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喜べ、主に信頼																				主は隠れ場（囲む）.				罪を隠さない															幸いな者、罪を隠される
																主の懲らしめ																																																														主の怒り

主が囲む																																		隠す-隠さない
主の恵みを待ち望む																						国々をさばく																																			天地を創る、民を創る																															主の恵みを喜ぶ
主はわれらの救い																			この世の力は救いにならない																													主を恐れよ	

主は見て良しとする																																																																			主はことばで創る
	

■主の名（金の子牛の事件、
罪を赦す神）
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・・・
Exd	34:9	・・・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」。

■神殿に向かって天の神に
祈る（神殿奉献の祈り）
2Ch	6:24	もしあなたの民イス
ラエルが、あなたに対して罪を犯
したために、敵の前に敗れた
時、あなたに立ち返って、あなた
の名をあがめ、この宮であなたの
前に祈り願うならば、
2Ch	6:25	あなたは天から聞
き、あなたの民イスラエルの罪をゆ
るして、あなたが彼らとその先祖
に与えられた地に彼らを帰らせて
ください。
■神殿の場所が示される
事件（人口調査の罪）
1Ch	21:8	そこでダビデは神
に言った、「わたしはこの事を行っ
て大いに罪を犯しました。しかし今
どうか、しもべの罪を除いてくださ
い。わたしは非常に愚かなことを
いたしました」。1Ch	21:26	こ
うしてダビデは主のために、その
所に一つの祭壇を築き、燔祭と
酬恩祭をささげて、主を呼んだ。
主は燔祭の祭壇の上に天から火
を下して答えられた。1Ch	22:1	
それでダビデは言った、「主なる
神の家はこれである、イスラエル
のための燔祭の祭壇はこれであ
る」と。

■直接引用（罪の赦し->相続人になる）
Rom	4:6	ダビデもまた、行いがなくても神に義と
認められた人の幸福について、次のように言っている、

■ヒゼキヤ王の信頼（2歴代誌32章）
2歴代誌29-32章　ヒゼキヤの礼拝改革
■ヒゼキヤとアッシリア王セナケリブと高官ラブシャケ
（2列王記18-21章、イザヤ36-39章）
2Kg	18:5	ヒゼキヤはイスラエルの神、主に信頼した。そのために彼のあとにも彼の先に
も、ユダのすべての王のうちに彼に及ぶ者はなかった。2Kg	18:19	ラブシャケは彼らに言
った、「ヒゼキヤに言いなさい、『大王、アッスリヤの王はこう仰せられる。あなたが頼みとす
る者は何か。2Kg	18:30	ヒゼキヤが「主は必ずわれわれを救い出される。この町はアッ
スリヤ王の手に陥ることはない」と言っても、あなたがたは主を頼みとしてはならない』。
2Kg	18:24	あなたはエジプトを頼み、戦車と騎兵を請い求めているが・・・
■ヒゼキヤの祈り
2Kg	19:15	そしてヒゼキヤは主の前に祈って言った、「ケルビムの上に座しておられるイス
ラエルの神、主よ、地のすべての国のうちで、ただあなただけが神でいらせられます。あな
たは天と地を造られました。2Kg	19:16	主よ、耳を傾けて聞いてください。主よ、目を開
いてごらんください。セナケリブが生ける神をそしるために書き送った言葉をお聞きください。

■神の僕モーセの歌と
小羊の歌
Rev	15:3	「全能者にし
て主なる神よ。あなたのみ
わざは、大いなる、また驚く
べきものであります。万民の
王よ、あなたの道は正しく、
かつ真実であります。	
15:4	主よ、あなたをおそ
れず、御名をほめたたえな
い者が、ありましょうか。あ
なただけが聖なるかたであ
り、あらゆる国民はきて、あ
なたを伏し拝むでしょう。あ
なたの正しいさばきが、あら
われるに至ったからでありま
す」。

■ダニエル（エルサレムが廃墟となっている）
Dan	9:5	われわれは罪を犯し、悪をおこない、よこしまなふる
まいをなし、そむいて、あなたの戒めと、おきてを離れました。

■ソロモンの祈り
2Ch	6:39-40	あな
たのすみかである天から、
彼らの祈と願いとを聞い
て彼らを助け、あなたに
向かって罪を犯したあなた
の民をおゆるしください。
わが神よ、どうぞ、この
所でささげる祈にあなた
の目を開き、あなたの耳を
傾けてください。
■ソロモンに対する主
の答え
2Ch	7:15	今この所に
ささげられる祈にわたし
の目を開き、耳を傾ける。
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。

