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「共闘する世代」
「８さて、アマレクが来て、レフィディムでイスラエルと戦った。９モーセはヨ
シュアに言った。「男たちを選び、出て行ってアマレクと戦いなさい。私は明
日、神の杖を手に持って、丘の頂に立ちます。」10ヨシュアはモーセが言ったと
おりにして、アマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。11
モーセが手を高く上げているときは、イスラエルが優勢になり、手を下ろすとア
マレクが優勢になった。12モーセの手が重くなると、彼らは石を取り、それを
モーセの足もとに置いた。モーセはその上に腰掛け、アロンとフルは、一人はこ
ちらから、一人はあちらから、モーセの手を支えた。それで彼の両手は日が沈む
まで、しっかり上げられていた。13ヨシュアは、アマレクとその民を剣の刃で討
ち破った。14主はモーセに言われた。「このことを記録として文書に書き記し、
ヨシュアに読んで聞かせよ。わたしはアマレクの記憶を天の下から完全に消し去
る。」出エジプト記17章8〜14節 新改訳聖書2017年版

1. 次世代の勝利の鍵は_________が握っている。
５あなたは心を尽くし、いのちを尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛し
なさい。６私が今日あなたに命じるこれらのことばを心にとどめなさい。７これ
をあなたの子どもたちによく教え込みなさい。あなたが家で座っているときも道
を歩くときも、寝るときも起きるときも、これを彼らに語りなさい。申命記6章
5〜7節 新改訳聖書2017年版
１これは、あなたがたの神、主があなたがたに教えよと命じられた命令、すなわ
ち掟と定めである。あなたがたが渡って行って所有しようとしている地で、それ
らを行うようにするためである。２それは、あなたの一生の間、あなたも、そし
てあなたの子も孫も、あなたの神、主を恐れて、私が命じるすべての主の掟と命
令を守るため、またあなたの日々が長く続くためである。申命記6章1〜2節 新改
訳聖書2017年版

2. 聖書で最も大事な戒めは初めに_____________に与えられた。
3. ヨシュア世代はモーセ世代が____________こと知る。
（スモールグループ用質問）
あなたにとってのモーセ、ヨシュアは誰ですか？いつ、その人に会いにいきますか？
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Generations That Fight Together
8 The Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. 9 Moses
said to Joshua, “Choose some of our men and go out to fight the
Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in
my hands.”10 So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered, and
Moses, Aaron and Hur went to the top of the hill. 11 As long as Moses held
up his hands, the Israelites were winning, but whenever he lowered his
hands, the Amalekites were winning. 12 When Moses’ hands grew tired,
they took a stone and put it under him and he sat on it. Aaron and Hur held
his hands up—one on one side, one on the other—so that his hands
remained steady till sunset. 13 So Joshua overcame the Amalekite army
with the sword.14 Then the Lord said to Moses, “Write this on a scroll as
something to be remembered and make sure that Joshua hears it… Exodus
17:8-14 NIV

1. The key to the next generation’s victory is in
the hands of _______________
5 Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with
all your strength. 6 These commandments that I give you today are to be
on your hearts. 7 Impress them on your children. Talk about them when
you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and
when you get up. Deuteronomy 6:5-7 NIV
1 These are the commands, decrees and laws the Lord your God directed
me to teach you to observe in the land that you are crossing the Jordan to
possess, 2 so that you, your children and their children after them may
fear the Lord your God as long as you live by keeping all his decrees and
commands that I give you, and so that you may enjoy long life.
Deuteronomy 6:1-2 NIV

2. The greatest commandment was given to
the ____________________
3. Joshua Generation _______ Moses Generation
* Small Group Question
Who is Moses to you? And Who is Joshua to you? When will you go talk to them?

