王国が歴史の中で展開されて行くことだけではなく、その日私たちが見ることになる、
メシアの再臨とまだ未来に横たわる終末の出来事を予言しました。」；
今日、多くの人々
が未来に起こることを気にかけ、その中には質問をしてくる人もいます。そのことを念頭に置
き、ダニエル書の学びは、あなたのクリスチャンの証しにどんな影響を及ぼすと思いますか？
This exciting book will help prepare us for what lies ahead in God's prophetic calendar. Pastor
Chuck says: The Book of Revelation would be almost impossible to understand without the prophecies of
Daniel. The book (Daniel) not only predicted the various kingdoms as they would unfold in history, but it
predicted the coming of the Messiah to the very day, as we will see, and the eschatological events that still
lie in the future. Today many people are concerned about future events and some are even asking
questions. With this in mind what impact could the study of Daniel have on your Christian
witness?
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a. 第一ペテロ３：１５ですべての信者に対して書かれた奨励を書き写しましょう。Print the
exhortation written to all believers in I Peter 3:15.

(1.)

この奨励に対するあなたの応答は何ですか？What is your response to this exhortation?

2. あなたは 1 ページの序論から、ダニエル書に書かれてある内容は信者が永遠を視野において生
きる誘因となるはずである、とあったのを思い出すでしょう。あなたはなぜそれが今日の私た
ちに不可欠であると思いますか？You will recall from the Introduction on page one that the
writings contained in Daniel should motivate believers to live with eternity in view. Why do
you think this is vital for us today?

第六日目 SIXTH DAY: ダニエル書の序論と背景を復習しましょう。Review the Introduction and
Background to the Book of Daniel
1. 1 ページの序論はあなたにどのように語りましたか？In what way has the Introduction on page
one spoken to you?

2. 以下のことに関して、今週の学びからあなたが得た興味深い事実、または発見をひとつ記しま
しょう。Note one interesting fact or discovery you made from this week's study concerning:
a. ダニエル Daniel

b. ダニエル書の背景 The Background to the Book of Daniel

3. あなたは、ダニエル書の学びからどのように益を得ることを期待しますか？How do you expect
to
benefit
from
your
study
of
Daniel?
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ダニエル書
ダニエル書 Daniel 1:1-21
Lesson 2
第一日目 FIRST DAY: 概観と復習 Review and Overview
1. 先週のダニエル書の“序論と背景”の学びから、あなたにとって何が最も興味深かったです
か ？ From last week's Introduction and Background Lesson on the Book of Daniel, what
interested you the most?

2. ダニエルの人生と性格を学ぶにつれて、今週のダニエル書第一章の学びは、私達の思いと心を
捉えることでしょう。ダニエルは何世紀も前に生きていましたが、彼の模範から学ぶ教訓は今
日の私たちに不可欠です。以下の段落を読み、それらに短い題名を付けましょう。This week's
lesson on the first chapter of Daniel will capture our minds and hearts as we study Daniel's life
and character. Although Daniel lived many centuries ago, the lessons we will learn from his
example are essential for us today.
Read the following paragraphs and give a brief title for
each:
a. ダニエル Daniel 1:1,2
b. ダニエル Daniel 1:3-7
c. ダニエル Daniel 1:8-16
d. ダニエル Daniel 1:17-21
3. この学びから最大の益を得るために、あなたのレッスンを祈りで始めましょう。主がみことば
から教えてくださり、学んだことをあなたが生活に適用するのを助けてくださるようにお願い
しましょう。ここに祈りを書きましょう。To benefit the most from this study begin your lesson
with prayer. Ask the Lord to instruct you from His Word and help you apply what you learn to
your life. Write your prayer here.

語ってください、主よ、静けさの中で、Speak, Lord, in the stillness,
私があなたを待つ間、while I wait on Thee;
期待を持ち聞くために、私のこころを静めてください hush my heart to listen in expectancy.
精選-selected
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第二日目 SECOND DAY: ダニエル書 1:1,2 を読みましょう。Read Daniel 1:1,2
1.ダニエル 1:1,2 の序文を読みましょう。主要人物を確認し、この歴史的出来事を要約しましょう。
Read the introductory verses from Daniel 1:1,2. Identify the main characters and summarize this
historical event.

上 級生用 Advanced Students: ネブ カデネ ザルの 簡単な 伝記を書 きまし ょう。 Write a brief
biography of Nebuchadnezzar.

2. ダニエル 1:1,2 と次の第二歴代誌 36:5-7 の旧約聖書の記述 を比較しましょう。あなたが観察した
ことを記しましょう。Compare Daniel 1:1,2 with the following Old Testament account in II
Chronicles 36:5-7. Note your observations.

3. ダニエル 1:2a の“主がユダの王エホヤキム、、、、、を彼の手に渡されたので、”を熟考しま
しょう。イザヤ 39:5-7 で、主は、それが起こるずっと前にそうなさることを予告されていまし
た。それは、主について何をあなたに明らかにしますか？ Consider Daniel 1:2a: And the LORD
gave Jehoiakim king of Judah into his hand. In Isaiah 39:5-7 the Lord foretold that He would do this
long before it happened. What does this reveal about our Lord?

a. それは、神のみことばの中の警告について、あなたにどのように語りますか？How does
this speak to you about the warnings in the Word of God?

第三日目 THIRD DAY: ダニエル書 1:3-7 を読みましょう。Read Daniel 1:3-7
1. ダニエル 1:3-7 は、バビロンのネブカデネザル王の宮廷の中へ、そしてダニエルに突きつけられ
た最初のチャレンジへと私たちを連れて行きます。3-5 節を読みましょう。王の命令とは何でし
たか？３節から答えましょう。Daniel 1:3-7 takes us into the court of king Nebuchadnezzar in
Babylon and to the first challenge that confronted Daniel. Read verses 3-5. What was the king's
order? Answer from verse 3.

a. ４節から、王が要求した者達を描写しましょう。From verse 4 describe the men that the
king required.
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2. これらのヘブル人捕囚たちに関する王の手引きを記録しましょう。5 節
instruction concerning these Hebrew captives. verse 5

Record the king’s

3. ダニエル 1:6 によると、“ユダの子供達（部族／子孫）”の中から誰が選ばれましたか？
According to Daniel 1:6 who among the children of Judah were chosen?

a. ダニエル 1:7 を用いて以下の表を埋めることによって宦官の長がこれらの若者達に付けた名
前に注目しましょう。Note the names the prince of the eunuchs gave to these young men by
filling in the following chart using Daniel 1:7:
ヘブル語の名前 Hebrew name:

バ ビ ロ ニ ア 語 の 新 し い 名 前 New
Babylonian name:

ダニエル Daniel
ハナヌヤ Hananiah
ミシャエル Mishael
アザルヤ Azariah
挑戦問題 Challenge: 彼らの、それぞれの名前のへブル語とバビロニア語の意味を調べて書きましょ
う。Research and give the Hebrew and Babylonian meanings of each of their names.

4. 王の目的は、バビロンの文化と信仰体系に従わせるために、これらの若者達を教え、再養育す
ることでした。従う（順応する／conform）という言葉を定義しましょう。The king’s goal was
to instruct and reprogram these young men in order to bring them into conformity with the
Babylonian culture and belief system. Define the word conform.

a. ローマ 12:1,2 は、この世と同調するのを避けるために、どのように私
私たちを助けますか？
たちを
How does Romans 12:1,2 help us to avoid being conformed to this world?
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第四日目 FOURTH DAY: ダニエル 1:8-16 を読みましょう。Read Daniel 1:8-16
1. これらの 4 人の若者達にとって、それがどのようなものであったかを考えましょう。彼らは、
祖国から何百キロも離れた異国の文化のもとで捕虜として捉えられていました。ダニエル 1:5 の
王の命令に対する、ダニエルの驚くべき反応は何でしたか？ダニエル 1:8 を一言一言書くことで
答えましょう。Think about what it might have been like for these four young men. They were
held captive in a foreign culture, separated from home by hundreds of miles. What was Daniel's
amazing reaction to the king’s order in Daniel 1:5? Answer by writing Daniel 1:8 phrase by
phrase.

a. “心に定め”というフレーズを定義しましょう。Define the phrase purposed in his heart.

b. ダニエルは“自分の身を汚すまい”と決心し、また、心に定めました。そこにはあなたにと
ってのどんな模範がありますか？Daniel resolved or made up his mind that he would not defile
himself. What example is there in this for you?

上級生用 Advanced Students: “王の食物とぶどう酒”は、なぜ、ダニエルと彼の 3 人の友人達を
汚すことになるのだと思いますか？Why would the king's meat and wine have defiled Daniel and
his three friends?

2. ダニエル 1:9 が、ダニエルについて記録していることに注目しましょう。これはどのように、箴
言 16:7 を証言しますか？Notice what Daniel 1:9 records about Daniel. How does this affirm
Proverbs 16:7?

a. これは今日、あなたにどう語りますか？How does this speak to you today?

3. ダニエル 1:10-16 を読みましょう。ダニエル 1:10 によると、宦官の長が恐れていたことは何でし
たか？Read Daniel 1:10-16. According to Daniel 1:10 what was the prince’s fear?

a. ダニエルの、主に対する献身と信仰（傾倒、帰依）は、彼が懇願を訴え出るようにと導きま
した。ダニエルの提案を、11-13 節を用いて要約しましょう。 注：(KJV の)12 節の pulse と
は、野菜の意味。Daniel’s commitment and devotion to the Lord led him to make an appeal.
Summarize Daniel’s proposal using verses 11-13. Note: the word pulse in verse 12 means
vegetables.
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(1.)

彼らがこの十日間の試み(ダニエル 1：14)に同意したあと、その結果はどうなりました
か？15,16 節
After they agreed to this ten-day test (Daniel 1:14), what was the result?
verses 15,16

4. ダニエルはすべての信者にとっての力強い手本です。今日の学びの彼の模範のどんな面が最も
あなたに刺激を与えますか？Daniel is a powerful role model for all believers. What aspect of
his example in today’s study inspires you the most?

第五日目 FIFTH DAY: ダニエル書 1:17-21 を読みましょう。Read Daniel 1:17-21
1. ダニエル 1:17-21 を読みましょう。17 節によると、神はこれらの 4 人の子供達に何を与えました
か？Read Daniel 1:17-21. According to verse 17 what did God give these four children?

2. ダニエル 1:18-20 から、これらの 4 人の信心深い若者たちに何が起きたかを要約しましょう。
Summarize from Daniel 1:18-20 what happened to these four godly young men:
a. 18 節 verse 18

b. 19 節 verse 19

c. 20 節 verse 20

3.ダニエル 1:21 の、“continued（続けた） ”という言葉は、“そこに留まった”という意味です。
ダニエルは、世俗的な環境の中で、彼の残りの人生を神に仕え続けたのです。これはどのよう
に、あなたに刺激を、もしくはチャレンジを与えますか？In Daniel 1:21 the word continued
means remained there. Daniel continued to serve God in a secular environment for the rest of his
life. How does this inspire or challenge you?
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第六日目 SIXTH DAY: ダニエル書 1:1-21 を読みましょう。Review Daniel 1:1-21
1. ダニエル書第 1 章がどのように、主のために聖別されたいと願う動機をあなたに与えたかを分
かち合いましょう。Share a way the first chapter of Daniel motivates you to be set apart for the
Lord.

2. ダニエルは、自分の身を汚すまいと心に定めました。あなたは周りの世界によって身が汚され
ることから自分をどのように守りますか？具体的に。Daniel purposed in his heart that he would not
defile himself… How do you keep from being defiled by the world around you? Be specific.

3. ダニエル書第 1 章から、あなたは主について何を学びましたか？What did you learn about the
Lord from chapter one of Daniel?

4. この学びを通して、何が特にあなたに語りかけましたか？What especially spoke to you through
this study?

一人のダニエルになってみなさい。Dare to be a Daniel.
一人で立ってみなさい！ Dare to stand alone!
一つの目的をしっかりと持ってみなさい！Dare to have a purpose firm!
それを知らせてみなさい。Dare to make it known.
精選-selected
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ダニエル書
ダニエル書 Daniel 2:1-23
Lesson 3
第一日目 FIRST DAY: 復習と概観 Review and Overview
1. 先週のダニエル書 1:1-21 の学びに応答して、以下の文章を完成させましょう。In response to
last week's study of Daniel 1:1-21 complete the following sentence:
ダニエル書第一章は＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿__するように
私を奮起させた。Chapter One of Daniel has inspired me to
.

2. ダニエル書第二章には、ネブカデネザル王を悩ませていた夢のゆえに起こった重大局面の興味
深い記事が記録されています。ダニエル書 2:1-23 を読みましょう。特にあなたの注意を捉える
言葉、フレーズまたは 節を書きましょう。Chapter Two of Daniel records the fascinating
account of a crisis that arose because of King Nebuchadnezzar’s troubling dream. Read Daniel
2:1-23. Write the word, phrase or verse that particularly captures your attention.

3. ダニエルは祈りの人でした。祈りは、私たちが聖書を理解するのに重要不可欠です。少し時間
を取り、ここに祈りを書くことで今週の学びに関するあなたの願望と必要を主に表現しましょ
う。Daniel was a man of prayer. Prayer is essential for our understanding of the Bible. Take a
few moments to express to the Lord your desire and need in relationship to your study this
week by writing your prayer here.

主よ、私に教えてください、私に悟りを与えてください。Teach me, O LORD . . . Give me understanding . . .
私にあなたの仰せの道を踏み行かせてください。Direct me in the path of Your commands,
私はその道を喜んでいますから。for there I find delight.
詩篇 Psalm 119:33a,34a,35 NIV
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第二日目 SECOND DAY: ダニエル書 2:1-9 を読みましょう。Read Daniel 2:1-9
1. ほとんどの聖書解説者が、ダニエル書の第一章と第二章の間には３年の隔たりがあることに同
意しています。ダニエル 2:1 は、ネブカデネザルの治世の第二年に何が起こったと記録していま
すか？Most Bible expositors agree that there was a three year gap between chapter one and two
of the Book of Daniel. What does Daniel 2:1 record happened in the second year of
Nebuchadnezzar's reign?

上級生用 Advanced Students:
ダニエル 1:5 の３年間の養育とダニエル 2:1 の王の第二年目の
治世という部分に見受けられる矛盾を説明しましょう。Explain the seeming
contradiction between the three years of training in Daniel 1:5 and the second
year of the king’s reign in Daniel 2:1.

2. 王の心を騒がせていた夢は、ある珍しい一連の出来事を引き起こしました。ダニエル 2:2-9 を読
み、王と知者達との対話の中に関わっている彼らの感情を感じ取りましょう。２節から、王の
相談相手を確認しましょう。The king's disturbing dream set off an unusual series of events.
Read Daniel 2:2-9 and sense the emotions of those involved in the dialog between the king and
his wise men. Identify the king’s counselors from verse 2.

a. 以下の節から、彼らの会話を短く要約しましょう。Briefly summarize their conversation
from the following verses:
(1.)

ダニエル Daniel 2:2,3

(2.)

ダニエル Daniel 2:4-6 (注意：ダニエルは、ダニエル 2:4 から 7:28 までシリアの古代言
語 であるアラム語で書き、残りをへブル語で書きました。)Note: Beginning with
Daniel 2:4 through 7:28 Daniel wrote in Aramaic,
the ancient language of Syria.
The rest of the book is in Hebrew.)

(3.)

ダニエル Daniel 2:7-9

注意 Note: ここでのカルデヤ人とは、 バビロニア帝国の占星術師であった占い師の類の人々を指し
ま す 。 Chaldeans here refers to a class of soothsayers who were astrologer-priests in the
Babylonian empire.
3. 王の命令は法外でその処罰はあまりにも極端に感じられます。これはネブカデネザル王につい
てあなたに何を示しますか？The king's demands seemed unreasonable and the penalty extreme.
What does this suggest to you about King Nebuchadnezzar?

4. 今日の学びの何があなたにとって最も興味深かったですか？What did you find most interesting
in today’s study?
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第三日目 THIRD DAY: ダニエル書 2:10-13 を読みましょう。Read Daniel 2:10-13
1. ダニエル 2:10-12 を読むことで、ネブカデネザル王と彼の知者達との間の興味深いやり取りを引
き続き追って行きましょう。以下の節から、何が起こったかを説明しましょう。Continue to
follow the intriguing interaction between King Nebuchadnezzar and his wise men by reading
Daniel 2:10-12. Describe what happened according to the following verses:
a. 10 節 verse 10

b. 11 節 verse 11

(1.)

彼らの告白は何を暗示していると思いますか？What does their admission imply?

(a.)

詩篇 135:15-18 は彼らの神々(偶像)についてどのように描写していますか？How
does Psalm 135:15-18 describe their gods (idols)?

c. 12 節 verse 12

2. “バビロンの知者すべて”というフレーズを再度見ましょう。(ダニエル 2:12) ここにダニエル
2:13 を書きながら、王の突然の勅令について考えましょう。Look once more at the phrase all the
wise men in Babylon (Daniel 2:12). Think about the king's alarming decree as you write Daniel 2:13
here.

a. それは以下の人たちにどんな類の反応を引き起こしたと思いますか？What kind of reactions
do you think this could have provoked in:
(1.)

王の知者達 the king’s wise men

(2.)

ダニエルと彼の仲間達 Daniel and his companions

3. 後に、私達はこのレッスンでダニエルがダビデの詩篇を知っていたことがわかります。(ダニエ
ル 2:22 参照) 詩篇 56:3,4 を考慮しながらこのことについて考えましょう。これはダニエルをど
のように励ましたでしょうか？Later on in this lesson we will discover that Daniel knew the
psalms of David (see Daniel 2:22). Think of this in the light of Psalm 56:3,4. How would this
have encouraged him?

a. これはあなたをどのように励ましますか？How does this encourage you?
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第四日目 FOURTH DAY: ダニエル 2:14-18 を読みましょう。Read Daniel 2:14-18
1. ダニエル 2:14-16 は、ダニエルがこの大変な要所でこの場面に登場したことを示しています。以
下の節は、ダニエルについて、またこの命を脅かす状況に対する彼の反応について何と述べて
いますか？Daniel 2:14-16 indicates it was at this strategic point that Daniel entered the scene.
What do the following verses say about Daniel and his reaction to this life-threatening situation:
a. 14 節 verse 14

b. 15 節 verse 15

c. 16 節 verse 16

2. 王の命令に対してダニエルはどんな行動を取りましたか？ダニエル 2:17,18 から答えましょう。
What action did Daniel take in response to the king’s decree? Answer from Daniel 2:17,18.

a. 彼が願い求めたことをここに書きましょう。Write his requests here.

b. 彼はあなたにとってどのように模範となりますか？How is he an example for you?

選択問題 Optional: あなたが困難な状況にあって、とりなしてもらうように他の人に頼んだ時のこ
とを考えましょう。そのときの結果をグループで短く分かち合いましょう。Think of a
time when you called upon others to intercede in a difficult situation. Briefly share the
outcome with your group.

3. ダニエル 2:18 のダニエルの具体的な願いに注目しましょう。これは、あなたの祈りのリクエス
トについてあなたにどのように語りますか？Notice Daniel’s specific requests in Daniel 2:18.
How does this speak to you about your prayer requests?
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第五日目 FIFTH DAY: ダニエル 2:19-23 を読みましょう。Read Daniel 2:19-23
1. 今日の私達の学びは、この書の中で見られる最もすばらしい賛美と感謝の表現のうちの一つに
焦点を置きます。ダニエル 2:19a から、ダニエルはなぜ賛美に満ちていたのですか？Our study
today centers on one of the most outstanding expressions of praise and thanksgiving found in
this book. From Daniel 2:19a why was Daniel filled with praise?

a. それから、ダニエルはどうしましたか？19 節ｂ Then what did Daniel do? verse 19b

(1.)

神があなたの祈りに答えられたとき、あなたはどうしますか？What do you do when
God answers your prayer?

2. ダニエル 2:20-22 のダニエルの賛美の詩篇を黙想しましょう。以下の節から、ダニエルの賛美の
宣言のいくつかを記録しましょう。Meditate on Daniel's psalm of praise in Daniel 2:20-22.
Record a few of Daniel's declarations of praise from:
a. 20 節ｂ verse 20b

b. 21 節

verse 21

c. 22 節

verse 22

3. 次のチャック牧師のことばの引用に注目しましょう 。「神が彼らの祈りに答えられたことへの

感謝を表してダニエルが賛美の歌を書いたとき、私達は、神がなぜ彼をそのような力ある方法
によって用いることができ、またなぜこの若者にこれほどの知恵があったのかという洞察を得
ます。この短い詩篇の中で、ダニエルは最低 15 箇所の聖句を引用しています。彼は創世記、出
エジプト記、第二歴代誌、ヨブ記、詩篇から数回、そしてさらにイザヤ書からも引用しまし
た。」；このことは、どのようにあなたに刺激を与えますか？Notice the following quote from
Pastor Chuck: As Daniel wrote a song of praise in gratitude for God answering their prayer, we get some
insight into why God could use him in such a mighty way and why this young man had so much wisdom.
In his short psalm, Daniel quoted at least fifteen passages of scripture. He quoted from Genesis, Exodus, 2
Chronicles, Job, and Psalms several times, and even from Isaiah. How does this inspire you?

