■申命記32章モーセの歌

■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。

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。
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■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」。
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』。

■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。

祈りと感謝
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たましいを守る

1

1

御名による救い

■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」。
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■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、

■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

■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。
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■ルカ福音書の金持ちのたとえ

■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。

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。
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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。
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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。

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

父ダビデの道
■49-60 サムエル記（表題）
■61-68 歴代誌
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■ヤコブの手紙の金持ちのたとえ

第2巻はダビデからソロモンへ

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
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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。
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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。

■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。
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■ダビデからソロモンへ

■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
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■夫を殺して妻を奪う

■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）

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」。

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。
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■導入はしん言

■内容は伝道者の書

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。
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■サウルが王位から退けれれる

■感謝のいけにえ、賛美のいけにえ

■主を恐れてその命令を守れ、
さばきの日に目を留めよ

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。
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■天と地が証人

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。

悪者のさばき・救い

1

1

1

善を行うものなし
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■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。

■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。

