【邪悪で不品行の時代 マタイ12:39】
"さて、エリの息子たちはよこしまな者たちで、主を知らなかった。" サムエル記 第一 2章12節
（よこしまな者＝ベリアルの子ら まむしの子ら）
"このように、子弟たちの罪は、主の前で非常に大きかった。この人たちは主へのささげ物を侮ったのである。" サムエル記 第一 2章17節
"しかし、この息子たちは父の道に歩まず、利得を追い求め、賄賂を受け取り、さばきを曲げていた。" サムエル記 第一 8章3節
天地の創造主
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天からの声
2サム22:51
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【ハンナの祈りで始まり、ダビデの歌で終わる ダビデ記（サムエル記）】 2サムエル22章＝18篇

全知全能

しもべが王座に
地の柱は主のもの

高い者が低くされ
主のみが岩

1

願いの声

11サム1:20
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詩篇17

最後の士師サムエル、最後の預言者ヨハネ
油注ぐ預言者、バプテスマの預言者
不妊の女エリサベツ、ヨハネ、ヨハンナ、ハンナ
サムエルの人生はハンナの歌ではじまる めぐみ、あわれみ
ヨハネの人生はザカリヤの歌ではじまる
（サムソン、マノアの妻 士師記13:-）

"主は岩。主のみわざは完全。まことに主の道
はみな正しい。主は真実な神で偽りがなく、
正しい方、直ぐな方である。"
"今、見よ、わたし、わたしこそがそれである。
わたしのほかに神はいない。わたしは殺し、
また生かす。わたしは傷つけ、また癒やす。"
申命記 32章4節、39節

1

岩が国々と民に報いる（詩篇17:恵みによって救う）
〇
ダビデの子の勝利
敵の国々から救う
油注がれた者
わが岩

1

1

【不妊の女の願い】
"「万軍の主よ。もし、あなたがはし
ための苦しみをご覧になり、私を心に
留め、このはしためを忘れず、男の子
を下さるなら、・・・」""エリは答え
た。「安心して行きなさい。イスラエ
ルの神が、あなたの願ったその願い
をかなえてくださるように。」彼女
は、「はしためが、あなたのご好意を
受けられますように」と言った。・・・主 ハンナ
は彼女を心に留められた。・・・ハン
ナは身ごもって男の子を産んだ。そして
「私がこの子を主にお願いしたのだ
から」と言って、その名をサムエルと呼
んだ。" サムエル記 第一 1章
"主はハンナを顧み、彼女は身ごもっ
て、三人の息子と二人の娘を産んだ。
少年サムエルは主のみもとで成長し
た。" "一方、少年サムエルは、主
にも人にもいつくしまれ、ますます成長
した。" サムエル記 第一 2章
21, 26節
誓いを果たします

私は義しく歩む（詩篇15:だれが幕屋に？）
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【詩篇の題】
"主がダビデを、すべての敵の手、特
にサウルの手から救い出された日に、
彼はこの歌のことばを主に歌った。"
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1

"ハンナは祈った。「私の心は主
にあって大いに喜び、私の角は主
によって高く上がりま
す。・・・" "主が、ご自分の王
に力を与え、主に油注がれた者
の角を高く上げてくださいますよう
に。」"サムエル記 第一 2章
1、10節

岩が王を死から救う（詩篇16:より頼むのを死から救う）
〇
よみから救う わが岩、救いの角
盾（アブラハム）
【巻物の中での役割】
12-17は乱れ時代。18は救
われた、新しい時代が来た！
ダビデの人生の総集編 書いて
あるとおり、恵みは真実

1

【主は岩、申命記32章で囲まれる】
申32:4 主は岩であって、そのみわ
ざは全く、その道はみな正しい。主は
真実なる神であって、偽りなく、義で
あって、正である。
申32:13 岩の中から蜜を吸わせ、
堅い岩から油を吸わせ、
申32:15 エシュルンは肥え太っ
て、・・・自分を造った神を捨て、救
の岩を侮った。
申32:18 あなたは自分を生んだ岩
を軽んじ、自分を造った神を忘れた。
申32:31 彼らの岩はわれらの岩に
及ばない。われらの敵もこれを認め
ている。
申32:37 そのとき主は言われるであ
ろう、『彼らの神々はどこにいるか、
彼らの頼みとした岩はどこにあるか。

【恵みを取り去ることなし】
"王が自分の家に住んでいたとき
のことである。主は、周囲のすべて
の敵から彼を守り、安息を与えて
おられた。"・・・"その夜のことで
ある。次のような主のことばがナタ
ンにあった。"・・・"しかしわたし
の恵みは、わたしが、あなたの前
から取り除いたサウルからそれを
取り去ったように、彼から取り去ら
れることはない。あなたの家とあな
たの王国は、あなたの前にとこし
えまでも確かなものとなり、あな
たの王座はとこしえまでも堅く立
つ。』」"
サムエル記 第二 7章

天の御座から答える（詩篇14:天から見る）
°
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"みな、同じ霊的な飲み物を飲みま
した。彼らについて来た霊的な岩から
飲んだのです。その岩とはキリストで
す。"
コリント人への手紙 第一 10章4節
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【主の道、ダビデの道】
"わたしがアブラハムを選び出したのは、彼がその子どもたちと
後の家族に命じて、彼らが主の道を守り、正義と公正を行うように
なるためであり・・・」" 創世記 18章19節

