■金子牛事件のモーセの執りなし
Exd 32:11 モーセはその神、主をな
だめて言った、「主よ、大いなる力と強き手
をもって、エジプトの国から導き出されたあ
なたの民にむかって、なぜあなたの怒り
が燃えるのでしょうか。

■右の手
Exd 15:6 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。:12 あなたが右の手を伸べ
られると、地は彼らをのんだ。

!

■聖所が廃墟となる
2Ch 7:19 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。
Lev 26:31 わたしはまたあなた
がたの町々を荒れ地とし、あなた
がたの聖所を荒らすであろう。また
わたしはあなたがたのささげる香
ばしいかおりをかがないであろう。
:33 わたしはあなたがたを国々の
間に散らし、つるぎを抜いて、あな
たがたの後を追うであろう。あなた
がたの地は荒れ果て、あなたがた
の町々は荒れ地となるであろう。
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。

■立ち上がってください
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」。

手を出さない（御名をあなどる）

聖所を拒む（聖所は牧場）

!

■主の名を置く
2Ch 6:5 『わが民をエジプトの地から導き出した日から、わたし
はわが名を置くべき家を建てるために、イスラエルのもろもろの部族
のうちから、どの町をも選んだことがなく、また他のだれをもわが民
イスラエルの君として選んだことがない。:20 どうぞ、あなたの目を
昼も夜もこの家に、すなわち、あなたの名をそこに置くと言われた所
に向かってお開きください。どうぞ、しもべがこの所に向かってささ
げる祈をお聞きください。

敵を滅ぼす

!

!

救い出す（御名をほめたたえる）

!

!

■覚える、忘れない
Gen 8:1 神はノアと、箱舟の中にいたすべての生き物と、すべて
の家畜とを心にとめられた。神が風を地の上に吹かせられたの
で、水は退いた。
Gen 9:16 にじが雲の中に現れるとき、わたしはこれを見て、神
が地上にあるすべて肉なるあらゆる生き物との間に立てた永遠の
契約を思いおこすであろう」。
Psa 105:8 主はとこしえに、その契約をみこころにとめられる。こ
れはよろず代に命じられたみ言葉であって、
Psa 105:42 これは主がその聖なる約束と、そのしもべアブラ
ハムを覚えられたからである。
Exd 2:24 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、:25 神はイスラエルの人々を顧み、神は
彼らにみこころをとめられた。

!

主を礼拝せよ

!

地は恐て沈黙
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悟りなし

悪者の高ぶり

高ぶる者をねたむ（主から離れた）

!

!

■主から離れない
Jms 4:4 不貞のやからよ。世を友とするのは、神への
敵対であることを、知らないか。おおよそ世の友となろう
と思う者は、自らを神の敵とするのである。
Jms 4:6 しかし神は、いや増しに恵みを賜う。であ
るから、「神は高ぶる者をしりぞけ、へりくだる者に恵みを
賜う」とある。:7 そういうわけだから、神に従いなさ
い。そして、悪魔に立ちむかいなさい。そうすれば、彼
はあなたがたから逃げ去るであろう。:8 神に近づき
なさい。そうすれば、神はあなたがたに近づいて下さる
であろう。罪人どもよ、手をきよめよ。二心の者どもよ、
心を清くせよ。

!

主とともにいる（主に帰る）

さとす

!

!

一瞬に滅ぶ

!

勇士が眠る

!

主の名は偉大である

神をほめ歌う

!

!

!

悪者よ、角を上げるな
誇るな

公正にさばく

!

御名に感謝する
主を誇る

!

!

■ザカリヤの預言
Lke 1:68 「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、:69 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。

■主の名が全世界に表されるため（ファラオ）
Exd 9:16 しかし、わたしがあなたをながらえさせたの
は、あなたにわたしの力を見させるため、そして、わたしの
名が全地に宣べ伝えられるためにほかならない。
■私は主であることを知る
Deu 28:9 もし、あなたの神、主の戒めを守り、その道
を歩むならば、主は誓われたようにあなたを立てて、その
聖なる民とされるであろう。:10 そうすれば地のすべての
民は皆あなたが主の名をもって唱えられるのを見てあなたを
恐れるであろう。

■出エジプトを見て、国々が恐る
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。:14
もろもろの民は聞いて震え、ペリシテの住民は苦しみに襲わ
れた。:15 エドムの族長らは、おどろき、モアブの首長らは、
わななき、カナンの住民は、みな溶け去った。:16 恐れ
と、おののきとは彼らに臨み、み腕の大いなるゆえに、彼ら
は石のように黙した、主よ、あなたの民の通りすぎるまで、あ
なたが買いとられた民の通りすぎるまで。

!