4. ダニエルは彼の賛美をどのように結びましたか？ダニエル 2:23 を一語一句書くことで答えまし
ょう。 セラ‐休止してこれについて考えましょう。How did Daniel conclude his praise?
Answer by writing Daniel 2:23 phrase by phrase. Selah - pause and think about this.

5. 今日の学びから、あなたにとってダニエルはどのように模範となりますか？From today’s study
how is Daniel an example for you?
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神、主よ。O Lord GOD,
あなたの偉大さと、あなたの力強い御手とを、Thou hast begun to shew Thy servant Thy greatness,
あなたはこのしもべに示し始められました。and Thy mighty hand: for what God is there in heaven or in earth,
あなたのわざ、あなたの力あるわざのようなことのできる神が that can do according to Thy works, and
天、あるいは地にあるでしょうか。according to Thy might?
申命記 Deuteronomy 3:24

第六日目 SIXTH DAY: ダニエル 2:1-23 を読みましょう。Review Daniel 2:1-23
1. 今週の学びから、以下の人たちに関する洞察、事実または考えをひとつ書きましょう。From
this week's lesson note one insight, fact or thought about:
a. ネブカデネザル Nebuchadnezzar

b. 王の知者達 the king's wise men

c. ダニエル Daniel

d. ダニエルの 3 人の友人達 Daniel's three friends

2. ダニエル 2:1-23 から、あなたの生活のための実際的な適用をひとつ分かち合いましょう。Share
a practical application for your life from Daniel 2:1-23.

3. 今週のあなたの学びは、あなたの主に関する知識と主に対する感謝をどのように深めました
か？In what way has your study this week enriched your knowledge and appreciation of the
Lord?

a. このことに応答し、主がどのようなお方であるかという事に対して、また、主がしてくださ
ったことへの感謝と賛美の文を書きましょう。In response to this write a sentence of
thanksgiving and praise to the Lord for Who He is and what He has done.

4. 今 週 の あ な た の 学 び を 通 し て 、 何 が 特 に あ な た を 祝 福 し ま た は 励 ま し ま し た か ？ What
especially blessed or encouraged you through your study this week?
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ダニエル書
ダニエル書 Daniel 2:24-49
Lesson 4
第一日目 FIRST DAY: 復習と概観 Review and Overview
1. 先週のダニエル 2:1－23 の学び又は講義は、今週あなたにどのようにミニスターしましたか？How
has last week's study or lecture on Daniel 2:1-23 ministered to you this week?

2. 今週の私たちの学びは、聖書の驚異的な一部分であるダニエル 2:24－49 に中心を置きます。私たち
は驚異的な未来を明らかにする驚異的な解き明かしで驚異的な夢を学びます。ダニエル２:24－49 を
読み、以下のそれぞれに短い題名を付けましょう。Our lesson this week centers on an extraordinary
portion of scripture, Daniel 2:24-49. We will study an extraordinary dream with an extraordinary
interpretation that reveals an extraordinary future. Read Daniel 2:24-49 and give a brief title for each
of the following divisions:
a. ダニエル Daniel 2:24-30

b. ダニエル Daniel 2:31-35

c.

ダニエル Daniel 2:36-45

d. ダニエル Daniel 2:46-49

3. ダニエル 2:24－49 の驚異的な内容を熟考しながら、レッスンを通して主があなたのために持ってい
るものすべてを受け取るためにあなたの思いと心を開いてくださるようにお願いする祈りを書きま
しょう。Considering the extraordinary content of Daniel 2:24-49, write a prayer asking the Lord to
open your mind and heart to receive all He has for you through your lesson.

主よ。あなたのことばは、とこしえから、 Your Word, O LORD, is eternal;
天において定まっています。 it stands firm in the heavens. . .
あなたの真実は代々に至ります。 Your faithfulness continues through all generations.
詩篇 Psalm 119:89,90a NIV
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第二日目 SECOND DAY: ダニエル書２:24-30 を読みましょう。Read Daniel 2:24-30
1. 私たちの神は祈りに答えてくださいます！ダニエルと彼の友人達が祈った後、神は王の夢とその解
き明かしを啓示されました。（2:18,19） ダニエル 2:24-30 を読み、以下についてそれらの節が明ら
かにしていることを要約しましょう： Our God answers prayer! After Daniel and his friends
prayed, God revealed the king’s dream and its interpretation (Daniel 2:18,19). Read Daniel 2:24-30
and summarize what these verses declare about:
a. ダニエル Daniel

b. アルヨク Arioch

c.

知者たち the wise men

d. 王 the king

e. 神 God

2. ダニエル 2:28ａの新リビング訳を読みましょう。“しかし、天には秘密を明らかにするひとりの神
がおられ、未来に起こることをネブカデネザル王に見せました。”：このことは神の知識について
あなたに何を表していますか？Read the New Living Translation of Daniel 2:28a: But there is a God in
heaven Who reveals secrets, and He has shown King Nebuchadnezzar what will happen in the future. What
does this reveal to you about the knowledge of God?

a. このことはあなたにどのようにミニスターしますか？How does this minister to you?

3. 夢の解き明かしをする前に、ダニエルが王に知っておいてほしかったことは何ですか？ダニエル
2:28a,30a から答えましょう。What did Daniel want the king to know before telling him the
interpretation of the dream? Answer from Daniel 2:28a,30a.

a. ダニエルはすべての栄光を神に帰しました。このことを、詩篇 115:1 の“私たちにではなく、主

よ、私たちにではなく、あなたの恵みとまことのために、栄光を、ただあなたの御名にのみ帰し
てください。”に照らして考えましょう。これはなぜ重要なのでしょうか？Daniel gave all the
glory to God. Think of this in the light of Psalm 115:1 NKJV: Not unto us, O LORD, not unto us,
but unto Your name give glory, because of Your mercy, because of Your truth. Why is this important?

主はご自身を恐れる者と親しくされ、 The secret of the LORD is with them that fear Him;
ご自身の契約を彼らにお知らせになる。 and He will shew them His covenant.
詩篇 Psalm 25:14
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第三日目 THIRD DAY: ダニエル書 2:31-35 を読みましょう。Read Daniel 2:31-35
1. ダニエル 2:31-35 を読むときに、ダニエルが王の夢を彼に知らせることができたことがいかに驚くべ
きことであったか考えましょう。ネブカデネザルは大いなる像を見ました。31-33 節から、その像の
各部が何でできているか書き写しましょう。As you read Daniel 2:31-35 think about how incredible
it was that Daniel was able to tell the king his dream. Nebuchadnezzar saw a great image. From
verses 31-33 print what each part of the image was made of:

純金 fine gold

選択問題 Optional: ネブカデネザルの夢の中の素材をあらわすために像に色をぬりましょう。Color the
image to represent the materials in Nebuchadnezzar’s dream.
2. 大いなる像の素材の価値と強さに関してあなたが観察したことを何でも記録しましょう。Record
any observations you make concerning the value and strength of the materials of the great image.

3. ダニエル 2:34,35 によると、大いなる像に何が起こったか説明しましょう。Describe what happened
to the great image according to Daniel 2:34,35.

a. 聖書解説者たちは、この石（岩）がイエス･キリストを象徴することに同意しています。聖書を
通して、主は岩として表わされています。第一コリント 10：4ｃをここに書きながら、これを熟
考しましょう。Bible expositors agree that this stone (rock) represents Jesus Christ. Throughout
the Bible the Lord is referred to as the Rock. Consider this as you write I Corinthians 10:4c here.

(1.)
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第四日目 FOURTH DAY: ダニエル書 2:36-45 を読みましょう。Read Daniel 2:36-45
1.今日の私たちの学びは王の夢の驚くべき解き明かしへと入っていきます。このことを念頭に置いて、
次の文を読みましょう。「ダニエルの 2 章は預言の ABC と呼ばれています。それはこれから将来何
が起こるかについて聖書全体の中で最も完成された絵を私たちの前に広げてくれます。」ダニエル
2:37-45 をざっと読むことで解き明かしを予習しましょう。あなたのまず最初の反応を一言で表現し
ましょう。Our study today brings us to the extraordinary interpretation of the king's dream. With
this in mind read the following: Daniel 2 has been called the ABC of prophecy. It stretches out before us the
most complete picture in all the Bible of what will happen in the future. Preview the interpretation by
scanning Daniel 2:37-45. Use one word to describe your initial reaction.

、というフレーズに注意しましょう。あ
a. 36 節の、私たちはその解き明かしを申し上げましょう
たち
なたはなぜダニエルが“私たち”という代名詞を使ったのだと思いますか？Notice in verse 36
the phrase we will tell the interpretation. Why do you think Daniel used the pronoun we?

2. 神はネブカデネザル王に、この世界を順番に統治して行く 4 つの異邦人の国についての預言的見解
を与えることを選びました。ダニエル 2:37,38 はそれらの国の第一番目について何を明らかにしてい
ますか？God chose to give King Nebuchadnezzar a prophetic view of the four Gentile empires that
would follow one another in governing the world. What does Daniel 2:37,38 reveal about the first of
these empires?

a. これらの節から、誰がネブカデネザル王に彼の力と権威を与えたか熟考しましょう。エレミヤ
27:5,6a とこれを比較しましょう。それに対するあなたの反応は何ですか？From these verses
consider Who gave King Nebuchadnezzar his power and authority. Compare this with Jeremiah
27:5,6a. What is your response to this?

3. ダニエル 2:39,40 から、次に続く各国を描写するフレーズを記録しましょう。Record phrases from
Daniel 2:39,40 that describe each of the successive kingdoms:
a. 第二の国 second kingdom
b. 第三の国 third kingdom
c.

第四の国 fourth kingdom

上級生用 Advanced Students: ダニエル 2:37-43 で預言された国を調べて、それらがどの国かを確認しま
しょう。Research and identify the kingdoms prophesied in Daniel 2:37-43.

4. ダニエル 2:39,40 の世界の国についての預言はもうすでに成就しています。ダニエル 2:41-45 の預言
はまだ成就していません。チャック牧師は「鉄と粘土の足の指は再び立てられるローマ帝国を意味
し、10 本の指は患難時代にこの地上に存在する 10 の連合国を意味します。」と言っています。ダニ
エル 2:44 を一言ずつ書きながら、これらの王たちの時代の到来についてじっくり考えましょう。The
prophecies of Daniel 2:39,40 concerning the world empires have already been fulfilled. The
prophecies of Daniel 2:41-45 are yet to be fulfilled. Pastor Chuck says: The feet of iron and clay
represent the revived Roman Empire…the ten toes represent the ten-nation confederacy that will exist on the
earth during the Tribulation. Ponder what is going to take place in the days of these kings as you write
Daniel 2:44 phrase by phrase.
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a. ダニエル 2:37-43 はどのようにダニエル 2:34,35 により深い理解を与えますか？How does Daniel
2:37-43give greater understanding to Daniel 2:34,35?

5.ダニエル 2:38-40 で預言されたすべての出来事は、神がその前に語られた通りに正確に成就しました。
このことは神の言葉についてあなたに何を示しますか？All of the predicted events in Daniel 2:38-40
were fulfilled exactly as God foretold. What does this say to you about the Word of God?

その夢は正夢で、その解き明かしも確かです。The dream is certain, and its interpretation is sure.
ダニエル Daniel 2:45c NKJV

第五日目 FIFTH DAY: ダニエル 2:46-49 を読みましょう。 Read Daniel 2:46-49
1. 次のネブカデネザル王の反応を記録することで、ダニエルが夢と解き明かしを明らかにした後の栄
光の結末を見つけましょう。Discover the glorious outcome after Daniel revealed the dream and its
interpretation to the king by recording Nebuchadnezzar's reactions from:
a. ダニエル Daniel 2:46

b. ダニエル Daniel 2:47

(1.)

今日、特にあなたにミニスターしたフレーズを 47 節から選び、その理由を分かち合いまし
ょう。Choose a phrase from verse 47 that especially ministers to you today and share why.

2. ダニエル 2:48,49 を読みましょう。どのように王はダニエルと彼の 3 人の友に報酬を与えましたか。
Read Daniel 2:48,49. How did the king reward Daniel and his three friends?

3. ダニエルがこの不信心な王に与えた影響について考えましょう。この中にあなのためにどんな模範
がありますか。Think about the influence Daniel had on this ungodly king. What example is there in
this for you?

主よあなたに並ぶ者はありません。
あなたは大いなる方。あなたの御名は、力ある大いなるものです。
諸国の民の王よ。誰があなたを恐れない者がありましょう。
それは、あなたに対して当然なことです。
諸国の民の全ての知恵ある者たちの中にも、その全ての王国の中にも、
あなたに並ぶような者はいないからです。
エレミヤ 10:6,7
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LORD, there is no one like You!
For You are great, and Your Name is full of power.
Who would not fear You, O King of nations?
That title belongs to You alone!
Among all the wise people of the earth and in all the kingdoms of the world,
there is no one like You.
Jeremiah 10:6,7 NLT
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第六日目 SIXTH DAY: ダニエル 2:24-49 を復習しましょう。 Review Daniel 2:24-49
1. 今週のレッスンを念頭に置き、次のことについてあなたが受けた一つの真実、考え、又は洞察を書
きましょう。With this week's lesson in mind write one truth, thought or insight you received about:
a. 天の神 The God of heaven

b. ダニエル Daniel

c.

ネブカデネザル Nebuchadnezzar

d. この世の王国（複数）the kingdoms of this world

2. 今週のあなたの学びが、どのようにあなたの信仰を強めたかを分かち合いましょう Share a way
your study this week has strengthened your faith.

3. あなたは今週の学びを通して、生活に適用できる何を学びましたか。What did you learn through
your study this week that you can apply to your life?

4. ダニエルは彼の神が全てにおいて全知の王で全能の支配者であることを知っていました。どうして
私たちもまたこれを知っていて、他の人と分かち合うことが重要なのですか？Daniel knew his God
was the omniscient King and omnipotent Ruler over all. Why is this also important for us to know
and share with others?

遠い大昔のことを思い出せ。
私が神である。他にはいない。
私のような神はいない。
私は終わりのことを初めから告げ、
「私のはかりごとは成就し、私の望む事は全て成し遂げる」と言う。
イザヤ 46:9,10
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And do not forget the things I have done throughout history.
For I am God—I alone!
I am God, and there is no one else like Me.
Only I can tell you what is going to happen even before it happens.
Everything I plan will come to pass, for I do whatever I wish.
Isaiah 46:9,10 NLT
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ダニエル Daniel 3:1-30
Lesson 5
第一日目 FIRST DAY: 復習と概観 Review and Overview
1. ダニエル 2:24-29 のあなたの学びは、今週のあなたの生活にどんな影響を及ぼしましたか？What
influence has your study of Daniel 2:24-29 had on your life this week?

2. 今週私たちは、聖書の中でも、最も信仰を築き上げるすばらしい章の一つを学びます。ダニエル書
三章は、火の様な試練の中にあるわが子を救う神の力強い救出を明らかにします。また、シャデラ
ク、メシャク、アベデ・ネゴの信仰と献身が、私たちに信仰の励ましと刺激を与えることでしょう。
ダニエル 3:1-30 を読みましょう。25 節をここに一言一言書きながら、その奇跡が私たちにミニスタ
ーするようにしましょう。This week we will study one of the greatest faith building chapters in the
Bible. Daniel 3 reveals God's mighty deliverance of His children in their fiery trials. Also, the faith
and commitment of Shadrach, Meshach and Abed-nego should encourage and inspire us in our
faith. Read Daniel 3:1-30. Let the miracle of verse 25 minister to you as you print it here phrase by
phrase.

3. 聖書の中のある章は、しばしば私たちにとても馴染み深くなり、その中に含まれている不思議を見
過ごしてしまう可能性があります。これを防ぐために、新鮮な洞察と適用を主にお願いする祈りを
書くことであなたのダニエル書三章の学びを始めましょう。ここにあなたの祈りを書きましょう。
Often a chapter in the Bible is so familiar to us it is possible to miss the wonder contained in it. To
avoid this, begin your study of Daniel 3 by writing a prayer asking the Lord for fresh insight and
application. Write your prayer here.

そのように、信仰は聞くことから始まり、So then faith cometh by hearing,
聞くことは、神の（キリストについての）みことばによるのです。and hearing by the Word of God.
ローマ Romans 10:17
©2006 Calvary Chapel Joyful Life Women’s Ministries – 3800 S. Fairview Rd., Santa Ana, CA 92704. Printed in the USA

第二日目 SECOND DAY: ダニエル 3:1-7 を読みましょう。Read Daniel 3:1-7
1. 今日私たちは、夢の解き明かし（ダニエル二章）に対するネブカデネザル王の反応がどういうもの
であったかを発見します。ダニエル 3:1 から、彼が何をしたか説明しましょう。Today we will
discover King Nebuchadnezzar’s reaction to the interpretation of his dream (Daniel 2). Describe
what he did from Daniel 3:1.

2. ダニエル 3:2-7 を読みましょう。高さ約 27 メートル、幅約 2.7 メートルの金の像を想像しましょう。
この像を立てられた後に起こった出来事を以下の節から要約しましょう。Read Daniel 3:2-7. Picture
a gold image (statue) 90 feet tall by 9 feet wide. After this image was set up summarize the events that
followed from:
a. 2,3 節 verses 2,3

b. 4-6 節 verses 4-6

c.

7 節 verse 7

(1.)

このみごとな金の像の前に立ち、その像の前にひれ伏して拝むことを拒否した者は殺され
るという脅迫を聞くのはどのようなものであったか想像しましょう。あなたはそれと似た
ような圧力の下に置かれたとき、どのように反応すると思いますか？Imagine what it
would have been like to stand before this impressive gold statue and to hear the death
threat for those who refused to bow and worship the image. How do you think you would
react under similar pressure?

3. 彼らが、 もろもろの楽器の音を聞いたとき（ダニエル 3 ：5-7 ）、二つの選択しかありませんでし
た：ひれ伏すか、焼かれるかです。そこにいたユダヤ人たちは出エジプト記 20:(3,4)5a で神がその子
供達に命令されたことを知っていたはずです。これは彼らの決心にどのような影響を及ぼしたはず
でしょうか？When they heard the sound of . . . all kinds of music (Daniel 3:5-7), there were only two
choices: bow or burn. The Jews who were there should have known what God had commanded His
children in Exodus 20:(3,4)5a. How should this have influenced their decision?

a. 今日の信者たちは、しばしばこの世の神々を拝む我々の文化に強く圧迫されます。何があなたを
この圧力に屈服しないようにできますか？Believers today are often hard-pressed by our culture
to worship the gods of this world. What enables you to keep from bowing to this pressure?

そして私は異国のどの神にも仕えません And I will serve no foreign god,
どんな宝にも仕えません。nor any other treasure.
あなたは私の心の望み、はかり知れない御霊 You are my heart's desire, Spirit without measure.
あなたの御名の上に、私の犠牲を捧げます。Unto Your name I will raise my sacrifice.
精選-selected
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第三日目 THIRD DAY: ダニエル 3：8-18 を読みましょう。Read Daniel 3:8-18
1. ダニエル書三章は、物語が展開するに連れてさらに私たちの興味をそそります。ダニエル 3：8-15 か
ら興味深いフレーズをいくつか選び、記録しましょう。Daniel 3 becomes more and more intriguing
as the narrative unfolds. Choose and record a few interesting phrases from Daniel 3:8-15:
a. ダニエル Daniel 3:8-12

b. ダニエル Daniel 3:13-15

注意：チャック牧師は次のように言っています：「この章の中では一度もダニエルの名前が出てきませ

ん。ダニエルはその像の前にひれ伏すことがなかったのでしょう。ですから、彼はきっとそこに
はいなかったのだと私たちは推断するしかありません。」；チャック牧師と他の解説者たちはま
た、ダニエル書の三章と、教会の掲挙と大患難という出来事の間に預言的な類似点があると信じ
ています。Note: Pastor Chuck says: Daniel is not mentioned at all in this chapter. He would never
have bowed to the image, so we have to conclude that he was not there.
Also, Pastor Chuck and other expositors believe there is a prophetic parallel between Daniel 3
and the events of the Rapture of the Church and the Great Tribulation.
2. ダニエル 3：16-18 は今日の学びの中心部です。17,18 節は、この章の中の最も力強く私たちに刺激を
与える節の二つです。このことを、シャデラク、メシャク、アベデ・ネゴが王に言ったことを以下
の節から書きながら熟考しましょう。Daniel 3:16-18 is the heart of today's study. Verses 17,18 are
two of the most powerfully inspiring verses in this chapter. Consider this as you write from the
following verses what Shadrach, Meshach, and Abed-nego said to the king:
a. 17 節 verse 17

b. 18 節 verse 18

3. しばらくの間、この三人の者達の立場に自分を置いてみましょう。このように命の危険にさらされ
るような状況の中で彼らができたことについて考えてください。彼らは以下の面でどのようにあな
たのお手本になりますか？For a moment put yourself in the place of these three men. Think about
what they could have done in this life-threatening situation. How are they a role model for you in
the area of:
a. 信仰 faith

b. 献身 commitment

c.

