
 2018 MCC OT Survey Short Course

Session Three

背教と悔い改めを七度繰り返す

7 cycles of apostasy and repentance

神の箱 The ark of God (4-7)
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士師記～ダビデ(第二サムエル/第一歴代誌)のまとめ

Summary of Judges - David (2 Samuel / 1 Chronicles)

場所: 約束の地  Location: the Promised Land.

イスラエルの
不信仰
Unfaithfulness 
of Israel

士師記 Judges

ダビデ(逃亡中)

David (on the run)

ダビデ契約
The Davidic 
Covenant 

神様の約束 God's Promise:

ダビデの子孫からメシアが生まれる。

The Messiah will be born of David's 
descendants.

(第二サムエル 2 Samuel 7 & 

第一歴代誌 1 Chronicles 17)

ルツ記 Ruth

第一サムエル記
1 Samuel

第二サムエル記
2 Samuel

第一歴代誌
1 Chronicles

サムエル、サウルに油注ぎ、
イスラエルの最初の王にする。

Samuel anointed Saul to be the first 
king of Israel. (8-12)

サムエル
(最後の士師)

Samuel 
(The Last Judge)

ルツの信仰
Faithfulness
of Ruth

サウル
(最初の王)

Saul
(The First King)

サウル、王から退けられる。

Saul rejected from being 
a king (15-16)

サウルの最後の夜と死

The final evening & 
death of Saul (28, 31)

あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。

Your people shall be my people, 
and your God my God. (ルツ記 Ruth 1:16c)

ダビデ、次の王として
油注がれる。

David anointed to be the 
next king. (16)

サウル、ダビデを殺そうとする。

Saul's attempts to kill David. (20-30)

サウルの不従順

Saul's disobedience
(13 & 15)

ダビデ王
King David 

ダビデ時代のエルサレム

Jerusalem in David's Time

ソロモン時代のエルサレム

Jerusalem in Solomon's Time

今や剣は、いつまでもあなたの家から
離れない。あなたがわたしをさげすみ、
ヘテ人ウリヤの妻を取り、自分の妻に
したからである。

Now therefore the sword shall never 
depart from your house, because you 
have despised me and have taken the 
wife of Uriah the Hittite to be your wife. 
(第二サム 2 Sam. 12:10)

ダビデがこう言ったからである。「イスラエルの
神、主は、御民に安息を与え、とこしえまでもエ
ルサレムに住まわれる。」

For David said, “The LORD, the God of Israel, has 

given rest to his people, and he dwells in 
Jerusalem forever. (第一歴代誌 1 Chronicles 23:25)

神殿建設の準備と祭司とレビ人の組織変更

Preparation to build the Temple and 

Reorganization of the Priests and the Levites 
(第一歴代誌 1 Chronicles 22-25, 28-29)

ダビデが準備し、
ソロモンが神殿を
建てました。

David prepared and 

Solomon built the 

Temple.

エルサレム
Jerusalem

母ハンナ、サムエルを神に捧げる。

His mother, Hannah, dedicated 
Samuel to God. (chapter 1)

ダビデ、イスラエルの王となる。
David became a king of Israel.
(第二サムエル 2 Samuel chapter 5)

バテ・シェバの件
Bathsheba (第二サムエル 2 Samuel ch. 11-12)

Summary3-Judges-David


