
ノアと箱舟から学ぶ 
Lessons (or Reminders) from Noah & The Ark 
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ノアから学ぶ Learning From Noah 



＊ポイント＃１＊ 
ノアは無垢な正しい 
人であって、神に従い 
共に歩んでいた。 

（６：９） 
 

- Point #1 - 
Noah was righteous, 

blameless among 
people, and walked 

with God. 
(6:9) 



＊学び＃１＊ 
私たちは神様に選ばれた。 
私たちの人格と行動は 

大事です。 

神様との関係、ノアと他の
人々との関係のために 
神様はノアを選んだ。 

 

- Lesson #1 - 
God chooses us; who & 

how we are is important. 
God chose Noah for their 
relationship and Noah’s 
relationship with others. 



＊ポイント＃２＊ 
理解し難い時、 
理解し難い場所に 
ノアは箱舟を造った。 

（６：２２） 
 

- Point #2 - 
Noah built the ark in an 

unusual place at an 
unusual time. 

(6:22)  



＊学び＃２＊ 
従順に神様に従う。 
ノアはすべて神が 

命じられたとおりにし、 
そのように行った。 
（４回繰り返し書いてある） 

 

- Lesson #2 - 
Just be obedient. 

Noah did everything just 
as God commanded him. 

(repeated 4 times) 



＊ポイント＃３＊ 
大洪水が引いた後、 
ノアは神を礼拝した。 

（８：１５−２０） 
 
 

- Point #3 - 
When it was over, Noah 

offered a  
sacrifice to God. 

(8:15-20) 



＊学び＃３＊ 
証しをし、感謝しよう。 

ノアは、救いの神、与える神、
約束を守る神を知り、 
それから神様に 

感謝をささげました。 
 
 

- Lesson #3 - 
Testify & be thankful. 
Noah recognized God 
saves, provides, and 

promises.  Then he gave 
thanks for all of it. 



箱舟から学ぶ Learning From The Ark 



＊ポイント＃１＊ 

動物はペアで箱舟に
乗った。ノアと家族 
全員は皆、 

箱舟に乗った。 
（６：１８−２０） 

 
- Point #1 - 

The animals came  
in pairs onto the ark.  
Noah and his family  

all went onto the ark. 
(6:18-20) 



＊学び＃１＊ 
家族で集う。家族を築く。 
神様を土台とした 
健全な家族を築く。 

家族全員が信仰を持つ。 
 

- Lesson #1 - 
Come as families;  

create families. 
Support healthy, whole 
families built on God, 

where everyone has faith. 



＊ポイント＃２＊ 
すべての動物が 
箱舟に入った。 
（６：２０、７：２−３、 

１４−１６） 
 

- Point #2 - 
Every kind of animal 

was there. 
(6:20, 7:2-3, 14-16)  



＊学び＃２＊ 
箱舟は皆のために。 
多様性がある： 

大きく、小さく、強く、弱く、 
毛が多く、つるつる、 

ぬるぬる、臭い、かわいい、 
うるさい、静かな 

 

- Lesson #2 - 
The boat is for everyone. 

There is diversity:  
big/small, strong/weak, 

furry/smooth/slimy, 
smelly/sweet, loud/quiet. 



＊ポイント＃３＊ 
箱舟に乗った！ 

 
- Point #3 - 

They got on the boat. 
(7:7-10) 



＊学び＃３＊ 
箱舟に一緒に 
乗りましょう！ 

神様の招待で一緒に 

成長し、葛藤し、お祝いし、
奉仕をしましょう。 

 
 

- Lesson #3 - 
Let’s get on the boat! 

Let’s take God’s invitation 
for us to come together to 
grow, struggle, celebrate 

and serve together. 




