
創世記１～３章

「アダムとエバと
失楽園」

① ざっくり聖書入門



【今日のアウトライン】

～まえおき～

０. 創造か、進化か？

Ⅰ. 天地創造

Ⅱ. アダムとエバと失楽園

Ⅲ. エデン契約とアダム契約

Ⅳ．最初のアダムと

最後のアダム



～まえおき～
この学びで目指すもの 聖書の世界観をつかもう!!



これは何？

一発で分かる
のはどっち？





やたら詳しいけど、断片的 ざっくりだけど、全体的

わかりやすいのは、どっち？
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書いたり、消したり… 心が折れる

もう
ダメ!!



【聖書のラフスケッチを描こう!!】
■下手でけっこう!! まずは、聖書の全体像をざっくり描けるように!!
■骨格ができたら、筋をつけ、肉をつけていこう!!
■もっと詳しく学びたい人は、こちらをどうぞ♪ ↓

聖書塾も
ありますよ♪



【聖書とは？ 旧約？ 新約？】

旧約聖書？ 新約聖書？
(古い契約) (新しい契約)

※聖書は、神と人類との「契約の書」

時代ごとの契約内容が分かると、
聖書が分かってくる!!



【なぜ、契約が大切なの？】

Ｑ：神様に、決してできないことは何ですか？

Ａ：約束を破ること。
神様は、約束されたことを必ず、完全に守られる。

神は、人間と結ばれた契約を必ず守られる!!
神との契約を学ぶと、…聖書が、神の計画が、救いが分かる!!

※この講座では、
聖書に記された【８つの契約】と、
契約に基づく、【７つの時代区分】に従って、解説していきます!!ま

す!! 



無垢の
時代

良心の
時代

人類統治の
時代

約束の
時代

律法の
時代

恵みの
時代

御国の
時代

アダム
～堕落

堕落
～大洪水

アブラム
～律法授与

シナイ
～カリバリ

大洪水
～バベル

聖霊降臨
～大患難

千年王国
～大審判

①エデン
契約

②アダム契約

③ノア契約

④アブラハム契約

⑤モーセ契約
⑥土地の契約

⑦ダビデ契約

⑧新しい契約

過 去 現 在 未 来

【７つの時代区分と
８つの契約】

ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｾｰｼｮﾝ



聖書の最大のテーマは？

その中心に、キリストの十字架と復活がある!!

神の栄光の回復

世界の回復
人類の救い

個人の救い

【神の栄光の回復】



【聖書は、キリストをめぐるミステリー!!】

キリストとは、メシア、救い主。

神が約束されたキリストは、
どのように現れるのか？

【推理 ⇒ 旧約聖書)】
時代を追って、少しずつ明らかに
されたことを記したのが、旧約聖書。

【謎解き ⇒ 新約聖書】
キリストがいよいよ登場するのが、新約聖書。

※聖書を学ぶことは、メシア(イエス・キリスト)について学ぶこと。



【聖書入門 全１２回のアウトライン♪】

■旧約聖書■

①アダム

②ノア

③アブラハム

④ヤコブ

⑤モーセ・前編

➅モーセ・後編

⑦ダビデ

⑧エレミヤ（預言者たち）

■新約聖書■

⑨メシア・前編

⑩メシア・後編

⑪使徒たち

⑫今を生きる私たち



0. 創造か？ 進化か？



人口比

創造論 折衷論 進化論

【アメリカ人の世界観】 ２０１４年ギャラップ社調べ

①人間は進化して誕生した。
神は関与していない。

②人間は神の導きの下に
進化してきた。

③神が人間を創造した。

…人々が、そう信じる根拠はあるの？

①進化論派
１９％

②折衷派
３１％

③進化論派
４２％



【進化か？ 創造か？】

■世界の始まりは、そもそも再現不可能。

⇒ 実験して確かめることができない。

■無機物から生命を誕生させられた実験はない。

■品種改良によって様々な品種の犬が生まれた。しかし、

犬から、犬ではない、全く新しい種が生まれたことはない!!

■進化も創造も、いまだに証明されていない。



【進化か？ 創造か？】
例)草むらに時計が落ちていたら？

■進化論が成立するための条件は？
一つの種から、
全く新しい完全な種が、
雌雄同時に誕生すること!!

