【出エジプト15章 モーセの歌 主は王である】

Exd 15:1 そこでモーセとイスラエルの人々は、この歌を主に
むかって歌った。彼らは歌って言った、「主にむかってわたしは歌
おう、彼は輝かしくも勝ちを得られた、彼は馬と乗り手を海に
投げ込まれた。
Exd 15:3 主はいくさびと、その名は主。
Exd 15:17 あなたは彼らを導いて、あなたの嗣業の山に
植えられる。主よ、これこそあなたのすまいとして、みずから造ら
れた所、主よ、み手によって建てられた聖所。
Exd 15:18 主は永遠に統べ治められる」。

王を救う
御名を覚える

1

敵をさばく
右手で敵から救う

民を受け入れる
願いが満たされる
聖所から救う
いけにえを覚える

1

1

【主のしもべの祈り】

アブラハム、モーセ、ダビデ、ソロモン、ダニエル・・・
1Kg 8:26 イスラエルの神よ、どうぞ、あなたのしもべであるわたしの
父ダビデに言われた言葉を確認してください。
1Kg 8:28 しかしわが神、主よ、しもべの祈と願いを顧みて、しもべ
がきょう、あなたの前にささげる叫びと祈をお聞きください。
Dan 9:17 それゆえ、われわれの神よ、しもべの祈と願いを聞いてく
ださい。主よ、あなたご自身のために、あの荒れたあなたの聖所に、あ
なたのみ顔を輝かせてください。

1

1

1

Exd 13:14 後にな
って、あなたの子が『こ
れはどんな意味です
か』と問うならば、これ
に言わなければならな
い、『主が強い手をもっ
て、われわれをエジプト
から、奴隷の家から導
き出された。

1

1

天のことば・声

1

【天の軍勢の声、ハレルヤ】

Rev 19:1-2 この後、わたしは天の大群衆が大声で唱えるような声
を聞いた、「ハレルヤ、救と栄光と力とは、われらの神のものであり、そ
のさばきは、真実で正しい。

怒り・右手のさばき(燃える火、子孫の滅び)
子孫、家が断絶
右の手で怒り滅ぼす

1

1

恵み・願いを聞く(栄光といのち)
とこしえのいのち
とこしえの祝福

1

1

1

主の力

恥をもいとわないで十字架を忍び

1

御名を賛美
、

1

1

悪者からの救い - 犬をさばく

1 聖なる御名
1

罪の許し（信頼） - 羊を救う

"永遠の契約の血による羊の大牧者、私
たちの主イエスを、死者の中から導き出さ
れた平和の神が、
あらゆる良いものをもって、あなたがたを整
え、みこころを行わせてくださいますよう
に。また、御前でみこころにかなうこと
を、イエス・キリストを通して、私たちのう
ちに行ってくださいますように。栄光が
世々限りなくイエス・キリストにありますよ
うに。アーメン。"
ヘブル人への手紙 13章20〜21節

■ダビデからソロモン
へ：

1Kg 1:29 すると王は誓
って言った、「わたしの命をす
べての苦難から救われた主
は生きておられる。
1Kg 2:3 あなたの神、
主のさとしを守り、その道に
歩み、その定めと戒めと、
おきてとあかしとを、モーセ
の律法にしるされていると
おりに守らなければならな
い。そうすれば、あなたが
するすべての事と、あなたの
向かうすべての所で、あな
たは栄えるであろう。

1

１）御名
２）御国
３）御心
４）パン
５）罪の赦し
６）悪者からの救い

【敵をさばいて救い出す
主の家に住む 敵の前で平安

【平和の牧者】

Ezk 34:20-31, 37:15-28
Ezk 34:23 わたしは彼らの上にひとりの牧者を立
てる。すなわちわがしもべダビデである。彼は彼らを
養う。彼は彼らを養い、彼らの牧者となる。
Ezk 34:25 わたしは彼らと平和の契約を結び
Ezk 34:31 あなたがたはわが羊、わが牧場の
羊である。わたしはあなたがたの神であると、主なる
神は言われる」。
Ezk 37:24 わがしもべダビデは彼らの王となる。
彼らすべての者のために、ひとりの牧者が立つ。彼ら
はわがおきてに歩み、わが定めを守って行う。
Ezk 37:26 わたしは彼らと平和の契約を結ぶ。
これは彼らの永遠の契約となる。わたしは彼らを祝
福し、彼らをふやし、わが聖所を永遠に彼らの中に
置く。

