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■ソロモン神殿奉献に対する主の答え　　　　　　　
　2Ch	7:12-22

12	時に主は夜ソロモンに現れて言われた、

「わたしはあなたの祈を聞き、この所をわたし
のために選んで、犠牲をささげる家とした。
:13	わたしが天を閉じて雨をなくし、または
わたしがいなごに命じて地の物を食わせ、ま
たは疫病を民の中に送るとき、
:14	わたしの名をもってとなえられるわたしの
民が、もしへりくだり、祈って、わたしの顔を求
め、その悪い道を離れるならば、わたしは天か
ら聞いて、その罪をゆるし、その地をいやす。

: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。
: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。

:17	あなたがもし父ダビデの歩んだようにわ
たしの前に歩み、わたしが命じたとおりにすべ
て行って、わたしの定めとおきてとを守るなら
ば、
:18	わたしはあなたの父ダビデに契約して
『イスラエルを治める人はあなたに欠けること
がない』と言ったとおりに、あなたの王の位を
堅くする。

:19	しかし、あなたがたがもし翻って、わた
しがあなたがたの前に置いた定めと戒めとを
捨て、行って他の神々に仕え、それを拝むな
らば、

:20	わたしはあなたがたをわたしの与えた地
から抜き去り、またわたしの名のために聖別し
たこの宮をわたしの前から投げ捨てて、もろも
ろの民のうちにことわざとし、笑い草とする。
:21	またこの宮は高いけれども、ついには、
そのかたわらを過ぎる者は皆驚いて、『何ゆえ
主はこの地と、この宮とにこのようにされたの
か』と言うであろう。

:22	その時、人々は答えて『彼らはその先祖
たちをエジプトの地から導き出した彼らの神、
主を捨てて、他の神々につき従い、それを拝
み、それに仕えたために、主はこのすべての災
を彼らの上に下したのである』と言うであろ
う」。

おまえの神はどこに　　　　　　御顔の救い	　　　　　　　　　　　　御顔の救い	　　　　　おまえの神はどこに
しいたげを嘆く	　　　　　　　恵みを思い起こす	　　　　　　　　　　　祭りを思い出す	　　　　生ける神を慕いあえぐ

主をほめたたえる																	救いの神よ

聖なる山に行く　　　　　　なぜさばかないのか	
主をほめたたえる　　　　　		敵をさばいて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現状：主を待ち望め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　父たちの日々：救いは主による

忘れている　　　　　／　　　　　　忘れない	　　　　　　　　　　　　敵の侮り　　　　　　／　　　　主が拒む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　御名を誇る／敵が恥	　　　　　　　　　　みわざを忘れない
　　　　　　主を待ち望む	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	勝利	相続

　　　　　　　訴え：救いは主による　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現状：主を待ち望め

■出エジプトの岩からの水
Neh	9:15	天から食物を与えてその飢えを
とどめ、岩から水を出してそのかわきを潤し、ま
た、彼らに与えると誓われたその国にはいっ
て、これを獲るように彼らに命じられました。

■渇く
Jhn	4:13-14	イエスは女に答えて言われ
た、「この水を飲む者はだれでも、またかわく
であろう。しかし、わたしが与える水を飲む者
は、いつまでも、かわくことがないばかりか、
わたしが与える水は、その人のうちで泉とな
り、永遠の命に至る水が、わきあがるであろ
う」。
Jhn	7:37	祭の終りの大事な日に、イエス
は立って、叫んで言われた、「だれでもかわく
者は、わたしのところにきて飲むがよい。
Rev	22:17	御霊も花嫁も共に言った、
「きたりませ」。また、聞く者も「きたりませ」と
言いなさい。かわいている者はここに来るがよ
い。いのちの水がほしい者は、価なしにそれ
を受けるがよい。

■岩なるキリスト
1Co	10:4	みな同じ霊の飲み物を飲ん
だ。すなわち、彼らについてきた霊の岩から飲
んだのであるが、この岩はキリストにほかなら
ない。

■昼も夜も、栄光の雲
Exd	13:21	主は彼らの前に行かれ、昼は
雲の柱をもって彼らを導き、夜は火の柱をもっ
て彼らを照し、昼も夜も彼らを進み行かせられ
た。
1Kg	8:10-11	そして祭司たちが聖所か
ら出たとき、雲が主の宮に満ちたので、祭司た
ちは雲のために立って仕えることができなかっ
た。主の栄光が主の宮に満ちたからである。

■敵を退け、安息を与える
Deu	12:10-12	しかし、あなたがたがヨルダンを渡
り、あなたがたの神、主が嗣業として賜わる地に住むよ
うになり、さらに主があなたがたの周囲の敵をことごとく
除いて、安息を与え、あなたがたが安らかに住むように
なる時、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・・・そしてあなたがたのむす
こ、娘、しもべ、はしためと共にあなたがたの神、主の前
に喜び楽しまなければならない。

■生ける神、いのちの神
Psa	18:46	主は生きておられます。わが岩
はほむべきかな。わが救の神はあがむべき
かな。

■祭り
Deu	16:16	あなたのうちの男子は皆あなたの神、主が選ば
れる場所で、年に三度、すなわち種入れぬパンの祭と、七週
の祭と、仮庵の祭に、主の前に出なければならない。

■神の御顔、神の家、聖なる山、住まい、神の祭壇
Psa	95:1-2	さあ、われらは主にむかって歌い、われらの救
の岩にむかって喜ばしい声をあげよう。われらは感謝をもって、み
前に行き、主にむかい、さんびの歌をもって、喜ばしい声をあげ
よう。
1Ch	15:16	ダビデはまたレビびとの長たちに、その兄弟たち
を選んで歌うたう者となし、立琴と琴とシンバルなどの楽器を打
ちはやし、喜びの声をあげることを命じた。

■名を置く場所、住まい
1Kg	8:29-30	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。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
すみかである天で聞き、聞いておゆるしください
1Kg	8:59	主の前にわたしが述べたこれらの願いの言葉が、日夜わ
れわれの神、主に覚えられるように。そして主は日々の事に、しもべを助
け、主の民イスラエルを助けられるように。

■先祖たちが語り継ぐ
Deu	6:20-21	後の日となって、あなたの子があなたに
問うて言うであろう、『われわれの神、主があなたがたに命じ
られたこのあかしと、定めと、おきてとは、なんのためです
か』。その時あなたはその子に言わなければならない。
Deu	7:7-8	主があなたがたを愛し、あなたがたを選ば
れたのは、あなたがたがどの国民よりも数が多かったからで
はない。あなたがたはよろずの民のうち、もっとも数の少ない
ものであった。ただ主があなたがたを愛し、またあなたがたの
先祖に誓われた誓いを守ろうとして・・・導き出し、・・・

■40年間の荒野での訓練
Deu	8:15-17	あなたを導いて、あの大きな恐ろしい荒
野、すなわち火のへびや、さそりがいて、水のない、かわいた
地を通り、あなたのために堅い岩から水を出し、先祖たちも知
らなかったマナを荒野であなたに食べさせられた。それはあな
たを苦しめ、あなたを試みて、ついにはあなたをさいわいにす
るためであった。あなたは心のうちに『自分の力と自分の手の
働きで、わたしはこの富を得た』と言ってはならない。
Jsh	3:10	そしてヨシュアは言った、「生ける神があなたが
たのうちにおいでになり、あなたがたの前から、カナンび
と、・・・を、必ず追い払われる・・・
Jsh	24:12-13	わたしは、あなたがたの前に、くまばち
を送って、あのアモリびとのふたりの王を、あなたがたの前から
追い払った。これはあなたがたのつるぎ、または、あなたがた
の弓によってではなかった。そしてわたしは、あなたがたが自分
で労しなかった地を、あなたがたに与え、あなたがたが建て
なかった町を、あなたがたに与えた。

■ゴリアテとの戦い
1Sm	17:47	またこの全会衆も、主は救を
施すのに、つるぎとやりを用いられないことを知
るであろう。この戦いは主の戦いであって、主
がわれわれの手におまえたちを渡されるから
である」。

■主が拒む
Psa	88:14	主よ、なぜ、あなたはわたしを
捨てられるのですか。なぜ、わたしにみ顔を
隠されるのですか。
Psa	89:38	しかしあなたは、あなたの油
そそがれた者を捨ててしりぞけ、彼に対して
激しく怒られました。

■のろいの約束
Lev	26:17	わたしは顔をあなたがたにむけて
攻め、あなたがたは敵の前に撃ちひしがれるであ
ろう。またあなたがたの憎む者があなたがたを治め
るであろう。あなたがたは追う者もないのに逃げる
であろう。
Deu	28:15	しかし、あなたの神、主の声に聞き
従わず、きょう、わたしが命じるすべての戒めと定めと
を守り行わないならば、このもろもろののろいがあな
たに臨み、あなたに及ぶであろう。
Deu	28:37	あなたは主があなたを追いやられる
もろもろの民のなかで驚きとなり、ことわざとなり、笑
い草となるであろう。

■直接引用
Rom	8:35-37	だれが、キリストの愛からわたし
たちを離れさせるのか。患難か、苦悩か、迫害
か、飢えか、裸か、危難か、剣か。「わたしたちは
あなたのために終日、死に定められており、ほふら
れる羊のように見られている」と書いてあるとおりであ
る。しかし、わたしたちを愛して下さったかたによって、
わたしたちは、これらすべての事において勝ち得て余
りがある。

■契約の箱の移動
Num	10:9	また、あなたがたの国で、あな
たがたをしえたげるあだとの戦いに出る時は、
ラッパをもって、警報を吹き鳴らさなければ
ならない。そうするならば、あなたがたは、あ
なたがたの神、主に覚えられて、あなたがた
の敵から救われるであろう。
Num	10:35	契約の箱の進むときモーセ
は言った、「主よ、立ちあがってください。あな
たの敵は打ち散らされ、あなたを憎む者ども
は、あなたの前から逃げ去りますように」。

