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　　　　　　　　　　　　【さばく・申命記】　　　　　　　　　　　　　　　　　	【救い出す・出エジプト】

主の憎む者をさばく	　　　　　　　教えに聞き従え	　　　　　　　　　　　奴隷を自由に	　　　　　　　教えが与えられる
　岩からの蜜	　　　　　　　　　　　十戒	　　　　　　　　　　　　　　岩からの水	　　　　　　　　　　祭り

地をさばく	　　　　無知・知る	　　　　　不正・公正	　天でさばく

　　　　　　　　　　【破滅・恥】	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【悪だくみ・高慢】
	
敵国の恥	　　　　　　　　　　我らのものにする（実を奪う）	　　　　　　　　　　　名をあげよう（名を消す	）	　　　　　　　敵国の高慢

　　　　　　　　　　　【祝福を受ける】　　　　　　　　　　　　　　	【喜び歌う（主を祝福する）】

　　　　　恵みと平和	　　　　　　　　　　祝福	　　　　　　　　住む人は幸い	　　　住まいは麗しい

■新月に角笛（ショファー	）を吹き鳴らす
Num	10:10	また、あなたがたの喜び
の日、あなたがたの祝いの時、および
月々の第一日には、あなたがたの燔祭と
酬恩祭の犠牲をささげるに当って、ラッ
パを吹き鳴らさなければならない。そうす
るならば、あなたがたの神は、それによっ
て、あなたがたを覚えられるであろう。

■申命記32章の証拠の歌
Deu	32:13	主は彼に地の高
き所を乗り通らせ、田畑の産物を
食わせ、岩の中から蜜を吸わせ、
堅い岩から油を吸わせ、
Deu	32:41	・・・わたしは敵
にあだを返し、わたしを憎む者に
報復するであろう。

■終わりの日のラッパ
1Co	15:51	ここで、あなた
がたに奥義を告げよう。わたした
ちすべては、眠り続けるのではな
い。終りのラッパの響きと共に、
またたく間に、一瞬にして変えら
れる。:52	というのは、ラッパが
響いて、死人は朽ちない者によ
みがえらされ、わたしたちは変え
られるのである。

■ハンナの祈り
1Sm	2:2	主のように聖なるものはな
い、あなたのほかには、だれもない、わ
れわれの神のような岩はない。
1Sm	2:8	貧しい者を、ちりのなかから立
ちあがらせ、乏しい者を、あくたのなかから
引き上げて、王侯と共にすわらせ、栄誉の
位を継がせられる。地の柱は主のもので
あって、その柱の上に、世界をすえられた
からである。

■地の基
Isa	40:21	あなたがたは知らなかった
か。あなたがたは聞かなかったか。初め
から、あなたがたに伝えられなかったか。
地の基をおいた時から、あなたがたは悟
らなかったか。
Prv	3:19	主は知恵をもって地の基をす
え、悟りをもって天を定められた。
Job	38:1	この時、主はつむじ風の中
からヨブに答えられた、:2	「無知の言葉
をもって、神の計りごとを暗くするこの者は
だれか。・・・:4	わたしが地の基をすえ
た時、どこにいたか。もしあなたが知って
いるなら言え。
Isa	24:18	・・・天の窓は開け、地の
基が震い動くからである。
Isa	24:21	その日、主は天において、
天の軍勢を罰し、地の上で、地のもろもろ
の王を罰せられる。
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

■王座の基
Prv	16:12	悪を行うことは王の憎むと
ころである、その位が正義によって堅く立っ
ているからである。
Psa	89:14	義と公平はあなたのみくら
の基、いつくしみと、まことはあなたの前に
行きます。
Isa	9:6	ひとりのみどりごがわれわれ
のために生れた、ひとりの男の子がわれわ
れに与えられた。まつりごとはその肩にあ
り、その名は、「霊妙なる議士、大能の
神、とこしえの父、平和の君」ととなえられ
る。:7	そのまつりごとと平和とは、増し
加わって限りなく、ダビデの位に座して、
その国を治め、今より後、とこしえに公平と
正義とをもってこれを立て、これを保たれ
る。万軍の主の熱心がこれをなされるので
ある。