■主にさばかれる
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。
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。
■モーセに主の名「私はいる」を示す
Exd 3:11 モーセは神に言った、
「わたしは、いったい何者でしょう。わ
たしがパロのところへ行って、イスラエ
ルの人々をエジプトから導き出すので
しょうか」。
:12 神は言われた、「わたしは必
ずあなたと共にいる。これが、わたし
のあなたをつかわしたしるしであ
る。・・・
:13 ・・・彼らが『その名はなんと
いうのですか』とわたしに聞くなら
ば、なんと答えましょうか」。:14
神はモーセに言われた、「わたし
は、有って有る者」・・・

■主の怒りの杯 バビロンと異邦の国々へのさばき
Jer 25:12 主は言われる、七十年の終った後に、
わたしはバビロンの王と、その民と、カルデヤびとの
地を、その罪のために罰し、永遠の荒れ地とする。
Jer 25:15 ・・・「わたしの手から、この怒りの
杯を受けて、わたしがあなたをつかわす国々の民に飲
ませなさい。:16 彼らは飲んで、よろめき狂う。こ
れはわたしが彼らのうちに、つるぎをつかわそうとして
いるからである」。
■主の怒りの杯 大バビロンへのさばき
Rev 14:10 神の怒りの杯に混ぜものなしに盛ら
れた、神の激しい怒りのぶどう酒を飲み、聖なる御
使たちと小羊との前で、火と硫黄とで苦しめられる。

■契約の箱の前で「主に感謝せよ」
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。:7 そ
の日ダビデは初めてアサフと彼の兄弟たちを立て
て、主に感謝をささげさせた。
: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。
■ハンナの詩 高く上げる x 4 角 x 2
1Sm 2:1 ハンナは祈って言った、「わたしの心
は主によって喜び、わたしの角は主によって高く上
がる・・・
1Sm 2:3 あなたがたは重ねて高慢に語っては
ならない、たかぶりの言葉を口にすることをやめ
よ。
1Sm 2:7 主は貧しくし、また富ませ、低くし、ま
た高くされる。
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。
1Sm 2:10 ・・・地のはてまでもさばき、王に
力を与え、油そそがれた者の角を高くされるであろ
う」。

■王の守るべき命令
Deu 17:20 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。
■へりくだる者は高くされる
1Pe 5:5 同じように、若い人たち
よ。長老たちに従いなさい。また、み
な互に謙遜を身につけなさい。神は
高ぶる者をしりぞけ、へりくだる者に恵
みを賜うからである。:6 だから、あ
なたがたは、神の力強い御手の下
に、自らを低くしなさい。時が来れば
神はあなたがたを高くして下さるであ
ろう。

!

■聖なるすまい、聖所
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 15:17 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。

■栄光の雲に住む神
Psa 18:11 やみをおおいとして、自分のまわりに置
き、水を含んだ暗い濃き雲をその幕屋とされました。

■主は王である！
Exd 15:18 主は永遠に統べ治められる」。
■王の王、主の主
Rev 1:5 また、忠実な証人、死人の中から最初に生れ
た者、地上の諸王の支配者であるイエス・キリスト
Rev 19:6 ・・・「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。
Rev 19:16 その着物にも、そのももにも、「王の王、主
の主」という名がしるされていた。
Rev 21:24 諸国民は都の光の中を歩き、地の王たち
は、自分たちの光栄をそこに携えて来る。

!

■心の清い者
2Sm 22:26 忠実な者には、あなたは忠実な者とな
り、欠けた所のない人には、あなたは欠けた所のない
者となり、:27 清い者には、あなたは清い者となり、
まがった者には、かたいぢな者となられる。:28 あなた
はへりくだる民を救われる、しかしあなたの目は高ぶる者
を見てこれをひくくせられる。
Psa 24:3 主の山に登るべき者はだれか。その聖所
に立つべき者はだれか。:4 手が清く、心のいさぎよ
い者、その魂がむなしい事に望みをかけない者、偽っ
て誓わない者こそ、その人である。
Mtt 5:8 心の清い人たちは、さいわいである、彼ら
は神を見るであろう。

■出エジプトの勝利の歌
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。
■エリコ（カナンの地）に入る時
Jsh 2:1 ヌンの子ヨシュアは、・・・「行って、その地、
特にエリコを探りなさい」。彼らは行って、名をラハブという
遊女の家にはいり、そこに泊まったが、:9 そして彼らに言っ
た、「主がこの地をあなたがたに賜わったこと、わたしたち
があなたがたをひじょうに恐れていること、そしてこの地の
民がみなあなたがたの前に震えおののいていることをわたし
は知っています。:10 あなたがたがエジプトから出てこられ
た時、主があなたがたの前で紅海の水を干されたこと、
およびあなたがたが、ヨルダンの向こう側にいたアモリび
とのふたりの王シホンとオグにされたこと、すなわちふたり
を、全滅されたことを、わたしたちは聞いたからです。:11
わたしたちはそれを聞くと、心は消え、あなたがたのゆえに
人々は全く勇気を失ってしまいました。あなたがたの神、主は
上の天にも、下の地にも、神でいらせられるからです。

