
Jacob’s Surprise On The Journey 
Genesis 28:10-22 

旅中のヤコブの「驚き」 
創世記２８：１０〜２２ 



QUESTIONS: 
 

1.Have you ever planned to go somewhere but ended up 
somewhere else along the way? 
 

1.Have you ever made a decision that (unknowingly) made 
a big impact or change in your life/situation? 

質問： 
 

1. あるところへ行こうとしたが、進んで行くうちに別の   
ところへ行き着いてしまったことはありませんか。 

 

1. あるひとつの決断が、思いもよらず自分の人生や状況
に大きな変化や影響をもたらした事はありませんか。 





「くすしき御神の清きみむね・・・」 
 
 

“God moves in a mysterious way…” 



本日の物語： 

ヤコブと神様
の「出逢い」 

(創世記２８章) 

 
Today’s Story: 

Jacob & God 
“meet” 

(Genesis 28) 



UNTIL NOW… 
 

1.Jacob – “Mama’s boy”, deceptive younger twin whose 
parents can’t get along in loving their sons… 
 

1.Family/Church – passing faith & leadership from 
generation to generation… 

今まで… 
 

1.ヤコブ – お母さんっ子, 双子のずる

賢い弟、両親が同じ愛を息子たちに 
与えられない・・・ 
 

1.家族・教会 – 世代から世代へ信仰と
リーダーシップを・・・ 



UNTIL NOW… 
 

3. Jacob has a different worldview and set of faith 
challenges than both his grandfather (Abraham) and his 
father (Isaac) – he’s a different person… 
 

4. Jacob is sent to go look for a wife but instead… 

今まで… 
 

3. お爺さん（アブラハム）やお父さん

（イサク）と違う世界観や悩みがある：
違う人・・・ 
 

4. ヤコブは妻を探しに行ったが、その
代わりに見つけたのは・・・ 



NOW… 
 

…Jacob really 
“meets” God and it 
changes him & his 

life! 

今… 
 

・・・ヤコブは本当に
神様と「出逢い」、 

そして彼と彼の  
人生が変わる！ 



LESSON 1: 
 

God reveals Himself 
to us in ways and at 

times we don’t 
expect. (v. 12-13) 

レッスン１: 
 

神様は私達が想像も
できないような    

タイミングと方法で 
自らを現される。     

(１２〜１３節) 



LESSON 2: 
 

God always starts 
with Himself & His 
promises, not with 

us. (v.13-15) 

レッスン２: 
 

神様は、私達では 
なく、常に自らと  

自らの約束から   
始められる。        
(１３〜１５節) 



LESSON 3: 
 

Jacob responds to 
God’s revelation & 

promise with 
worship. (v.16-18)  

レッスン３: 
 

ヤコブは礼拝で、
神様の現われと 
約束に応答した。    

(１６〜１８節) 



LESSON 4: 
 

Jacob responds to 
God’s revelation & 

promise with 
change. (v.19-22)  

レッスン４: 
 

ヤコブは変わる事
で、神様の御示しと
約束に答えた     
(１９〜２２節) 



Lesson 5 – Jacob’s story is our story too： 
 

1.What is your “unexpected meeting” with God? 
2.Like Jacob, what needs to change from “Luz” to “Bethel” 
in your life? 
3.Can you trust God to give you faith for an “unexpected 
destination” or “unexpected call”? 

レッスン５ – ヤコブの信仰は私たちの信仰： 
 

1.あなたの神様との「驚くべき出逢い」は何ですか？ 

2.ヤコブのように、あなたの人生において何が「ルズ」から
「ベテル」に変わったらいいでしょうか？ 

3.「予期せぬ目的地」や「予期せぬ任命」を信仰の為に与
えてくれる、そんな神様のことをあなたは信頼する事がで
きますか？ 



祈り 
 
 

Prayer 