■悪しき策略の同盟
Psa	2:1	なにゆえ、もろもろの国びとは
騒ぎたち、もろもろの民はむなしい事をたく
らむのか。:2	地のもろもろの王は立ち構
え、もろもろのつかさはともに、はかり、主
とその油そそがれた者とに逆らって言う、
Gen	11:4	彼らはまた言った、「さあ、
町と塔とを建てて、その頂を天に届かせよ
う。そしてわれわれは名を上げて、全地の
おもてに散るのを免れよう」。:6	「民は
一つで、みな同じ言葉である。・・・
2Ch	20:10	今アンモン、モアブ、およ
びセイル山の人々（エドム人）をごらんな
さい。昔イスラエルがエジプトの国から出
てきた時、あなたはイスラエルに彼らを侵
すことをゆるされなかったので、イスラエル
は彼らを離れて、滅ぼしませんでした。

■私は主であることを知る
Ezk	33:29	彼らがおこなったすべての
憎むべきことのために、わたしがこの国を
全く荒す時、彼らはわたしが主であること
を知る。
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。:3	あなたは
わたしのほかに、なにものをも神としては
ならない。

■主の大庭（幕屋、神殿の庭）
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。:8	
そのみ名にふさわしい栄光を主に帰せよ。
供え物を携えてその大庭にきたれ。
Psa	100:4	感謝しつつ、その門に入
り、ほめたたえつつ、その大庭に入れ。主
に感謝し、そのみ名をほめまつれ。
Psa	100:5	主は恵みふかく、そのいつ
くしみはかぎりなく、そのまことはよろず代
に及ぶからである。

■主の御前（主の庭）で喜び歌う
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。

■私たちの間に住む
Zch	2:10	主は言われる、シオンの娘
よ、喜び歌え。わたしが来て、あなたの中
に住むからである。
Zch	2:11	その日には、多くの国民が主
に連なって、わたしの民となる。わたしはあ
なたの中に住む。
1Co	3:16	あなたがたは神の宮であっ
て、神の御霊が自分のうちに宿っているこ
とを知らないのか。
Eph	2:20	またあなたがたは、使徒た
ちや預言者たちという土台の上に建てられ
たものであって、キリスト・イエスご自身が
隅のかしら石である。Eph	2:21	このキ
リストにあって、建物全体が組み合わさ
れ、主にある聖なる宮に成長し、Eph	
2:22	そしてあなたがたも、主にあって共
に建てられて、霊なる神のすまいとなるの
である。

■聞きなさい、イスラエル
Deu	6:4	イスラエルよ聞け。われ
われの神、主は唯一の主である。:5	
あなたは心をつくし、精神をつくし、
力をつくして、あなたの神、主を愛さ
なければならない。6:6	きょう、わた
しがあなたに命じるこれらの言葉をあ
なたの心に留め、

■ヨベル（雄牛の角）の年（自由の年）
Lev	25:10	その五十年目を聖別して、国
中のすべての住民に自由をふれ示さなけれ
ばならない。この年はあなたがたにはヨベル
の年であって、あなたがたは、おのおのその
所有の地に帰り、おのおのその家族に帰ら
なければならない。
Jsh	6:8	ヨシュアが民に命じたように、七
人の祭司たちは、雄羊の角のラッパ七本を携
えて、主に先立って進み、ラッパを吹き鳴らし
た。主の契約の箱はそのあとに従った。

■十戒受授の角笛の音
Exd	19:1	イスラエルの人々は、エジ
プトの地を出て後三月目のその日（新月
の日）に、シナイの荒野にはいった。
Exd	19:13	・・・ラッパ（ヨベル・
雄羊の角）が長く響いた時、彼らは山
に登ることができる」と。
Exd	19:16	三日目の朝となって、か
みなりと、いなずまと厚い雲とが、山の上
にあり、ラッパ（ショファー・角笛）の音
が、はなはだ高く響いたので、宿営に
おる民はみな震えた。

■第一戒、第二戒
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。:3	あなたはわたしのほかに、な
にものをも神としてはならない。:4	
あなたは自分のために、刻んだ像を
造ってはならない。

■聞き従わないことは偶像礼拝
1Sm	15:22	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。:23	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」。