■高ぶる者、偶像礼拝、欲望の奴隷
Prv 6:16 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。:17 すなわち、高ぶる目・・・
Col 3:5 だから、地上の肢体、すなわち、不品行、汚れ、情欲、悪
欲、また貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は偶像礼拝にほかならない。

■ 賛美しながら預言するアサフたち
1Ch 25:1ー ダビデと軍の長たちは、ア
サフとヘマンとエドトンの子らを奉仕のため
に取り分け、竪琴と琴とシンバルに合わせ
て預言する者とした。（略）王の先見者ヘマ
ンの子で、神のことばを通して（王の）角を
高く上げる者たちであった。

■ダビデの救いの詩（詩篇18篇）
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。

■過越祭（連れ出された日を覚えよ）
Exd 13:3 モーセは民に言った、「あなたがたは、エジプトか
ら、奴隷の家から出るこの日を覚えなさい。主が強い手をもって、
あなたがたをここから導き出されるからである。

■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 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、:7
努めてこれをあなたの子らに教え、あなたが家に
座している時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる
時も、これについて語らなければならない。:8
またあなたはこれをあなたの手につけてしるしと
し、あなたの目の間に置いて覚えとし、:9 またあ
なたの家の入口の柱と、あなたの門とに書きしるさ
なければならない。

■ダビデが契約の箱を天幕に
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。
:12 ・・・主のなされたくすしきみわざと、その奇跡と、そのみ
口のさばきとを心にとめよ。
:15 主はとこしえにその契約をみこころにとめられる。これはよ
ろずよに命じられたみ言葉であって、
みわざを覚える(主の道)

1

■良い牧者、まことのぶどうの木
Jhn 10:14 わたしはよい羊飼であって、わたしの
羊を知り、わたしの羊はまた、わたしを知っている。
Jhn 15:1 わたしはまことのぶどうの木、わたしの
父は農夫である。

父は農夫です（右の手で強くする）

1

右の手の救い

1

■はじめの創造、新しい創造
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」。
Gen 1:29 神はまた言われた、「わたしは全地の
おもてにある種をもつすべての草と、種のある実を結
ぶすべての木とをあなたがたに与える。これはあなた
がたの食物となるであろう。
Rev 21:9 「さあ、きなさい。小羊の妻なる花嫁
を見せよう」。
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。
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■畑の荒廃 契約ののろい
Lev 26:19 わたしはあなたがたの誇とする力を砕
き、あなたがたの天を鉄のようにし、あなたがたの地を青
銅のようにするであろう。:20 あなたがたの力は、むだ
に費されるであろう。すなわち、地は産物をいださず、国
のうちの木々は実を結ばないであろう。
Deu 28:39 あなたがぶどう畑を作り、それにつちかっ
ても、そのぶどう酒を飲むことができず、その実を集めるこ
ともないであろう。

みわざ中のみわざ(海を分ける )

1

嘆き：恵みが無い(約束、慈しみ)
救いのみわざ

■新約時代のしるしと不思議
Act 2:22 ・・・ナザレ人イエスは、神が彼をとおして、あなたがたの中で行
われた数々の力あるわざと奇跡としるしとにより、神からつかわされた者であること
を、あなたがたに示されたかたであった。（五旬節のペテロの証言）:43 みん
なの者におそれの念が生じ、多くの奇跡としるしとが、使徒たちによって、次々に
行われた。
Act 6:8 さて、ステパノは恵みと力とに満ちて、民衆の中で、めざましい奇跡
としるしとを行っていた。
Act 7:36 この人が、人々を導き出して、エジプトの地においても、紅海にお
いても、また四十年のあいだ荒野においても、奇跡としるしとを行ったのである。
Act 14:3 それにもかかわらず、ふたり（パウロとバルナバ）は長い期間をそ
こで過ごして、大胆に主のことを語った。主は、彼らの手によってしるしと奇跡とを
行わせ、そのめぐみの言葉をあかしされた。
Mtt 24:24 にせキリストたちや、にせ預言者たちが起って、大いなるしるしと
奇跡とを行い、できれば、選民をも惑わそうとするであろう。

■私に帰れ、そうすれば帰る（都の再建）
Zch 1:3 それゆえ、万軍の主はこう仰せられる
と、彼らに告げよ。万軍の主は仰せられる、わたしに
帰れ、そうすれば、わたしもあなたがたに帰ろうと、
万軍の主は仰せられる。
Zch 1:16 それゆえ、主はこう仰せられます、わ
たしはあわれみをもってエルサレムに帰る。わたしの
家はその中に建てられ、測りなわはエルサレムに張
られると、万軍の主は仰せられます。
ぶどうの木が荒らされている

■奴隷の家から救い出す、私は主である
Exd 6:2 神はモーセに言われた、「わ
たしは主である。・・・:5 わたしはまた、
エジプトびとが奴隷としているイスラエルの
人々のうめきを聞いて、わたしの契約を思い
出した。