■ダビデへの約束（ナタンの預言）

2Sm	7:1	さて、王が自分の家に住み、ま
た主が周囲の敵をことごとく打ち退けて彼に
安息を賜わった時、

2Sm	7:5	「行って、わたしのしもべダビデに
言いなさい、『主はこう仰せられる。あなたは
わたしの住む家を建てようとするのか。
:6	わたしはイスラエルの人々をエジプトから導
き出した日から今日まで、家に住まわず、天幕
をすまいとして歩んできた。
:7	わたしがイスラエルのすべての人々と共に
歩んだすべての所で、わたしがわたしの民イス
ラエルを牧することを命じたイスラエルのさばき
づかさのひとりに、ひと言でも「どうしてあなた
がたはわたしのために香柏の家を建てないの
か」と、言ったことがあるであろうか』。
:8	それゆえ、今あなたは、わたしのしもべダ
ビデにこう言いなさい、『万軍の主はこう仰せ
られる。わたしはあなたを牧場から、羊に従っ
ている所から取って、わたしの民イスラエルの君
とし、
:9	あなたがどこへ行くにも、あなたと共にお
り、あなたのすべての敵をあなたの前から断
ち去った。わたしはまた地上の大いなる者の名
のような大いなる名をあなたに得させよう。
:10	そしてわたしの民イスラエルのために一つ
の所を定めて、彼らを植えつけ、彼らを自分の
所に住ませ、重ねて動くことのないようにする
であろう。
:11	また前のように、わたしがわたしの民イス
ラエルの上にさばきづかさを立てた日からこの
かたのように、悪人が重ねてこれを悩ますこと
はない。わたしはあなたのもろもろの敵を打ち
退けて、あなたに安息を与えるであろう。主はま
た「あなたのために家を造る」と仰せられる。
:12	あなたが日が満ちて、先祖たちと共に
眠る時、わたしはあなたの身から出る子を、あ
なたのあとに立てて、その王国を堅くするであろ
う。
:13	彼はわたしの名のために家を建てる。わ
たしは長くその国の位を堅くしよう。
:14	わたしは彼の父となり、彼はわたしの子
となるであろう。もし彼が罪を犯すならば、わ
たしは人のつえと人の子のむちをもって彼を懲
らす。
:15	しかしわたしはわたしのいつくしみを、わ
たしがあなたの前から除いたサウルから取り
去ったように、彼からは取り去らない。
:16	あなたの家と王国はわたしの前に長く保
つであろう。あなたの位は長く堅うせられ
る』」。
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■ダビデ王朝の約束（ナタンの預言）
2Sm	7:1	さて、王が自分の家に住み、また主が周囲の敵をこと
ごとく打ち退けて彼に安息を賜わった時、

1Ch	17:4	「行ってわたしのしもべダビデに告げよ、『主はこう言
われる、わたしの住む家を建ててはならない。
:5	わたしはイスラエルを導き上った日から今日まで、家に住まわず、
天幕から天幕に、幕屋から幕屋に移ったのである。
:6	わたしがすべてのイスラエルと共に歩んだすべての所で、わたし
の民を牧することを命じたイスラエルのさばきづかさのひとりに、ひと
言でも、「どうしてあなたがたは、わたしのために香柏の家を建てな
いのか」と言ったことがあるだろうか』と。
:7	それゆえ今あなたは、わたしのしもべダビデにこう言いなさい、
『万軍の主はこう仰せられる、「わたしはあなたを牧場から、羊に従
っている所から取って、わたしの民イスラエルの君とし、
:8	あなたがどこへ行くにもあなたと共におり、あなたのすべての
敵をあなたの前から断ち去った。わたしはまた地の上の大いなる者
の名のような名をあなたに得させよう。
:9	そしてわたしはわが民イスラエルのために一つの所を定めて、彼
らを植えつけ、彼らを自分の所に住ませ、重ねて動くことのないよう
にしよう。
:10	また前のように、すなわちわたしがわが民イスラエルの上にさ
ばきづかさを立てた時からこのかたのように、悪い人が重ねてこれを
荒すことはないであろう。わたしはまたあなたのもろもろの敵を征服
する。かつわたしは主があなたのために家を建てられることを告げる。
:11	あなたの日が満ち、あなたの先祖たちの所へ行かねばなら
ぬとき、わたしはあなたの子、すなわちあなたの子らのひとりを、あな
たのあとに立てて、その王国を堅くする。
:12	彼はわたしのために家を建てるであろう。わたしは長く彼の位
を堅くする。
:13	わたしは彼の父となり、彼はわたしの子となる。わたしは、わ
たしのいつくしみを、あなたのさきにあった者から取り去ったように、
彼からは取り去らない。
:14	かえって、わたしは彼を長くわたしの家に、わたしの王国にすえ
おく。彼の位はとこしえに堅く立つであろう』」。

■シオンの要害、ダビデの町
1Ch	11:3	・・・サムエルによって語られた主
の言葉に従ってダビデに油を注ぎ、イスラエルの
王とした。	
:4	ダビデとすべてのイスラエルはエルサレムへ
行った。エルサレムはすなわちエブスであって、そ
こにはその地の住民であるエブスびとがいた。
:5	エブスの住民はダビデに言った、「あなたは
ここにはいってはならない」。しかし、ダビデはシ
オンの要害を取った。これがすなわちダビデの町
である。
:9	こうしてダビデはますます大いなる者となっ
た。万軍の主が彼とともにおられたからである。

■御子について（直接引用）
Hbr	1:8	御子については、「神よ、あなた
の御座は、世々限りなく続き、あなたの支配
のつえは、公平のつえである。
Hbr	1:9	あなたは義を愛し、不法を憎まれ
た。それゆえに、神、あなたの神は、喜びの
あぶらを、あなたの友に注ぐよりも多く、あな
たに注がれた」と言い、

■大いなる国民、大いなる名
Gen	12:1	時に主はアブラムに言われた、
「あなたは国を出て、親族に別れ、父の家を
離れ、わたしが示す地に行きなさい。
Gen	12:2	わたしはあなたを大いなる国民
とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよ
う。あなたは祝福の基となるであろう。

■喜びの中を契約の箱が上る
1Ch	13:6	そしてダビデとすべてのイスラエルはバアラすなわちユ
ダのキリアテ・ヤリムに上り、ケルビムの上に座しておられる主の名を
もって呼ばれている神の箱をそこからかき上ろうと、

1Ch	13:8	ダビデおよびすべてのイスラエルは歌と琴と立琴と、
手鼓と、シンバルと、ラッパをもって、力をきわめて神の前に踊った。

1Ch	15:16	ダビデはまたレビびとの長たちに、その兄弟たちを選
んで歌うたう者となし、立琴と琴とシンバルなどの楽器を打ちはや
し、喜びの声をあげることを命じた。

1Ch	15:28	こうしてイスラエルは皆、声をあげ、角笛を吹きなら
し、ラッパと、シンバルと、立琴と琴をもって打ちはやして主の契約の
箱をかき上った。

■主は岩、万軍の主がともに
2Sm	22:1	ダビデは主がもろもろの敵の手とサウル
の手から、自分を救い出された日に、この歌の言葉を主
に向かって述べ、	
2Sm	22:2	彼は言った、「主はわが岩、わが城、わ
たしを救う者、
2Sm	22:3	わが神、わが岩。わたしは彼に寄り頼
む。わが盾、わが救の角、わが高きやぐら、わが避け
所、わが救主。あなたはわたしを暴虐から救われる。
2Sm	22:4	わたしは、ほめまつるべき主に呼ばわっ
て、わたしの敵から救われる。
2Sm	22:50	それゆえ、主よ、わたしはもろもろの国民
の中で、あなたをたたえ、あなたの、み名をほめ歌うで
あろう。
2Sm	22:51	主はその王に大いなる勝利を与え、油
を注がれた者に、ダビデとその子孫とに、とこしえに、い
つくしみを施される」。

■ダビデの幕屋での賛美と感謝
「主は王である」
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	16:8	主に感謝し、そのみ名を
呼び、そのみわざをもろもろの民の中に知
らせよ。
1Ch	16:9	主にむかって歌え、主をほ
め歌え。そのもろもろのくすしきみわざを語
れ。
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	16:25	主は大いなるかたにいま
して、いとほめたたうべき者、もろもろの神
にまさって、恐るべき者だからである。
1Ch	16:31	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。

Psa	96:10	もろもろの国民の中に言
え、「主は王となられた。世界は堅く立っ
て、動かされることはない。主は公平をも
ってもろもろの民をさばかれる」と。

■シオンの山、生ける神の都
Hbr	12:22-24	しかしあなたがたが近づい
ているのは、シオンの山、生ける神の都、天にある
エルサレム、無数の天使の祝会、
天に登録されている長子たちの教会、万民の審判
者なる神、全うされた義人の霊、
新しい契約の仲保者イエス、ならびに、アベルの
血よりも力強く語るそそがれた血である。

■シェバの女王がソロモンに会う
2Ch	9:1-8	シバの女王はソロモンの名声を聞いたので、難問をもってソロモンを試みようと、非常に多くの従者を連れ、香料と非常にたくさん
の金と宝石とをらくだに負わせて、エルサレムのソロモンのもとに来て、その心にあることをことごとく彼に告げた。ソロモンは彼女のすべての問に答え
た。ソロモンが知らないで彼女に説明のできないことは一つもなかった。シバの女王はソロモンの知恵と、彼が建てた家を見、またその食卓の食物
と、列座の家来たちと、その侍臣たちの伺候振りと彼らの服装、および彼の給仕たちとその服装、ならびに彼が主の宮でささげる燔祭を見て、
全く気を奪われてしまった。彼女は王に言った、「わたしが国であなたの事と、あなたの知恵について聞いたうわさは真実でした。しかしわたしは来て
目に見るまでは、そのうわさを信じませんでしたが、今見ると、あなたの知恵の大いなることはその半分もわたしに知らされませんでした。あなたはわ
たしの聞いたうわさにまさっています。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。あなたの神、主はほむべきかな。主はあなたを喜び、あなたをその位につかせ、あなたの神、主のために王とされました。あなたの神は
イスラエルを愛して、とこしえにこれを堅くするために、あなたをその王とされ、公道と正義を行われるのです」。

■黙示録の子羊の歌
Rev	15:3-4	彼らは、神の僕モーセの歌と
小羊の歌とを歌って言った、「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。
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」。

■聖なる都、新しいエルサレム
Rev	21:1	わたしはまた、新しい天と新しい地とを見た。先の天と
地とは消え去り、海もなくなってしまった。
Rev	21:2	また、聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために着
飾った花嫁のように用意をととのえて、神のもとを出て、天から下って来
るのを見た。

Rev	22:1	御使はまた、水晶のように輝いているいのちの水の川
をわたしに見せてくれた。この川は、神と小羊との御座から出て、
Rev	22:2	都の大通りの中央を流れている。川の両側にはいのち
の木があって、十二種の実を結び、その実は毎月みのり、その木の葉
は諸国民をいやす。
Rev	22:17	御霊も花嫁も共に言った、「きたりませ」。また、聞く
者も「きたりませ」と言いなさい。かわいている者はここに来るがよい。
いのちの水がほしい者は、価なしにそれを受けるがよい。