決意 resolve

4. 次の宣言について熟考しましょう：“私たちの仕える神は、、、できます。”（ダニエル 3：17）：
これが今日 あなたにどのような方法でミニスターするかを分かち合いましょう 。Ponder this
declaration: the God Whom we serve is able. . .(Daniel 3:17a). Share a way this ministers to you today.
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神はおできになる。私が今日気にかけていることを、いとも簡単に成し遂げることがおできになる。
神はおできになる。私の目の前に起こるすべての事をいとも簡単に取り扱うことがおできになる。
He is able, more than able, to accomplish what concerns me today.
He is able, more than able, to handle anything that comes my way.
精選-selected

第四日目 FOURTH DAY: ダニエル 3:19-25 を読みましょう。Read Daniel 3:19-25
1. バビロニアの年代記の記者になったつもりで、ダニエル 3：19-25 の一連の出来事を説明するニュー
ス記事を書きましょう。Write a news article describing the series of events from Daniel 3:19-25 as
though you were a reporter for The Babylonian Chronicle.

2. シャデラク、メシャク、アベデ・ネゴは、神が彼らを火の燃える炉の中から救い出すか否かを神に
信頼することを選びました。ダニエル 3：24,25 について、あなたにとって最も驚くべきことは何で
すか？Shadrach, Meshach, and Abed-nego chose to trust God whether He delivered them from the fiery
furnace or not. What is most amazing to you about Daniel 3:24,25?

25 節の“（なわを）解かれて”という言葉に注目しましょう。チャック牧師は、
「火は彼らを焼かずに、彼らを解放しました。」と言っています。神が燃える火のような試

選択問題 Optional:

練を用いて、あなたを解放した時のことを思い出しましょう。そのことをグループで分かち
合う準備をしておきましょう。Notice the word loose in verse 25. Pastor Chuck says: The fire
didn’t burn them; it freed them Recall a time in your life when God used a fiery trial to set you
free. Be prepared to share this with your group.
3. これらの三人のへブル人達は、モーセ、ダビデ、イザヤの書物によく精通していたことでしょう。
以下の節から神の約束を書きましょう。These three Hebrews would have been familiar with the
writings of Moses, David and Isaiah. Write the promises of God from the following verses:
a. 申命記 Deuteronomy 31:8

b. 詩篇 Psalm 34:7;91:11

c.

イザヤ Isaiah 43:2

d. これらの節は今日あなたにどのように語りますか？How do these verses speak to you today?

あぁ、主よあなたは私の盾 Thou, O Lord, art a shield about me.
あなたは私の光栄、私の頭を高揚させてくださるお方です You're my glory and the lifter of my head.
-精選 selected
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第五日目 FIFTH DAY: ダニエル 3：26-30 を読みましょう。Read Daniel 3:26-30
1.ダニエル書三章は、シャデラク、メシャク、アベデ・ネゴの驚くべき救出によって結ばれています。
ダニエル 3：26-30 を読み、以下のことについてあなたが学んだ（知った）ことを記録しましょう。
Chapter Three of Daniel concludes with the incredible deliverance of Shadrach, Meshach, and Abednego. Read Daniel 3:26-30 and record what you learn about:
a. ネブカデネザル Nebuchadnezzar

(1.)

彼の命令 his decree

b. シャデラク、メシャク、アベデ・ネゴ Shadrach, Meshach and Abed-nego

c.

神 God

2. （NIV の）ダニエル 3：27ｂを熟考しましょう： “火がこの人たちの身体に害を与えず、頭は髪の
毛一本も焦がされず、上着も焼かれず、火のにおいさえしなかったのを彼らは見た。”：この奇跡
的な救出のどの局面が、あなたにとって最も印象深いですか？Consider Daniel 3:27b NIV: They saw
that the fire had not harmed their bodies, nor was a hair of their heads singed; their robes were not scorched, and
there was no smell of fire on them. What aspect of this miraculous deliverance impresses you the most?

a. なぜですか？Tell why.

3. （NIV の）ダニエル 3:28b から、王の宣言を観察しましょう ：“彼らは神に信頼して王の命令を拒

み、自分たちの神以外のどんな神々に仕え拝むことよりも自分たちの命を自らあきらめようとして
いた。”：ダニエル 3：28-30 によると、三人のへブル人の証しが王に与えた影響はどんなことでし
たか？Observe the king’s declaration from Daniel 3:28b NIV: They trusted in Him and defied the king's
command and were willing to give up their lives rather than serve or worship any god except their own God.
What was the effect of the three Hebrews’ witness on the king according to Daniel 3:28-30?

4. ダニエル 3：29c の真実に注意を集中しましょう：“このように救い出すことのできる神は、ほかに
ない。”：これに応答して、賛美の文を書きましょう。Focus on this truth from Daniel 3:29c NKJV:
there is no other God Who can deliver like this. Write a sentence of praise in response to this.

我々の神はとてもすばらしい神だ Our God is an awesome God.
彼は知恵と力と愛をもって天高くから支配される He reigns from heaven above with wisdom, power and love.
我々の神はとてもすばらしい神だ！Our God is an awesome God!
精選-selected
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第六日目
第六日目 SIXTH DAY: ダニエル 3：1-30 の復習。Review Daniel 3:1-30
1. 今週のダニエル 3：1-30 の学びはあなたの信仰をどのように強めましたか？How has this week's
study of Daniel 3:1-30 strengthened your faith?

2. シャデラク、メシャク、アベデ・ネゴは、どんな具体的な方法であなたにとって模範となりました
か？In what specific ways have Shadrach, Meshach, and Abed-nego been an example for you?

3. 今週のあなたの学びを通して、神に忠実であることのリスクと報酬に関してどんな教訓を得ました
か？Through your study this week, what lessons did you receive about the risks and rewards of
obedience to God?

4. 今週の学びがどのようにあなたに挑戦し、あなたを励まし、刺激を与えたか分かち合いましょう。
Share a way your lesson this week challenged, encouraged or inspired you.

火のような試練を通るとき、あなたの前に道が横たわり、When thro' fiery trials thy pathway shall lie,
私の十分な恵みがあなたに与えられます。My grace, all sufficient, shall be thy supply.
炎はあなたを害しません。The flames shall not hurt thee;
私はただあなたの金くずを焼き尽くすように、I only design thy dross to consume,
あなたの金を精錬するように計画しているのです。and thy gold to refine.
精選-selected
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ダニエル Daniel 4:1-37
Lesson 6
第一日目 FIRST DAY: 復習と概観 Review and Overview
1. ダニエル書のはじめの三章の内容について、あなたの思いと心を新鮮にするための機会を今日設け
ましょう。各章を読み、あなたを特に祝福する洞察や真実、または奇跡を記録しましょう。Take the
opportunity today to refresh your mind and heart concerning the content of the first three chapters of
Daniel. Read each chapter and record an insight, truth or miracle that especially blesses you from:
第一章 Chapter One

第二章 Chapter Two

第三章 Chapter Three

2. ダニエル書 4 章は、非常に興味深いネブカデネザル王の個人的な証しです。あなたは、それがはっ
きりと三つに分けられることがわかるでしょう。ダニエル書 4:1-37 を読み、以下の段落それぞれに
対するあなたの第一印象を書きましょう。Daniel 4 is the fascinating personal testimony of King
Nebuchadnezzar. You will discover it contains three distinct divisions. Read Daniel 4:1-37 and write
your first impression of each of the following divisions:
a. 夢 The Dream – verses 1-18 節
b. 解き明かし The Interpretation – verses 19-27 節
c.

成就 The Fulfillment - verses 28-37 節

3. 学びから最大の益を得るために、祈りによって始めましょう。主があなたに教えてくださり、あな
たが御言葉から学んだことを適用するのを助けてくださるようにお願いしましょう。ここにあなた
の祈りを書きましょう。To benefit the most from your study begin with prayer. Ask the Lord to
teach you and help you apply what you learn from His Word. Write your prayer here.

これらのことが彼らに起こったのは、All these events happened to them as examples for us.
戒めのためであり、それが書かれたのは、世の終わりに臨んでいる They were written down to warn us,
私たちへの教訓とするためです。who live at the time when this age is drawing to a close.
第一コリント I Corinthians 10:11 NLT
©2007 Calvary Chapel Joyful Life Women’s Ministries – 3800 S. Fairview Rd., Santa Ana, CA 92704. Printed in the USA

第二日目 SECOND DAY: ダニエル書 4:1-3 を読みましょう。Read Daniel 4:1-3
1. ダニエル書のこの独特な章はネブカデネザル王の注目すべき宣言で始まります。ダニエル書 4:1-3 の
冒頭にある彼の声明を読みましょう。王はこの宣言を誰にあてて書き送りましたか？1 節 This
unique chapter of Daniel begins with a remarkable proclamation made by King Nebuchadnezzar.
Read his opening statement in Daniel 4:1-3. To whom did the king address this proclamation? verse
1

a. 王のメッセージは私たちにも向けられています。2 節には、彼の宣言のどんな理由が示されてい
ますか？The king's message is also to us. What reason is given in verse 2 for his proclamation?

2. ダニエル書 4:3 から、神に関するネブカデネザル王の宣言をそれぞれ書き写しましょう。セラ-静止
してこれらについて考えましょう。Print each of King Nebuchadnezzar's declarations concerning
God from Daniel 4:3.
Selah – pause and think about these.

a. これらの宣言からあなたはどんな刺激(励まし)を受けましたか？What inspiration do you receive
from these declarations?

3. 今日の学びに応答して、神があなたの人生においてなされたことを回想する時間を取りましょう。
いと高き神が、あなたに行われた奇蹟を分かち合いましょう。In response to today's study, take a
few moments to reflect on what God has done in your life. Share a wonder that the high God has
wrought toward you.

彼らはあなたの王国の栄光を告げ、They will tell of the glory of Your kingdom
あなたの大能について語るでしょう。and speak of Your might,
そうすれば全人類が、主の大能のわざと、so that all men may know of Your mighty acts
主の王国の輝かしい栄光とを知るでしょう。and the glorious splendor of Your kingdom.
詩篇 Psalm 145:11,12 NIV （訳者翻訳）

第三日目 THIRD DAY: ダニエル書 4:4-18 を読みましょう。Read Daniel 4:4-18
1. 今日私たちは、ネブカデネザル王の驚くべき証しの最初の部分に焦点を置きます。ダニエル書 4:4-9
を要約することで、王の夢の背景と前置きを書きましょう。Today we will focus on the first part of
King Nebuchadnezzar’s amazing testimony. Note the background and introduction to the king’s
dream by summarizing Daniel 4:4-9.

a. 8 節、9 節から、王はダニエルについてどんな意見をもっていましたか？From verses 8,9a what
was the king’s opinion of Daniel?

b. 王はダニエルに何をするように頼みましたか？９節ｂ What did he ask Daniel to do? verse 9b
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2. ダニエル書 4:10-17 で、王は彼の風変わりな夢をダニエルに伝えました。彼が夢の中で見聞きしたこ
とを描写するために、これらの節からいくつかのフレーズを用いましょう。In Daniel 4:10-17 the
king conveyed his unusual dream to Daniel. Use phrases from these verses to describe what he saw
and heard in this dream.

a. チャック牧師は、「“見張りの者”（13,17 節）とは、おそらく天使のことでしょう。」と言っ
ています。17 節ｂから、天使のお告げの主な要点は何ですか？Pastor Chuck says: The watcher
(verses 13,17) was probably an angel. From verse 17b what was the central point of the angel’s
message?

(1.)

あなたはなぜ、これがネブカデネザル王にとって重要なメッセージであったと思います
か？Why do you think this was an important message for King Nebuchadnezzar?

(2.)

なぜこのメッセージは私たちにも重要なのですか？Why is this message also important for
us?

3. ダニエル書 4:18b で、王がダニエル(ベルテシャツァル)に述べた次の宣言に注目しましょう。；「私
の国の知者たちはだれも、夢の解き明かしを私に知らせることはできない。しかし、あなたにはで
きる。」 なぜネブカデネザルは、ダニエルが彼の夢を解き明かすことができると信じていたので
す か ？ 18 節 ｃ か ら 答 え ま し ょ う 。 Notice the following declaration the king gave to Daniel
(Belteshazzar) in Daniel 4:18b: all the wise men of my kingdom are not able to make known unto me the
interpretation: but thou art able. Why did Nebuchadnezzar believe Daniel could interpret his dream?
Answer from verse 18c.

a. ダニエルはあなたにとって、どのように模範となりますか？How is Daniel an example for you?

第四日目 FOURTH DAY: ダニエル書 4:19-27 を読みましょう。Read Daniel 4:19-27
1. ダニエル書 4:19~26 の今日の学びを通して、王の夢の解き明かしが私たちにわかります。ダニエル書
4:19a によると、ダニエルの最初の反応はどうでしたか？Through our study today of Daniel 4:19-26
we will discover the interpretation of the king’s dream. According to Daniel 4:19a what was Daniel’s
first reaction?

a. “ベルテシャツァルは答えて言った。「あぁ、わが主よ。この夢の中で予示されていることが、
あなたにではなく、あなたの敵に起こればよいのですが！」”19ｂ(NLT) これは、王に対する
ダニエルの気づかいをどのようにあらわしていますか？Belteshazzar replied, Oh, how I wish the
events foreshadowed in this dream would happen to your enemies, my lord, and not to you! verse 19b
NLT How does this reveal Daniel’s concern for the king?
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2. ダニエル 4:20-23 では、“木”がこの夢の顕著な特徴です。これらの節から、この“木”についてあ
なたにわかることを短くまとめましょう。In Daniel 4:20-23 the tree is the predominant feature of the
dream. Summarize what you learn about the tree from these verses.

3.

ダニエル 4:24-26 のネブカデネザルの夢の解き明かしと、ダニエルがそれを王に告げるのに必要だ
った勇気について熟考しましょう。あなた自身のことばで解き明かしを書きましょう。(他の訳を用
いると役立つかもしれません。)Consider the interpretation of Nebuchadnezzar’s dream in Daniel
4:24-26 and the courage it took for Daniel to reveal it to the king. Write the interpretation in your
own words. (You may want to use other versions to help you with this.)

選択問題 Optional: 以下の節が、高慢（プライド）と謙遜について明らかにしていることについてのあ
な たの 意見を 述べ まし ょう。 Comment on what the following verses reveal about pride and
humility:
a. 箴言 Proverbs 16:18,19

b. 箴言 Proverbs 29:23

c.

ヤコブ James 4:6

4. 夢とその解き明かしを通して、主はこの権力者に忠告と悔い改めてへりくだる機会を与えました。
チャック牧師はこう言っています；「神はネブカデネザルに、彼の王国と権力が神によって与えら
れていることに気付いてほしかったのです。」； 夢の意味を伝えたあと、ダニエルは王にどんな
助言をしましたか？ダニエル 4:27 を見ましょう。Through the dream and its interpretation, the Lord
gave this powerful man a warning and an opportunity to repent and humble himself. Pastor Chuck
says: God wanted Nebuchadnezzar to realize that his kingdom and power were given to him by God. After
revealing the meaning of the dream, what counsel did Daniel give the king? See Daniel 4:27.

a. この助言に従うことは、悔い改めた心をどのように証明しますか？How would obeying this
counsel demonstrate a repentant heart?

永遠の住まいに住む、いと高き方、聖なるお方がこう言われる。
｢わたしは、高く聖なるところに、心砕かれて、へりくだった人々とともに住む。
わたしはへりくだった人を元気づけ、悔い改めた心をもつ者に新しい勇気を与える｣
The high and lofty one who inhabits eternity, the Holy One, says this:
“I live in that high and holy place with those whose spirits are contrite and humble.
I refresh the humble and give new courage to those with repentant hearts.”
イザヤ Isaiah 57:15 NLT（訳者翻訳）
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第五日目 FIFTH DAY: ダニエル 4:28-37 を読みましょう。Read Daniel 4:28-37
1. 今日の学びは、私たちを一連の興味深い出来事へと連れて行ってくれます。へりくだって悔い改め
るかわりに、ダニエル書 4:28-30 では、ネブカデネザルの態度に関してどんなことが明らかにされて
いますか？Today’s study brings us to a fascinating series of events. Instead of humbly repenting
what does Daniel 4:28-30 reveal about the attitude of Nebuchadnezzar?

上級生用 Advanced Students: ネブカデネザル王が古代都市バビロンにおいて成した偉業について調べ
ましょう。あなたが発見した事の短い報告書を書きましょう。Research the
accomplishments of King Nebuchadnezzar in the ancient city of Babylon. Write a
brief report of your findings.

2. ダニエル 4:31-37 を読むとき、王の驚くべき経験を把握するように努力しましょう。以下の節から、
これを描写しましょう。Try to grasp the king’s incredible experience as you read Daniel 4:31-37.
Describe this from the following verses:
a. verses 31, 32 節(注意：“七つの時”とは、七年のこと。Note: the phrase seven times means seven
years.)

b. verse 33 節

c.

verses 34-36 節

d. ネブカデネザルの経験は、どのように、高慢の罪に関する私たちへの警告になりますか？In
what way is Nebuchadnezzar’s experience a warning for us against the sin of pride?

3. 以下の節からいくつかのフレーズを書く時、いと高き方をほめたたえる王の宣言について、静止し
て考えましょう。Pause and think about the king’s declarations of praise to the most High as you
record a few phrases from the following verses:
a. ダニエル Daniel 4:34

b. ダニエル Daniel 4:35

c.

ダニエル Daniel 4:37

d. あ なた にとっ て、 今日これら の中 のどれが最も意 味深いですか？ Which of these is most
meaningful to you today?

4. 神をほめたたえることは、わたし達の心を神の御前に謙虚に保つのをどのように助けますか？How
does praising God help ensure our hearts stay humble before Him?
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第六日目 SIXTH DAY: ダニエル 4:1-37 の復習。Review Daniel 4:1-37
1. 以下のことについて、あなたがダニエル書 4:1-37 の学びを通して観察したこと、または学んだこと
を何か記録しましょう。Record something you observed or learned through your study of Daniel
4:1-37 about:
a. 主 the Lord

b. ネブカデネザル Nebuchadnezzar

c.

ダニエル Daniel

2. ダニエル 4 章から、あなたはプライド(高慢)について何を学びましたか？What did you learn about
pride from Daniel 4?

a. わたし達はどのように主の御前に謙虚な心を保つことができますか？How can we keep a
humble heart before the Lord?

3. ダニエル書 4 章から、あなたの生活のためのどんな実際的な適用がありますか？What practical
application is there for your life from Chapter Four of Daniel?

4. あなたの今週の学びに応答し、主にあなたの賛美をあらわす文を書きましょう。Write a sentence
expressing your praise to the Lord in response to your study this week.

主の目の前に、へりくだりなさい。Humble thyself in the sight of the Lord.
そうすれば、主があなたを引き上げてくださいます。And He shall lift you up.
精選-selected
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ダニエル Daniel 5:1-31

Lesson 7

第一日目 FIRST DAY: 復習と概観 Review and Overview
1. ダニエル書 4:1-37 を復習しましょう。これらの節の中の模範、真実もしくは警告はどのように今週
のあなたの生活に影響しましたか？Review Daniel 4:1-37. In what way have the examples, truths or
warnings in these verses influenced your life this week?

2. ダニエル書の各章には、神に対する私たちの見方を拡大する注目すべき方法があります。ダニエル
書 5 章で、私たちは神が超自然的な方法で高慢な王に与えたメッセージを見ることができます。5 章
は私達に、ネブカデネザル王の孫であるベルシャツァルという名の新しい王を紹介しています。ダ
ニエル書 4 章と 5 章の間には約 20 年の隔たりがあります。ダニエル 5:1-31 を読み、この章に短い題
名を付けましょう。Every chapter of Daniel has a remarkable way of expanding our view of God. In
Daniel 5 we will see God’s message to a prideful king given in a supernatural way. Chapter Five
introduces us to a new king named Belshazzar, who was King Nebuchadnezzar’s grandson. There is
a gap of about twenty years between Daniel 4 and 5. Read Daniel 5:1-31 and give this chapter a brief
title.