良い牧者です（敵から守る）

1

民が嘲られている

1

主が拒んだのか

1

■右の手を引っ込める
Psa 74:11 なぜあなたは手を引か
れるのですか。なぜあなたは右の手を
ふところに入れておかれるのですか。

牧者と羊たち（民となり神となる）
御力による救い

■ケルビムの上に座す万軍の主の契約の箱、御力の箱
1Sm 4:4 そこで民は人をシロにつかわし、ケルビムの上に
座しておられる万軍の主の契約の箱を、そこから携えて・・・
2Sm 6:2 そしてダビデは立って、・・・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。
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。・・・
■御顔を向けて祝福してください
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」』。
■御顔を向けて祈りを聞く
2Ch 6:20 どうぞ、あなたの目を昼も夜もこの家に、すな
わち、あなたの名をそこに置くと言われた所に向かってお開き
ください。どうぞ、しもべがこの所に向かってささげる祈をお
聞きください。

■神さまが覚える、民が覚える
Gen 8:1 神はノアと、箱舟の中にいたすべての生き物と、す
べての家畜とを心にとめられた。・・・
Gen 9:16 にじが雲の中に現れるとき、わたしはこれを見て、
神が地上にあるすべて肉なるあらゆる生き物との間に立てた永
遠の契約を思いおこすであろう」。
Deu 5:15 あなたはかつてエジプトの地で奴隷であった
が、あなたの神、主が強い手と、伸ばした腕とをもって、そこか
らあなたを導き出されたことを覚えなければならない。
Deu 8:2 あなたの神、主がこの四十年の間、荒野であなた
を導かれたそのすべての道を覚えなければならない。

1

1

血とそしりに復讐

■民を攻撃した国々に復讐する
Jer 50:28 聞けよ、バビロンの地から逃げ、
のがれてきた者の声がする。われわれの神、主の報
復、その宮の報復の事をシオンに告げ示す。
Ezk 25:17 わたしは怒りに満ちた懲罰をもっ
て、大いなる復讐を彼らになす。わたしが彼らにあ
だを返す時、彼らはわたしが主であることを知るよう
になる」。
Rev 19:2 そのさばきは、真実で正しい。神は、
姦淫で地を汚した大淫婦をさばき、神の僕たちの
血の報復を彼女になさったからである」。
■神の羊たちが主の大庭に入る
Psa 100:3 主こそ神であることを知れ。われらを
造られたものは主であって、われらは主のものであ
る。われらはその民、その牧の羊である。: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。

1

あわれむ、赦す

■バビロン捕囚のダニエルの祈り
Dan 9:2 ・・・われダニエルは主が預
言者エレミヤに臨んで告げられた・・・エル
サレムの荒廃の終るま・・・七十年である
ことを、文書によって悟った。
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。:18 わが神よ、耳を傾けて聞いて
ください。目を開いて、われわれの荒れたさ
まを見、み名をもってとなえられる町をごらん
ください。われわれがあなたの前に祈をさ
さげるのは、われわれの義によるのではな
く、ただあなたの大いなるあわれみによるの
です。:19 主よ、聞いてください。主よ、
ゆるしてください。主よ、み心に留めて、お
こなってください。わが神よ、あなたご自身
のために、これを延ばさないでください。
あなたの町と、あなたの民は、み名をもって
となえられているからです」。

1

苦難の日に叫ぶ

1

■ミデヤン人と戦っているときにギデオンが言う
Jdg 6:13 ギデオンは言った、「ああ、君よ、主がわたした
ちと共におられるならば、どうしてこれらの事がわたしたちに臨
んだのでしょう。わたしたちの先祖が『主はわれわれをエジプ
トから導き上られたではないか』といって、わたしたちに告げた
そのすべての不思議なみわざはどこにありますか。今、主はわ
たしたちを捨てて、ミデアンびとの手にわたされました」。

牧場（聖所・民の住まい）

1

怒るのか

1

■聖所が荒らされる、七倍の復讐
Lev 26:27 それでもなお、あなたが
たがわたしに聞き従わず、わたしに逆らっ
て歩むならば、:28 わたしもあなたがた
に逆らい、怒りをもって歩み、あなたがた
の罪を七倍重く罰するであろ
う。・・・:31 わたしはまたあなたがたの
町々を荒れ地とし、あなたがたの聖所を
荒らすであろう。・・・:33 わたしはあな
たがたを国々の間に散らし、つるぎを抜い
て、あなたがたの後を追うであろう。あな
たがたの地は荒れ果て、あなたがたの
町々は荒れ地となるであろう。
Gen 4:24 カインのための復讐が七
倍ならば、レメクのための復讐は七十七
倍」。