■ソロモンにまさる者
Mtt	6:29	しかし、あなたがたに言うが、
栄華をきわめた時のソロモンでさえ、この花の
一つほどにも着飾ってはいなかった。	

Mtt	12:38	そのとき、律法学者、パリサ
イ人のうちのある人々がイエスにむかって言っ
た、「先生、わたしたちはあなたから、しるしを
見せていただきとうございます」。
Mtt	12:42	南の女王が、今の時代の
人々と共にさばきの場に立って、彼らを罪に定
めるであろう。なぜなら、彼女はソロモンの知
恵を聞くために地の果から、はるばるきたから
である。しかし見よ、ソロモンにまさる者がここ
にいる。

2Ch	9:9-11	そして彼女は金百二十タラント、および非常に多くの香料と宝石とを王に贈った。シバの女王がソロモンに贈ったような香料は、
いまだかつてなかった。オフルから金を携えて来たヒラムのしもべたちとソロモンのしもべたちはまた、びゃくだんの木と宝石をも携えて来た。王はそ
のびゃくだんの木で、主の宮と王の家とに階段を造り、また歌うたう者のために琴と立琴を造った。このようなものはかつてユダの地で見たことがな
かった。

■地の商人たちの滅び
Rev	18:10-13	彼女の苦しみに恐れをい
だき、遠くに立って言うであろう、『ああ、わざ
わいだ、大いなる都、不落の都、バビロンは、
わざわいだ。おまえに対するさばきは、一瞬
にしてきた』。また、地の商人たちも彼女のた
めに泣き悲しむ。もはや、彼らの商品を買う者
が、ひとりもないからである。その商品は、
金、銀、宝石、真珠、麻布、紫布、絹、緋
布、各種の香木、各種の象牙細工、高価な木
材、銅、鉄、大理石などの器、肉桂、香
料、香、におい油、乳香、ぶどう酒、オリブ
油、麦粉、麦、牛、羊、馬、車、奴隷、そして
人身などである。

■ハレルヤ！王となった
Rev	19:6	わたしはまた、大群衆の声、多くの
水の音、また激しい雷鳴のようなものを聞い
た。それはこう言った、「ハレルヤ、全能者にして
主なるわれらの神は、王なる支配者であられる。
:7	わたしたちは喜び楽しみ、神をあがめまつろ
う。小羊の婚姻の時がきて、花嫁はその用意を
したからである。
（Rev	14:2	・・・その声は、琴をひく人が立
琴をひく音のようでもあった。）
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■導入はしん言
Prv	1:1-3	ダビデの子、イスラエルの王ソロモンのしん
言。これは人に知恵と教訓とを知らせ、悟りの言葉をさとら
せ、賢い行いと、正義と公正と公平の教訓をうけさせ、
Prv	1:6	人はこれによってしん言と、たとえと、賢い者の
言葉と、そのなぞとを悟る。

■王の命令（高ぶるな／王の知恵）
Deu	17:14-	あなたの神、主が賜
わる地に行き、それを獲てそこに住むよ
うになる時、もしあなたが『わたしも周囲
のすべての国びとのように、わたしの上に
王を立てよう』と言うならば、・・・王とな
る人は自分のために馬を多く獲ようとして
はならない・・・また妻を多く持って心
を、迷わしてはならない。また自分のため
に金銀を多くたくわえてはならない。
Deu	17:18	彼が国の王位につくよう
になったら・・・この律法の写しを一つの
書物に書きしるさせ、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。

■ダビデからソロモンへ
1Ch	22:13	あなたがもし、主がイスラエ
ルについてモーセに命じられた定めとおきてとを
慎んで守るならば、あなたは栄えるであろう。
心を強くし、勇め。恐れてはならない、おのの
いてはならない。

■内容は伝道者の書
Ecc	1:1-2	ダビデの子、エルサレムの王である伝道者の言葉。
伝道者は言う、空の空、空の空、いっさいは空である。
Ecc	2:9	こうして、わたしは大いなる者となり、わたしより先にエル
サレムにいたすべての者よりも、大いなる者となった。

■ルカ福音書の金持ちのたとえ
Lke	12:15	それから人々にむかって言われた、「あらゆる貪欲に対
してよくよく警戒しなさい。たといたくさんの物を持っていても、人のい
のちは、持ち物にはよらないのである」。
Lke	12:16-17	そこで一つの譬を語られた、「ある金持の畑が
豊作であった。そこで彼は心の中で、『どうしようか、わたしの作物を
しまっておく所がないのだが』と思いめぐらして
・・・12:20	すると神が彼に言われた、『愚かな者よ、あなたの魂
は今夜のうちにも取り去られるであろう。そしたら、あなたが用意した物
は、だれのものになるのか』。・・・12:31	ただ、御国を求めなさ
い。そうすれば、これらのものは添えて与えられるであろう。

■ヤコブの手紙の金持ちのたとえ
Jms	4:13-14	よく聞きなさい。「きょうか、あす、
これこれの町へ行き、そこに一か年滞在し、商売をして
一もうけしよう」と言う者たちよ。あなたがたは、あすの
こともわからぬ身なのだ。あなたがたのいのちは、どん
なものであるか。あなたがたは、しばしの間あらわれ
て、たちまち消え行く霧にすぎない。
・・・4:16	ところが、あなたがたは誇り高ぶってい
る。このような高慢は、すべて悪である。

■主を恐れてその命令を守れ、
さばきの日に目を留めよ
Ecc	12:13-14	事の帰する所は、すべて言われた。すな
わち、神を恐れ、その命令を守れ。これはすべての人の本分で
ある。神はすべてのわざ、ならびにすべての隠れた事を善悪とも
にさばかれるからである。

■天と地が証人
Deu	4:24-26	・・・あなたの神、主の目の前に悪をなして、そ
の憤りを引き起すことがあれば、わたしは、きょう、天と地を呼んで
あなたがたに対してあかしとする。あなたがたはヨルダンを渡って行
って獲る地から、たちまち全滅するであろう。あなたがたはその所で
長く命を保つことができず、全く滅ぼされるであろう。

■申命記32章モーセの歌
Deu	31:19	この歌を書きしるし、イスラエルの人々に教えてその口に唱えさせ、この
歌をイスラエルの人々に対するわたしのあかしとならせなさい。
Deu	32:1	「天よ、耳を傾けよ、わたしは語る、地よ、わたしの口の言葉を聞け。
Deu	32:6	愚かな知恵のない民よ・・・主はあなたを生み、あなたを造り、あなた
を堅く立てられたあなたの父ではないか。

■サウルが王位から退けれれる
1Sm	15:22-23	サムエルは言った、「主はそのみ言葉に
聞き従う事を喜ばれるように、燔祭や犠牲を喜ばれるであろう
か。見よ、従うことは犠牲にまさり、聞くことは雄羊の脂肪に
まさる。そむくことは占いの罪に等しく、強情は偶像礼拝の罪
に等しいからである。あなたが主のことばを捨てたので、主も
またあなたを捨てて、王の位から退けられた」。

■感謝のいけにえ、賛美のいけにえ
Hbr	12:28	このように、わたしたちは震われない国を受けている
のだから、感謝をしようではないか。そして感謝しつつ、恐れかしこ
み、神に喜ばれるように、仕えていこう。
Hbr	13:14-15	この地上には、永遠の都はない。きたらんとす
る都こそ、わたしたちの求めているものである。だから、わたしたちは
イエスによって、さんびのいけにえ、すなわち、彼の御名をたたえる
くちびるの実を、たえず神にささげようではないか。

■シオンの焼き尽くす火
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。

■題：バテ・シェバの事件とは
2Sm	12:1-9	主はナタンをダビデにつかわ
されたので、彼はダビデの所にきて言った、
「ある町にふたりの人があって、ひとりは富
み、ひとりは貧しかった。富んでいる人は非常
に多くの羊と牛を持っていたが、・・・かつその
人はこの事をしたため、またあわれまなかったた
め、その小羊を四倍にして償わなければなら
ない」・・・どうしてあなたは主の言葉を軽ん
じ、その目の前に悪事をおこなったのですか。あ
なたはつるぎをもってヘテびとウリヤを殺し、そ
の妻をとって自分の妻とした。すなわちアンモン
の人々のつるぎをもって彼を殺した。

■人口調査の罪
2Sm	24:10	しかしダビデは民を数えた
後、心に責められた。そこでダビデは主に言っ
た、「わたしはこれをおこなって大きな罪を犯し
ました。しかし主よ、今どうぞしもべの罪を取り
去ってください。わたしはひじょうに愚かなことを
いたしました」。

■主の目の前に悪を行った
Deu	9:18	そしてわたしは前の
ように四十日四十夜、主の前にひ
れ伏し、パンも食べず、水も飲ま
なかった。これはあなたがたが主
の目の前に悪をおこない、罪を犯し
て主を怒らせたすべての罪によるの
である。
Jdg	2:11	イスラエルの人々は主
の前に悪を行い、もろもろのバアル
に仕え（士師記に7回）
1Sm	15:19	それであるのに、ど
うしてあなたは主の声に聞き従わな
いで、ぶんどり物にとびかかり、主
の目の前に悪をおこなったのです
か」。
1Kg	11:6	このようにソロモンは
主の目の前に悪を行い、父ダビデの
ように全くは主に従わなかった。

■神殿には主の目と心がある
2Ch	7:1	ソロモンが祈り終った
とき、天から火が下って燔祭と犠
牲を焼き、主の栄光が宮に満ち
た。
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。

■4倍にして返す
Exd	22:1	もし人が牛または羊を盗んで、こ
れを殺し、あるいはこれを売るならば、彼は一
頭の牛のために五頭の牛をもって、一頭の羊の
ために四頭の羊をもって償わなければならな
い。
Lke	19:	ところが、そこにザアカイという名の
人がいた。この人は取税人のかしらで、金持
であった。・・・ザアカイは立って主に言った、
「主よ、わたしは誓って自分の財産の半分を貧
民に施します。また、もしだれかから不正な取
立てをしていましたら、それを四倍にして返しま
す」。

■夫を殺して妻を奪う
Gen	12:12	それでエジプトびとがあなたを
見る時、これは彼の妻であると言ってわたしを殺
し、あなたを生かしておくでしょう。
Gen	20:11	アブラハムは言った、「この所
には神を恐れるということが、まったくないの
で、わたしの妻のゆえに人々がわたしを殺すと思
ったからです。
Gen	26:7	その所の人々が彼の妻のことを
尋ねたとき、「彼女はわたしの妹です」と彼は
言った。リベカは美しかったので、その所の人々
がリベカのゆえに自分を殺すかもしれないと思っ
て、「わたしの妻です」と言うのを恐れたからで
ある。
Deu	5:21	あなたは隣人の妻をむさぼって
はならない。また隣人の家、畑、しもべ、はし
ため、牛、ろば、またすべて隣人のものをほしが
ってはならない』。