3. 祈りは個人的な聖書勉強の不可欠な部分であることを認識しながら、今週のレッスンに関連するあ
なたの最大の望みと必要を主に表現するために、しばらく時間を取りましょう。ここにあなたの祈
りを書きましょう。Recognizing that prayer is an essential part of personal Bible study, take a few
moments to express to the Lord your greatest desire and need in relationship to your lesson this
week. Write your prayer here.

あなたの御心を、あなたの目的を私に語ってください。Speak Your will to me, Your purpose.
私の心をあなたの住まわれる場所にしてください。Make my heart Your dwelling place,
主よ、あなたのために聖別してください。喜んで従います。set apart for You Lord, willing to obey.
精選-selected
©2007 Calvary Chapel Joyful Life Women’s Ministries – 3800 S. Fairview Rd., Santa Ana, CA 92704. Printed in the USA

第二日目 SECOND DAY: ダニエル書 5:1-9 を読みましょう。Read Daniel 5:1-9
1. ダニエル書 5:1-9 を読み、バビロンで王宮の大宴会の場に居合わせることはどのようなものであった
かを想像してみましょう。ギリシャの歴史家ヘロドトスは、この出来事が紀元前 539 年の 10 月に行
われたに違いないと限定しました。その前例の無い夜に何が起こったのかを描写する言葉を以下の
節から選びましょう。Read Daniel 5:1-9 and try to imagine what it must have been like to be present
at the great feast in the king’s palace in Babylon. The Greek historian, Herodotus determined this
event took place in October, 539 B.C. Choose phrases from the following verses to describe what
happened that unprecedented night:
a. verses 1-4 節

b. verses 5-9 節

2. 神は王に謹厳なメッセージを与えるためにこの酒酔いパーティーを中断しました。この中断が以下
の人々に及ぼした影響を観察して書きましょう。ダニエル 5:6-9 から答えましょう。God interrupted
this drunken party to give the king a sobering message. Observe the effects this interruption had on
the following people. Answer from Daniel 5:6-9:
a. ベルシャツァル Belshazzar

b. 王の知者たち the king’s wise men

3. ベルシャツァルがこの大宴会を主催していた時、クロス大王に率いられたメド（ミード）・ペルシ
ャ軍 がバビロンの街を包囲していました。明らかに王は、よく強化された街壁の後ろで安全を感じ
て信頼しきっていました。切迫した危険を無視し、王とその客たちは宴会と、彼らの偽の神々を礼
拝することに夢中になっていました。これを今日の私たちの世界と比べましょう。どんな類似点が
ありますか？At the time Belshazzar hosted this great feast, the Medo-Persian army, led by Cyrus the
Great, surrounded the city of Babylon. Apparently the king felt secure and confident behind the
well-fortified city walls. With disregard to the impending danger he and his guests were engaged in
partying and worshiping their false gods. Compare this to our world today. What similarities do
you see?

a. 今日の世の中で、あなたがクリスチャンの物の見方を保持できるようにする教えを第一テサロニ
ケ 5:5-8 から記録しましょう。Record the instructions from I Thessalonians 5:5-8 that will enable
you to keep a Christian perspective in today’s world.

人の手で造られたもろもろの偶像を拝んで何の益があったのか？自分の手で作られた物に頼るとは何と
愚かなことよ。What have you gained by worshiping all your man-made idols?
How foolish to trust in something made by your own hands!
ハバクク書 Habakkuk 2:18a NLT（訳者翻訳）
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第三日目 THIRD DAY: ダニエル書 5:10-17 を読みましょう。Read Daniel 5:10-17
1. 今日の学びを通して、私たちは神の絶対なる主権の御手を見ます。ダニエル書 5:10-12 を読みましょ
う。12 節ｂから、以下の文の空欄を埋めることで王妃(王母)の助言の最も大事な要素を写しましょう。
(注：この王妃はベルシャツァルの妻ではなく、おそらく彼の母か祖母でしょう。)Through today’s
study we will see the sovereign hand of God. Read Daniel 5:10-12. Print the essence of the queen’s
advice to the king by filling in the following blanks from verse 12b. Note: The queen was not
Belshazzar’s wife, but probably his mother or grandmother.

今、＿＿＿＿＿＿＿を＿＿＿＿＿＿＿。そうすれば、彼がその解き明かしを

＿＿＿＿＿。

. . .now let ___________ be ___________, and he _____ _______ the interpretation.
a. 11,12 節から王妃のダニエルに関する言明を記録することによって、彼の評判について熟考しま
しょう。Consider Daniel’s reputation by recording a few of the queen’s statements about him
from verses 11,12.

個人的に Personal: 信者としてあなたは、世間にあなたについて何と述べてほしいですか？As a
believer, what would you like the world to note about you?

b. この時ダニエルは 90 歳近くなっており、おそらくベルシャツァルと他のバビロンに住む大多数
の人々に忘れられていたことでしょう。しかし主はダニエルをお忘れにはなっていませんでした。
事実、神はダニエルのためのもうひとつの任務を持っておられました。これは今日どのようにあ
なたを励ましますか？At this time Daniel was almost ninety years old, perhaps forgotten by
Belshazzar and the majority of those living in Babylon. The Lord had not forgotten Daniel. In
fact, God had another assignment for him. How does this encourage you today?

2. ダニエル 5:13-16 から、ダニエルが王の前に連れて来られた時の、この一連の出来事の続きを読みま
しょう。以下の節で王がダニエルに語ったことを要約しましょう。Read the next sequence of events
from Daniel 5:13-16 when Daniel was brought in before the king. Summarize what the king said to
Daniel in the following verses:
a. verse 13 節

b. verse 14 節

c.

verse 15 節

d. verse 16 節

3. ベルシャツァルが、もしダニエルが壁の不可思議な文字を解き明かすことができたら、彼に提供し
ようとしていた贈り物と報酬(ダニエル 5:16ｂ)について考えましょう。ダニエル 5:17a から、ダニエ
ルの反応を書き写しましょう。セラ Think about the gifts and rewards Belshazzar offered to Daniel
(Daniel 5:16b) if he could interpret the mysterious writing on the wall. Print Daniel’s response from
Daniel 5:17a. Selah.
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a. 富や権力、または地位が提供されると、人々の選択にしばしばどんな影響を及ぼしますか？
What influence does the offer of wealth, power or position often have on the choices people
make?

b. ダニエルはどのようにあなたの模範ですか？How is Daniel an example for you?

第四日目 FOURTH DAY: ダニエル書 5:18-24 を読みましょう。Read Daniel 5:18-24
1. チャック牧師は次のように言います、｢ダニエルは忠実な預言者でした。なぜなら壁の文字の解き明
かしをする前にベルシャツァルに説教をしたからです。｣：このことを覚えておいて、ダニエル書
5:18-24 を読みましょう。以下のことについてこれらの節でダニエルが述べていることを書くことで、
彼の力強いメッセージを熟考しましょう。Pastor Chuck says: Daniel was a faithful prophet, for he
preached to Belshazzar before he gave the interpretation of the writing on the wall. With this in mind read
Daniel 5:18-24. Consider Daniel’s powerful message by writing what he said in these verses about:
a. 神 God

(1.)

ダニエルは、しばしば主のことを“いと高き神”と呼びました。この表現の重要性につい
て考え、あなたの考えをグループで分かち合う準備をしておきましょう。Daniel often
referred to the Lord as the most high God. Think about the significance of this description
and be prepared to share your thoughts with your group.

b. ネブカデネザル Nebuchadnezzar

c.

ベルシャツァル Belshazzar

2. ダニエル書 5:18-24 はダニエルの性格について、あなたに何を明らかにしていますか？What does
Daniel 5:18-24 reveal to you about Daniel’s character?

a. あなたはダニエルの模範から、何を自分の人生に適用したいと願いますか？What do you desire
to apply to your life from Daniel’s example?

3. ダニエル書 5:23c から、次の宣言をもう一度見ましょう。“あなたの息と、あなたのすべての道をそ
の手に握っておられる神、” ：この真実は、どのようにあなたの神に関する知識を拡げ、神に対
するあなたの感謝を深めますか？Look once more at the following declaration from Daniel 5:23c
NKJV: and the God who holds your breath in His hand and owns all your ways. . . . In what way does this
truth expand your knowledge of God or enhance your appreciation of Him?

神ご自身が全てのものに命と息をお与えになり、He Himself gives life and breath to everything,
その全ての必要を満たしてくださいます。and He satisfies every need there is.
使徒の働き Acts 17:25b NLT（訳者翻訳）
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第五日目 FIFTH DAY: ダニエル書 5:25-30 を読みましょう。Read Daniel 5:25-30
1. ダニエル書 5:25-28 で、ダニエルは壁の手書きの文字の謎を解きました。26~28 節から、以下の言葉
の解き明かしを記録しましょう。In Daniel 5:25-28 Daniel solved the mystery of the handwriting on
the wall. From verses 26-28 record the interpretation for the following words:
a. メネ MENE
b. テケル TEKEL
c.

ペレス PERES (注意：パルシンはペレスの複数形です。Note: UPHARSIN is the plural form of
PERES.)

d. 神の最終的宣言についてコメントしましょう。Comment on the finality of God’s statement.

2. 危険を伴う状況にもかかわらず、ダニエルは勇敢で、神のメッセージを伝えることに忠実でした。
王はダニエルに約束したことを尊重しました。ダニエルはどんな一時的(世の)報酬を受けましたか？
ダニエル 5:29 から答えましょう。Daniel was courageous and faithful to deliver the message of God
in spite of the risks involved. The king honored his promise to Daniel. What temporal reward did
Daniel receive? Answer from Daniel 5:29.

a. 私たちが神のメッセージを勇気をもって忠実に他の人に分かつことを妨げるのは何ですか？
What keeps us from courageously and faithfully sharing God’s message with others?

(1.)

私 たち はどの よう にこの 障害 を乗り 越え られま すか ？ How can we overcome these
hindrances?

3. 神の切迫した裁きをベルシャツァルに伝え、警告するために、神はダニエルを用いました。神のメ
ッセージはその夜、ベルシャツァルを納得させ、罪を悟らせ、悔い改めさせるはずでした。しかし
そうではなく、何が起こりましたか？ダニエル 5:30,31 から、抜けている言葉を埋めることで答えま
しょう。God used Daniel to inform and warn Belshazzar of His impending judgment. God’s
message should have convinced, convicted, and converted him that night. Instead, what happened?
Answer by filling in the missing words from Daniel 5:30,31:
その夜、カルデヤ人の
ベルシャツァルは
、メディヤ人
が、およそ
62 歳で
。
In that _________ ______ Belshazzar
____ _________ of the Chaldeans ___________.
And__________ the Median ________ ____ ________________, being about threescore
and two (62) years old.

上級生用 Advanced Students: ミードのダリヨスがその夜いかにしてバビロンの街に入り、征服すること
が可能だったのかを調べて、短い報告書を書きましょう。Research and write a
brief report of how Darius, the Mede, was able to enter and conquer the city of
Babylon that night.
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4. まさしくその夜（ダニエル 5:30）、バビロンの街は倒れ、ベルシャツァルは殺されました。このこ
とは神の言葉の確実性と信頼性についてあなたにどのように語りますか？The city of Babylon fell
and Belshazzar was killed that very night (Daniel 5:30a NKJV). How does this speak to you about
the certainty and reliability of God’s Word?

神がそう言われた。私はそう信じ、事は決まった！God said it, I believe it and that settles it!
第六日目 SIXTH DAY: ダニエル書 5:1-31 を復習しましょう。Review Daniel 5:1-31
1. ダニエル書 5:1-31 のあなたの学びが、あなたの神の知識と理解を深め、強め、拡げた方法を分かち
合いましょう。Share a way your study of Daniel 5:1-31 has enriched, enhanced or expanded your
knowledge or understanding of God.

a. これはどのようにあなたが神を礼拝することに影響を及ぼすでしょうか？How will this affect
your worship of Him?

b. これに応答し、“いと高き神”をほめたたえる文を書きましょう。In response to this write a
sentence of praise to the most high God.

2. ダニエル書 5:18-28 から、ベルシャツァルに対するダニエルの大胆な非難と、この権力者である王に
壁の文字の解き明かしを述べた彼の勇気を思い出しましょう。ダニエルの人生は、周りの人々への
敬虔な影響となり、証しとなるようにあなたをどのように刺激しますか？From Daniel 5:18-28 recall
Daniel’s bold rebuke of Belshazzar and his courage in giving the interpretation of the writing on the
wall to this powerful king. In what way does Daniel’s life inspire you be a godly influence and
witness to the people around you?

3. 私たちはどのようにネブカデネザルとベルシャツァルの罪を避けることができますか？How can we
avoid the sins of Nebuchadnezzar and Belshazzar?

4. 今週の学びから、あなたは他にどんな教えや励ましを受けましたか？What additional instruction or
encouragement have you received from your study this week?

聖なる、聖なる、我らの主、全能なる神は聖なる方。Holy, holy, holy is our Lord God Almighty.
彼だけが優れており、素晴らしい主、力ある王。He alone is worthy, awesome Lord, mighty King.
全宇宙を支配し、He reigns through all the universe.
彼の栄光は全地を覆う。His glory covers all the earth.
彼の御力はその力強いわざにあらわれ、His power’s displayed in mighty works
私たちは彼を我らの主であり王であることを宣言する。and we proclaim Him as our Lord and King.
精選-selected
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ダニエル Daniel 6:1-28
Lesson 8
第一日目 FIRST DAY: 復習と概観 Review and Overview
1. 先週のダニエル書 5:1-31 の学び、または講義のどの側面が今日もあなたにミニスターし続けていま
すか？What aspect of last week’s lesson or lecture on Daniel 5:1-31 continues to minister to you
today?

2. 今週、ダニエル書 6 章を通して私たちは、最もエキサイティングで、いつの時も非常に愛されてい
る聖書の物語のひとつを学ぶ機会が与えられています。神の奇跡的な救出についてのダニエルの証
しと、彼の敬虔な模範は私たちを祝福し、私たちの益となるでしょう。ダニエル書 6:1-28 を読み、
以下のことに関するフレーズ、考え、または観察したことを記録しましょう。This week through
Daniel 6 we have the opportunity to study one of the most exciting and greatly loved Bible stories of
all time. Daniel’s testimony of God’s miraculous deliverance and his godly example will bless and
benefit us. Read Daniel 6:1-28 and record a phrase, thought or observation concerning:
a. ダリヨス Darius

b. ダニエル Daniel

c.

大臣たちと太守たち the presidents and princes

3. 祈りはダニエルにとって非常に重要でした。(ダニエル 6:10b) レッスンを続ける前に祈る時間を取
りましょう。今週の学びに関連するどんな関心事もあなたの祈りの中に含めましょう。ここにあな
た の 祈 り を 書 き ま し ょ う 。 Prayer was extremely important to Daniel (Daniel 6:10b). Before
continuing your lesson take time to pray. Include in your prayer any concerns you might have in
relationship to your study this week. Write your prayer here.

私はあなたがたに言います。求めなさい。And I say unto you, Ask, and it shall be given you;
そうすれば与えられます。捜しなさい。そうすれば見つかります。seek, and ye shall find;
たたきなさい。そうすれば開かれます。knock, and it shall be opened unto you.
ルカ Luke 11:9
©2007 Calvary Chapel Joyful Life Women’s Ministries – 3800 S. Fairview Rd., Santa Ana, CA 92704. Printed in the USA

第二日目 SECOND DAY: ダニエル書 6:1-9 を読みましょう。Read Daniel 6:1-9
1. 今日私たちは、ダニエル書 6:1-5 でこの出来事を取り巻く状況を見ることによって、ダニエルの注目
すべき経験についての学びを始めます。これを以下の段落から描写しましょう。Today we begin our
study of Daniel’s remarkable experience by looking at the circumstances surrounding this event in
Daniel 6:1-5. Describe this from:
a. verses 1-3 節

b. verses 4,5 節

c.

これらの節から、あなたはダニエルと彼の性格に関して何を観察しましたか？
observe about Daniel and his character from these verses?

What do you

2. 6 章全体を通し、節または文章の始めの言葉として“then (そこで、それで)”という言葉が頻繁に使
われていることに注目してください。確かにこの言葉は、この真実な記述の先を知りたいと思う期
待をふくらませます。それで、ダニエル書 6:6-8 によると、大臣や太守たちは王に何をするように申
し出ましたか？Notice that throughout Chapter Six the word then is frequently used as the first word
of a verse or sentence. Certainly this word builds the anticipation in this true account. Then what
did the presidents and princes ask the king to do according to Daniel 6:6-8?

a. ダリヨス王は彼らの操作的な陰謀にどのように応答しましたか？9 節から答えましょう。How
did king Darius respond to their manipulative plot? Answer from verse 9.

3. ダニエル書 6:4ｂのダニエルの模範に焦点を置くことで、今日のレッスンを完成しましょう。“しか

し彼らは何の非難も落ち度も見つけられなかった。なぜなら彼は忠実で、彼のうちには何の間違い
も欠点も見出せなかったからである。” セラ あなたはあなたの仲間または同僚に、あなたのう
ちにキリストに似たどんな性質を見い出してほしいですか？Complete today’s lesson by focusing on
Daniel’s example from Daniel 6:4b NKJV: but they could find no charge or fault, because he was faithful;
nor was there any error or fault found in him. Selah. What Christ-like attributes would you like your
peers or co-workers to see in you?

個人的に Personal: ダニエルのように、もしもあなたが見られているとしたら、あなたの会話、ふるま
い、または性格であなたが変えたいと願うところがありますか？If you were being watched,
like Daniel, would there be any changes you would want to make in your conversation,
conduct or character?

もし、あなたがクリスチャンであるという理由で逮捕されたなら、If you were arrested for being a Christian,
あなたに有罪を宣告するのに十分な証拠があるでしょうか？would there be enough evidence to convict you?
-精選 selected
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第三日目 THIRD DAY: ダニエル書 6:10-15 を読みましょう。Read Daniel 6:10-15
1. 以下の取り消しのできない法律が王によって署名されました：「次の 30 日間、王以外のいかなる神
や人に祈願をする者は誰でも獅子の穴に投げ込まれる。」(ダニエル 6:7ｂ) ダニエル書 6:10 を読み、
この脅迫的な文書に署名がされたことを知っていたにもかかわらず、ダニエルが取った行動を熟考
しましょう。10 節を一言一言書きながら、ダニエルがしたことを深く考えましょう。The following
irreversible law was signed by the king: for the next thirty days anyone who prays to anyone, divine or
human—except to your Majesty–will be thrown to the lions (Daniel 6:7bNLT).
Read Daniel 6:10 and
consider Daniel’s actions even though he knew that this intimidating writing was signed.
Ponder
what Daniel did as you print verse 10 phrase by phrase.

a. 生命の危険にさらされるこの状況の中でダニエルが祈り、感謝していたことを認識することは、
あなたにどのようにミニスターしますか？How does the realization that Daniel prayed and gave
thanks in this life-threatening situation minister to you?

選択問題 Optional: ダニエル書 6:10 と、第二歴代誌 6:34,37,38 と詩篇 55:17 を比較しましょう。これは
ダニエルの行動についてのあなたの理解をどのように深めますか？Compare Daniel 6:10
with II Chronicles 6:34,37,38 and Psalm 55:17. How does this further your understanding of
Daniel’s actions?

2. 祈りはダニエルにとって、ただの習慣以上のものでした。彼の人生は、神との常に規則的なコミュ
ニケーションの上に成り立っていました。以下のことについて彼の模範があなたにどのように語り
かけるかを分かち合いましょう。Prayer was more than a habit for Daniel. His life was built on
regular communication with God. Share how his example speaks to you about your:
a. あなたの祈りの生活 prayer life

b. 主へのあなたの献身と誓約 consecration and commitment to the Lord

3. ダニエルをねたむ敵によって、彼に罠がしかけられました。ダニエル書 6:11-15 を読んでその一連の
出来事を観察しましょう。12 節の“came near 近くに来て”とは、彼らが“慌て、動揺して”やって
来たという意味です。以下の節から何が起こったかを描写しましょう。The trap was set for Daniel
by his jealous enemies. Observe the chain of events by reading Daniel 6:11-15. In verse 12 the
phrase came near means they came with haste and tumult. Describe what happened from the following
verses:
a. verse 11 節

b. verse 12,13 節

c.

verse 14 節 - 王の二重の反応に注目しましょう。Note the king’s twofold reaction.

d. verse 15 節
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4. この時点でのダニエルの置かれた状況を一言で表現しましょう。Use one word to describe Daniel’s
situation at this point.