■神々の神
Exd	12:12	その夜わたしはエジプトの国を巡って、エジプトの国におる人と獣と
の、すべてのういごを打ち、またエジプトのすべての神々に審判を行うであろう。
Dan	2:47	そして王はダニエルに答えて言った、「あなたがこの秘密をあらわすこ
とができたのを見ると、まことに、あなたがたの神は神々の神、王たちの主であっ
て、秘密をあらわされるかただ」。
Isa	36:18	ヒゼキヤが、主はわれわれを救われる、と言って、あなたがたを惑わ
すことのないように気をつけよ。もろもろの国の神々のうち、どの神がその国をアッスリ
ヤの王の手から救ったか。
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、
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	16:26	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。

■士師記の時代（サムエルの証言）
1Sm	12:9	しかし、彼らがその神、主
を忘れたので、主は彼らをハゾルの王ヤビ
ンの軍の長シセラの手に渡し、またペリシ
テびとの手とモアブの王の手にわたされ
た。そこで彼らがイスラエルを攻めたの
で、:10	民は主に呼ばわって言った、
『われわれは主を捨て、バアルとアシタロ
テに仕えて、罪を犯しました。今、われわ
れを敵の手から救い出してください。われ
われはあなたに仕えます』。:11	主はエ
ルバアル（ギデオン）とバラクとエフタとサ
ムエルをつかわして、あなたがたを周囲の
敵の手から救い出されたので、あなたが
たは安らかに住むことができた。:12	と
ころが、アンモンびとの王ナハシが攻めて
くるのを見たとき、

■イスラエルの名、主の名に対して戦う
1Sm	17:43	・・・ペリシテびとは、また神々の名
によってダビデをのろった。:45	ダビデは・・・わたし
は万軍の主の名、すなわち、おまえがいどんだ、イス
ラエルの軍の神の名によって、おまえに立ち向かう。
Lke	23:1	群衆はみな立ちあがって、イエスをピラ
トのところへ連れて行った。:12	ヘロデ（エドム人）
とピラト（ローマ人）とは以前は互に敵視していた
が、この日に親しい仲になった。

■敗北者は恐れと恥
Jer	20:11	・・・わたしに打ち勝つことはできな
い。彼らは、なし遂げることができなくて、大いに恥
をかく。その恥は、いつまでも忘れられることはない。
Jer	42:18	・・・あなたがたは、のろいとなり、
恐怖となり、ののしりとなり、はずかしめとなる。あな
たがたは再びこの所を見ることができない。
Jer	48:39	ああ、モアブはついに滅びた。・・・
モアブは恥じて顔をそむけた。モアブはその周囲のす
べての者の笑い草となり恐れとなった」。
Jer	49:13	・・・ボズラは驚きとなり、ののしりと
なり、荒れ地となり、のろいとなる。その町々は長く荒
れ地となる」。

■幸いな者よｘ３＋愛する住まい
Deu	33:26	「エシュルンよ、神に並ぶ
者はほかにない。あなたを助けるために
天に乗り、威光をもって空を通られ
る。:27	とこしえにいます神はあなたのす
みかであり、下には永遠の腕がある。敵
をあなたの前から追い払って、『滅ぼ
せ』と言われた。:28	イスラエルは安らか
に住み、ヤコブの泉は穀物とぶどう酒の
地に、ひとりいるであろう。また天は露をく
だすであろう。3:29	イスラエルよ、あな
たはしあわせである。だれがあなたのよう
に、主に救われた民があるであろうか。主
はあなたを助ける盾、あなたの威光のつる
ぎ、あなたの敵はあなたにへつらい服し、
あなたは彼らの高き所を踏み進むであろ
う」。

■大祭司の祝祷
Num	6:24	「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」』。

■盾
Gen	15:1	・・・「アブラムよ恐れては
ならない、わたしはあなたの盾であ
る。・・・
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、・・・
2Sm	22:36	あなたはその救の盾をわ
たしに与え、あなたの助けは、わたしを大
いなる者とされた。
Eph	6:13	・・・神の武具を身につけな
さい。・・・:16	その上に、信仰のたて
を手に取りなさい。それをもって、悪しき者
の放つ火の矢を消すことができるであろう。

■契約の箱が進む
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」。
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