■50
さばく神、申命記、善人悪人、シオンの光、
栄光を帰する（あがめる）

■51
赦す神、レビ記、きよめる、聖なる霊（いの
ち）、元に帰す、シオンのあわれみ

第2巻はダビデからソロモンへ

父ダビデの道
■49-60	サムエル記（表題）
■61-68	歴代誌

	御名を誇る						茂る木																			根絶やし													悪を誇る
	主の名に感謝			主に信頼する者は栄える	滅ぼす者は滅ぶ					主の忌み嫌うこと

													悪者のさばき・救い																													善を行うものなし

										祈りと感謝													たましいを守る									御名による救い

■地から根絶やしにされる（箴言）
Prv	2:21-22	正しい人は地になが
らえ、誠実な人は地にとどまる。しかし悪
しき者は地から断ち滅ぼされ、不信実
な者は地から抜き捨てられる。
■地から根絶やしにされる（申命記）
Deu	28:15	しかし、あなたの神、主
の声に聞き従わず、きょう、わたしが命じ
るすべての戒めと定めとを守り行わないなら
ば、このもろもろののろいがあなたに臨
み、あなたに及ぶであろう。
Deu	28:63	・・・あなたがたは、は
いって取る地から抜き去られるであろう。

■レビ記：復讐するな
Lev	19:18	あなたは復讐してはなら
ない。あなたの民の人々に恨みをいだい
てはならない。あなた自身のようにあなた
の隣人を愛さなければならない。わたし
は主である。

■申命記：復讐は主のもの
Deu	32:35	復讐と報いとはわたしの
もの。
Deu	32:43	国々の民よ、主の民のた
めに喜び歌え。主はそのしもべの血のため
に報復し、その敵にあだを返し、その民
の地の汚れを清められるからである」。

■善にかえて悪を報いる
1Sm	24:17	サウルはまたダビデに言
った、「あなたはわたしよりも正しい。わた
しがあなたに悪を報いたのに、あなたは
わたしに善を報いる。
1Sm	25:21	・・・彼（ナバル）はわ
たしのした善に悪をもって報いた。
Rom	12:19	愛する者たちよ。自分で
復讐をしないで、むしろ、神の怒りに任
せなさい。なぜなら、「主が言われる。復
讐はわたしのすることである。わたし自身
が報復する」と書いてあるからである。
Rom	12:21	悪に負けてはいけない。
かえって、善をもって悪に勝ちなさい。

■詩篇14篇と双子
Psa	14:5	その時、彼らは大いに恐れた。神は
正しい者のやからと共におられるからである。
Psa	14:6	あなたがたは貧しい者の計画をはず
かしめようとする。しかし主は彼の避け所である。

■主がすべてをさばく（知恵）
Ecc	12:13	事の帰する所は、すべて言われた。
すなわち、神を恐れ、その命令を守れ。これはすべ
ての人の本分である。
Ecc	12:14	神はすべてのわざ、ならびにすべて
の隠れた事を善悪ともにさばかれるからである。

■主が忌み嫌う者
Prv	6:16-19	主の憎まれるものが六つあ
る、否、その心に、忌みきらわれるものが七つあ
る。すなわち、高ぶる目、偽りを言う舌、罪なき人
の血を流す手、悪しき計りごとをめぐらす心、す
みやかに悪に走る足、偽りをのべる証人、また兄
弟のうちに争いをおこす人がこれである。

■サウルが王位から退けられる
1Sm	15:26	サムエルはサウルに
言った、「あなたと一緒に帰りませ
ん。あなたが主の言葉を捨てたので、
主もあなたを捨てて、イスラエルの王
位から退けられたからです」。

■父ダビデの道を歩む
1Kg	9:4	あなたがもし、あなたの
父ダビデが歩んだように全き心をもっ
て正しくわたしの前に歩み、すべてわ
たしが命じたようにおこなって、わたし
の定めと、おきてとを守るならば、
1Kg	15:5	それはダビデがヘテ
びとウリヤの事のほか、一生の間、主
の目にかなう事を行い、主が命じられ
たすべての事に、そむかなかったから
である。	

■ダビデの敵、サウル
2Sm	22:1	ダビデは主がもろもろ
の敵の手とサウルの手から、自分を
救い出された日に、この歌の言葉を主
に向かって述べ、

■愚かな者（ナバル）
Deu	32:5	彼らは主にむかって悪を行い、そのきずのゆえに、
もはや主の子らではなく、よこしまで、曲ったやからである。
Deu	32:6	愚かな知恵のない民よ、あなたがたはこのように
して主に報いるのか。主はあなたを生み、あなたを造り、あなた
を堅く立てられたあなたの父ではないか。

1サムエル	16-31
ダビデが選ばれてからサウルが死ぬまで

■24:	サウルに手をださない　衣のすそ
■25:	愚かなナバルとアビガイルの知恵
■26:	サウルに手をださない　やりと水差し

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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友の裏切り																																		暴虐の町の中																																						敵の迫害を恐れている
			

正しい者はゆるがされない												友の裏切り																			平和に購う

光のうちを歩む																												荒野の中でも味方											敵に報いる																										恐れの日に信頼する

恵みとまことに感謝する														墓穴を掘る												獅子の穴の中																					恵みとまことに信頼する
			

■	祈りを聞く神
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。

■暴虐
Gen	6:11	時に世は神の前に乱れて、
暴虐が地に満ちた。

■血を流す者
Gen	9:6	人の血を流すものは、
人に血を流される、神が自分のか
たちに人を造られたゆえに。

■ソロモンよ、恐れるな
（聞き従うかどうか、信頼
するかどうかの戦い）
1Ch	28:20	ダビデはそ
の子ソロモンに言った、「あ
なたは心を強くし、勇んでこ
れを行いなさい。恐れては
ならない。おののいてはなら
ない。主なる神、わたしの
神があなたとともにおられる
からである。

■	呼ぶと救う神
Rom	10:13	「主の御
名を呼び求める者は、すべ
て救われる」

■王の友
1Ch	27:33	アヒトフェルは王の助言者
で、アルキ人フシャイは王の友であった。

■主にゆだねよ
1Pe	5:7	神はあなたがたをかえ
りみていて下さるのであるから、自分
の思いわずらいを、いっさい神にゆ
だねるがよい。
1Pe	5:10	あなたがたをキリスト
にある永遠の栄光に招き入れて下さ
ったあふるる恵みの神は、しばらくの
苦しみの後、あなたがたをいやし、
強め、力づけ、不動のものとして下
さるであろう。（迫害の中でのこと）
Psa	37:5	あなたの道を主にゆ
だねよ。主に信頼せよ、主はそれ
をなしとげ、

■裏切者
Lke	6:16イスカリオテのユ
ダ。このユダが裏切者となった
のである。
■パウロから離れる者
2Tm	4:10	デマスはこの世
を愛し、わたしを捨ててテサロ
ニケに行ってしまい
2Tm	4:14	銅細工人のアレ
キサンデルが、わたしを大いに
苦しめた。
2Tm	4:16	わたしの第一回
の弁明の際には、わたしに味
方をする者はひとりもなく、みな
わたしを捨てて行った。
1Tm	1:19	ある人々は、正
しい良心を捨てたため、信仰
の破船に会った。
2Tm	3:1	しかし、このことは
知っておかねばならない。終り
の時には、苦難の時代が来
る。・・・高慢な者、そしる者、
裏切り者、・・・

■あわれむ（主の名）
Exd	33:19	主の名をあな
たの前にのべるであろう。わた
しは恵もうとする者を恵み、あ
われもうとする者をあわれむ
Rom	9:15	神はモーセに
言われた、「わたしは自分の
あわれもうとする者をあわれ
み、いつくしもうとする者を、い
つくしむ」。

■主に信頼し恐れなし
Hbr	13:6	だから、わたした
ちは、はばからずに言おう、
「主はわたしの助け主である。
わたしには恐れはない。人は、
わたしに何ができようか」。
Hbr	13:5	・・・主は、「わ
たしは、決してあなたを離れ
ず、あなたを捨てない」と言わ
れた。

■主は見捨てることなし
（よみがえりを信じている）
2Co	4:8-10	わたしたちは、四方から患難を受
けても窮しない。途方にくれても行き詰まらない。
迫害に会っても見捨てられない。倒されても滅び
ない。いつもイエスの死をこの身に負うている。それ
はまた、イエスのいのちが、この身に現れるためで
ある。
Rom	8:31	それでは、これらの事について、なん
と言おうか。もし、神がわたしたちの味方であるな
ら、だれがわたしたちに敵し得ようか。
Rom	8:35-36	だれが、キリストの愛からわた
したちを離れさせるのか。患難か、苦悩か、迫害
か、飢えか、裸か、危難か、剣か。「わたしたち
はあなたのために終日、死に定められており、ほふ
られる羊のように見られている」と書いてあるとおりで
ある。
Rom	8:39	高いものも深いものも、その他どん
な被造物も、わたしたちの主キリスト・イエスにお
ける神の愛から、わたしたちを引き離すことはでき
ないのである。

■ダビデの道を歩む王
（ヒゼキヤの礼拝改革）
2Ch	29:2	ヒゼキヤは父ダビデが
すべてなしたように主の良しと見られる
ことをした。
2Ch	29:31「あなたがた
は・・・進みよって、主の宮に犠牲
と感謝の供え物を携えて来なさい」
2Ch	30:26	このようにエルサレ
ムに大いなる喜びがあった。イスラエ
ルの王ダビデの子ソロモンの時からこ
のかた、このような事はエルサレムに
なかった。
（アッシリアとの戦い）
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。

■主により頼む
Deu	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。
Rth	2:12	どうぞ、主があなたのしたことに報
いられるように。どうぞ、イスラエルの神、主、すな
わちあなたがその翼の下に身を寄せようとしてきた
主からじゅうぶんの報いを得られるように」。
2Sm	22:3	わが神、わが岩。わたしは彼に寄
り頼む。わが盾、わが救の角、わが高きやぐら、
わが避け所、わが救主。あなたはわたしを暴虐
から救われる。
2Sm	22:31	この神こそ、その道は非のうちど
ころなく、主の約束は真実である。彼はすべて彼
に寄り頼む者の盾である。
Psa	2:12	・・・すべて主に寄り頼む者はさい
わいである。
Psa5,	5,	11,	16,	17

■栄光が天で地で
Lke	2:13	するとたちまち、おび
ただしい天の軍勢が現れ、御使と
一緒になって神をさんびして言った、
Lke	2:14	「いと高きところでは、
神に栄光があるように、・・・
Php	2:10	それは、イエスの御名
によって、天上のもの、地上のもの、
地下のものなど、あらゆるものがひ
ざをかがめ、
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、

■主の道　25篇
Psa	25:10	主のすべての道はその契
約とあかしとを守る者にはいつくしみであ
り、まことである。
Psa	25:19	わたしの敵がいかに多
く、かつ激しい憎しみをもってわたしを憎
んでいるかをごらんください。
Psa	25:20	・・・わたしはあなたに
寄り頼んでいます。