何も思い煩わないで、あらゆる場合に、Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication,
感謝を持って捧げる祈りと願いによって、with thanksgiving,
あなたがたの願い事を神に知っていただきなさい。let your requests be made known to God.
ピリピ Philippians 4:6 NKJV

第四日目 FOURTH DAY: ダニエル書 6:16-23 を読みましょう。Read Daniel 6:16-23
1.ダニエル書 6:16-23 には、旧約聖書の中でも最も驚くべき神の救出の奇跡のひとつが含まれています。
悲劇として始まったものが勝利で終わるところに私たちが焦点を置くときに、今日の学びは私たち
の信仰を強めます。悲劇から勝利へというダニエルの体験を強調している、主要なフレーズを以下
の節から選び、記録しましょう。Daniel 6:16-23 contains one of the most marvelous miracles of
God’s deliverance found in the Old Testament. Today’s study will fortify our faith as we focus on
what began as a tragedy but ended in triumph. Choose and record key phrases from the following
verses to emphasize Daniel’s experience from tragedy to triumph:
a. verses 16,17 節

(1.)

16 節ｂで王がダニエルに言った事に注目しましょう。Notice what the king said unto Daniel
in verse 16b. What does this imply?

b. verses 18-20 節

c.

verses 21,22 節

(1.)

私たちのほとんどは 22 節のダニエルのように、劇的に主の救出を経験したことはないでし
ょう。しかし、あなたはおそらく特別な方法で主の臨在を知ったり、または主の救出を経
験したことがあるかもしれません。その短い証しを書きましょう。Most of us haven’t
experienced the Lord’s deliverance as dramatically as Daniel did in
verse 22. Yet,
perhaps you have known the presence of the Lord or experienced His deliverance in a
special way. Write a brief testimony of this.

d. verse 23 節

上級生用 Advanced Students: チ ャック牧師 は、 「ダニエル はキ リスト の型です。」と 言ってい
ます。：ダニエルの証しとキリストの受難の類似点を書きましょう。
Pastor Chuck says: Daniel is a type of Christ. Note the similarities between the
testimony of Daniel and the passion of Christ.
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2. 次のフレーズを熟考しましょう。：“彼には何の傷も見つからなかった。なぜなら、彼は彼の神に
信頼していたからです。”（6:23NKJV）：この危険な試練の中でもダニエルの神に対する信仰は、
衰えることがありませんでした。へブル人への手紙 11:33 は、これをどう支持していますか？
Consider the following phrase: no injury whatever was found on him, because he believed in his God
(Daniel 6:23c NKJV). Daniel’s faith in God did not fail even in this perilous trial. How does Hebrews
11:33 support this?

3. 今日の学びを念頭に置いて、以下の節がどのようにあなたの信仰を深め、または強めるかを記録し
ましょう。With today’s study in mind record a way the following verses expand or fortify your
faith:
a. エレミヤ書 Jeremiah 32:27

b. ローマ人への手紙 Romans 4:(19,20)21

c.

エペソ人への手紙 Ephesians 3:20

d. もしもお望みであれば、あなたの好きな、信仰を建てるような節を付け加えましょう。Add
your favorite faith-building verse, if you desire.

第五日目 FIFTH DAY: ダニエル書 6:24-28 を読みましょう。Read Daniel 6:24-28
1. この出来事の力強い結末がダニエル書 6:24-28 に記されています。ダニエル書 6:24 によると、ダニエ
ルに敵対する者たちに何が起こりましたか？The powerful conclusion to this event is recorded in
Daniel 6:24-28. According to Daniel 6:24 what happened to Daniel’s adversaries?

a. 神はそのしもべたちの敵をさばかれます。詩篇 7:14-16 には、どんな警告が書かれていますか？
God will judge the enemies of His servants. What warning is recorded in Psalm 7:14-16?

2. ダニエル書 6:25-27 を読みましょう。以下の節から、ダニエルの神に関するダリヨス王の力強い宣言
を書きながら、あなたの心と思いを王の布告の言葉であふれさせましょう。Read Daniel 6:25-27.
Let the words of king Darius’ decree flood your heart and mind as you print his powerful
declarations about the God of Daniel from the following verses:
a. verse 26b 節

b. verse 27 節

(1.)
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(2.)

神に関するどの真実が、今日あなたに最もミニスターしますか？その理由を分かち合いま
しょう。Which truth about God ministers to you the most today? Share why.

3. 6 章はダニエルに関する注目すべき記述で終わっています。28 節から、彼について何がわかります
か？Chapter Six ends with a noteworthy statement about Daniel. What do you learn about him from
verse 28?

彼はあなたを救うことができる、彼はあなたを救うことができる、
He is able to deliver thee, He is able to deliver thee.

罪が重くのしかかったとしても、彼のもとへ行って休みなさい。Tho’ by sin oppressed, go to Him for rest.
我々の神はあなたを救うことができる。Our God is able to deliver thee.
精選-selected

第六日目 SIXTH DAY: ダニエル書 6:1-28 の復習。Review Daniel 6:1-28
1. 今週の学びに応答し、ダニエル書 6:1-28 が以下のことをした方法を、少なくともひとつ書きましょ
う。：In response to your study this week record at least one way Daniel 6:1-28 has:
a. あなたを祝福した。blessed you

b. あなたに益を与えた。benefited you

2. あなたのレッスンが、主に対するあなたの信仰を強化した具体的な方法をひとつ書きましょう。
Write a specific way your lesson has fortified your faith in the Lord.

3. ダニエル書 6 章を念頭に置きながら、この言明について考えましょう。：「ダニエルは妥協して生
きることよりも、彼の信念のために自ら死ぬことを望みました。」：この中に今日の信者のための
どんなメッセージがありますか？With Daniel 6 in mind think about this statement: Daniel was willing
to die for his conviction rather than live with compromise. What message is there in this for believers
today?

4. ダニエルの模範はあなたの祈りの生活にどんな影響を及ぼしますか？How will Daniel’s example
influence your prayer life?

正しい人の熱心な祈りには、The earnest prayer of a righteous person
大きな力があり、has great power
驚くほどの効果があります。and wonderful results.
ヤコブ 5:16b（リビングバイブル）James 5:16b NLT
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ダニエル書
ダニエル書 Daniel 7:1-28
Lesson 9
第一日目 FIRST DAY: 復習と概観 Review and Overview
1. ダニエル書 6:1-28 のあなたの学びは、以下の面において、今週あなたにどんな変化をもたらし
ましたか？What difference has your study of Daniel 6:1-28 had on you this week in the area of:
a. 祈り prayer

b. 信仰 faith

2. 今日、多くの人々が将来について疑問を持ち、何が起こるのか心配しています。今週のダニエ
ル書 7 章の私たちの学びを通し、私たちはダニエルの見た幻を通じて未来を見ていきます。ダ
ニエル書の預言の章の学びは、私たちの信仰を強化し、希望を高め、私たちの証しがより効果
的なものとなるのを助けるでしょう。このことを心に留め、ダニエル書 7 章を読み、あなたに
とって、特に目立つフレーズや節を記録しましょう。Many people today are wondering about
the future and are worried about what it holds. Through our study this week of Daniel 7, we
will look at the future through Daniel’s visions. Our study of the prophetical chapters of Daniel
will strengthen our faith, elevate our hope and help us to be more effective in our witness. With
this in mind read Daniel 7 and record a phrase or verse that especially stands out to you.

3. あなたはダニエル書 7 章を読むに連れて、説明と理解力のより大きな必要を感じることでしょ
う。それによってあなたが祈り、学びに関するあなたの必要と願望を主に委ねるようにしまし
ょう。ここにあなたの祈りを書きましょう。As you read Chapter Seven of Daniel you may
sense a greater need for explanation and understanding. Let this prompt you to pray and
commit your needs and desires concerning your study to the Lord. Write your prayer here.

主よ。私に教えてください。Teach me, O LORD . . .
私に悟りを与えてください。Give me understanding . . .
詩篇 Psalm 119:33a,34a
©2007 Calvary Chapel Joyful Life Women’s Ministries – 3800 S. Fairview Rd., Santa Ana, CA 92704. Printed in the USA

第二日目 SECOND DAY: ダニエル書 7:1-8 を読みましょう。Read Daniel 7:1-8
1. ダニエル書 7:1 を間近に観察すると、この章が年代順に提示されていないことがわかります。歴
史的には、ダニエル書 7 章は 4 章と 5 章の間におさまります。以下の質問に答えることにより、
1 節からいくつかの興味深い背景の事実を発見しましょう。A close observation of Daniel 7:1
reveals that this chapter is not presented in chronological order. Historically Daniel 7 fits
between chapters 4 and 5. Discover a few interesting background facts from verse 1 by
answering the following questions:
a. いつ When?
b. 誰が Who?
c. どこで Where?
d. 何をした What?

2. 7 章全体がダニエルの夢と幻を取り扱っています。この章を最新の訳文や翻訳で読むと役立つか
もしれません。NLT によるダニエル書 7:2 を読むことで、ダニエルが見たものに注目しましょ
う。“その夜、私の幻の中で、私、ダニエルは、あらゆる方向から吹く強い風と共に、大きな
嵐が大海の表面をかき回しているのを見た。”：多くの聖書解説者たちが、海はおそらく国々
をさしているということに同意しています。ダニエル書 7:3 によると、何が海から上がって来ま
したか？All of Chapter Seven deals with Daniel’s dream and visions. You may find it helpful to
read this chapter in a modern translation or version. Notice what Daniel saw by reading Daniel
7:2 NLT: In my vision that night, I, Daniel, saw a great storm churning the surface of a great sea, with
strong winds blowing from every direction. Many Bible expositors agree that the sea probably refers
to the nations. According to Daniel 7:3 what came up from the sea?

3. ダニエル書 7 章の私たちの学びの後の方で、私たちはこれらの“四頭の大きな獣”とそれらが
何をあらわすのかをさらに深く見ていきます。簡単な前置きとして、以下の各節を読み、それ
ぞれの獣がどのようなものであったかを確認して、それに関する記述をひとつ記録しましょう。
Later in our study of Daniel 7 we will take a closer look at these four great beasts and what they
represent. For a brief introduction read the following verses and identify what each beast was
like and record one statement about it:
a. verse 4 節

b. verse 5 節

c. verse 6 節

d. verse 7 節
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(1.)

第四の獣は異なっていました。それは十本の角を持っていました。聖書の中で角はし
ばしば権力や権威を示します。聖書学者たちはダニエル書 7:8 の小さな角を黙示録の中
で獣と呼ばれている反キリストと同一視しています。8 節ｂは、小さな角をどのように
描写していますか？The fourth beast was different. It had ten horns. Horns in scripture
often represent power and authority. Bible scholars identify the little horn in Daniel 7:8 as
the Antichrist, called the beast in Revelation. How does verse 8b describe the little horn?

4. 神はダニエルにバビロニア帝国から永遠の国へという将来の予告を与えました。これらの預言
の多くは明快で、すでに成就されており、これから成就されるものもあります。神は彼の預言
者であるダニエルに、将来の具体的な詳細を啓示することをお選びになりました。第二ペテロ
1:19-21 から、私達は預言に関してどんな確信と教えを受け取れますか？God gave Daniel a
preview of the future from the Babylonian kingdom to the eternal kingdom. Many of these
prophecies are explicit and have been fulfilled while others are yet to be fulfilled. God chose to
reveal specific details of the future to His prophet Daniel. What assurance and instruction do we
receive from II Peter 1:19-21 concerning prophecy?

a. 「神のみが将来のことを知っている。神は私たちの時間の領域の外に生きておられ、過去と
同じように未来をも見通される。神には人間の歴史の全てが見える。」と言われてきました。
これは今日あなたにどのように影響しますか？It has been said: Only God knows the future.
He lives outside our time domain and can see the future as well as the past. He sees all of human
history. How does this affect you today?

第三日目 THIRD DAY: ダニエル書 7:9-14 を読みましょう。Read Daniel 7:9-14
1. ダニエル書 7:9 で、ダニエルの夜の幻は劇的に変りました。“私はもろもろの御座が設けられ、
年を経た方が座しておられるのを見た。”(NKJV9a) 以下の節から、ダニエルが見たものを記
録しましょう。In Daniel 7:9 Daniel’s night visions dramatically changed. I watched till thrones
were put in place and the Ancient of Days was seated. verse 9a NKJV From the following verses
record what Daniel saw:
a. verse 9b 節

b. verse 10 節

c. あなたにとって特に意味深い記述または言葉を選び、その理由を分かち合いましょう。
Choose a description or phrase that is especially meaningful to you and share why.

注意 Note: 「年を経た方とはイエスと父なる神に与えられたタイトルです。」と、チャック牧師は
言われます。彼は、これは白い御座の裁きではなく、大患難を生き抜いた人々をさばくイエ
スであると信じています。（マタイ 25:31,32 を見ましょう。）Pastor Chuck says, The
Ancient of Days is a title given to Jesus and to God the Father. He believes that this is not the
Great White Throne judgment but Jesus judging the people who have survived the Great
Tribulation. (See Matthew 25:31,32.)
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2. ダニエル書 7:11-14 のレンズを通して将来に焦点を置きましょう。これらの節は将来の出来事に
関して私たちに驚くべき洞察を与えます。次の各節が以下のことについて明らかにしているこ
とを書きましょう。Focus on the future through the lens of Daniel 7:11-14. These verses give us
amazing insights into future events. Write what the following verses reveal about:
a. 獣 the beast (verse 11 節)
b. 残りの獣 the rest of the beasts (verse 12 節)
c. 人の子 the Son of Man (verses 13,14a 節)
d. 彼の国（王国）His kingdom (verse 14b 節)

3. キリストの永遠の国は私たちの将来の希望です。これは、あなたが永遠を視野に置いて生きる
のをどのように励ましますか？Christ’s everlasting kingdom is our future hope. How does this
encourage you to live with eternity in view?

a. コロサイ 3:1-4 の教えと約束は、私たちがそうすることをどのように助けますか？How will
the instruction and the promise of Colossians 3:1-4 help us do this?

あなたがたの中におられるキリスト、栄光の望みです。Christ in you, the hope of glory.
コロサイ Colossians 1:27b

第四日目 FOURTH DAY: ダニエル書 7:15-18 を読みましょう。Read Daniel 7:15-18
1. ダニエルが見聞きしたことの偉大さをとらえるのは、私たちにとっては不可能ですが、ダニエ
ル書 7:15 から、それが彼に与えた影響を私達は感じ取ることができます。これらの超自然的な
幻に対する彼の反応はどのようなものでしたか？15 節 It is impossible for us to grasp the
magnitude of what Daniel saw and heard, but from Daniel 7:15 we sense its effect on him. What
was his reaction to these supernatural visions? verse 15

a. ダニエルは彼が見たことの解き明かし、または意味を尋ね求めるほど悲しみ、悩みました。
ダニエル書 7:15a、16 から、これに注目しましょう。：“私は私が見たことすべてのゆえに

混乱し、悩まされた、、、それで、私は御座の傍に立っている者の一人に近寄り、それらす
べてのことの意味を尋ねた。すると彼はそれを私に説明してくれた。”：彼に与えられた説
明を、以下の各節から書きましょう。Daniel was grieved and troubled enough to ask for the
interpretation or meaning of what he had seen. Notice this from Daniel 7:15a,16 TLB: I was
confused and disturbed by all I had seen . . . so I approached one of those standing beside the throne
and asked him the meaning of all these things, and he explained them to me. Write the explanation
he was given from the following verses:
(1.)

verse 17 節

(2.)

verse 18 節

Lesson 9

4

2. ダニエル書 7:17,18 の神の解き明かしは、聖書学者たちに、ダニエルの幻とダニエル書 2 章のネ
ブカデネザルの夢を関連させる理由となりました。両方ともが四つの世界帝国の後に続く神の
王国の出現を説明しています。ダニエル 2 章ではこれら四つの大帝国の人間の展望が与えられ
ているのに対し、ダニエル 7 章では神の展望が与えられています。ダニエルの幻から帝国の描
写を書いて埋めることで、以下の表を完成させましょう。The divine interpretation in Daniel
7:17,18 causes Bible scholars to relate Daniel’s vision to Nebuchadnezzar’s dream in Daniel 2.
Both describe the rise of four world empires that are succeeded by the kingdom of God. Daniel 2
gives man’s perspective of these four great empires, whereas Daniel 7 gives God’s perspective of
them. Complete the following chart by filling in the descriptions of the kingdoms from Daniel’s
vision:
ネ ブ カ デ ネ ザ ル の 夢
ダニエルの幻 DANIEL’S VISION
NEBUCHADNEZZAR’S DREAM
(ダニエル 7 章 Daniel 7)
(ダニエル 2 章 Daniel 2)
頭 Head – 純金 Fine Gold
バビロン Babylon

verse 4 節

胸と両腕 Chest and Arms –銀
Silver
メディヤ-ペルシャ Medo-Persia

verse 5 節

腹ともも Belly and Thighs – 青銅
Bronze
ギリシャ Greece

verse 6 節

すね Legs – 鉄 Iron
ローマ Rome

verses 7,8 節

足 Feet - 鉄と粘土 Iron and Clay
未来の十の連合国 Future 10
Nation Confederacy

3. 歴史を振り返ってダニエルの預言が成就されているのを見ることは、あなたをどのように鼓舞
し、より効果的な証し人とさせるでしょうか？How does looking back over history and seeing
the fulfillment of Daniel’s prophecies inspire you and enable you to be a more effective witness?

第五日目 FIFTH DAY: ダニエル書 7:19-28 を読みましょう。Read Daniel 7:19-28
1. ダニエルは特に第四の獣に興味がありました。私たちはダニエル書 7:19-28 から、この獣につい
てかなり多くのことがわかります。私たちのレッスンの中の表で、私たちは第四の獣がローマ
帝国と見なされていることを発見しました。20 節と 21 節から、この“獣”、もしくは“角”に
関する追加の詳細をいくつか記録しましょう。Daniel was particularly interested in the fourth
beast. We learn a great deal about this beast from Daniel 7:19-28. Through the chart in our lesson
we discovered that the fourth beast was identified with the Roman Empire. Record a few
additional details about this beast/horn from verses 20,21.
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a. 22 節を観察しましょう。“年を経た方が来られるまでのことで、いと高き方の聖徒たちに味
方してさばきが宣告され、聖徒たちが国を支配するようになる時が来るまで。”（NIV）：
この預言が将来に成就することを期待して待つことは、どのようにあなたにミニスターしま
すか？Observe verse 22 NIV: Until the Ancient of Days came and pronounced judgment in favor of
the saints of the Most High, and the time came when they possessed the kingdom. How does the
anticipation of the future fulfillment of this prophecy minister to you?

注意 Note: チャック牧師は次のように言われます。：「これらの節の“聖徒”とは、イスラエルの
苦難の時に、神に心を向けて立ち返ったユダヤ人たちのことです。彼（反キリスト）が聖徒
たちに戦いをいどみ、彼らに打ち勝ったという事実は、彼らとはユダヤ人の聖徒達のことで
あり、教会ではありません。私は、地上で権威を与えられた反キリストを教会が見ることに
なるとは信じていません。」Pastor Chuck says: The saints in these verses are the Jews who have
turned their hearts to God in the troubled times for Israel. The fact that he (Antichrist) makes war on
the saints and prevails against them means that they are the Jewish saints, not the Church. I do not
believe that the Church will see the Antichrist empowered upon the earth.
2. ダニエル書 7:23-26 で、解き明かす者が引き続きダニエルの幻の意味を説明しています。第四の
獣 とその国についてさらに明らかにしている 25 節から、以下の句を完成させましょう。In
Daniel 7:23-26 the interpreter continued to explain the meaning of Daniel’s vision. Complete the
following phrases from verse 25 that reveal more about the fourth beast and his kingdom:
彼は、_____________に逆らう_________を吐き、いと高き方の___________を
____________________とする。彼は______と_________を____________とし、聖徒たちは、
_________________________________(3 年半)、彼の手に___________________。
And he shall __________ __________ __________ against the ________ ________,
and shall ________ ______ the __________ of the most High, and ____________ to
__________ _________ and _________ : and they _________ ____ _________ into
his hand until a __________ and ___________ and the dividing of _________ (3 ½ years).
3. ダニエル書 7:26,27 を読みながら、ダニエルの幻の結末を熟考しましょう。：“しかし、さばき
が行われ、彼のすべての主権が奪われて、完全に滅ぼされる。天の下にある全ての国の主権と
権力がいと高き方の聖なる者たちに与えられるのである。彼らは永遠にすべてのものを治め、
すべての支配者たちが彼らに仕え、従うようになる。”NLT（ダニエル書 7:10b、22 も見ましょ
う。）：あなたの反応を分かち合いましょう。Consider the conclusion of Daniel’s vision as you
read Daniel 7:26,27 NLT: But then the court will pass judgment, and all his power will be taken away
and completely destroyed. Then the sovereignty, power, and greatness of all the kingdoms under heaven
will be given to the holy people of the Most High. They will rule forever, and all rulers will serve and obey
them. (See also Daniel 7:10b,22.) Share your response.