敵、恥
悩みから救い出す

1

1

1

1

恐れがない

1

乏しくない

'

-

しもべをあがない過越す】
【見放さず、見捨てない】

I

Deu 31:6 あなたがたは強く、かつ勇ましくなければならない。彼らを恐
れ、おののいてはならない。あなたの神、主があなたと共に行かれるからであ
る。主は決してあなたを見放さず、またあなたを見捨てられないであろう」。

kurabeteyomu.com

御国（主は王の王）
:29 食べて生きる

l

神の御座の右に座する

1

御心（悩者を見捨てない）
:26 食べて満ちたりて生きる

1

【主イエスの十字架上での祈り】
【牧場に伏させる】

Mtt 14:19 そして群衆に命じて、草の
上にすわらせ、五つのパンと二ひきの魚とを
手に取り、天を仰いでそれを祝福し、パン
をさいて弟子たちに渡された。弟子たちはそ
れを群衆に与えた。
Mtt 15:35 そこでイエスは群衆に、地
にすわるようにと命じ、
Jhn 10:11 わたしはよい羊飼である。よ
い羊飼は、羊のために命を捨てる。

罪（対主）
苦しみから救い出す

1

罪（対主)
恵みを覚えて

1

Mtt 27:46 そして三時ごろに、イエスは大声で叫んで、「エリ、エリ、レ
マ、サバクタニ」と言われた。それは「わが神、わが神、どうしてわたしをお見
捨てになったのですか」という意味である。
Jhn 19:30 すると、イエスはそのぶどう酒を受けて、「すべてが終った」と
言われ、首をたれて息をひきとられた。

【大祭司が十字架にかかり着座した】

Hbr 5:7 キリストは、その肉の生活の時には、激しい叫びと涙とをもって、
ご自分を死から救う力のあるかたに、祈と願いとをささげ、そして、その深い
信仰のゆえに聞きいれられたのである。
Hbr 12:2 信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つ
つ、走ろうではないか。彼は、自分の前におかれている喜びのゆえに、恥をも
いとわないで十字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのである。
敵、恥
信頼している

1
■主イエスの入場

1

万軍の主

栄光の王
戦いの主

1

1

わたしは主である
メシア・救い主

1

天地の創造主

1

Mtt 21:5 すなわち、
「シオンの娘に告げよ、
見よ、あなたの王がおい
でになる、柔和なおかた
で、ろばに乗って、くびき
を負うろばの子に乗っ
て」。

■アブラハム：Gen 18:19 わたしは彼が後の子らと家族とに命じて主

の道を守らせ、正義と公道とを行わせるために
■ソロモンの執り成し：2Ch 6:21 どうぞ、しもべと、あなたの民イスラ
エルがこの所に向かって祈る時に、その願いをお聞きください。あなたのす
みかである天から聞き、聞いておゆるしください。2Ch 6:22 もし人がそ
の隣り人に対して罪を犯し、誓いをすることを求められるとき、来てこの宮で、
あなたの祭壇の前に誓うならば、2Ch 6:23 あなたは天から聞いて、行
い、あなたのしもべらをさばき、悪人に報いをなして、その行いの報いをその
こうべに帰し、義人を義として、その義にしたがってその人に報いてください。

■金の子牛の執り成し：Exd 33:13 それで今、わたしがもし、あなたの前に恵みを得ますならば、どうか、あなたの道

を示し、あなたをわたしに知らせ、あなたの前に恵みを得させてください。
■主の御名の宣言：Exd 34:6 主は彼の前を過ぎて宣べられた。「主、主、あわれみあり、恵みあり、怒ることおそく、
いつくしみと、まこととの豊かなる神、Exd 34:7 いつくしみを千代までも施し、悪と、とがと、罪とをゆるす者、しかし、罰す
べき者をば決してゆるさず、父の罪を子に報い、子の子に報いて、三、四代におよぼす者」。Exd 34:9 そして言った、
「ああ主よ、わたしがもし、あなたの前に恵みを得ますならば、かたくなな民ですけれども、どうか主がわたしたちのうちにあっ
て一緒に行ってください。そしてわたしたちの悪と罪とをゆるし、わたしたちをあなたのものとしてください」。