■ソロモンのダビデについての証言
1Kg	3:6	ソロモンは言った、「あなた
のしもべであるわたしの父ダビデがあな
たに対して誠実と公義と真心とをもって、
あなたの前に歩んだので、あなたは大い
なるいつくしみを彼に示されました。

■しん言の教え
Prv	3:3	いつくしみと、まこととを捨て
てはならない、それをあなたの首に結
び、心の碑にしるせ。
Prv	3:4	そうすれば、あなたは神と人
との前に恵みと、誉とを得る。
Prv	3:5	心をつくして主に信頼せよ、
自分の知識にたよってはならない。
Prv	3:6	すべての道で主を認めよ、そ
うすれば、主はあなたの道をまっすぐにさ
れる。
Prv	20:28	いつくしみと、まこととは
王を守る、その位もまた正義によって保た
れる。

正しい裁き主の復讐															毒歯の死産																		毒舌の出産						不正な裁き主の暴虐

主の恵みを歌う/力、とりで、恵みの神													敵を滅ぼしたまえ/ヤコブの神																							主は国々を笑う/力、とりで、恵みの神																	敵から救い出したまえ/イスラエルの神

敵を踏みつける							ともにいない																								聖所から答える																					　　　　　　　		民を拒む

■イスラエルはししに散ら
された羊
Jer	50:17	イスラエ
ルは、ししに追われて散
った羊である。初めにア
ッスリヤの王がこれを食
い、そして今はついにバ
ビロンの王ネブカデレザ
ルがその骨をかじった。

■ゴリアテ（竜のような）
1Sm	17:5	頭には青
銅のかぶとを頂き、身に
は、うろことじのよろいを
着ていた。
1Sm	17:43	「つえを
持って、向かってくるが、
わたしは犬なのか」。

■アンモン人ナハシュ
（へび）
1Sm	11:2	しかしアン
モンびとナハシは彼らに
言った、「次の条件であ
なたがたと契約を結ぼ
う。すなわち、わたし
が、あなたがたすべての
右の目をえぐり取って、全
イスラエルをはずかしめる
ということだ」。

■へびの毒、ししの口
Rev	12:9	この巨大な
龍、すなわち、悪魔と
か、サタンとか呼ば
れ、全世界を惑わす年を
経たへびは、地に投げ
落され・・
Rev	13:2	この獣
は・・その口はししの口の
ようであった。龍は自分
の力と位と大いなる権威
とを、この獣に与えた。

■エフライムの天幕が捨てら
れる、ダビデが生まれる時代
1Sm	2:12	さて、エリの子
らは、よこしまな人々で、主を
恐れなかった。:17	このよう
に、その若者たちの罪は、主
の前に非常に大きかった。こ
の人々が主の供え物を軽ん
じたからである。

■正しさと復讐
Jer	11:20	正しいさばき
をし、人の心と思いを探られる
万軍の主よ・・・あなたが彼
らに復讐するのを見させてくだ
さい。

■主イエスはサタンを退ける
Psa	91:13	あなたはしし
と、まむしとを踏み、若いしし
と、へびとを足の下に踏みに
じるであろう。

■預言者たちの血を流す
Lam	4:13	これはその預言者たちの罪のた
め、その祭司たちの不義のためであった。彼らは
義人の血をその町の中に流した者である。
Rev	16:6	聖徒と預言者との血を流した者た
ちに、血をお飲ませになりましたが、それは当然
のことであります」。:7	わたしはまた祭壇がこう
言うのを聞いた、「全能者にして主なる神よ。し
かり、あなたのさばきは真実で、かつ正しいさば
きであります」。

■敵：にせ預言者、にせ教師
Mtt	7:15	にせ預言者を警戒せよ。彼らは、
羊の衣を着てあなたがたのところに来るが、その
内側は強欲なおおかみである。
Rev	16:13	また見ると、龍の口から、獣の口
から、にせ預言者の口から、かえるのような三つの
汚れた霊が出てきた。
Rev	20:10	そして、彼らを惑わした悪魔は、
火と硫黄との池に投げ込まれた。そこには、獣
もにせ預言者もいて、彼らは世々限りなく日夜、
苦しめられるのである。

■ししのような悪魔に立ち向かえ
1Pe	5:7	神はあなたがたをかえりみてい
て下さるのであるから、自分の思いわずらい
を、いっさい神にゆだねるがよい。
1Pe	5:8	身を慎み、目をさましていなさ
い。あなたがたの敵である悪魔が、ほえた
けるししのように、食いつくすべきものを求めて
歩き回っている。:9	この悪魔にむかい、信
仰にかたく立って、抵抗しなさい・・・

■肉の欲、この世の欲
2Pe	2:1	しかし、民の間に、にせ預言者
が起ったことがあるが、それと同じく、あなた
がたの間にも、にせ教師が現れるであろ
う。彼らは、滅びに至らせる異端をひそかに
持ち込み、自分たちをあがなって下さった主を
否定して、すみやかな滅亡を自分の身に招
いている。

■主を捨てるなら捨てられる
1Ch	28:9	わが子ソロモンよ、
あなたの父の神を知り、全き心を
もって喜び勇んで彼に仕えなさ
い。主はすべての心を探り、すべ
ての思いを悟られるからである。あ
なたがもし彼を求めるならば会う
ことができる。しかしあなたがもし
かれを捨てるならば彼は長くあな
たを捨てられるであろう。

■ダビデの契約を捨てたのか？
Psa	89:38-39	しかしあなた
は、あなたの油そそがれた者を
捨ててしりぞけ、彼に対して激し
く怒られました。あなたはそのしも
べとの契約を廃棄し、彼の冠を
地になげうって、けがされまし
た。:49	主よ、あなたがまことを
もってダビデに誓われた昔のいつ
くしみはどこにありますか。

■犬ども
Php	3:2	あの犬どもを警戒しなさい。悪い働き
人たちを警戒しなさい。肉に割礼の傷をつけている
人たちを警戒しなさい。
Rev	22:15	犬ども、まじないをする者、姦淫を
行う者、人殺し、偶像を拝む者、また、偽りを好
みかつこれを行う者はみな、外に出されている。

■血を流すな
Prv	1:10	わが子よ、悪者があなたを誘っても、それに従ってはならない。:11	
彼らがあなたに向かって、「一緒に来なさい。われわれは待ち伏せして、人の血を
流し、罪のない者を、ゆえなく伏してねらい、:16	彼らの足は悪に走り、血を流すこ
とに速いからだ。:18	彼らは自分の血を待ち伏せし、自分の命を伏してねらうのだ。
Prv	6:17	すなわち、高ぶる目、偽りを言う舌、罪なき人の血を流す手、

■まむしの子孫よ（主のことばに逆らう）
Mtt	3:7	ヨハネは、パリサイ人やサドカイ人が大ぜい
バプテスマを受けようとしてきたのを見て、彼らに言った、「ま
むしの子らよ、迫ってきている神の怒りから、おまえたちはの
がれられると、だれが教えたのか。
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、:33	へびよ、ま
むしの子らよ、どうして地獄の刑罰をのがれることができよう
か。:35	こうして義人アベルの血から、聖所と祭壇との間
であなたがたが殺したバラキヤの子ザカリヤの血に至るま
で、地上に流された義人の血の報いが、ことごとくあなた
がたに及ぶであろう。:37	ああ、エルサレム、エルサレ
ム、預言者たちを殺し、おまえにつかわされた人たちを石で
打ち殺す者よ。

■ダビデは国々に勝利する
1Ch	18:1-3	この後ダビデはペリ
シテびとを撃ってこれを征服し、ペリシテ
びとの手からガテとその村々を取った。
彼はまたモアブを撃った。モアブびとは
ダビデのしもべとなって、みつぎを納め
た。ダビデはまた、ハマテのゾバの王
ハダデゼルがユフラテ川のほとりに、そ
の記念碑を建てようとして行ったとき彼を
撃った。:11	ダビデ王はこれをエドム、
モアブ、アンモンの人々、ペリシテびと、
アマクレなどの諸国民のうちから取ってき
た金銀とともに、主にささげた。:13	
ダビデはエドムに守備隊を置き、エドム
びとは皆ダビデのしもべとなった。主は
ダビデにすべてその行く所で勝利を与
えられた。	

■申命記32章の証拠の歌
Deu	32:43	国々の民よ、主の民のた
めに喜び歌え。主はそのしもべの血のた
めに報復し、その敵にあだを返し、そ
の民の地の汚れを清められるからであ
る」。

■オバデヤ書（エドムに対する宣告）
Oba	1:12	しかしあなたは自分の兄弟
の日、すなわちその災の日をながめてい
てはならなかった。あなたはユダの人々
の滅びの日に、これを喜んではならず、
その悩みの日に誇ってはならなかった。

■兄弟エドムの裏切り
Psa	137:7	主よ、エドムの人々がエ
ルサレムの日に、「これを破壊せよ、こ
れを破壊せよ、その基までも破壊せ
よ」と言ったことを覚えてください。
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■契約の箱をダビデの町に運び上った後、
ダビデ、主の家を建てたい！
2Sm	7:1	さて、王が自分の家に住み、また主が周囲の敵をことご
とく打ち退けて彼に安息を賜わった時、

■詩篇18篇(2Sm	22:)の背景
2Sm	22:1	ダビデは主がもろもろの敵の手とサウルの手から、自分
を救い出された日に、この歌の言葉を主に向かって述べ、

■ダビデからソロモンへ
1Ch	22:9	見よ、男の子がおまえに生れる。彼は平和の人である。
わたしは彼に平安を与えて、周囲のもろもろの敵に煩わされないように
しよう。彼の名はソロモンと呼ばれ、彼の世にわたしはイスラエルに平
安と静穏とを与える。
1Ch	22:10	彼はわが名のために家を建てるであろう。彼はわが子
となり、わたしは彼の父となる。わたしは彼の王位をながくイスラエル
の上に堅くするであろう』。

■ダビデの契約
2Sm	7:11	・・・あなたに安息を与えるであろう。
主はまた「あなたのために家を造る」と仰せられる。
2Sm	7:12	あなたが日が満ちて、先祖たちと共
に眠る時、わたしはあなたの身から出る子を、あなた
のあとに立てて、その王国を堅くするであろう。
2Sm	7:13	彼はわたしの名のために家を建てる。
わたしは長くその国の位を堅くしよう。

■誓いは破られない
2Sm	7:15	しかしわたしはわたしのいつくし
みを、わたしがあなたの前から除いたサウル
から取り去ったように、彼からは取り去らない。
Psa	89:34	わたしはわが契約を破ること
なく、わがくちびるから出た言葉を変えることは
ない。
Psa	89:35	わたしはひとたびわが聖によっ
て誓った。わたしはダビデに偽りを言わない。