■しかし、突然変異や遺伝子異常が、
良い結果をもたらすことはない。
例)ダウン症の子をもって思うこと



【人類を二分する、二つの価値観がもたらすもの】

■世界は偶然、出現した。
＊すべての命は偶然と競争の結果に過ぎない。
＊人生の目的など探すだけ無意味。
＊弱いものは淘汰されて当然。

■世界は、意思ある存在によって造られた。
＊すべての命には、誕生の目的と意味がある。
＊あなたの人生には、意味があり、
あなたには、与えられた使命がある。



Ⅰ. 天地創造



『はじめに、神は、天地を創造された。』
創世記1:1



第１日

神の光の出現

神は仰せられた。「 光があれ。」すると光があった。
創1:3 



第２日

空と海の出現

「大空が水の真っただ中にあれ。
水と水との間に区別があれ。」創1:6 



第３日

大地と海、植物の創造

「天の下の水が一所に集まれ。かわいた所が現れよ。」
創1:９



第４日

太陽と月星の創造

「光る物が天の大空にあって、昼と夜とを区別せよ。」
創1:14 



第５日

魚と鳥の創造

「水には生き物が群がれ。鳥が地の上、天の大空を飛べ」
創1:20 



第6日

地上の生き物の創造

「地が、種類にしたがって、生き物を生ぜよ。家畜や、はうも
の、野の獣を、種類にしたがって。水には生き物が群がれ」

創1:24 



第6日

人間の創造

「さあ人を造ろう。
われわれのかたちとして、われわれに似せて」

創1:26



Ⅰ. アダムとエバと失楽園



アダムの創造

神である主は土地のちりで人を形造り、
その鼻にいのちの息を吹き込まれた。

そこで人は生きものとなった。
創2:7



人に世界をゆだねた神の
たった一つだけの条件

「あなたは、園のどの木からでも思いのまま食べてよい。
しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない」

創2:16～17



女の創造

「人が、ひとりでいるのは良くない。
わたしは彼のために、彼にふさわしい助け手を造ろう」

創2:18



堕 罪

「あなたがたは決して死にません。
あなたがたがそれを食べるその時、あなたがたの目が開け、
あなたがたが神のようになり、善悪を知るようになることを
神は知っているのです。」創2:18



神との断絶

神は仰せられた。
「あなたは、どこにいるのか」
「私は園で、あなたの声を聞きました。

それで私は裸なので、恐れて、隠れました」創3:9～10



失楽園

神は人を追放して、いのちの木への道を守るために、
エデンの園の東に、

ケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。
創3:24



完全な関係(三位一体の神)

父

子 聖霊

「我々にかたどり、
我々に似せて、
人を造ろう」

創 1:26 

完全な関係の写し

神

男 女

「人が独りでいるのは良く
ない。彼に合う助け手を
造ろう」 創2:18

(造り主)

(救い主) (助け主)

【神が男と女を作られた理由】



あるべき関係

神

男 女

神

男 女

壊れた関係 ｢罪｣

「あなたの足音が園の中に聞こえたので、
恐ろしくなり、隠れております。」創3:10 



Ⅱ. エデン契約と
アダム契約



【エデン契約とは？】

■神が、アダム(人類)と最初に結んだ契約。

【エデン契約の内容】 創世記1:28～29
①「生めよ。ふえよ。地を満たせ」

⇒人類が増え広がることの祝福!!
②「すべての生き物を支配せよ｣

⇒人類の地上の支配権。管理権。

③｢すべての草との木を与える」

⇒食物を与える約束。(当初は肉食禁止)



【エデン契約のたった一つの禁止事項】
「あなたは、園のどの木からでも思いのまま食べてよい。
しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。
それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。」