血とそしりを受けている

1

■イスラエルの牧者、牧場
Ezk 34:2 「人の子よ、イスラエルの牧者たち
に向かって預言せよ。:5 彼らは牧者がないため
に散り、野のもろもろの獣のえじきになる。:8
・・・わが羊はかすめられ、わが羊は野のもろも
ろの獣のえじきとなっているが、その牧者はいな
い。わが牧者はわが羊を尋ねない。牧者は自身
を養うが、わが羊を養わない。・・・: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。
■聖徒の流された血
Lke 11:50 それで、アベルの血から祭壇と神
殿との間で殺されたザカリヤの血に至るまで、世
の初めから流されてきたすべての預言者の血につ
いて、この時代がその責任を問われる。
Rev 18:24 また、預言者や聖徒の血、さら
に、地上で殺されたすべての者の血が、この都
で流されたからである」。

■聞きなさい、忘れるな
Deu 5:1 さてモーセはイスラエルのすべての人
を召し寄せて言った、「イスラエルよ、きょう、わたし
があなたがたの耳に語る定めと、おきてを聞き、
これを学び、これを守って行え。
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 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、:7
努めてこれをあなたの子らに教え、あなたが家に
座している時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる
時も、これについて語らなければならない。:8
またあなたはこれをあなたの手につけてしるしと
し、あなたの目の間に置いて覚えとし、:9 またあ
なたの家の入口の柱と、あなたの門とに書きしるさ
なければならない。
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。

■ヨシュアが約束の地で民と契約を結ぶ
Jsh 24:2 そしてヨシュアはすべての民
に言った、「イスラエルの神、主は、こう仰
せられる、『あなたがたの先祖たち、すな
わちアブラハムの父、ナホルの父テラは、
昔、ユフラテ川の向こうに住み、みな、ほ
かの神々に仕えていたが、
:15 ・・・わたしとわたしの家とは共に主
に仕えます」。
■サムエルが王を求めた民に証言する
1Sm 12:6 サムエルは民に言った、「モ
ーセとアロンを立てて、あなたがたの先祖
をエジプトの地から導き出された主が証
人です。:7 それゆえ、あなたがたは今、
立ちなさい。わたしは主が、あなたがたと
あなたがたの先祖のために行われたすべ
ての救のわざについて、主の前に、あなた
がたと論じよう。
■バビロンから帰還した民の罪の告白（エ
ズラが指導）
Neh 9:5 それからまたエシュア・・・な
どのレビびとは言った、「立ちあがって永遠
から永遠にいますあなたがたの神、主を
ほめなさい。あなたの尊いみ名はほむべき
かな。これはすべての祝福とさんびを越
えるものです」。
■詩篇78, 105, 106, 136
■ステパノの証言
Act 7:2 そこで、ステパノが言った、
「兄弟たち、父たちよ、お聞き下さい。わ
たしたちの父祖アブラハムが、カランに
住む前、まだメソポタミヤにいたとき、栄
光の神が彼に現れて
■パウロの奨励のことば
Act 13:16 そこでパウロが立ちあが
り、手を振りながら言った。「イスラエルの
人たち、ならびに神を敬うかたがたよ、
お聞き下さい。:17 この民イスラエルの
神は、わたしたちの先祖を選び、エジプ
トの地に滞在中、この民を大いなるものと
し、み腕を高くさし上げて、彼らをその地
から導き出された。
■信仰の先祖たちの証言
Hbr 11:1 さて、信仰とは、望んでい
る事がらを確信し、まだ見ていない事実を
確認することである。:2 昔の人たちは、
この信仰のゆえに賞賛された。:3 信仰
によって、わたしたちは、この世界が神の
言葉で造られたのであり、したがって、見え
るものは現れているものから出てきたので
ないことを、悟るのである。:4 信仰によ
って、アベルは・・・
Hbr 12:1 こういうわけで、わたしたち
は、このような多くの証人に雲のように囲
まれているのであるから、いっさいの重荷
と、からみつく罪とをかなぐり捨てて、わた
したちの参加すべき競走を、耐え忍んで走
りぬこうではないか。
■昔書かれたものは
Rom 15:4 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。
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■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」。

■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。

■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

地をさばく

1

1

■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。

恵みと平和
1

、

不正・公正

1

1

1

1

主の憎む者をさばく
岩からの蜜

【救い出す・出エジプト】

教えに聞き従え
十戒

1

■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。

■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。

【さばく・申命記】

天でさばく

1

■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、

1

奴隷を自由に
岩からの水

1

教えが与えられる
祭り

1

■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。

1

1

住む人は幸い

【破滅・恥】

住まいは麗しい
、

1

、

■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。

■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。

【喜び歌う（主を祝福する）】
祝福

・

■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。

■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」』。
【祝福を受ける】

1

無知・知る

■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」。

1

1

敵国の恥

1

【悪だくみ・高慢】

我らのものにする（実を奪う）
1

1

名をあげよう（名を消す ）
1

1

敵国の高慢

1

■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。
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■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。