■恵みとまことに満ちた神
Psa	89:2	あなたのいつくしみはとこしえに
堅く立ち、あなたのまことは天のようにゆるぐこ
とはありません。
Psa	89:33	しかし、わたしはわがいつくし
みを彼から取り去ることなく、わがまことにそむ
くことはない。
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、
Jhn	1:14	そして言は肉となり、わたしたちの
うちに幕屋した。わたしたちはその栄光を見た。
それは父のひとり子としての栄光であって、めぐ
みとまこととに満ちていた。

■岩じゃない
2Ch	32:10	「アッスリヤの王セナケリブはこう言います、
『あなたがたは何を頼んでエルサレムにこもっているのか。
2Ch	32:11	ヒゼキヤは「われわれの神、主がアッスリヤ
の王の手から、われわれを救ってくださる」と言って、あなた
がたをそそのかし、飢えと、かわきをもって、あなたがたを死
なせようとしているのではないか。
2Ch	32:15	それゆえ、あなたがたはヒゼキヤに欺かれ
てはならない。そそのかされてはならない。また彼を信じて
はならない。いずれの民、いずれの国の神もその民をわたし
の手、または、わたしの先祖の手から救いだすことができな
かったのだから、ましてあなたがたの神が、どうしてわたしの
手からあなたがたを救いだすことができようか』」。

■主に信頼せよ
2Ch	32:7-8	「心を強くし、勇みたちなさい。アッスリヤの王をも、彼
と共にいるすべての群衆をも恐れてはならない。おののいてはならない。
われわれと共におる者は彼らと共におる者よりも大いなる者だからである。
彼と共におる者は肉の腕である。しかしわれわれと共におる者はわれわれ
の神、主であって、われわれを助け、われわれに代って戦われる」。民
はユダの王ヒゼキヤの言葉に安心した。
2Kg	18:5-7	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。すなわち彼は固く主に従って離れることなく、主がモーセに命じられ
た命令を守った。主が彼と共におられたので、すべて彼が出て戦うところ
で功をあらわした。彼はアッスリヤの王にそむいて、彼に仕えなかった。

■主は岩
2Sm	22:2-4	彼は言った、「主はわが岩、わが
城、わたしを救う者、わが神、わが岩。わたしは彼
に寄り頼む。わが盾、わが救の角、わが高きやぐ
ら、わが避け所、わが救主。あなたはわたしを暴虐
から救われる。わたしは、ほめまつるべき主に呼ばわ
って、わたしの敵から救われる。
Deu	32:3-4	わたしは主の名をのべよう、われわ
れの神に栄光を帰せよ。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。

■聖所には力と栄光がある
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。:2	主はわたしの力また歌、わたしの救となら
れた、彼こそわたしの神、わたしは彼をたたえる、
彼はわたしの父の神、わたしは彼をあがめる。:6	
主よ、あなたの右の手は力をもって栄光にかがや
く、主よ、あなたの右の手は敵を打ち砕く。
Psa	96:6	誉と、威厳とはそのみ前にあり、力
と、うるわしさとはその聖所にある。
Psa	96:7	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。
Lke	4:6	言った、「これらの国々の権威と栄華と
をみんな、あなたにあげましょう。それらはわたしに
任せられていて、だれでも好きな人にあげてよい
のですから。
Lke	21:27	そのとき、大いなる力と栄光とをもっ
て、人の子が雲に乗って来るのを、人々は見るであろ
う。

■力と恵みは神のもの
（信頼に答えることができる岩である）
Exd	15:13	あなたは、あがなわれた民を恵
みをもって導き、み力をもって、あなたの聖なる
すまいに伴われた。
Exd	15:18	主は永遠に統べ治められる」。
2Ch	32:22	このように主は、ヒゼキヤとエル
サレムの住民をアッスリヤの王セナケリブの手
およびすべての敵の手から救い出し、いたる所
で彼らを守られた。

Psa	18:35	あなたはその救の盾をわたしに与え、あな
たの右の手はわたしをささえ、あなたの助けはわたしを大い
なる者とされました。

■主にすがって離れない
2Co	4:8	わたしたちは、四方から患難を受けても窮しな
い。途方にくれても行き詰まらない。:9	迫害に会っても見
捨てられない。倒されても滅びない。:17	なぜなら、こ
のしばらくの軽い患難は働いて、永遠の重い栄光を、あふ
れるばかりにわたしたちに得させるからである。

■誓いとは賛美
Psa	22:3	しかしイスラエルのさんびの上に座しておられ
るあなたは聖なるおかたです。
Psa	22:25	大いなる会衆の中で、わたしのさんびはあ
なたから出るのです。わたしは主を恐れる者の前で、わたし
の誓いを果します。

■ハレルヤ
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、

■不義をもって真理を阻む人
Rom	1:18	神の怒りは、不義をもって真理
をはばもうとする人間のあらゆる不信心と不義と
に対して、天から啓示される。
Rom	1:29	すなわち、彼らは、あらゆる不義
と悪と貪欲と悪意とにあふれ、ねたみと殺意と
争いと詐欺と悪念とに満ち、また、陰口を言う
者、1:30	そしる者、神を憎む者、不遜な
者、高慢な者、大言壮語する者、悪事をたくら
む者、親に逆らう者となり、1:31	無知、不
誠実、無情、無慈悲な者となっている。

■さばきは来ない、恐れがない
Lke	17:27	ノアが箱舟にはいる日ま
で、人々は食い、飲み、めとり、とつぎなど
していたが、そこへ洪水が襲ってきて、彼ら
をことごとく滅ぼした。
Jer	6:13	「それは彼らが、小さい者か
ら大きい者まで、みな不正な利をむさぼり、
また預言者から祭司にいたるまで、みな偽り
を行っているからだ。:14	彼らは、手軽に
わたしの民の傷をいやし、平安がないのに
『平安、平安』と言っている。
Jer	14:13	わたしは言った、「ああ、主
なる神よ、預言者たちはこの民に向かい、
『あなたがたは、つるぎを見ることはない。
ききんもこない。わたしはこの所に確かな
平安をあなたがたに与える』と言っていま
す」。

■さばきはすみやかに来る
Deu	32:35	彼らの足がすべるとき、わたしは復讐、報
復するであろう。彼らの災の日は近く、彼らの破滅は、すみ
やかに来るであろう。

■ヒゼキヤの勝利
2Kg	19:35	その夜、主の使が出て、アッスリヤの陣営
で十八万五千人を撃ち殺した。人々が朝早く起きて見ると、
彼らは皆、死体となっていた。

■サタン王国の滅亡
Rom	16:20	平和の神は、サタンをすみやかにあなた
がたの足の下に踏み砕くであろう。どうか、わたしたちの主
イエスの恵みが、あなたがたと共にあるように。
Rev	18:10	彼女の苦しみに恐れをいだき、遠くに立っ
て言うであろう、『ああ、わざわいだ、大いなる都、不落の
都、バビロンは、わざわいだ。おまえに対するさばきは、
一瞬にしてきた』。

■主の道を歩むなら勝利する、栄える
Jsh	1:7	ただ強く、また雄々しくあって、わたしのしもべモーセ
があなたに命じた律法をことごとく守って行い、これを離れて右
にも左にも曲ってはならない。それはすべてあなたが行くところ
で、勝利を得るためである。
1Kg	2:2	「わたしは世のすべての人の行く道を行こうとしてい
る。あなたは強く、男らしくなければならない。: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。:4	また主がさ
きにわたしについて語って『もしおまえの子たちが、その道を慎
み、心をつくし、精神をつくして真実をもって、わたしの前に歩む
ならば、おまえに次いでイスラエルの位にのぼる人が、欠けるこ
とはなかろう』と言われた言葉を確実にされるであろう。

王が誓いを果たす	王座はとこしえ	主が誓いを聞く	　　　　　　主は住まい
力と恵みは神のもの	　　　偽りの富　　　　　　　	真の岩に信頼せよ	　　　　　　　　　偽りの城壁

主を誇る	　右の手で救う	　　　　　　くちびるの喜び	　　　　　　　渇きから恵み主を喜ぶ	　　　　　舌の滅び　　　　　　　　	　恐れなき舌	　　　　敵の恐れから守る
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■主は民の賛美に住まわれる
Psa	22:25	大いなる会衆の中で、わたしのさんびはあなたから出るのです。わた
しは主を恐れる者の前で、わたしの誓いを果します。
■祈りを聞かれる神（神殿）
1Kg	8:30	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で聞き、聞いておゆるしください。
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。
1Kg	9:3	彼に言われた、「あなたが、わたしの前に願った祈と願いとを聞いた。

■主の家、聖なる宮に住む
Exd	15:13	あなたは、あがなわれた民を恵みをもって導
き、み力をもって、あなたの聖なるすまいに伴われた。
Exd	25:8	また、彼らにわたしのために聖所を造らせなさ
い。わたしが彼らのうちに住むためである。
Exd	29:45	わたしはイスラエルの人々のうちに住んで、
彼らの神となるであろう。:46	わたしが彼らのうちに住む
ために、彼らをエジプトの国から導き出した彼らの神、主で
あることを彼らは知るであろう。

■救いの神
2Sm	22:47	主は生きておられる。わが岩はほむべきかな。わが神、わが救の岩はあが
むべきかな。
1Ch	16:34	主に感謝せよ、主は恵みふかく、そのいつくしみはとこしえに絶えることが
ない。:35	また言え、「われわれの救の神よ、われわれを救い、もろもろの国民の中からわ
れわれを集めてお救いください。そうすればあなたの聖なるみ名に感謝し、あなたの誉を
誇るでしょう。:36	イスラエルの神、主は、とこしえからとこしえまでほむべきかな。

■神の川（終わりの日）
Jol	3:18	その日もろもろの山にうまい酒がしたたり、もろもろの丘は乳を流
し、ユダのすべての川は水を流す。泉は主の家から出て、シッテムの谷を潤す。
エデンの園、エゼキエルの神殿、黙示録の都
Jhn	7:37	祭の終りの大事な日に、イエスは立って、叫んで言われた、「だ
れでもかわく者は、わたしのところにきて飲むがよい。:38	わたしを信じる者
は、聖書に書いてあるとおり、その腹から生ける水が川となって流れ出るであろ
う」。:39	これは、イエスを信じる人々が受けようとしている御霊をさして言わ
れたのである。

■レビ記の祝福とのろい
Lev	26:3	もしあなたがたがわたしの定め
に歩み、わたしの戒めを守って、これを行うな
らば、:4	わたしはその季節季節に、雨をあ
なたがたに与えるであろう。地は産物を出
し、畑の木々は実を結ぶであろう。
Lev	26:6	わたしが国に平和を与えるか
ら、あなたがたは安らかに寝ることができ、あ
なたがたを恐れさすものはないであろう。