■なぜ、神はこんな木を置いたのか？

■これは、神のテスト
一定期間守られれば、合格だった。

■しかし、結果は？



【エデン契約が破られた結果!!】

■神との親密な関係が断絶された!!
…｢死｣とは、神との断絶。
霊的に死に、肉体的にも死ぬようになった。

■裸に恥を感じるようになった。

…罪を抱えた人間は、
聖(きよ)い神の前に出られなくなった。

■人間の持っていた地上の支配権、管理権は、

悪魔(サタン)が奪い取った。



【アダム契約とは？】

エデン契約を破った人間に、

神が、

①罪の結果を教え、

②罪からの救いの道を示したもの。



【罪の結果 …男の場合】
①地が呪われた。

②労働に妨害と苦しみが伴うようになった。

③肉体的に死ぬ者となった。

「あなたは、顔に汗を流して糧を得、ついに、

あなたは土に帰る。

あなたはそこから取られたのだから。

あなたはちりだから、

ちりに帰らなければならない」 創3：19



【罪の結果 …女の場合】
「わたしは、あなたのうめきと苦しみを大いに増す。

あなたは、苦しんで子を産まなければならない。

しかも、あなたは夫を恋い慕うが、彼は、あなたを

支配することになる。創3:16」

＊うめきと苦しみ … 月経、妊娠等、女性特有の苦痛。

＊苦しんで子を産む … 出産に苦痛が伴うように。

＊恋い慕う … 欲望。コントロール、支配願望。

＊彼は支配する … 直接的な支配、束縛。

罪の結果としての、男と女の歪んだ関係



【罪の結果 …ヘビの場合】
「おまえは、あらゆる家畜、あらゆる

野の獣よりものろわれる。おまえは、

一生、腹ばいで歩き、ちりを食べなけ

ればならない。創3:14」

■野で、｢最も賢いもの｣だったヘビは、

この時から今の姿になった。

■呪われた地を這い回る、という呪い。



【罪の結果 …サタンの場合】
「わたしは、おまえと女との間に、また、

おまえの子孫*と女の子孫*との間に、
敵意を置く。彼は、おまえの頭を踏み砕き、

おまえは、彼のかかとにかみつく。創3:15」

＊反キリスト …反キリスト
＊女の子孫 …メシア、キリスト
■女の子孫から誕生するメシア(キリスト)が、
命と引き換えに、サタンを打ち破る。

原福音・メシアによる救いの約束



【サタンとは？】

■最初に神が造られた被造物・天使の中で

最高位の大天使だった。

■神のようになろうとして反逆し、

3分の1の天使を連れて堕落した。
(エゼキエル28章,黙示録12章他)

■創造者である神にはかなわないので、

神が最も大切とする人間の破壊を企てる。

■地に墜ちた大天使 → サタン(悪魔)
■その他の堕天使 → 悪霊



【アダム契約における将来の希望】 創3:20～21
■アダムは、妻に、「エバ(命)」と名付けた。
＊女の子孫から、メシア(救い主)が誕生するから!!

■神は、動物を犠牲にして、皮の衣を着せた。

＊罪をあがなうためには、犠牲が必要だと教えた。

➡ 血は、血によってしか贖えない!!
＊人間は、動物の犠牲によって、一時的に、

かろうじて神とのつながりを保たれた。

■完全に人の罪をあがなうのが、メシア(キリスト)。
100％人だから、犠牲になって死ぬことができる。
100％神なので、罪がなく、罪をゆるすことができる。



Ⅳ．最初のアダムと

最後のアダム



【ここまでに、メシアについて、分かったこと】

「わたしは、おまえと女との間に、また、おまえの子孫*と女の子孫*
との間に、敵意を置く。彼は、おまえの頭を踏み砕き、おまえは、彼

のかかとにかみつく。創3:15」

■メシアは、女の子孫として来られる!!
メシアは、犠牲を払い、サタンから人類を解放する。

罪が贖われるためには、犠牲が必要。

■なぜ、この重大な原福音は、サタンに向かって告げられた？

思い浮かんだ、一つのイメージ

➡ 神が、サタンの前に立ちはだかって、人類を守っている。



【アダムとキリスト】Ⅰコリント15:20～22
:20 しかし、今やキリストは、眠った者の
初穂として死者の中からよみがえられ

ました。

:21 というのは、死がひとりの人を通して
来たように、死者の復活もひとりの人

を通して来たからです。

:22 すなわち、アダムにあってすべての
人が死んでいるように、キリストによっ

てすべての人が生かされるからです。



スライド 52

三浦亮平4 三浦亮平, 2018/08/23



最初のアダムか？ 最後のアダムか？



【聖書が示す救いの原則】

①人類は、罪を犯し、神から断絶されてしまった。

すべての人は、死と滅びを免れない。

②“イエス・キリストが、わたしたち人類の罪のために

十字架にかけられ、死んで葬られ、死を打ち破って復活された。”

③この「福音(よい知らせ)」を信じ、
イエスをそのような方と受け入れた時、その人は救われる。

神の約束は絶対!! 一度信じたら、救いは失われることはない!!



スライド 54

三浦亮平4 三浦亮平, 2018/08/23



【アダムは救われてる？】

■救いの原則■

①救いの土台は、「キリストの十字架」。

②今の時代は、福音を信じて救われる。

③旧約の時代は、その時点で知らされたことを

信じて救われた。

■「エデン契約」を破ったアダムは、

主の約束・「アダム契約」を信じて救われた!!

➡つまり、“女の子孫としてメシアが来られること。“



スライド 55

三浦亮平4 三浦亮平, 2018/08/23



「天のお父さま。
あなたに逆(さか)らい続(つづ)けていたわたしを、
あなたは、主イエスによってゆるし、和解（わかい）して
くださいました。
わたしは、御子(みこ)イエス・キリストが、
①わたしの罪(つみ)を贖(あがな)うために十字架で死に、
②墓(はか)に葬(ほうむ)られ、
③三日目に復活(ふっかつ)したこと、を信(しん)じます。
ただあなたに、信頼（しんらい）して、
新（あたら）しい人生（じんせい）を 歩（あゆ）む者（もの）として
導（みち）いてください。。
主(しゅ)イエス・キリストの御名(みな)によって祈ります。

アーメン｣