■幸いダブル（シェバの女王）
2Ch	9:7	あなたの奥方たちはさいわいです。常にあなたの前に立っ
て、あなたの知恵を聞くこのあなたの家来たちはさいわいです。

■正しき者、直き者（主に似
る者）
Deu	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、正しい方、直ぐな方で
ある。
■喜び楽しめ（安息の地、安
息の場所の祝福）
Deu	12:7	そこであなたがた
の神、主の前で食べ、あなたが
たも、家族も皆、手を労して獲るす
べての物を喜び楽しまなければ
ならない。
Deu	32:43	国々の民よ、主の
民のために喜び歌え。
2Ch	6:41	主なる神よ、今あ
なたと、あなたの力の箱が立っ
て、あなたの安息所におはいりく
ださい。主なる神よ、どうぞあな
たの祭司たちに救の衣を着せ、あ
なたの聖徒たちに恵みを喜ばせて
ください。

悪から離される	　　　　　　　　　　　悪から離れよ	　　　　　　　　　　　　主を恐れよ	　　　　　　　　　　　主を誉めよ
正者／悪者	　　叫ぶと聞かれる　　　　　正者／悪者　	悪舌　　　　　　　　　　呼ぶと聞かれる	　　　　　　　　　　　賛美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　恥、穴、滅び
裏切る　私の善　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	迫害する	　ゆえなく

　　　　　　　　　　　あはは、誇る、喜ぶ
高ぶり　私の義　　　　　　　　　　　　　　　　	偽り、欺き	　ゆえなく

主を知る者	　　　　　　エデンの園	　　　天地創造	　　　主を知ろうとしない者
恵みと義　　　　　　　　いのち　　　	　恵みと義	　　　　アダムの反逆

■呼ぶと聞かれる（誰に求めるの
か）神殿
Psa	18:6	わたしは悩みのうちに主
に呼ばわり、わが神に叫び求めまし
た。主はその宮からわたしの声を聞か
れ、主にさけぶわたしの叫びがその耳
に達しました。
1Kg	8:52	どうぞ、しもべの願いと、
あなたの民イスラエルの願いに、あな
たの目を開き、すべてあなたに呼び求
める時、彼らの願いをお聞きください。
Jna	2:2	言った、「わたしは悩みの
うちから主に呼ばわると、主はわたしに
答えられた。わたしが陰府の腹の中か
ら叫ぶと、あなたはわたしの声を聞か
れた。
■叫ぶと聞かれる（何から救わ
れるのか）脱出
Exd	2:23	イスラエルの人々は、その
苦役の務のゆえにうめき、また叫んだ
が、その苦役のゆえの叫びは神に届
いた。
Num	20:16、Deu	26:7、
Neh	9:27	そこであなたは彼らを敵
の手に渡して苦しめられましたが、彼ら
がその苦難の時にあなたに呼ばわっ
たので、あなたは天からこれを聞か
れ、大いなるあわれみをもって彼らに救
う者を与え、敵の手から救わせられまし
た。
Psa	107:6	彼らはその悩みのうち
に主に呼ばわったので、主は彼らをそ
の悩みから助け出し、-	107:6,	
28（H2199	zaaq）107:13,	
19（H6817-tsaaq）

■1ペテロで引用	1Pe	3:8-12　主の名
のための信仰の試練
1Pe	3:8	最後に言う。あなたがたは皆、心をひと
つにし、同情し合い、兄弟愛をもち、あわれみ深くあ
り、謙虚でありなさい。1Pe	3:9	悪をもって悪に報
いず、悪口をもって悪口に報いず、かえって、祝福をも
って報いなさい。あなたがたが召されたのは、祝福
を受け継ぐためなのである。
[引用	Psa.34:12-16]
1Pe	3:13	そこで、もしあなたがたが善に熱心で
あれば、だれが、あなたがたに危害を加えようか。
1Pe	3:14	しかし、万一義のために苦しむようなこ
とがあっても、あなたがたは「さいわい」である。彼
らを恐れたり、心を乱したりしてはならない。
Mtt	5:11	わたしのために人々があなたがたをの
のしり、また迫害し、あなたがたに対し偽って様々の
悪口を言う時には、あなたがたは、さいわいである。
■預言者、主により頼む者の叫び
Mtt	27:50	イエスはもう一度大声で叫んで、つ
いに息をひきとられた。
Act	7:60	そして、ひざまずいて、大声で叫んだ、
Hbr	5:7	キリストは、その肉体の生活の時には、
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。

ダビデの子（王子）の敵　サウ
ル、アブシャロム、アヒトフェル、シム
イ・・・
■サウル　病、追い迫る、ゆえも
なく
1Sm	16:23	神から出る悪霊がサウル
に臨む時、ダビデは琴をとり、手でそれを
ひくと、サウルは気が静まり、良くなって、
悪霊は彼を離れた。
1Sm	19:5	どうしてゆえなくダビデを殺
し、罪なき者の血を流して罪を犯そうとさ
れるのですか」。
1Sm	26:18	ダビデはまた言った、「わ
が君はどうしてしもべのあとを追われるの
ですか。わたしが何をしたのですか。わた
しの手になんのわるいことがあるのです
か。
Jhn	15:25	それは、『彼らは理由な
しにわたしを憎んだ』と書いてある
■ナバルはダビデが逃げている時
に助けなかった
1Sm	25:21	彼はわたしのした善に悪を
もって報いた。
■ペリシテ人ゴリヤテ
1Sm	17:5	身には、うろことじのよろいを
着ていた。
1Sm	17:26	「この割礼なきペリシテ
びとは何者なので、生ける神の軍をそしる
のか」。
■ヒゼキヤとアッシリアのラブシャケ　
2Kg	18-19
2Kg	19:16	主よ、耳を傾けて聞いてく
ださい。主よ、目を開いてごらんください。
セナケリブが生ける神をそしるために書き
送った言葉をお聞きください。
Isa	37:36	【主の使】が出て、アッス
リヤびとの陣営で十八万五千人を撃ち殺
した。