■契約の箱がシオンに上り、御名をほめたたえる
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、: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。:8	主に
感謝し、そのみ名を呼び、そのみわざをもろもろの民の中
に知らせよ。:9	主にむかって歌え、主をほめ歌え。その
もろもろのくすしきみわざを語れ。:10	その聖なるみ名を
誇れ。どうか主を求める者の心が喜ぶように。:11	主と
そのみ力とを求めよ。つねにそのみ顔をたずねよ。

■奴隷の家から連れ出した神
Exd	20:2	「わたしはあなたの神、主であって、あなた
をエジプトの地、奴隷の家から導き出した者である。
■罪を許し祈りを聞く神（主の御名）
2Ch	7:14	わたしの名をもってとなえられるわたしの民
が、もしへりくだり、祈って、わたしの顔を求め、その悪い
道を離れるならば、わたしは天から聞いて、その罪をゆる
し、その地をいやす。

■民の叫びを聞いて救われる
Exd	2:23	多くの日を経て、エジプトの王は死んだ。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。:24	神は彼らのうめきを聞き、神はアブラハム、イサク、ヤコブとの
契約を覚え、
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。

■ダビデの歌で戦ったヨシャパテ
2Ch	20:1	この後モアブびと、アンモンびとおよびメウニびとらがヨシャパテと戦
おうと攻めてきた。:3	そこでヨシャパテは恐れ、主に顔を向けて助けを求め、ユダ全
国に断食をふれさせた。:4	それでユダはこぞって集まり、主の助けを求めた。すな
わちユダのすべての町から人々が来て主を求めた。
2Ch	20:8	彼らはここに住み、あなたの名のためにここに聖所を建てて言いまし
た、:9	『つるぎ、審判、疫病、ききんなどの災がわれわれに臨む時、われわれは
この宮の前に立って、あなたの前におり、その悩みの中であなたに呼ばわります。す
ると、あなたは聞いて助けられます。あなたの名はこの宮にあるからです』と。

2Ch	20:21	彼はまた民と相談して人々を任命し、聖なる飾りを
着けて軍勢の前に進ませ、主に向かって歌をうたい、かつさんびさ
せ、「主に感謝せよ、そのいつくしみはとこしえに絶えることがな
い」と言わせた。:22	そして彼らが歌をうたい、さんびし始めた
時、主は伏兵を設け、かのユダに攻めてきたアンモン、モアブ、セイ
ル山の人々に向かわせられたので、彼らは打ち敗られた。

■大祭司の祝祷
Num	6:23	「アロンとその子たちに言いなさ
い、『あなたがたはイスラエルの人々を祝福し
てこのように言わなければならない。:24	「願
わくは主があなたを祝福し、あなたを守られるよ
うに。:25	願わくは主がみ顔をもってあなたを
照し、あなたを恵まれるように。:26	願わくは
主がみ顔をあなたに向け、あなたに平安を賜
わるように」』。:27	こうして彼らがイスラエル
の人々のために、わたしの名を唱えるならば、わ
たしは彼らを祝福するであろう」。
■民を祝福する
Gen	1:28	神は彼らを祝福して言われた、
「生めよ、ふえよ、地に満ちよ、地を従わせ
よ。また海の魚と、空の鳥と、地に動くすべての
生き物とを治めよ」。
■アブラハムへの契約
Gen	12:1	時に主はアブラムに言われた、
「あなたは国を出て、親族に別れ、父の家を
離れ、わたしが示す地に行きなさい。:2	わ
たしはあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福
し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福の
基となるであろう。:3	あなたを祝福する者をわ
たしは祝福し、あなたをのろう者をわたしはのろ
う。地のすべてのやからは、あなたによって祝
福される」。

■主をほめたたえる、主に感謝せよ
Gen	29:35	彼女はまた、みごもって子を産み、
「わたしは今、主をほめたたえる」と言って名をユダと
名づけた。そこで彼女の、子を産むことはやんだ。
1Ch	16:34	主に感謝せよ、主は恵みふかく、
そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。
■主の勝利が全世界に知れ渡る
Psa	98:2	主はその勝利を知らせ、その義をもろ
もろの国民の前にあらわされた。:3	主はそのいつく
しみと、まこととをイスラエルの家にむかって覚えられ
た。地のもろもろのはては、われらの神の勝利を見
た。
Psa	96:10	もろもろの国民の中に言え、「主は王
となられた。世界は堅く立って、動かされることはな
い。主は公平をもってもろもろの民をさばかれる」と。
■シメオンの賛美
Lke	2:28	シメオンは幼な子を腕に抱き、神を
ほめたたえて言った、:31	この救はあなたが万民
のまえにお備えになったもので、:32	異邦人を照
す啓示の光、み民イスラエルの栄光であります」。
■パウロの働き
Act	13:47	主はわたしたちに、こう命じておられ
る、『わたしは、あなたを立てて異邦人の光とした。
あなたが地の果までも救をもたらすためであ
る』」:48	異邦人たちはこれを聞いてよろこび、主
の御言をほめたたえてやまなかった。そして、永遠
の命にあずかるように定められていた者は、みな信
じた。:49	こうして、主の御言はこの地方全体に
ひろまって行った。

■契約の箱が民とともに進む
Num	10:35	契約の箱の進むとき
モーセは言った、「主よ、立ちあがって
ください。あなたの敵は打ち散らさ
れ、あなたを憎む者どもは、あなたの
前から逃げ去りますように」。
Num	10:36	またそのとどまるとき、
彼は言った、「主よ、帰ってきてくださ
い、イスラエルのちよろずの人に」。
■主はシナイから来る
Deu	33:1	神の人モーセは死ぬ前
にイスラエルの人々を祝福した。祝福
の言葉は次のとおりである。:2	「主は
シナイからこられ・・・:3	まことに主は
その民を愛される。

■ダビデは主がもろもろの敵の手とサウルの
手から、自分を救い出された日に、
2Sm	22:8	その時地は震いうごき、天の基
はゆるぎふるえた。彼が怒られたからであ
る。:9	煙はその鼻からたち上り、火はその口
から出て焼きつくし、白熱の炭は彼から燃え出
た。:10	彼は天を低くして下られ、暗やみが
彼の足の下にあった。:11	彼はケルブに乗っ
て飛び、風の翼に乗ってあらわれた。:12	彼
はその周囲に幕屋として、やみと濃き雲と水の
集まりとを置かれた。:13	そのみ前の輝きから
炭火が燃え出た。:14	主は天から雷をとどろ
かせ、いと高き者は声を出された。
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。:2	主はわたしの力また
歌、わたしの救となられた、彼こそわたしの
神、わたしは彼をたたえる、彼はわたしの父の
神、わたしは彼をあがめる。3	主はいくさび
と、その名は主。

■栄光と力を主に帰せよ
1Ch	16:24	もろもろの国の中にその栄光をあらわ
し、もろもろの民の中にくすしきみわざをあらわせ。
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。
■御力の箱（契約の箱）
1Ch	28:2	わたしは主の契約の箱のため、われわ
れの神の足台のために安住の家を建てようとの志をも
ち・・・
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。
2Sm	6:2	この箱はケルビムの上に座しておられる万
軍の主の名をもって呼ばれている。
■「なだめのふた」
Exd	25:22	その所でわたしはあなたに会い、なだ
めのふたの上から、あかしの箱の上にある二つのケル
ビムの間から、イスラエルの人々のために、わたしが命
じようとするもろもろの事を、あなたに語るであろう。
■天の御座
Rev	22:3	のろわるべきものは、もはや何ひとつな
い。神と小羊との御座は都の中にあり、その僕たち
は彼を礼拝し、
Hbr	4:16	だから、わたしたちは、あわれみを受
け、また、恵みにあずかって時機を得た助けを受ける
ために、はばかることなく恵みの御座に近づこうでは
ないか。

地に恵み																																																												民の救い																												主の家に住む幸い						シオンで感謝
			

																							罪を赦す																																																																					出エジプト																																			御名の力をたたえる/御名の栄光をたたえる
			

地の産物														公平なさばき														救いの力								御顔を照らし国々に復讐																																																											民を導き																																																													神の御前で歌え
			

神はほむべきかな																															敵をさばく　　　　　　　　　　　　　　民に帰り			

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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【義の王・メルキゼデク】
71篇は王の救い、
70篇は主を愛する民全体が賛美する
Ex15のモーセの歌とミリヤムの歌のような構成

・70:2-3　敵に恥を見せ給え
・70:4　主を求める者が賛美

■アブラハムを選んだ理由
Gen	18:18	アブラハムは必ず大きな強い国民と
なって、地のすべての民がみな、彼によって祝福を
受けるのではないか。
: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彼を知っ
たのである。これは主がかつてアブラハムについて言
った事を彼の上に臨ませるためである」。

■詩篇31篇　ステパノ
Psa	31:1	主よ、わたしはあなたに寄り頼みま
す。とこしえにわたしをはずかしめず、あなたの義を
もってわたしをお助けください。:2	あなたの耳を
わたしに傾けて、すみやかにわたしをお救いくだ
さい。わたしのためにのがれの岩となり、わたしを
救う堅固な城となってください。

■主からソロモンへのことば　祝福とのろい
2Ch	7:12	時に主は夜ソロモンに現れて言われた、「わ
たしはあなたの祈を聞き、・・・
:19	しかし、あなたがたがもし翻って、わたしがあなたが
たの前に置いた定めと戒めとを捨て、行って他の神々に仕
え、それを拝むならば、
:20	わたしはあなたがたをわたしの与えた地から抜き去り、
またわたしの名のために聖別したこの宮をわたしの前から投げ
捨てて、もろもろの民のうちにことわざとし、笑い草とする。
:21	またこの宮は高いけれども、ついには、そのかたわらを
過ぎる者は皆驚いて、『何ゆえ主はこの地と、この宮とにこの
ようにされたのか』と言うであろう。
:22	その時、人々は答えて『彼らはその先祖たちをエジプト
の地から導き出した彼らの神、主を捨てて、他の神々につき
従い、それを拝み、それに仕えたために、主はこのすべての
災を彼らの上に下したのである』と言うであろう」。

主のしもべの受難の詩（22篇と同様）

【サレムの王】
1-29は王であるしもべ、
30-33/34-36	民全体が賛美する
Ex15のモーセの歌とミリヤムの歌のような構成

・30-33　御名に感謝、神を求める者を見捨てない（泥沼）
・34-36　御名を愛するものはシオンに住む（敵）

■義の王・平和の王
サレムの王メルキゼデク

Psa	110:4	主は誓いを立
てて、み心を変えられることは
ない、「あなたはメルキゼデ
クの位にしたがってとこしえに
祭司である」。	

Hbr	7:1	このメルキゼデク
はサレムの王であり、いと高
き神の祭司であったが、王た
ちを撃破して帰るアブラハム
を迎えて祝福し、Hbr	7:2	
それに対して、アブラハムは
彼にすべての物の十分の一
を分け与えたのである。その
名の意味は、第一に義の王、
次にまたサレムの王、すなわ
ち平和の王である。