Rev 5:13 またわたし
は、天と地、地の下と海
の中にあるすべての造られ
たもの、そして、それらの
中にあるすべてのものの言
う声を聞いた、「御座に
いますかたと小羊とに、さ
んびと、ほまれと、栄光
と、権力とが、世々限り
なくあるように」。Rev
19:1 この後、わたしは
天の大群衆が大声で唱
えるような声を聞いた、
「ハレルヤ、救と栄光と力
とは、われらの神のもの
であり、

■ダビデが契約の箱を安置し、
その王座の前で歌う 1歴代誌16章

1Ch 16:1 人々は神の箱をかき入れて、ダビ
デがそのために張った幕屋のうちに置き、1Ch
16:4 ダビデはまたレビびとのうちから主の箱の
前に仕える者を立てて、イスラエルの神、主をあ
がめ、感謝し、ほめたたえさせた。

■全地よ、主は王である

1Ch 16:30 全地よ、そのみ前におののけ。
世界は堅く立って、動かされることはない。天は
喜び、地はたのしみ、もろもろの国民の中に言
え、「主は王であられる」と。海とその中に満つ
るものとは鳴りどよめき、田畑とその中のすべて
の物は喜べ。

■栄光の王が新しい
創造のために来る黙
示録、大勝利の歌

■ダビデの子ヨセフへ
のことば：Mtt 1:21

彼女は男の子を産むであろ
う。その名をイエスと名づけ
なさい。彼は、おのれの民
をそのもろもろの罪から救う
者となるからである」。

1

【主の祈り】

【主の恵みは変わることなし】

Psa 18:50 主はその王に大いな
る勝利を与え、その油そそがれた者
に、ダビデとその子孫とに、とこしえ
にいつくしみを加えられるでしょう。
Psa 89:3 あなたは言われまし
た、「わたしはわたしの選んだ者と
契約を結び、わたしのしもべダビデ
に誓った、
2Ch 6:42 主なる神よ、どうぞあ
なたの油そそがれた者の顔を退け
ないでください。あなたのしもべダビ
デに示されたいつくしみを覚えて下さ
い」。

1

Deu 17:19-20 世に生きながらえる日の間、常にそれを自分のもと
に置いて読み、こうしてその神、主を恐れることを学び、この律法のすべ
ての言葉と、これらの定めとを守って行わなければならない。そうすれば
彼の心が同胞を見くだして、高ぶることなく、また戒めを離れて、右にも
左にも曲ることなく、その子孫と共にイスラエルにおいて、長くその位にと
どまることができるであろう。

Deu 12:11 あなたがたの神、主はその名を置くために、一
つの場所を選ばれるであろう。
1Kg 8:29 あなたが『わたしの名をそこに置く』と言われた
所、すなわち、この宮に向かって夜昼あなたの目をお開きくださ
い。しもべがこの所に向かって祈る祈をお聞きください。
2Ch 7:16 今わたしはわたしの名をながくここにとどめるため
に、この宮を選び、かつ聖別した。わたしの目とわたしの心は
常にここにある。

【御手による救い】

1

主の知恵(すべてをさばく)
教えはあがない主

【ごう慢の罪、高ぶるな】

【聖所とは、主が名を置く場所】

主の力

1

しもべの知恵(へりくだる者)
私のことば・声
教えはわが岩

■栄光と力

1Ch 16:28 もろもろの民のやからよ、主に帰
せよ、栄光と力とを主に帰せよ。

■創造主と偶像

1Ch 16:26 もろもろの民のすべての神はむ
なしい。しかし主は天を造られた。

■戦いの主

Exd 15:3 主はいくさびと、その名は主。

■エジプトから連れ出した主：Deu

10:17 あなたがたの神である主は、神の
神、主の主、大いにして力ある恐るべき神にまし
まし、人をかたより見ず、また、まいないを取らず

■ヤコブの神

1Ch 16:16 アブラハムと結ばれた契約、イ
サクに誓われた約束である。1Ch 16:17 主
はこれを堅く立ててヤコブのために定めとし、イス
ラエルのためにとこしえの契約として、

■御顔を慕い求めよ

1Ch 16:11 主とそのみ力とを求めよ。つねに
そのみ顔をたずねよ。