■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」。

■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。

■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。

■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」。

■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、

■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。

■バビロン帰還後、仮庵祭で律
法を読み、民が告白する
Neh 9:17 従うことを拒み、あ
なたが彼らの中で行われた奇跡
を心にとめず、かえってかたくなに
なり、みずからひとりのかしらを立
てて、エジプトの奴隷の生活に
帰ろうとしました。しかしあなたは
罪をゆるす神、恵みあり、あわれ
みあり、怒ることおそく、いつくしみ
豊かにましまして、彼らを捨てられ
ませんでした。
Neh 9:5 ・・・レビびとは言っ
た、「立ちあがって永遠から永遠
にいますあなたがたの神、主をほ
めなさい。あなたの尊いみ名（栄
光ある名）はほむべきかな。これ
はすべての祝福とさんびを越える
ものです」。

■主の御名（モーセの執りなし）
Num 14:18 あなたはかつて、『主は
怒ることおそく、いつくしみに富み、罪とと
がをゆるす者、しかし、罰すべき者は、決
してゆるさず、父の罪を子に報いて、三、
四代に及ぼす者である』と言われまし
た。:19 どうぞ、あなたの大いなるいつく
しみによって、エジプトからこのかた、今に
いたるまで、この民をゆるされたように、こ
の民の罪をおゆるしください」。:20 主は
言われた、「わたしはあなたの言葉のとお
りにゆるそう。

■契約の箱の前で御名に感謝
（感謝のいけにえ）
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 16:29 そのみ名にふさわし
い栄光を主に帰せよ。供え物を携え
て主のみ前にきたれ。聖なる装いを
して主を拝め。

■主の怒り、憤り（85篇参照）

栄光と力・しもべを救う

1

1

1

主の道を歩む民
1

1

■主の御名（十戒）
Exd 34:4 そこでモーセは・・・シナイ
山に登った。彼はその手に石の板二枚を
とった。:5 ときに主は雲の中にあって下
り、彼と共にそこに立って主の名を宣べられ
た。
Exd 34:6 ・・・「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、: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」。

ほかに神なし

1

1

■ダニエルが預言者エレミヤの書によって
悟り、祈る
Dan 9:16 主よ、どうぞあなたが、これ
まで正しいみわざをなされたように、あな
たの町エルサレム、あなたの聖なる山か
ら、あなたの怒りと憤りとを取り去ってくだ
さい。これはわれわれの罪と、われわれの
先祖の不義のために・・・
Dan 9:24 あなたの民と、あなたの聖
なる町については、七十週が定められて
います。これはとがを終らせ、罪に終りを
告げ、不義をあがない、永遠の義をもたら
し、幻と預言者を封じ、いと聖なる者に油
を注ぐためです。

■しもべの祈り アブラハム、モーセ、ダ
ビデ、ソロモン
2Ch 6:19 しかしわが神、主よ、しも
べの祈と願いを顧みて、しもべがあなた
の前にささげる叫びと祈をお聞きくださ
い。
■たましい（ネフェシュ）
生きもの、たましい、命、自分の全て（全身
全霊，誠心誠意，人生を懸けて）

恵みに信頼・ しもべを救う
1

■主の怒り、憤り（水がない、マナは飽きた、肉が食べたい、
戦いたくない、従いたくない・・・）
Exd 32:10 それで、わたしをとめるな。わたしの怒りは彼ら
にむかって燃え、彼らを滅ぼしつくすであろう。（十戒の板を受
け取って降りてくると、金の子牛を礼拝してた）
Num 32:13 主はこのようにイスラエルにむかって怒りを発
し、彼らを四十年のあいだ荒野にさまよわされたので、主の前
に悪を行ったその世代の人々は、ついにみな滅びた。（カナン
の地を偵察）
Psa 90:11 だれがあなたの怒りの力を知るでしょうか。だ
れがあなたをおそれる恐れにしたがってあなたの憤りを知るで
しょうか。
1Co 10:5 彼らの中の大多数は、神のみこころにかなわなか
ったので、荒野で滅ぼされてしまった。:6 これらの出来事は、
わたしたちに対する警告であって、彼らが悪をむさぼったよう
に、わたしたちも悪をむさぼることのないためなのである。

真実と義

1

1

民を救う

1

1

御怒り

1

■捕われ人をバビロンから帰らせる
Jer 29:10 バビロンで七十年が満ち
るならば・・・
Jer 30:18 主はこう仰せられる、見
よ、わたしはヤコブの天幕の捕われ人を
帰らせ、そのすまいにあわれみを施す。
Jer 31:23 万軍の主、イスラエルの神
はこう言われる、「わたしが彼らを再び栄
えさせる時、人々はまたユダの地とその
町々でこの言葉を言う、『正義のすみか
よ、聖なる山よ、どうか主がおまえを祝福
してくださるように』。:34 人はもは
や、・・『あなたは主を知りなさい』とは
言わない。・・わたしは彼らの不義をゆる
し、もはやその罪を思わない」。