"ギブオンで主は夜の夢のうちにソロモンに現れた。神は仰せら
れた。「あなたに何を与えようか。願え。」"・・・"また、あなた
の父ダビデが歩んだように、あなたもわたしの掟と命令を守ってわ
たしの道に歩むなら、あなたの日々を長くしよう。」" 列王記 第
一 3章5節〜14節
"そこで今、イスラエルの神、主よ。あなたのしもべ、私の父ダビ
デに約束されたことを、ダビデのために守ってください。『あなた
がわたしの前に歩んだように、あなたの子孫がその道を守
り、・・・" 列王記 第一 8章25、60節

【主の声を殺す、主のことばを聞きたくない】
"蛇よ、まむしの子孫よ。・・・それは、義人アベルの血から、神殿と祭壇の間でおまえたちが殺した、バラキヤの子ザ
カリヤの血まで、地上で流される正しい人の血が、すべておまえたちに降りかかるようになるためだ。" "エルサレム、
エルサレム。預言者たちを殺し、自分に遣わされた人たちを石で打つ者よ。"マタイの福音書 23章33〜35、37節
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敵を滅ぼす（詩篇13:いつまでですか？）

1

1

1
【モーセの歌と子羊の歌】
"彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の
歌を歌った。
「主よ、全能者なる神よ。あなたのみわ
ざは偉大で、驚くべきものです。諸国の
民の王よ。あなたの道は正しく真実です。
主よ、あなたを恐れず、御名をあがめな
い者がいるでしょうか。あなただけが聖
なる方です。すべての国々の民は来て、あ
なたの御前にひれ伏します。あなたの
正しいさばきが明らかにされたからで
す。」"
ヨハネの黙示録 15章3〜4節

幸いな者 1-7/8-11
主の道 12-17/18
主の道 19-25/26-31
幸いな者 32-36/37-41

国々を救うものなし

kurabeteyomu.com

"シモン・ペテロが答えた。「あなた
は生ける神の子キリストです。」"
"そこで、わたしもあなたに言います。
あなたはペテロです。わたしはこの岩
の上に、わたしの教会を建てます。よ
みの門もそれに打ち勝つことはでき
ません。"
マタイの福音書 16章16、18節

"神は仰せられた。「光、あれ。」すると光
があった。"
創世記 1章3節
"そよ風の吹くころ、彼らは、神である主が
園を歩き回られる音を聞いた。それで人とその
妻は、神である主の御顔を避けて、園の木
の間に身を隠した。"
創世記 3章8節

山上の説教
隣人との平和

"主は・・・ソロモンに再び現れた。" "もしあなたが、あなた
の父ダビデが歩んだように、全き心と正直さをもってわたしの前に
歩み、わたしがあなたに命じたことすべてをそのまま実行し、わたし
の掟と定めを守るなら、わたしが、あなたの父ダビデに『あなたに
は、イスラエルの王座から人が断たれることはない』と約束したと
おり、あなたの王国の王座をイスラエルの上にとこしえに立たせよ
う。" 列王記 第一 9章2節、4〜5節

マリアに "その子は大いなる者となり、いと高き方の子と呼ばれ
ます。また神である主は、彼にその父ダビデの王位をお与えにな
ります。" ルカの福音書 1章32節
ヨハネ "「荒野で叫ぶ者の声がする。『主の道を用意せよ。主
の通られる道をまっすぐにせよ。" ルカの福音書 3章4節
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【主の声】

"栄光を私たちの神に帰せよ。主は岩。主のみわざは完全。まこと
に主の道はみな正しい。主は真実な神で偽りがなく、正しい方、
直ぐな方である。" 申命記 32章3〜4節

【ダビデの子主イエス】

1

敵を滅ぼした

歩み

0

主のことばは真実（詩篇12:偽りの舌）

1

道

1

"・・・命令を、その『宥めの蓋』の上から、
あかしの箱の上の二つのケルビムの間から、
ことごとくあなたに語る。"
出エジプト記 25章22節
"モーセは、主と語るために会見の天幕に入
ると、あかしの箱の上にある「宥めの蓋」の上
から、すなわち二つのケルビムの間から、彼
に語られる御声を聞いた。"
民数記 7章89節
"主の声は水の上にあり栄光の神は雷鳴をと
どろかせる。主は大水の上におられる。"
詩篇 29篇3節
"すると雲の中から言う声がした。「これはわた
しの選んだ子。彼の言うことを聞け。」"
ルカの福音書 9章35節
"私は主の日に御霊に捕らえられ、私のうし
ろにラッパのような大きな声を聞い
た。" "その声は大水のとどろきのようであっ
た。" ヨハネの黙示録 1章10、15節
"また、私は天からの声を聞いた。それは大
水のとどろきのようであり、激しい雷鳴のよう
でもあった。しかも、私が聞いたその声は、
竪琴を弾く人たちが竪琴に合わせて歌う声の
ようであった。" ヨハネの黙示録 14章
2節
"また私は、大群衆の声のような、大水のと
どろきのような、激しい雷鳴のようなものが
こう言うのを聞いた。「ハレルヤ。私たちの神
である主、全能者が王となられた。"
ヨハネの黙示録 19章6節
黙示録全体は大音量のシンフォニー（多楽
章構成の大規模な楽曲）、オラトリオ（「宗
教的な題材による歌詞」をもつ，独唱，重
唱，合唱，管弦楽のための総合的で大規
模な音楽作品、演劇なし）