4. ダニエル書 7:28 のことの（話の）終わりで、ダニエルは彼の考えと感情をあらわしています。
彼の反応はどのようなものでしたか？In Daniel 7:28 Daniel expressed his thoughts and feelings
at the end of the matter. What was his reaction?

実に、神は、神々の神、Truly. . .God is the God of gods,
王たちの主、秘密をあらわすお方だ、、、。 the Lord over kings, a revealer of mysteries. . .
ダニエル Daniel 2:47b NLT（訳者翻訳）
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第六日目 SIXTH DAY: ダニエル書 7:1-28 を読みましょう。Review Daniel 7:1-28
1. 今週のダニエル書 7:1-28 の学びを念頭に置いて、以下のことについての考えや洞察、または観
察したことをひとつ記録しましょう。With this week’s study of Daniel 7:1-28 in mind record
one thought, insight or observation about:
a. ダニエルの夢と幻 Daniel’s dream and visions

b. 世界帝国 the world kingdoms

c. 小さな角/獣(反キリスト)the little horn/beast (Antichrist)

d. 聖徒たち the saints

2. 今週のレッスンは、あなたがイエス様の再臨と支配のために準備するのをどのように助けまし
たか？How has the lesson this week helped prepare you for Jesus’ return and reign?

3. このダニエルの預言書のあなたの学びは、具体的にどのような方法で；（以下質問）In what
specific way has your study of this prophetic chapter of Daniel:
a. あなたの信仰を強化しましたか？strengthened your faith

b. あなたの希望を高めましたか？elevated your hope

c. あなたの証しをより効果的なものにするのを助けましたか？helped you to be more effective
in your witness

この世の国は The kingdoms of this world
私たちの主 are become the kingdoms of our Lord,
およびそのキリストのものとなった。and of His Christ;
主は永遠に支配される。and He shall reign for ever and ever.
黙示録 Revelation 11:15b
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ダニエル書
ダニエル書 Daniel 8:1-27
Lesson 10
第一日目 FIRST DAY: 復習と概観 Review and Overview
1. あなたのダニエル書 7:1-28 の学びが、今週のあなたの信仰、希望または証しにどのように影響した
か分かち合いましょう。Share a way your study of Daniel 7:1-28 has influenced your faith, hope or
witness this week.

2. 今週の私たちのダニエル書 8 章の学びを通して、私たちは国家と個人の両方を含む、神が主権を持
つ最高の計画を観察していきます。ダニエル書 8:1-27 を読みましょう。以下の段落を観察し、特に
あなたの注意をひくフレーズや節を書きましょう。Through our study of Daniel 8 this week we will
observe that God’s sovereign plan includes nations and individuals. Read Daniel 8:1-27. Note the
following divisions and write the phrase or verse that particularly captures your attention:
a. ダニエルの幻 Daniel’s vision – verses 1-14 節

b. ダニエルの願いとガブリエルの応答 Daniel’s request and Gabriel’s response – verses 15-19 節

c.

幻の解き明かし The interpretation of the vision – verses 20-27 節

3. チャック牧師は次のように言います。「本の著者自身から指導を受けるということはすばらしいこ
とではないでしょうか？聖霊が聖書の一節の悟りを私に与えてくださるのはなんという祝福でしょ
う。個人的指導者としてあなたのそばに神が共にいてくださるのは本当に助けになります。」この
ことを念頭に置いて、あなたがレッスンを完成させるときに主があなたに悟りと手引きを与えてく
ださるようにお願いしましょう。ここにあなたの祈りを書きましょう。 Pastor Chuck says, Isn’t it
wonderful to be instructed by the Author of the Book? It is such a blessing to me to have the Holy Spirit open up my
understanding to a passage of Scripture. It really helps to have the God of heaven as your tutor, right there alongside
you. With this in mind ask the Lord to grant you understanding and guidance as you complete your
lesson. Write your prayer here.

助け主、すなわち、. . . the Helper, the Holy Spirit,
父が私の名によってお遣わしになる聖霊は、whom the Father will send in My name,
あなたがたに、、、教え、、、He will teach you . . .
ヨハネ John 14:26a NKJV
©2007 Calvary Chapel Joyful Life Women’s Ministries – 3800 S. Fairview Rd., Santa Ana, CA 92704. Printed in the USA

第二日目 SECOND DAY: ダニエル書 8:1-7 を読みましょう。Read Daniel 8:1-7
1. 歴史はダニエル書 8 章の預言的幻を立証しています。今週の私たちのレッスンで、私たちはダニエ
ルが彼の幻の中で予見した歴史的出来事のいくつかを熟考していきます。また、これらの預言の幾
つかの箇所は未来の出来事も予示しています。ダニエル書 8:1,2 の冒頭の節を読み、この幻の背景の
状況を描写しましょう。History verifies the prophetic vision of Daniel 8. In our lesson this week we will
consider some of the historical events Daniel foresaw in his vision. Portions of these prophecies also
foreshadow future events. Read the introductory verses in Daniel 8:1,2 and describe the circumstances
surrounding this vision.

2. ダニエル書 8 章の預言的幻は、ダニエル書 7 章で見られた四つの帝国のうちの二つに焦点を置いて
います。ダニエル書 8:3-5 を読み、ダニエルが見た主な映像に注目しましょう。ダニエル書 8:20,21
はこれらの映像が何を象徴するかを表すことにより 3~5 節に光明を投じます。これを見るために以
下の表を完成させましょう。The prophetic vision in Daniel 8 focuses on two of the four empires seen in
Daniel 7. Read Daniel 8:3-5 and note the main images Daniel saw. Daniel 8:20,21 sheds light on verses 3-5
by revealing what these images represent. To see this complete the following chart:

映像 Images

行動 Activity

象徴 Represents

verse 3 節
二本の角を持つ雄羊
ram with 2 horns

verse 4 節

verse 20 節

verse 5 節
著しく目立つ一本
の角を持つ雄やぎ
he goat with a
notable horn

verses 5 – 7 節

verse 21 節

3. 歴史には、メド-ペルシャ帝国が起こり、クロスが率いるペルシャ(雄羊)がいかにして強力になり、
西へ、北へ、南へと征服して行ったかが記録されています。ダニエルは雄羊と雄やぎ(ギリシャ)の間
の戦争を予言しました。ペルシャ帝国の硬貨に使われた象徴は雄羊で、ギリシャ帝国の硬貨の象徴
はやぎでした。これはあなたにどう語りますか？History records the rise of the Medo-Persian empire
and how Persia (the ram), under Cyrus, became stronger and made its conquests to the west, north and
south. Daniel predicted the war between the ram and the goat (Greece). The symbol used on the coins of
the Persian empire was a ram and the symbol on the coins of the Grecian empire was a goat. How does
this speak to you?

4. 神のみが未来を知っています。以下のイザヤ書からの聖句を読み、あなたの反応を書きましょう。
God alone knows the future. Read the following verses from Isaiah and write your response:

私が歴史全体を通して行ってきたことを忘れるな。Do not forget the things I have done throughout history.
私が神である、私だけが！For I am God – I alone!
私が神であり、私のような者は他に誰もいない。I am God, and there is no one else like Me.
それが起こる前に何が起こるかを教えられるのは私だけだ。Only I can tell you what is going to happen even
私が計画することはみなそのとおりになる。なぜなら、before it happens.
私が望むことはすべて実行するからだ。Everything I plan will come to pass, for I do whatever I wish.
イザヤ Isaiah 46:9,10 NLT(翻訳者訳)
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第三日目 THIRD DAY: ダニエル書 8:8-14 を読みましょう。Read Daniel 8:8-14
1. ダニエル書 8:8 はその預言がとても正確な為、懐疑論者たちを動揺させます。聖書学者たちはアレク
サンドロス大王が非常に高ぶった雄やぎ(８a)の大きな角であるとして、ダニエル書 8:5-8 の預言を成
就したということに同意しています。８b から以下の空欄を埋めることで、その雄やぎが強くなった
ときに彼に起こったことを観察しましょう。Daniel 8:8 is so precise in its predictions that it disturbs
skeptics. Bible scholars agree that Alexander the Great fulfilled the prophecy of Daniel 8:5-8, identifying
him as the large horn on the male goat that grew very great (verse 8a NKJV). Observe what happened to him
after he became strong by filling in the blanks from verse 8b:

そして彼が強くなったときに、角が
______
_____________;

。 and when he was strong, the

___________

horn

a. 次のチャック牧師からの引用を見ましょう。：「アレクサンドロス大王が死んだのは彼がたった
32 歳のときでした。アレクサンドロスの死後、彼の四人の将軍たちによってギリシャ帝国は四
つに分割されました。８c 節は、はっきりと成就されました。預言の成就は、神のみことばに対
するあなたの信頼にどのように影響しますか？Observe the following quote from Pastor Chuck:
Alexander the Great was only 32 years old when he died. After Alexander’s death the Grecian empire was
divided by four of his generals. Verse 8c was explicitly fulfilled. How does fulfillment of prophecy affect
your confidence in God’s Word?

選択問題 Optional:
アレクサンドロス大王は、彼の世界征服の間は無敵のようでしたが、若
くして急死しました。ヤコブ 4:14 を読みながらこのことについて考えましょう。これは、命と
いかに生きるべきかについてあなたにどんな展望を与えますか？ Alexander the Great seemed
invincible during his conquests of the world, yet in his youth he suddenly died. Think about this as
you read James 4:14. What perspective does this give you about life and the way you should live?

上級生用 Advanced Students: アレクサンドロスの死後、彼の四人のリーダー的将軍たちが争い、ギリ
シャ帝国を分割しました。その四人の将軍の名前と、彼らが統治していた地域を
述べましょう。 After Alexander’s death his four leading generals fought for and
divided the Grecian empire among themselves.
territory they ruled.

Name the four generals and the

2. その四本の角または統治者のうちのひとつから一本の小さな角が出てきました。ダニエル書 8:9-12
はこの邪悪な支配者を描写しています。チャック牧師と多くの聖書解説者たちはこの男をシリヤの
アンティオコス・エピファネスであると特定しており、彼は反キリストの原型(予兆)です。以下の節
から彼に関する預言的記述を一つか二つ書きましょう。Out of one of the four horns or rulers came forth
a little horn. Daniel 8:9-12 describes this evil ruler. Pastor Chuck and many Bible expositors identify this
man as Antiochus Epiphanes from Syria, who foreshadows the Antichrist. Record one or two prophetic
statements about him from the following verses:

a. verse 9 節 (麗しい国とはイスラエルの地のこと The pleasant land is the land of Israel.)

b. verse 10 節
(~にすら達し という句は、~にすら対抗しという意味；ここでの天の軍勢はユダヤ人
のことで、星は祭司と霊的リーダーのこと。)The phrase even to means even against; the hosts of heaven
here are the Jewish people
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c.

verse 11 節

(軍勢の長とは主のこと The prince of the host is the Lord.)

d. verse 12 節

3. ダニエル書 8：13,14 を読みましょう。ダニエルは二人の聖なる者、おそらく天使たち、の間の会話
を聞きました。（NIV の）ダニエル書 8：13b の質問を熟考しましょう。；“毎日のささげもの、荒

廃をひきおこす反抗者、聖所と軍勢が渡され足で踏みにじられることに関する幻が成就するまでど
れくらいかかるのだろう？”；ダニエル書 8：14 から答えを書き写しましょう。Read Daniel 8:13,14.
Daniel heard the discussion between two saints, perhaps angels. Consider the question in Daniel 8:13b
NIV: How long will it take for the vision to be fulfilled – the vision concerning the daily sacrifice, the rebellion that
causes desolation, and the surrender of the sanctuary and of the host that will be trampled underfoot? Print the
answer from Daniel 8:14.

a. この驚くべき預言は、成就する 350 年以上も前に書かれました。アンティオコスは紀元前約 171
年にユダヤ人に対する彼の迫害を始めました。紀元前 165 年 12 月 25 日、聖所はマカベアのユダ
によって清められました。これは私たちの神の知恵と偉大さについてあなたにどのようにミニス
ターしますか？This amazing prophecy was written over 350 years before it was fulfilled. Antiochus
began his persecution of the Jews in approximately 171 BC. On December 25, 165 BC the sanctuary
was cleansed by Judas Maccabeus. How does this minister to you about the wisdom and greatness of
our God?

第四日目 FOURTH DAY: ダニエル書 8：15-22 を読みましょう。Read Daniel 8:15-22
1. ダニエルがこの幻を見ている間に経験したであろう思いや質問、または感情を想像しましょう。ダ
ニエル書 8：15-19 を読み、以下の節によると何が起こったか要約しましょう。Imagine the thoughts,
questions and feelings that Daniel might have experienced while seeing this vision. Read Daniel 8:15-19
and summarize what happened according to:

a. verses 15,16 節

b. verse 17 節

c.

verses 18,19 節

d. これらの節で何が最もあなたに印象的ですか？What impresses you the most from these verses?

2. ガブリエルは、「その幻が終わりの時のことであることを悟りなさい。、、、後の憤りの時に起こ
ることをあなたに知らせる。なぜなら、その幻は定められた終わりの時に関わるからだ。（NIV ダニ
エル 8：17b、19）」と言いました。ダニエル書 8：20-22 で、ガブリエルはダニエルがこの幻の冒頭で
見た映像が何であるかを明白に確認しました。ガブリエルは幻と終わりの時の類似点を見せていま
した。あなたはなぜ神がダニエルにこれらのことを知ってほしかったのだと思いますか？ Gabriel
explained to Daniel: understand that the vision concerns the time of the end. . . I am going to tell you what will
happen later in the time of wrath, because the vision concerns the appointed time of the end (Daniel 8:17b,19 NIV).
In Daniel 8:20-22 Gabriel clearly identified the images Daniel saw at the beginning of this vision. Gabriel
was showing Daniel the parallels between the vision and the end times. Why do you think God would
want Daniel to know these things?
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3. 神の時計は刻々と動いています。私たちは周りのあらゆる物に終わりの時のしるしを見ています。
これを考慮して、ルカ 21：28 は私たちにどうするように教えていますか？God’s time clock is ticking.
We are seeing signs of the last days unfolding all around us. In light of this what does Luke 21:28 instruct
us to do?

アーメン。主イエスよ、来てください。Even so, come, Lord Jesus.
黙示録 Revelation 22:20c

第五日目 FIFTH DAY: ダニエル書 8：23-27 を読みましょう。Read Daniel 8:23-27
1. 今日私たちが学ぶ節は終わりの時を予兆する預言が含まれています。（ダニエル 8:17c）ダニエル書 8：
23-25 で、アンティオコスと反キリストの両方が頻繁に考慮されています。“彼らの治世の終わりの
時に、彼らのそむきが最大に達した時、王が立ち上がる。”（ダニエル 8:23aNKJV）以下の節からフレ
ーズをいくつか書くことでこの王を描写しましょう。The verses we will study today include prophecy
that foreshadows the time of the end (Daniel 8:17c). Often in Daniel 8:23-25 both Antiochus and Antichrist
are in view. And in the latter time of their kingdom, when the transgressors have reached their fullness, a king shall
arise...(Daniel 8:23a NKJV). Describe this king by writing phrases from the following verses:

a. verse 23b 節

b. verse 24 節

c.

verse 25 節

(1.)

少し休止して 25 節の最後の句について考えましょう。；“しかし彼は滅ぼされる。しかし
それは人の手によってではない。（NIV）” この反キリストはどのように滅ぼされます
か？黙示録 19:20 から答えましょう。Pause and think about the last phrase of verse 25 NIV:
Yet he will be destroyed, but not by human power. How will the Antichrist be destroyed? Answer
from Revelation 19:20.

2. ダニエル書 8:23-25 と以下の節による反キリスト(獣)の描写の類似点をいくつか書きましょう。Draw
a few parallels between Daniel 8:23-25 and the description of the Antichrist (beast) from the following
verses:

a. 第二テサロニケ II Thessalonians 2:3b,4

b. 第二テサロニケ II Thessalonians 2:9,10a

c.

第二テサロニケ 2:15 でどんな実際的な教えが信者に与えられていますか？ What practical
instruction is given to believers in II Thessalonians 2:15?

3. ダニエル書 8:26 でダニエルに与えられた教えに注目しましょう。：“告げられた夕と朝の幻は真実
である。しかし その幻には封をしてお け。なぜならそれは未来の多くの日を示して いるから
だ。”：ダニエル書 8:27 をここに一言一言書きながら、幻に対するダニエルの反応について考えま
しょう。Notice the instruction Daniel was given in Daniel 8:26 NKJV: And the vision of the evenings and
mornings which was told is true; therefore seal up the vision, for it refers to many days in the future. Think about
Daniel’s reaction to the vision as you write Daniel 8:27 here phrase by phrase.

Lesson 10

5

a. ダニエルは幻によって肉体的に、感情的にそして霊的に影響を受けました。これは、この神の預
言者についてあなたに何を明らかにしますか？Daniel was physically, emotionally and spiritually
affected by the vision. What does this reveal to you about this prophet of God?

b. ダニエルは彼が見たこと、聞いたことによって揺り動かされたにもかかわらず、起きて、王の事
務をとりました。あなたは、このことからあなたの人生に適用できる何を学びますか？In spite
of being shaken by what he had seen and heard, Daniel rose up, and did the king’s business.
you learn from this that you can apply to your life?

What do

第六日目 SIXTH DAY: ダニエル書 8:1-27 の復習。Review Daniel 8:1-27
1. ダニエル書 8:1-27 の学びに応答し、以下のことについてあなたが受けた洞察や発見したことを書き
ましょう。In response to your study of Daniel 8:1-27 write an insight you received or a discovery you
made concerning:

a. 成就した預言 fulfilled prophecy

b. これから成就する預言 prophecy yet to be fulfilled

c.

神 God

d. みことば His Word

2. あなたはなぜ、聖書の預言を学ぶことが大切だと思いますか？Why do you think it is important to
study Biblical prophecy?

3. ダニエル書 8 章の預言の知識は、あなたの展望、優先順位そしてクリスチャンとしての追求にどん
な影響を及ぼすはずですか？What effect should the knowledge of the prophecies of Daniel 8 have on
your perspectives, priorities and pursuits as a Christian?

4. 主が、彼の主権による計画を完成するために国々や個人を用いられるのを知っていることは、今日
どのようにあなたにミニスターしますか？How does knowing the Lord uses nations and individuals to
accomplish His sovereign plan minister to you today?

神だけがすべての知恵と力をお持ちです。. . . for He alone has all wisdom and power.
神が世界の出来事の行く手を決めます。He determines the course of world events;
神は王を退け、他の者を王位につけます。He removes kings and sets others on the throne.
ダニエル Daniel 2:20b,21a NLT（翻訳者訳）
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ダニエル書
ダニエル書 Daniel 9:1-27
Lesson 11
第一日目 FIRST DAY: 復習と概観 Review and Overview
1. ダニエル書 8:1-27 の学びは、以下のことに関するあなたの理解をどのように増しましたか？In what
way has the study or lecture on Daniel 8:1-27 increased your understanding of:
a. 成就した預言 fulfilled prophecy

b. 将来の出来事 future events

c.

ダニエル Daniel

2. 祈りはダニエルの人生の不可欠な一部分でした。ダニエル書 9 章の彼の熱心な執り成しの祈りは、
今週私たちを豊かにし刺激を与えることでしょう。彼の祈りに対する神の応答はこの章の結びの節
に記録されています。ダニエル書 9:1-27 は二つの部分に分けることができます。以下の段落を読ん
で 9 章を熟知しましょう。以下の段落に短い題名を付けましょう。Prayer was a vital part of
Daniel’s life. His passionate intercession in Daniel 9 will enrich and inspire us this week. God’s
response to his prayer is recorded in the closing verses of this chapter. Daniel 9:1-27 can be divided
into two portions.
Acquaint yourself with Chapter Nine by reading the following passages.
Provide a brief title for:
a. verses 1-19 節
b. verses 20-27 節

3. ダニエル書 9 章は聖書の中の祈りに関する重要な章の一つです。今週の祈りと預言に関するあなた
の学びの準備として、主に対しあなたの祈りを書きましょう。今週の学びに関するあなたの関心ご
とを祈りに含めましょう。Daniel 9 is one of the greatest chapters in the Bible on prayer. In
preparation for your study this week on prayer and prophecy, write your own prayer to the Lord.
Include any concerns you may have in relationship to the lesson this week.

そこで私は、顔を神である主に向けて、Then I set my face toward the Lord God
祈りと懇願により to make request by prayer
願い求めた。and supplications. . .