捕われ人を帰す

1

、
捕われ人

■全世界で主の御名が賛美される
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。
■御霊のペンテコステ
Act 2:17 『神がこう仰せになる。終りの
時には、わたしの霊をすべての人に注ご
う・・・:21 そのとき、主の名を呼び求める者
は、みな救われるであろう』。
Act 2:31 キリストの復活をあらかじめ知っ
て、『彼は陰府に捨ておかれることがなく、ま
たその肉体が朽ち果てることもない』と語ったの
である・・・:33 それで、イエスは神の右に
上げられ、父から約束の聖霊を受けて、それを
わたしたちに注がれたのである。

■哀歌
Lam 3:5 苦しみと悩みをもって、わたしを囲
み、わたしを閉じこめ、:6 遠い昔に死んだ者の
ように、暗い所に住まわせられた。
Lam 3:53 彼らは生きているわたしを穴の中に
投げ入れ、わたしの上に石を投げつけまし
た。:54 水はわたしの頭の上にあふれ、わたし
は『断ち滅ぼされた』と言いました。:55 主
よ、わたしは深い穴からみ名を呼びました。
神と友に捨てられる

墓の中で救いを叫ぶ

燃える怒り

1

1

1

みわざなし
1

神と友に捨てられる

1

1

■神の怒りをなだめる ヨム・キプール（なだめの日）
Lev 16:15 アロンは民のために、罪のきよめのささげ物である雄やぎ
を屠り、その血を垂れ幕の内側に持って入り、この血を、先の雄牛の血にし
たように、『宥めの蓋』の上と『宥めの蓋』の前にかける。:29-30 次の
ことは、あなたがたにとって永遠の掟となる。第七の月の十日には、あなた
がたは自らを戒めなければならない。この国に生まれた者も、あなたがたの
中に寄留している者も、いかなる仕事もしてはならない。この日は、あなた
がたをきよめようと、あなたがたのために宥めが行われるからである。あな
たがたは主の前ですべての罪からきよくなる。:34 以上のことは、あなた
がたにとって永遠の掟となる。これは年に一度イスラエルの子らのために行
われる、彼らのすべての罪を除く宥めである。」モーセは主が命じられたとお
りに行った。
Lev 25:9 あなたはその第七の月の十日に角笛を鳴り響かせる。宥めの日
に、あなたがたの全土に角笛を鳴り響かせる。
聖書 新改訳2017©2017新日本聖書刊行会
Hbr 9:12 かつ、やぎと子牛との血によらず、ご自身の血によって、一度だ
け聖所にはいられ、それによって永遠のあがないを全うされたのである。

■新しい都、新しい民
Isa 2:2 終りの日に・・・主の家の山は、もろもろの山のかしら
として堅く立ち、もろもろの峰よりも高くそびえ、すべて国はこれに
流れてき、:3 多くの民は来て言う、「さあ、われわれは主の山に
登り、ヤコブの神の家へ行こう。・・・」と。律法はシオンから
出、主の言葉はエルサレムから出るからである。
Isa 12:5 主をほめうたえ。主はそのみわざを、みごとになし遂
げられたから。これを全地に宣べ伝えよ。
Zch 8:22 多くの民および強い国民はエルサレムに来て、万軍
の主を求め、主の恵みを請う。:23 万軍の主は、こう仰せられ
る、その日には、もろもろの国ことばの民の中から十人の者が、ひ
とりのユダヤ人の衣のすそをつかまえて、『あなたがたと一緒に行
こう。神があなたがたと共にいますことを聞いたから』と言う」。
Zch 2:10 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。: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。

墓の中で救いを叫ぶ

激しい憤り
、

祈りをききたまえ
1

■申命記32章は「いのちのことば」
Deu 32:16 彼らはほかの神々に仕え
て、主のねたみを起し、憎むべきおこない
をもって主の怒りをひき起した。
Deu 32:22 わたしの怒りによって、火
は燃えいで、陰府の深みにまで燃え行
き、地とその産物とを焼きつくし、山々の
基を燃やすであろう。
Deu 32:47 この言葉はあなたがたに
とって、むなしい言葉ではない。これはあ
なたがたのいのちである。この言葉によ
り、あなたがたはヨルダンを渡って行って
取る地で、長く命を保つことができるであ
ろう」。
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■70年のバビロン捕囚ののちに
Jer 29:11 主は言われる、わたしがあなたがたに対して
いだいている計画はわたしが知っている。それは災を与えようと
いうのではなく、平安を与えようとするものであり、あなたがた
に将来を与え、希望を与えようとするものである。
Jer 33:7 わたしはユダとイスラエルを再び栄えさせ、彼ら
を建てて・・・:9 この町は地のもろもろの民の前に、わたし
のために喜びの名となり、誉となり、栄えとなる。
Jer 33:15 その日、その時になるならば、わたしはダビデ
のために一つの正しい枝を生じさせよう。彼は公平と正義を地
に行う。:16 その日、ユダは救を得、エルサレムは安らかに
おる。その名は『主はわれわれの正義』ととなえられる。
Zch 8:3 『わたしはシオンに帰って、エルサレムの中に住
む。エルサレムは忠信な町ととなえられ、万軍の主の山は聖
なる山と、となえられる』。:8 彼らを連れてきて、エルサレム
に住まわせ、彼らはわが民となり、わたしは彼らの神となっ
て、共に真実と正義とをもって立つ』」