■災いだ（幸いの反対）
Mtt	23:29	偽善な律法学者、パリサイ人たちよ。
あなたがたは、わざわいである。あなたがたは預言者の
墓を建て、義人の碑を飾り立てて、こう言っている、
■ゆえもなく憎む
Jhn	15:23	わたしを憎む者は、わたしの父をも憎む。
Jhn	15:25	それは、『彼らは理由なしにわたしを憎
んだ』と書いてある彼らの律法の言葉が成就するためで
ある。
■預言者を迫害する
Act	7:52	いったい、あなたがたの先祖が迫害しなか
った預言者が、ひとりでもいたか。彼らは正しいかたの来
ることを予告した人たちを殺し、今やあなたがたは、その正
しいかたを裏切る者、また殺す者となった。
Act	7:54	人々はこれを聞いて、心の底から激しく怒
り、ステパノにむかって、歯ぎしりをした。
■信仰の戦いの中で悪を避ける
1Pe	2:1	だから、あらゆる悪意、あらゆる偽り、偽善、
そねみ、いっさいの悪口を捨てて、

■捕らわれた国での苦し
みの中で（都上りの歌の
最初）
Psa	120:2	「主よ、偽りの
くちびるから、欺きの舌から、わ
たしを助け出してください」。
Psa	120:3	欺きの舌よ、
おまえに何が与えられ、何が
加えられるであろうか。

■主を恐れて悪を憎む（知恵と悪）
Rom	3:10	次のように書いてある、「義人はいな
い、ひとりもいない。・・・Rom	3:18	彼らの目の
前には、神に対する恐れがない」。
■しん言の教え
Prv	8:13	主を恐れるとは悪を憎むことである。わ
たしは高ぶりと、おごりと、悪しき道と、偽りの言葉とを
憎む。
Prv	16:6	いつくしみchecedとまことemethに
よって、とがはあがなわれる、主を恐れることによっ
て、人は悪を免れる。
■いつくしみ（恵み）とまことは主の名	
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rachuwm、恵みあり
channuwn、怒ることおそく、いつくしみcheced
と、まこととemethの豊かなる神、
■主の恵みはとこしえまで（感謝と賛美）
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。1Ch	16:5	楽長
はアサフ、その次はゼカリヤ・・・で、彼らは立琴と
琴を携え、アサフはシンバルを打ち鳴らし、1Ch	
16:6	祭司ベナヤとヤハジエルは神の契約の箱の
前でつねにラッパを吹いた。
1Ch	16:34	主に感謝せよ、主は恵みふかく
towb、そのいつくしみchecedはとこしえに絶える
ことがない。
■詩篇はいつくしみの歌（checedx127回）

■ヒゼキヤの礼拝改革（その後、セナケリブの口撃）
なぜエルサレムは攻撃されているのか
2Ch	29:6	われわれの先祖は罪を犯し、われわれの神、
主の悪と見られることを行って、主を捨て、主のすまいに顔をそ
むけ、うしろを向けた。2Ch	29:8	それゆえ、主の怒りはユ
ダとエルサレムに臨み、あなたがたが目に見るように、主は
彼らを恐れと驚きと物笑いにされた。
2Ch	29:26	こうしてレビびとはダビデの楽器をとり、祭司
はラッパをとって立った。2Ch	29:30	またヒゼキヤ王および
つかさたちはレビびとに命じて、ダビデと先見者アサフの言葉
をもって主をさんびさせた。2Ch	30:27	このとき祭司たちと
レビびとは立って、民を祝福したが、その声は聞かれ、その祈
は主の聖なるすみかである天に達した。

■あわれみ（真実の愛）	eleos	-	mercy
Lke	1:50	そのあわれみは、代々限りなく主をかしこみ恐
れる者に及びます。
Lke	1:54	主は、あわれみをお忘れにならず、その僕イス
ラエルを助けてくださいました、
Lke	1:58	近所の人々や親族は、主が大きなあわれみを
彼女におかけになったことを聞いて、共どもに喜んだ。
Lke	1:72	こうして、神はわたしたちの父祖たちにあわれ
みをかけ、その聖なる契約、
Lke	1:78	これはわたしたちの神のあわれみ深いみこころ
による。また、そのあわれみによって、日の光が上からわたした
ちに臨み、

■過越祭のいけにえ
Psa	4:5	義のいけにえをささげて主に寄り頼みなさい。
Exd	12:46	（過越の犠牲）その骨を折ってはならない。
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