ダニエル書 Daniel 9:3a NKJV（翻訳者訳）
©2007 Calvary Chapel Joyful Life Women’s Ministries – 3800 S. Fairview Rd., Santa Ana, CA 92704. Printed in the USA

第二日目 SECOND DAY: ダニエル書 9:1-6 を読みましょう。Read Daniel 9:1-6
1. ダニエルの祈りは適用に富んでいます。ダニエル書 9:1,2 は彼の祈りの時と動機に関する重要な事柄
を私たちに提供しています。以下の質問に答えることで、それを記録しましょう。Daniel’s prayer is
rich with application. Daniel 9:1,2 provide important information concerning the time and
motivation for his prayer. Note this by answering the following:
時 Time – それはいつ起きましたか？when did this occur? verses 1,2a 節

動機 Motivation – 何を悟りましたか？what was understood? verse 2b 節

a.明らかにダニエルは預言者エレミヤによって書かれた巻物を読んでいました。エレミヤ書 25:11b、
12、29:10 を読みましょう。あなたには何が見えますか？Apparently Daniel was reading a scroll
written by the prophet Jeremiah. Read Jeremiah 25:11b,12; 29:10. What do you see?

2. ダニエルはみことばの学者(研究者)であり、バビロンでの 70 年間のユダヤ人捕囚の終わりが近いこ
とを知っていました。ダニエル書 9:3 を書き写すことによって、それが彼に何をするように駆り立て
たかを観察しましょう。Daniel was a student of the Scriptures and he knew that the seventy years of
Jewish captivity in Babylon were almost ended. Observe what this prompted him to do by printing
Daniel 9:3.
a. 3 節はダニエルについて何を明らかにしていますか？What does verse 3 reveal to you about
Daniel?

3. “私は、私の神、主
主に祈り、告白して言った。”（ダニエル９：４a） 4 章ｂから、彼の賛美の表現を
書くことによって、彼が主に言ったことを熟考しましょう。And I prayed to the LORD my God, and
made confession, and said. . .(Daniel 9:4a NKJV). Consider what he said to the Lord by writing his
expressions of praise from verse 4b.

a. 神に関するこれらの真実は、どのようにあなたの祈りに影響しますか？How do these truths
about God influence your prayers?

4. ダニエル書 9:5,6 を読み、ダニエルのへりくだった心を観察しましょう。彼は言い訳をしませんでし
た。その代わり心から悔い改めて主に具体的な告白をしました。それらのいくつかをここに書きま
しょう。Read Daniel 9:5,6 to observe Daniel’s humility of heart. He did not make excuses. Instead
he made specific confessions to the Lord in sincere repentance. Write a few of these here.

a. ダニエルがこれらの節の中で、私たちは、私たちの、という代名詞を使っていることに注目しま
しょう。なぜ彼がこれらの告白の中に自分自身を含めたのだと思いますか？Notice Daniel used
the pronouns we and our in these verses.
Why do you think he included himself in these
confessions?
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b. 第一ヨハネ 1:9 にはどんな教えと約束がありますか？What instruction and promise do you find
in I John 1:9?
第三日目 THIRD DAY: ダニエル書 9:7-15 を読みましょう。Read Daniel 9:7-15
1. ダニエルの祈りは私たちに教えと刺激の両方を与えます。今日の学びをダニエル書 9:7-10 に心を集
中させることから始めましょう。ダニエルが、主とユダの人々、エルサレムの住民、そして全ての
イスラエル人について述べていることを観察しましょう。ここでもまた、ダニエルは私たちは、私
たちの、という代名詞を使っています。以下のことに関するフレーズをそれらの節からいくつか書
きましょう。Daniel’s prayer provides us with both instruction and inspiration. Begin today’s lesson
by concentrating on Daniel 9:7-10. Observe what Daniel said about the Lord, the men of Judah, the
inhabitants of Jerusalem, and all Israel. Here, again Daniel used the pronouns we and our. Write a few
phrases from the following verses about:
主 The Lord

ユダヤ人
ユダヤ人 The Jews

verses 7,8 節

verses 9,10 節

a. これらの節であなたにとって最も目立つものは何ですか？What stands out to you the most from
these verses?

2. NLT のダニエル 9:11a を熟考しましょう。“すべてのイスラエル人はあなたの御声を聞くことを拒
否し、あなたの律法に服従せず、離れて行きました。”：ダニエル書 9:11ｂ～13 を用い、これらの
罪の結果、何が起きたかを要約しましょう。Consider Daniel 9:11a NLT: All Israel has disobeyed Your
law and turned away, refusing to listen to Your voice. Use Daniel 9:11b-13 to summarize what happened
as a result of these sins.

a. イスラエルの人々はどうするべきでしたか？13ｂから答えましょう。What should the people of
Israel have done? Answer from verse 13b.

b. ダニエルは、神を責めたり、主が人々にもたらしたこの悪（わざわい）について不平を言う代わ
りに、神の義の性質を認めました。ダニエル書 9:14ｂをここに書き写し、主に関する彼の声明に
ついて黙想しましょう。Daniel did not blame God or complain about all this evil (disaster) that
He had brought upon the people. Instead, he acknowledged God’s righteous character. Meditate
on his declaration about the LORD as you print Daniel 9:14b here.
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主のすべての御業に付随するすべて
すべてという言葉について少し止まって考えましょう。こ
すべて
れはあなたの今の状況において、あなたに何を語りますか？Stop and think about the word
all as it pertains to all His works. How does this speak to you in your current situation?
3. ダニエルは神の民を代表して、神のどんな御業を思い起こしましたか？ダニエル書 9:15 から答えま
しょう。What work of God on behalf of His people did Daniel recall? Answer from Daniel 9:15.
(1.)

a. 15ｃ節で、ダニエルの痛ましい告白を書きましょう。Write the tragic confession Daniel made in
verse 15c.
そのあわれみは、造られたすべてのものの上にあります。. . .and His tender mercies are over all His works.
Psalm 145:9b

第四日目 FOURTH DAY: ダニエル書 9:16-19 を読みましょう。Read Daniel 9:16-19
1.ダニエル書 9:16-19 には、ダニエルの熱心な請願が含まれています。以下の節からフレーズを書いて、
彼の請願を観察しましょう。Daniel 9:16-19 contains a passionate plea from Daniel. Observe his
petitions by recording phrases from:
a. verse 16 節

b. verse 17 節

c.

verse 18 節

2. ダニエルは何を根拠に彼の請願を立てましたか？以下の句を完成させることで答えましょう。On
what basis did Daniel make his supplications? Answer by completing the following phrases:
__________________のために、(17 節) for the ___________
___________の____________________によるのです。(18 節)
______________. verse 18d

________. verse 17d
but for ______

__________

a. チャック牧師は、「ダニエルは人の義や善を根拠にではなく、神のあわれみを根拠に、また神の
ために彼の請願を立てました。」と言っています。あなたは、あなたが祈る時にどのようにこの
原則を組み入れますか？Pastor Chuck says, Daniel didn’t base his requests on man’s righteousness or
goodness, but on God’s mercy and for His sake. How will you incorporate this principle when you
pray?

3. ダニエルの祈りの中の、彼の謙遜、誠実さ、情熱を見逃さないようにしましょう。ダニエル書 9:19
をここに一言一言書いて、それを熟考しましょう。Don’t miss Daniel’s humility, sincerity and
fervency in his prayer. Consider this as you write Daniel 9:19 here phrase by phrase.

a. この節で、何があなたにミニスターしますか？What ministers to you in this verse?
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選択問題 Optional:
今、あなたの町とその人々のためのとりなしの祈りの型として、ダニエル書 9:19
を用いましょう。Use Daniel 9:19 as a pattern to intercede in prayer for your city and people
right now.

今日の学びを通してあなたが発見したことで、あなたの生活に適用しようと思うことを分
かち合いましょう。Share a discovery you made through today’s study that you will apply
to your life.

4.

義人の祈りは働くと、The effectual fervent prayer
大きな力があります。of a righteous man availeth much.
ヤコブの手紙 James 5:16b

第五日目 FIFTH DAY: ダニエル書 9:20-27 を読みましょう。Read Daniel 9:20-27
1. 今日のダニエル書 9:20-27 の学びで、私たちはダニエルの願いに対する神の応答に焦点を置きます。
20 節と 21 節であなたに見えることを描写しましょう。In today’s study of Daniel 9:20-27 we will
focus on God’s response to Daniel’s prayer. Describe what you see in verses 20,21.

a. 想像してみてください、天使ガブリエルがダニエルの祈りを中断したのです！ガブリエルがダニ
エルに現れたのは、この時が初めてではありませんでした。22,23 節によると、ガブリエルはダ
ニエルに何と言いましたか？Imagine it – the angel Gabriel interrupted Daniel’s prayer! This was
not the first time Gabriel appeared to Daniel. What did Gabriel say to him according to verses
22,23?

(1.)

これはイザヤ書 65:24 の宣言をどのように実証しますか？How does this validate the
declaration in Isaiah 65:24?

2. ダニエル書 9:24-27 で、ダニエルは、ユダヤ人とエルサレムの町に関する神の御計画の時刻表を与え
られました。24 節でガブリエルはダニエルに、70 週の間に六つのことがイスラエルとエルサレムに
成し遂げられることを伝えました。24 節から、以下の句を完成させることで、それらを確認しまし
ょう。In Daniel 9:24-27 Daniel was given God’s timetable for the Jewish people and the city of
Jerusalem. In verse 24 Gabriel told Daniel that within seventy weeks six things would be accomplished
for Israel and Jerusalem. Identify them by completing the following phrases from verse 24:
a. ～をやめさせ to finish
b. ～を終わらせ to make
c.

～を贖い to make

d. ～をもたらし to bring in
e. ～を確証し to seal
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f. ～に油を注ぐ to anoint
70 週という預言のあなたの理解を助けるために、この表を参考にしましょう。Refer to this chart to
help you understand the seventy weeks prophecy:
1 week(週) = 7 years（年）
69 weeks （週）= 483 years（年）
Babylonian year （ バ ビ ロ ニ ア 年 ） =
360 days（日）
360 x 483 = 173,880 days（日）
3. ダニエル書 9:25a で、70 週の預言が始まる時について、ダニエルが知り、悟らなければならなかっ
たことは何ですか？From Daniel 9:25a what was Daniel to know and understand about the starting
point for the seventy weeks prophecy?

a. 紀元前 445 年 3 月 14 日、アルタクセルクセス（アルタシャスタ）王はエルサレムを回復して再
建する命令を発しました。69 週間後の紀元 32 年 4 月 6 日、イエスはエルサレムへの凱旋入城を
果たしました。この驚くべき預言の成就に対するあなたの反応は何ですか？On March 14, 445
BC King Artaxerxes gave the command to restore and rebuild Jerusalem. 69 weeks later on April
6, 32 AD Jesus made His triumphal entry into Jerusalem. What is your response to this incredible
fulfillment of prophecy?

ダニエル書 9:26,27 のあなたの理解を助けるために、この表を参考にしましょう。Refer to this chart to
help you understand Daniel 9:26,27:
70 週 Weeks
7 週 weeks
(49 年間 years)

62 週 weeks
(434 年間 years)

教会時代 Church
Age

最後の週 Final week
(7 年間 years)

エルサレムの回復
と再建 Jerusalem
restored
and rebuilt

メシアが来て、
断たれる Messiah
comes
and is cut off

明確にされていな
い期間 Undefined
time period

大患難 Tribulation
反キリストがイスラエ
ルと契約を結ぶ
Antichrist makes
covenant with Israel

今 Current

将来 Future

7 + 62 = 69 weeks
成就 Fulfilled

4. ダニエル書 9:26,27 を読みましょう。歴史は 26 節の正確さを記録しています。イエスが十字架にか
けられた時、メシアは断たれたのです。エルサレムは紀元 70 年にローマ人によって破壊されました。
教会時代はダニエルには明示されていません。27 節の彼とは反キリストのことを示し、大患難時代
の只中における彼の行いが描写されています。27 節で予告されている、どんな事がこれから起こり
ますか？Read Daniel 9:26,27. History records the accuracy of verse 26. When Jesus was crucified the
Messiah was cut off. Jerusalem was destroyed by the Romans in 70 AD. The Church Age was not
revealed to Daniel. In verse 27 he refers to the Antichrist and describes his activity in the middle of
the tribulation period. What does verse 27 predict will happen?
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5. 預言に応答して、ダニエルは祈りました。彼の模範に従ってあなたの祈りをここに書きましょう。
In response to prophecy Daniel prayed. Follow his example and write your prayer here.

第六日目 SIXTH DAY: ダニエル書 9:1-27 を復習しましょう。Review Daniel 9:1-27
1. 今週のあなたの学びが、主
主とみことばと主の忠実さに対するあなたの信頼にどのように影響したか
を分かち合いましょう。Share a way your study this week has affected your confidence in the
faithfulness of the Lord and His Word.

a. これはどのように以下のことを豊かにしますか？：How will this enrich:
(1.)

あなたの日々の歩み your daily walk

(2.)

あなたの賛美と礼拝 your praise and worship

(3.)

あなたの執り成しの祈り your intercession

2. ダニエル書 9 章の預言の部分の学びを通して、あなたはどのような方法で刺激と励ましを受けまし
たか？In what way have you been inspired or encouraged through your study of the prophetic
portion of Daniel 9?

3. 「私たちの主イエスの間近な再臨と、顔と顔とを合わせて、主にお会いすることへの期待は、ひざ
まづいて賛美し、請願するようにすべての信者を促すはずです。」と言われてきました。これを行
なうことで、あなたのレッスンを完了させましょう。It has been said: The prospect of the soon return of
our Lord Jesus and seeing Him face to face should drive all believers to their knees in praise and petition.
Complete your lesson by doing this.
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ダニエル書
ダニエル書 Daniel 10:1-21

Lesson 12
第一日目 FIRST DAY: 復習と概観 Review and Overview
1. 先週のダニエル書 9:1-27 の学びによってあなたはどのように、以下のことをするように奮起させら
れましたか？Share a way last week’s study of Daniel 9:1-27 has motivated you:
a. 祈ること to pray

b. 主の再臨のために準備をすること to be ready for the Lord’s return

2. ダニエル書 10 章は、私たちの祈りと執り成しを発展させ、大胆なものにする霊的戦いの重要な洞察
を含んでいます。ダニエルに与えられた最後の預言は、ダニエル書 10 章で始まり、ダニエル書 12
章まで続きます。ダニエル書 10:1-21 を読み、あなたにとって特に目立つフレーズや節を書きましょ
う。Daniel 10 contains important insight into spiritual warfare that should expand and embolden our prayers and
intercessions. The last recorded prophecy given to Daniel begins in Daniel 10 and continues through Chapter 12.
Read Daniel 10:1-21 and write a phrase or verse that especially stands out to you.

3. ダニエル書 10 章は、｢祈りは祝福に先行する。｣という声明を実証しています。神は今週の学びを通
してあなたを祝福したいと願っておられます。主があなたを祝福して悟りを与えてくださり、あな
たが学んだことを生活に適用するのを助けてくださるようにお願いする祈りを書きましょう。Daniel
10 validates the statement: Prayer precedes blessing. God wants to bless you through your study this week.
Write a prayer asking the Lord to bless you with understanding and help you apply what you learn to
your life.

そのように、私の口から出る私のことばも、So shall My Word be that goeth forth out of My mouth:
むなしく、私のところに帰っては来ない。it shall not return unto Me void,
必ず、私の望む事を成し遂げ、but it shall accomplish that which I please,
私の言い送ったことを成功させる。and it shall prosper in the thing whereto I sent it.
イザヤ Isaiah 55:11
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第二日目 SECOND DAY: ダニエル書 10:1-9 を読みましょう。Read Daniel 10:1-9
1. ダニエル書 10:1-4 はダニエルにとって注目すべき遭遇を紹介しています。彼の最後の幻は彼が 85 歳
位の時に与えられました。これは離散していたユダヤ人の最初のグループがエズラの指揮下でエル
サレムに戻ってきた後に起こりました。(エズラ記 1:1,2) 以下の節から、この幻の背景に関する興味深
い詳細のいくつかを記録しましょう。Daniel 10:1-4 introduces a remarkable encounter for Daniel. His
final vision came when he was about 85 years old. This occured after the first group of exiled Jews
returned to Jerusalem under the leadership of Ezra (Ezra 1:1,2). Record a few interesting details about the
background of this vision from the following verses:

a. verse 1 節(ここでのものとは、メッセージやことばの意味) (thing here means message or word)

b. verses 2,3 節

(1.)

c.

ダニエルの断食を描写しましょう。Describe Daniel’s fast.

verse 4 節

2. ダニエル書 10:5-9 を読みながら、ダニエルの驚くべき体験を熟考しましょう。彼はこの人をどのよ
うに描写していますか？5,6 節から答えましょう。Ponder Daniel’s incredible experience as you read
about it from Daniel 10:5-9. How did he describe this man? Answer from verses 5,6.

a. ダニエルの幻を、黙示録 1:13-16 の使徒ヨハネの幻と比べましょう。類似点を書きましょう。
Compare Daniel’s vision with the Apostle John’s in Revelation 1:13-16. Note the similarities.

(1.)

これらのイエスについての描写に対するあなたの反応はどんなものですか？What is your
response to these descriptions of Jesus?

3. チャック牧師と聖書解釈者の多くは、ダニエル書 10:5,6 の人をイエスと同一視しています。“この
幻は、私、ダニエルひとりだけが見て、私と一緒にいた人々は、その幻を見なかった、、、”(ダニ
エル 10:7) これを念頭に置いて、ダニエル書 10:7b-9 を読み、以下の人たちの反応を描写しましょ
う。Pastor Chuck and many Bible expositors identify Jesus as the man in Daniel 10:5,6. And I, Daniel, alone
saw the vision, for the men who were with me did not see the vision (Daniel 10:7 NKJV). With this in mind read
Daniel 10:7b-9 and describe the reactions of:

a. 彼ら(ダニエルと一緒にいた人々)the men

b. ダニエル Daniel

(1.)

8,9 節のダニエルの反応は、どのように黙示録 1:17a のヨハネの反応と似ていますか？How
is Daniel’s reaction in verses 8,9 similar to John’s in Revelation 1:17a?
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4. 今日の学びで私たちはダニエルが断食をして祈ったのを見ました。今日のクリスチャンはどんな理
由で、断食をして祈ることを選ぶでしょうか？In today’s study we saw that Daniel fasted and prayed.
Why would a Christian today choose to fast and pray?

第三日目 THIRD DAY: ダニエル書 10:10-14 を読みましょう。Read Daniel 10:10-14
1. ダニエル書 10:10-12 は、5~9 節のダニエルの大きな幻の後に起こったことを明らかにしています。ダ
ニエルには、恐らく御使いであろうもう一人の訪問者がいました。10-12 節によると、このメッセン
ジャーは何をして、また何を語りましたか？Daniel 10:10-12 reveals what happened after Daniel’s great
vision in verses 5-9. Daniel had another visitor, probably an angel.
this messenger:

According to verses 10-12 write what

a. ～をした did

b. ～を語った。said

2. 次のダニエルの反応とメッセンジャーの説明を熟考しましょう。：“彼が、この言葉を私に語った
時、私は恐れでまだ震えながら立ち上がった。彼は私に言った。「恐れるな。ダニエル。あなたが
悟りを願って祈り、あなたの神の前でへりくだることを始めたその初めの日から、あなたの願いは
天において聞かれているからだ。私が来たのはあなたの祈りに答えるためだ。」（ダニエル 10:11ｂ、
12NLT 翻訳者訳）：ダニエル書 10:13 の驚くべき記述を観察しましょう。あなたには何が見えますか？
Consider Daniel’s reaction and the messenger’s explanation in Daniel 10:11b,12 NLT: When he said this to
me, I stood up, still trembling with fear. Then he said, “Don’t be afraid, Daniel. Since the first day you began to pray
for understanding and to humble yourself before your God, your request has been heard in heaven. I have come in
answer to your prayer.” Observe the startling statement in Daniel 10:13. What do you see?

a. エペソ 6:12 は、神の御国と神の子供たちに対する目に見えない反抗をどのように確認していま
すか？ How does Ephesians 6:12 identify the unseen opposition against God’s kingdom and His
children?

(1.)

これは霊的戦いに関してあなたに何をあらわしていますか？ What does this reveal to you
about spiritual warfare?

(2.)

信者はこれらの悪の力に対して、どのように立つことができますか？エペソ 6:10-18 から、
いくつかの主要なフレーズを記録することによって答えましょう。What can believers to do
to stand against these forces of evil?
6:10-18.

3.

Answer by recording a few key phrases from Ephesians

ダニエルは彼の民のために執り成しました。執り成し(intercession )という言葉を定義しま
しょう。Daniel interceded for his people. Define the word intercession.

a. ダニエル書 10:14 によると、ダニエルの執り成しはどのように報われましたか？ According to
Daniel 10:14 how was Daniel’s intercession rewarded?

Lesson 12

3

b. 14 節を心に留めながら、イザヤ書 59:16a とエゼキエル書 22:30 を読みましょう。どのように、こ
れらの節は、執り成しの祈りをするようにあなたを駆り立てますか？With verse 14 in mind read
Isaiah 59:16a and Ezekiel 22:30. In what way do these verses press you to intercessory prayer?