■ダビデと民は神殿の材料を喜んで捧げる

1Ch	29:10	そこでダビデは全会衆の前で主をほめた
たえた。ダビデは言った、
「われわれの先祖イスラエルの神、主よ、あなたはとこし
えにほむべきかたです。:11	主よ、大いなることと、力
と、栄光と、勝利と、威光とはあなたのものです。天にあ
るもの、地にあるものも皆あなたのものです。主よ、国もま
たあなたのものです。あなたは万有のかしらとして、あが
められます。
:12	富と誉とはあなたから出ます。あなたは万有をつかさ
どられます。あなたの手には勢いと力があります。あなた
の手はすべてのものを大いならしめ、強くされます。

:13	われわれの神よ、われわれは、いま、あなたに感
謝し、あなたの光栄ある名をたたえます。:14	しかしわれ
われがこのように喜んでささげることができても、わたしは
何者でしょう。わたしの民は何でしょう。すべての物はあ
なたから出ます。われわれはあなたから受けて、あなたに
ささげたのです。:15	われわれはあなたの前ではすべ
ての先祖たちのように、旅びとです、寄留者です。われ
われの世にある日は影のようで、長くとどまることはできま
せん。:16	われわれの神、主よ、あなたの聖なる名の
ために、あなたに家を建てようとしてわれわれが備えたこ
の多くの物は皆あなたの手から出たもの、また皆あなたの
ものです。:17	わが神よ、あなたは心をためし、また正
直を喜ばれることを、わたしは知っています。わたしは正し
い心で、このすべての物を喜んでささげました。今わたし
はまた、ここにおるあなたの民が喜んで、みずから進んで
あなたにささげ物をするのを見ました。

:18	われわれの先祖アブラハム、イサク、イスラエルの
神、主よ、あなたの民の心にこの意志と精神とをいつまで
も保たせ、その心をあなたに向けさせてください。:19	
またわが子ソロモンに心をつくしてあなたの命令と、あなた
のあかしと、あなたのさだめとを守らせて、これをことごとく
行わせ、わたしが備えをした宮を建てさせてください」。
:20	そしてダビデが全会衆にむかって、「あなたがたの
神、主をほめたたえよ」と言ったので、全会衆は先祖たち
の神、主をほめたたえ、伏して主を拝し、王に敬礼した。

恵みにより救いたまえ＠泥沼																														そしり、兄弟が見捨てる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泥沼

敵が平穏に住んでいる																															そしり、同情者なし　　　　　　　恵みにより救いたまえ＠敵　　　

シオンに住む　　　　　　救いを感謝

誉れ　　　　　恥

恥　　　　　　　　　　　　　　　　見捨てる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩（恥）

誉れ　　　　　　　　　　大いなる方（誰が岩か）　　　　　　　見捨てる

■主のしもべの受難の詩（22篇と同様）
:4	-	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。
:9a	-	Jhn	2:17	弟子たちは、「あなたの家を思う熱心が、わた
しを食いつくすであろう」と書いてあることを思い出した。
:21	-	Rom	15:3	キリストさえ、ご自身を喜ばせることはなさらな
かった。むしろ「あなたをそしる者のそしりが、わたしに降りかかった」と
書いてあるとおりであった。
:21	-	Mtt	27:34	彼らはにがみをまぜたぶどう酒を飲ませよ
うとしたが、イエスはそれをなめただけで、飲もうとされなかった。
:48	するとすぐ、彼らのうちのひとりが走り寄って、海綿を取り、それ
に酢いぶどう酒を含ませて葦の棒につけ、イエスに飲ませようとした。
:25	-	Mtt	23:38	見よ、おまえたちの家は見捨てられてしまう。
:25	-	Act	1:20	詩篇に、『その屋敷は荒れ果てよ、そこにはひ
とりも住む者がいなくなれ』と書いてあり、また『その職は、ほかの者
に取らせよ』とあるとおりである。
:22-23	-	Rom	11:9	ダビデもまた言っている、「彼らの食卓
は、彼らのわなとなれ、網となれ、つまずきとなれ、報復とな
れ。:10	彼らの目は、くらんで見えなくなれ、彼らの背は、いつまで
も曲っておれ」。

■主のしもべの受難の詩（22篇と同様）
:9b	-	Rom	15:1	わたしたち強い者は、強くない者た
ちの弱さをになうべきであって、自分だけを喜ばせることをし
てはならない。
:2	わたしたちひとりびとりは、隣り人の徳を高めるため
に、その益を図って彼らを喜ばすべきである。
:3	キリストさえ、ご自身を喜ばせることはなさらなかった。
むしろ「あなたをそしる者のそしりが、わたしに降りかかった」
と書いてあるとおりであった。
:4	これまでに書かれた事がらは、すべてわたしたちの教の
ために書かれたのであって、それは聖書の与える忍耐と慰
めとによって、望みをいだかせるためである。
:5	どうか、忍耐と慰めとの神が、あなたがたに、キリス
ト・イエスにならって互に同じ思いをいだかせ、
:6	こうして、心を一つにし、声を合わせて、わたしたちの主
イエス・キリストの父なる神をあがめさせて下さるように。
	

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! !
! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



kurabeteyomu.com

■巻物の最後の頌栄
Psa	41:13	イスラエルの神、主はとこしえからと
こしえまでほむべきかな。アァメン、アァメン。
Psa	89:52	主はとこしえにほむべきかな。アァメ
ン、アァメン。
Psa	106:48	イスラエルの神、主はとこしえから
とこしえまでほむべきかな。すべての民は「アァメ
ン」ととなえよ。主をほめたたえよ。

■バプテスマのヨハネの父ザカリヤの歌
Lke	1:68-75	「主なるイスラエルの神は、ほむ
べきかな。神はその民を顧みてこれをあがない、わ
たしたちのために救の角を僕ダビデの家にお立てに
なった。古くから、聖なる預言者たちの口によってお語
りになったように、わたしたちを敵から、またすべてわ
たしたちを憎む者の手から、救い出すためである。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、すなわち、父祖アブラハムに
お立てになった誓いをおぼえて、わたしたちを敵の手
から救い出し、生きている限り、きよく正しく、みまえ
に恐れなく仕えさせてくださるのである。

■ダビデの最後のことば
2Sm	23:1	これはダビデの最後の言葉である。エ
ッサイの子ダビデの託宣、すなわち高く挙げられた
人、ヤコブの神に油を注がれた人、イスラエルの良
き歌びとの託宣。
:2	「主の霊はわたしによって語る、その言葉はわた
しの舌の上にある。:3	イスラエルの神は語られた、
イスラエルの岩はわたしに言われた、『人を正しく治め
る者、神を恐れて、治める者は、:4	朝の光のよう
に、雲のない朝に、輝きでる太陽のように、地に若
草を芽ばえさせる雨のように人に臨む』。
:5	まことに、わが家はそのように、神と共にあるで
はないか。それは、神が、よろず備わって確かなと
こしえの契約をわたしと結ばれたからだ。どうして彼
はわたしの救と願いを、皆なしとげられぬことがあろ
うか。:6	しかし、よこしまな人は、いばらのようで、
手をもって取ることができないゆえ、みな共に捨てら
れるであろう。:7	これに触れようとする人は鉄や、
やりの柄をもって武装する、彼らはことごとく火で焼
かれるであろう」。

■ダビデからソロモンへの最後のことば
1Kg	2:1	ダビデの死ぬ日が近づいたので、
彼はその子ソロモンに命じて言った、
:2	「わたしは世のすべての人の行く道を行こうと
している。あなたは強く、男らしくなければならな
い。
: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。
:4	また主がさきにわたしについて語って『もしお
まえの子たちが、その道を慎み、心をつくし、精
神をつくして真実をもって、わたしの前に歩むなら
ば、おまえに次いでイスラエルの位にのぼる人
が、欠けることはなかろう』と言われた言葉を確実
にされるであろう。

■シェバの女王の賛美
1Kg	10:1	シバの女王は主の名にかかわるソ
ロモンの名声を聞いたので、難問をもってソロモ
ンを試みようとたずねてきた。:2	彼女は多くの
従者を連れ、香料と、たくさんの金と宝石とをら
くだに負わせてエルサレムにきた。彼女はソロモ
ンのもとにきて、その心にあることをことごとく彼
に告げたが、:3	ソロモンはそのすべての問に
答えた。王が知らないで彼女に説明のできな
いことは一つもなかった。
:4	シバの女王はソロモンのもろもろの知恵と、
ソロモンが建てた宮殿、:5	その食卓の食物
と、列座の家来たちと、その侍臣たちの伺候ぶ
り、彼らの服装と、彼の給仕たち、および彼
が主の宮でささげる燔祭を見て、全く気を奪わ
れてしまった。
:6	彼女は王に言った、「わたしが国であなた
の事と、あなたの知恵について聞いたことは真実
でありました。:7	しかしわたしがきて、目に見る
までは、その言葉を信じませんでしたが、今見る
とその半分もわたしは知らされていなかったので
す。あなたの知恵と繁栄はわたしが聞いたうわ
さにまさっています。:8	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
の知恵を聞く家来たちはさいわいです。
:9	あなたの神、主はほむべきかな。主はあな
たを喜び、あなたをイスラエルの位にのぼらせら
れました。主は永久にイスラエルを愛せられるゆ
え、あなたを王として公道と正義とを行わせられる
のです」。

■アブラハムを選んだ理由
Gen	18:18	アブラハムは必ず大きな強い国民と
なって、地のすべての民がみな、彼によって祝福を
受けるのではないか。
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
彼を知ったのである。これは主がかつてアブラハムに
ついて言った事を彼の上に臨ませるためである」。

72:19	栄光の御名
その光栄ある名はとこしえ
にほむべきかな。全地は
その栄光をもって満たされ
るように。

72:18	くすしいわざ
イスラエルの神、主はほ
むべきかな。ただ主の
み、くすしきみわざをな
される。

全世界に平和	　　　　　　　　　　　　　　　貧者を公正にさばく

全世界から繁栄と名声	　　　　　　　　　　　　　貧者をあわれむ

救い：民を救う	
国々がほえたたえる	

平和：民をさばく
国々が仕える

王の王（大王）
サレムの王
ソロモン、平和

義王・貧者を憐れむ
メルキゼデク
ダビデ、恵み