私たちの戦いの武器は、この世のものではなく、The weapons we fight with are not the weapons of the world.
その反対に要塞をも粉砕する神の力があります。On the contrary, they have divine power to demolish strongholds.
第二コリント II Corinthians 10:4 NIV(翻訳者訳)

第四日目 FOURTH DAY: ダニエル書 10:15-19 を読みましょう。Read Daniel 10:15-19
1. ダニエルは圧倒されてしまい、主からの力と励ましが必要でした。それをダニエル書 10:15 から見ま
しょう。： 「彼が私にこのようなことを語っている間、私はうつむいていて、何も言えなかっ
た。」：16~19 節でのダニエルと天のメッセンジャーの間の交流について、各節が明らかにしている
こ と を 要 約 す る こ と で 熟 考 し ま し ょ う 。 Daniel was overwhelmed and needed strength and
encouragement from the Lord. Notice this from Daniel 10:15 NKJV: When he had spoken such words to me, I
turned my face toward the ground and became speechless. Consider the interaction between Daniel and the
heavenly messenger in verses 16-19 by summarizing what the following verses declare about this:

a. verse 16 節

b. verse 17 節

c.

verse 18 節

d. verse 19 節

(1.)

19 節の中の何が最もあなたを励ましますか？それはなぜですか？What encourages you the
most in verse 19? Why?

2. 次の断言について考えましょう。:“（大いに）愛されている”（ダニエル 10:11,19）: 神の愛につ
いて私たちに語っている多くのみことばがあります。以下の節が述べていることを記録しましょう。
Think about this affirmation: greatly beloved (Daniel 10:11,19). There are many Scriptures that tell us about
God’s love. Record what the following verses say:

a. エレミヤ書 Jeremiah 31:3

b. ヨハネの福音書 John 3:16

c.

ローマ書 Romans 5:8

d. ローマ書 Romans 8:37-39
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e. 神の愛を知っているということは、あなたにどんな影響を与えますか？ What affect does the
knowledge of God’s love have on you?

3. 神の驚くべき愛に対する感謝をあらわす祈りを書くことで、今日の学びを完成させましょう。
Complete today’s study by writing a prayer expressing your thanksgiving for God’s amazing love.

第五日目 FIFTH DAY: ダニエル書 10:20,21 を読みましょう。Read Daniel 10:20,21
1. ダニエル書 10 章の結びの節は、ダニエルの預言のうちの最も長くて最も詳細にわたる預言の前置き
です。チャック牧師は、｢御使いがダニエルに与えた預言は、とても遠い未来のイスラエルに関する
ものでした。｣と言っています。ダニエル書 10:20 を読みましょう。御使いはダニエルに何と言いま
したか？These closing verses in Daniel 10 are introductory to the longest and most detailed of Daniel’s
prophecies. Pastor Chuck says, The prophecies the angel had for Daniel concerned Israel in the very distant
future. Read Daniel 10:20. What did the angel say to Daniel?

a. 霊的戦いはまだ終わっていません。目に見えぬ霊的な力が、特に、イスラエルとその近隣諸国に
関わる対立の背後に働いています。これは今日の世界の政治や情勢の舞台の背後に働く、善と悪
の天使の勢力の抗争について何を示していますか？ The spiritual battle was not over. Unseen
spiritual forces were behind the conflict, particularly as it involved Israel and its neighboring nations.
What does this indicate about the struggle between angelic forces of good and evil behind the scenes
of world politics and conditions today?

(1.)

この戦いにおける私たちの役割は何ですか？What is our part in this battle?

2. 悟りを懇願したダニエルの祈りがまもなく答えられようとしていました。21 節 a で、ダニエルは何
を告げられましたか？Daniel was about to receive the answer to his prayer for understanding. What was
he told in Daniel 10:21a?

a. “真理の書”(21 節 a)というフレーズを念頭に置き、ヨハネの福音書 17:17b を書きましょう。
With the phrase Book of Truth in mind (verse 21a NLT), record John 17:17b.

(1.)

この宣言はどのようにあなたにミニスターしますか？How does this declaration minister to
you?

3. ダニエル 10:21b は、イスラエルの君、ミカエルが、これらの霊的戦いに関わることを明らかにして
います。黙示録 12:7(8,9)は、ミカエルについて何を明らかにしていますか？Daniel 10:21b reveals that
Michael, Israel’s prince, would get involved in these spiritual battles.
reveal about Michael?

Lesson 12

What does Revelation 12:7(8,9)

5

a.

あなたは以下の節から、御使いに関して何を知ることができますか？What do you learn about
angels from the following verses:

(1.)

詩篇 Psalm 34:7

(2.)

詩篇 Psalm 91:11

(3.)

ヘブル Hebrews 1:7,14

(4.)

あなたはこれらの節によって、どのように励まされましたか？How are you encouraged by
these verses?

第六日目 SIXTH DAY: ダニエル書 10:1-21 の復習。Review Daniel 10:1-21
1. ダニエル書 10:1-21 の学びを通して、あなたが以下のことについて、観察したこと、または発見した
ことを一つずつ書きましょう。Write one observation or discovery you made through your study of
Daniel 10:1-21 about:

a. 主 the Lord

b. ダニエル Daniel

c.

祈りと断食 prayer and fasting

d. 霊的戦い spiritual warfare

e. 御使い angels

2. 今週のレッスンの特にどんな面があなたにミニスターしましたか？それはなぜですか？ What
particular aspect of this week’s lesson ministered to you? Share why.

3. あなたは今週の学びによってどのように刺激を受け、励まされ、また、挑戦されましたか？How has
your study this week inspired, encouraged or challenged you?

敵が洪水のように押し寄せてくる時、When the enemy comes in like a flood,
主の御霊が敵に対して旗をひるがえされる。the Spirit of the LORD will lift up a standard against him.
イザヤ Isaiah 59:19b NKJV（翻訳者訳）
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ダニエル Daniel 11:36-12:13
Lesson 13
第一日目 FIRST DAY: 復習と概観 Review and Overview
1. 先週のダニエル書 10:1-21 の学びを念頭に置いて、次の声明を熟考しましょう；「祈りは地球上で天
の力を放出するひとつの力です。」； 私たちはダニエルの人生を通して、それを見ることができ
ます。彼の模範はあなたにどのようにミニスターしますか？With last week’s study of Daniel 10:1-21
in mind, consider this statement: Prayer is the one power on earth that releases the power of heaven. We
observe this through Daniel’s prayer life. In what way has his example ministered to you?

a. あなたはそれをどのように人生に適用しようと思いますか？How will you apply this to your
life?

2. 今週のダニエル書 11:36-12:13 の学びで、私たちは将来に成就される預言を考察していきます。これ
らの節は将来のこと、特にイスラエルの民と反キリストに関する多くの質問に答えてくれます。私
たちが学ぶことによって、私たちは祈り、証し、そして永遠を視野に置いて生きるように動かされ
ることでしょう。以下の段落を読み、それぞれが述べていることをあなたが確認するのを助けるフ
レ ー ズ や 節 を 書 き ま し ょ う 。 In our study this week of Daniel 11:36-12:13 we will consider
prophecies that will be fulfilled in the future. These verses answer many questions about the future,
especially as it relates to the nation of Israel and the Antichrist. What we learn should motivate us to
pray, to witness, and to live with eternity in view. Read the following divisions and write a phrase or
verse that helps you identify what each paragraph is about:
a. ダニエル Daniel 11:36-39
b. ダニエル Daniel 11:40-45
c.

ダニエル Daniel 12:1-4

d. ダニエル Daniel 12:5-13
3. 今週の学びのために思いと心を準備するため、祈りで始めましょう。以下の節を心に留めながら、
主とみことばに関するあなたの悟りが増し、主が喜ばれるような応答ができるようにしていただく
よう、主にお願いしましょう。ここにあなたの祈りを書きましょう。To prepare your mind and
heart for your study this week, begin with prayer. With the following verse in mind ask the Lord to
increase your knowledge of Him and His Word and enable you to respond in a way that pleases
Him. Write your prayer here.

が、自分の神を知る人たちは、...but the people that do know their God shall be strong,
堅く立って事を行う。and do exploits.
ダニエル Daniel 11:32b
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第二日目 SECOND DAY: ダニエル書 11:36-39 を読みましょう。Read Daniel 11:36-39
1. 今週のレッスンの中の預言は何百年も前に書かれたにもかかわらず、それらは歴史の最後の七年間
に起こる劇的な出来事を啓示しています。それからイエスが彼の地上における千年の支配を建てま
す。今日の学びを、ダニエル書 11:36-39 の王(最後の独裁者)について読むことによって始めましょう。
36,37 節から、この悪人を描写する言葉で、次の空欄を埋めましょう。Although the prophecies in
this week’s lesson were written hundreds of years ago, they reveal dramatic events that will take
place during the final seven-year period of history. Then Jesus will set up His one thousand year
reign on the earth. Begin your study today by reading about the king (the final dictator) in Daniel
11:36-39. Fill in the missing words from verses 36,37 that depict this evil man:
この王は、
のままに
い、すべての神よりも
を
め、
とし、
の
に向かって
を語り、
まで栄える。定められ
を
にかけず、
の慕うものも、
ていることが、なされるからである。彼は、
どんな神々も
にかけない。
にまさって自分を
するからだ。
And the king shall _____ according to ______ ________; and he shall ________ _____________,
and ___________ ___________ above every god, and shall __________ marvelous (blasphemies)
things against the ______ of gods, and shall __________ till the indignation (the Great Tribulation)
be ________________: for that that is determined shall be done. Neither shall he ________ the ______
of his fathers, nor the desire of _________, nor regard any god: for he shall ____________ __________
above ______.
選択問題 Optional: 聖書学者たちはこの王を反キリストと同一視しています。この描写はどのように、
イザヤ書 12:12-14 で見られる明けの明星/ ルシファー (サタン)をあなたに思い出させます
か？Bible scholars identify this king as the Antichrist. How does this description remind you
of Lucifer (satan) as seen in Isaiah 14:12-14?

2. ダニエル書 11:38,39NLT では、反キリストが何をするかが述べられています；“その代わりに、彼

はとりでの神をあがめ、彼の先祖たちの知らなかった神をあがめ、金、銀、宝石、宝物そして高価
な贈り物を惜しみなくその神に与える。彼は外国の神の助けを求めて、最も強固なとりでを攻撃す
る。彼に従う者には栄誉を与え、権威ある地位に彼らを任命し、彼らへの報酬として国土を分け与
える。”（翻訳者訳）；ひとつかふたつの言葉を用いてこの男を描写しましょう。In Daniel 11:38,39
NLT we are told what the Antichrist will do: Instead of these, he will worship the god of fortresses—a god
his ancestors never knew—and lavish on him gold, silver, precious stones, and costly gifts. Claiming this
foreign god’s help, he will attack the strongest fortresses. He will honor those who submit to him, appointing
them to positions of authority and dividing the land among them as their reward. Use one or two words to
describe this man.

a. 彼に仕え、彼と連合する者たちに、彼はどのように報酬を与えようとしますか？39 節 b から答
えましょう。How will he reward those who submit to and align themselves with him? Answer
from verse 39b.

3. 今日のみことばは、この悪の独裁者が世界の表舞台に現れ、征服することを明らかにしています。
ひょっとすると彼は今日生きていて、世界のリーダーとして現れるために準備をしているのかもし
れません。このことはクリスチャンとして、あなたに何をせずにはいられなくさせますか？Today’s
scriptures reveal that this evil dictator will enter and dominate the world scene. Perhaps he is alive
today preparing to emerge as a world leader. As a Christian what does this compel you to do?
万物の終わりが近づきました。ですから、But the end of all things is at hand:
祈りのために、心を整え身を慎みなさい。be ye therefore sober, and watch unto prayer.
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第一ペテロ I Peter 4:7

第三日目 THIRD DAY: ダニエル書 11:40-45 を読みましょう。Read Daniel 11:40-45
1. 反キリストは彼の軍事力に信頼を置きます。しばらくの間、彼は勝利を得ますが、しかし必ず彼の
終わりが来ます。これをダニエル書 11:40-45 で観察しましょう。以下の節から、何が起こるかを描
写しているフレーズを書きましょう。The Antichrist will put his confidence in his military might.
For a season he will be victorious yet he shall come to his end. Observe this from Daniel 11:40-45.
Choose phrases from the following verses to describe what will take place:
a. verse 40 節

b. verse 41 節

c.

verses 42,43 節

d. verses 44,45 節

2.ダニエル書 11:41 の、“麗しい国”はイスラエルを、“アモン”はヨルダンとイラクを指しています。
チャック牧師は次のように言います；「イスラエルは反キリストに取られますが、ヨルダンは取ら

れません。興味深いことです。なぜなら、ユダヤ人は実際に安全を求めてヨルダンの、ぺトラとい
う岩の町へと逃れます。そこで彼らは、神の大いなる憤りと怒りが地上にふりかかる 3 年半の間、
神によって保護されます。」；これは神について、あなたに何を明らかにしますか？In Daniel 11:41
the glorious land refers to Israel and Ammon is Jordan and Iraq. Pastor Chuck says: Jordan will not be
taken by the Antichrist, though Israel will. Interesting, because the Jews will actually flee for protection to
Jordan . . . to the rock city of Petra, where they will be preserved by God for three and half years, during the
time of the great indignation or the wrath of God which is to be poured out upon the earth. What does this
reveal to you about our God?

3. ダニエル書 11:44 に関して、チャック牧師はこう言います；「反キリストのヨーロッパの連合国家は
アフリカに反対する動きを始め、イスラエルを通り越してエジプトを取ります。中国は反キリスト
の勢力と戦うために、ロシア軍の残りとともに彼らの軍隊を送ります。これらの軍隊は、ハルマゲ
ドンという壮大な最後の戦いのためにメギドの谷で対戦します。」反キリストは、そこで自分の終
わりを迎えます。これに対するあなたの反応を述べましょう。Regarding Daniel 11:44 Pastor Chuck
says: The Antichrist’s European federation of nations begins to move against Africa, passing through Israel
and taking Egypt. The Chinese will send their armies, along with the remnant of the Russian army, to battle
his forces. These armies will meet in the Valley of Megiddo for the great and final battle of Armageddon. The
Antichrist will meet his end there. Share your response to this.

4. ダニエル書 11:36-45 の出来事が起こる前に、教会にはすでに何が起こっていますか？第一テサロニ
ケ 4:16,17 から答えましょう。セラ－少し休止してこれについて考えましょう。What will have
already happened to the Church before the events of Daniel 11:36-45? Answer from I Thessalonians
4:16,17. Selah – pause and think about this.
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a. クリスチャンは反キリストを探すのではなく、イエス・キリストを求めます！これは私たちの
日々の生活にどんな影響を及ぼすはずですか？あなたの答えを助けるために、第一テサロニケ
4:18 と第一ヨハネ 3:(2)3 を見ましょう。Christians are not looking for the Antichrist -- we are looking
for Jesus Christ! What affect should this have on our daily lives? See I Thessalonians 4:18 and I
John 3:(2)3 to help you with your answer.

ひょっとすると今日
ひょっとすると今日！
今日！Perhaps today!
第四日目 FOURTH DAY: ダニエル書 12:1-4 を読みましょう。Read Daniel 12:1-4
1. ダニエル書 12 章は終わりの時(11:40a)に関する預言の続きです。ダニエル書 12:1 を用いて、これか
ら起こることを述べている以下の記述を完成させましょう。Daniel 12 continues with prophecies
concerning the time of the end (Daniel 11:40a). Use Daniel 12:1 to complete the following statements
that tell us what will happen:
a. その時、And at that time shall
b. その時まで、かつて and there shall be
c.

しかし、その時 and at that time

d. この苦難の時（大患難）は、過去にユダヤ人が経験した苦しみをはるかに超越するものですが、
これらの節にはどんな希望がありますか？Although this time of trouble (the Great Tribulation)
will far exceed anything the Jews have previously suffered, what hope is there for them in this
verse?

2. ダニエル書 12:2 を読みましょう。“永遠”という言葉が 2 回出てくることに注意しましょう。この
よみがえりのあとに続く二つの行き先はどこですか？Read Daniel 12:2. Notice the word everlasting
occurs twice. What are the two destinations that follow this resurrection?

a. ヨハネの福音書 3:16-18 によると、何が人の運命(行き先)を決めますか？According to John 3:1618 what determines a person’s destiny?

b. この知識は、どのように、自分たちの信仰を他の人たちに分かち合う動機を私達に与えるはずで
すか？How should this knowledge motivate us to share our faith with others?

3. ダニエル書 12:3 をここに一言一言書きながら、その節について深く考えましょう。セラ Consider
Daniel 12:3 as you write this verse here phrase by phrase. Selah.

a.

これを箴言 11:30ｂと関連させましょう。ここには、あなたにとってのどんなメッセージがあり
ますか？Link this with Proverbs 11:30b. What message is there in this for you?
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4. これらの預言は遠い将来のためのものでした。これを念頭に置き、天使はダニエル書 12:4a で、ダニ
エルにどうするように指示しましたか？These prophecies were for the distant future. With this in
mind, what did the angel instruct Daniel to do in Daniel 12:4a?

a. 4 節ｂが終わりの時をどのように描写しているかに注目しましょう。21 世紀はこの説明にどのよ
うにあてはまりますか？Notice how verse 4b describes the time of the end. How does the 21st
Century fit this description?

第五日目 FIFTH DAY: ダニエル書 12:5-13 を読みましょう。Read Daniel 12:5-13
1. ダニエルの預言は珍しい遭遇で締めくくられています。ダニエル書 12:5-13 を読み、これについて考
えましょう。亜麻布の衣を着た人 は、受肉以前のキリストです。以下の節を通して，何が起きたか
を要約しましょう。Daniel’s prophecies conclude with an unusual encounter. Think about this as
you read Daniel 12:5-13. The man clothed in linen is the pre-incarnate Christ. Summarize what took
place according to the following verses:
a. verses (5)6,7 節(ひと時とふた時と半時とは、三年半の意味) (Note: time, times, and an half means 3
½ years.)
b. verse 8 節

c.

verses 9,10 節

d. verses 11,12 節

70 週目に関するあなたの理解を助けるために、この表を参照しましょう。Refer to this chart to help you
undersand the 70th week:
70 週目 70th Week
7 年間 7 year period
3 年半の平和 3 年半の大患難
3 ½ years
3 ½ years
of peace
of tribulation

キリストの再臨 Christ’s Return
千年の統治 1,000 year reign
(千年王国 Millennium)

上級生用 Advanced Students: ダニエル書 12:11,12 に書かれている期間（１２９０日と１３３５日）に
ついて調べましょう。これらの数字を説明する短いまとめを書きましょう。Research the time periods
(1,290 days and 1,335 days) given in Daniel 12:11,12. Write a brief summary of the explanations for these
numbers.

3. ダニエル書 12:13 を記録することで、ダニエルに与えられた最後の指示と約束を観察しましょう。
Observe the final instruction and promise given to Daniel by recording these from Daniel 12:13:
a. 指示 instruction

b. 約束 promise
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(1.)

ダニエルは、｢あなたは終わりまで歩み、休みに入れ。あなたは時の終わりに、あなたの割
り当て（相続）の地に立つ。(13ｂ)｣と語られました。私たちにも相続財産があります。第
一ペテロ 1:4 はこれについて何と述べていますか？Daniel was told, for you shall rest, and
will arise to your inheritance at the end of the days (verse 13b NKJV). We also have an
inheritance. What does I Peter 1:4 say about it?

第六日目 SIXTH DAY: ダニエル書 11:36-12:13 の復習。Review Daniel 11:36-12:13
1. ダニエル書 11:36-12:13 の学びに応答し、以下のことに関する考えや観察したことを書きましょう。
In response to your study of Daniel 11:36-12:13 write a thought or observation concerning the
following:
a. 終わりの時 the time of the end

b. 麗しい国 the glorious land

c.

大いなる君、ミカエル the great prince, Michael

d. 亜麻布の衣を着た人 the man clothed in linen

2. 神が将来のことを説明する時、それは神についてあなたに何を明らかにしますか？When God
describes the future what does it reveal to you about Him?

a. これはどのようにあなたの信仰に影響しますか？How does this affect your faith?

3. 今週のレッスンが以下のことをするようにあなたを動かした方法を記録しましょう。Record a way
this week’s lesson has motivated you:
a. 祈る to pray

b. 証しする to witness

c.

永遠を視野に置いて生きる to live with eternity in view

4. あなたはダニエルの模範から、あなたが自分の生活に適用しようと思うどんなことを学びました
か？What have you learned from Daniel’s example that you will apply to your life?

主よ。あなたのことばは、For ever, O LORD, Thy Word
とこしえから、天において定まっています。is settled in heaven.
詩篇 Psalm 119:89

Lesson 13

6