■エレミヤ
Jer 38:6 そこで彼らはエレミヤを捕え、監視の庭に
ある王子マルキヤの穴に投げ入れた。すなわち、綱をも
ってエレミヤをつり降ろしたが、その穴には水がなく、泥
だけであったので、エレミヤは泥の中に沈んだ。
■ダニエル
Dan 6:16 そこで王は命令を下したので、ダニエルは
引き出されて、ししの穴に投げ入れられた。
■ダビデが敵から救われた時
2Sm 22:5 死の波はわたしをとりまき、滅びの大水
はわたしを襲った。:6 陰府の綱はわたしをとりかこみ、
死のわなはわたしに、たち向かった。2:7 苦難のうちに
わたしは主を呼び、またわが神に呼ばわった。主がその
宮からわたしの声を聞かれて、わたしの叫びはその耳にと
どいた。

1

命の泉が（都から）
■救いの泉
Isa 12:3 あなたがたは喜びをもって、救
の井戸から水をくむ。
Zch 13:1 その日には、罪と汚れとを清め
る一つの泉が、ダビデの家とエルサレムの住
民とのために開かれる。
■生ける水の泉
Jhn 4:14 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 6:35 「わたしが命のパンである。わ
たしに来る者は決して飢えることがなく、わた
しを信じる者は決してかわくことがない。
Jhn 7:37 祭の終りの大事な日に、・・・
「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」。
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 22:17 ・・・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。

1

国々はシオンで生まれる

1

都の栄光 シオンを愛する

1

1

1

■上にあるエルサレムは母
Gal 4:26 しかし、上なるエルサレムは、
自由の女であって、わたしたちの母をさす。
■すべての国々を弟子とせよ
Mtt 28:19 それゆえに、あなたがた
は行って、すべての国民を弟子とし
て、・・・

■いのちの書
Exd 32:32 今もしあなたが、彼らの罪を
ゆるされますならば――。しかし、もしかな
わなければ、どうぞあなたが書きしるされた
ふみから、わたしの名を消し去ってくださ
い」。
Rev 21:27 ・・・はいれる者は、小羊の
いのちの書に名をしるされている者だけであ
る。

とこしえに堅く立つ

■ソロモンの神殿で仕える歌うたい
2Ch 5:12 またレビびとの歌うたう者、
すなわちアサフ、ヘマン、エドトンおよび
彼らの子たちと兄弟たちはみな亜麻布を
着、シンバルと、立琴と、琴をとって祭壇の
東に立ち、百二十人の祭司は彼らと一緒に
立ってラッパを吹いた。:13 ラッパ吹く者
と歌うたう者とは、ひとりのように声を合わ
せて主をほめ、感謝した）、そして彼らがラ
ッパと、シンバルとその他の楽器をもって声
をふりあげ、主をほめて「主は恵みあり、そ
のあわれみはとこしえに絶えることがな
い」と言ったとき、雲はその宮すなわち主の宮
に満ちた。

ダビデが恵みを歌う

1

1

主がダビデに誓う

ダビデが恵みを歌う

1

1

■ソロモンの神殿奉献の祈りの最後
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」。

■ダビデの子
Mtt 1:1 アブラハムの子であるダビデの
子、イエス・キリストの系図。
Act 2:30 彼は預言者であって、『その子
孫のひとりを王位につかせよう』と、神が堅
く彼に誓われたことを認めていたので、:31
キリストの復活をあらかじめ知って、『彼は黄
泉に捨ておかれることがなく、またその肉体
が朽ち果てることもない』と語ったのである。
Rom 1:2 この福音は、神が、預言者たち
により、聖書の中で、あらかじめ約束された
ものであって、:3 御子に関するものであ
る。御子は、肉によればダビデの子孫から
生れ、:4 聖なる霊によれば、死人からの
復活により、御力をもって神の御子と定めら
れた。これがわたしたちの主イエス・キリスト
である。
2Tm 2:8 ダビデの子孫として生れ、死人
のうちからよみがえったイエス・キリストを、い
つも思っていなさい。これがわたしの福音で
ある。
■神の家の土台は堅く立つ
1Tm 3:15 万一わたしが遅れる場合に
は、神の家でいかに生活すべきかを、あなた
に知ってもらいたいからである。神の家という
のは、生ける神の教会のことであって、それは
真理の柱、真理の基礎なのである。
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。
Hbr 11:10 彼は、ゆるがぬ土台の上に
建てられた都を、待ち望んでいたのである。
その都をもくろみ、また建てたのは、神であ
る。
Rev 21:14 また都の城壁には十二の土
台があり、それには小羊の十二使徒の十二
の名が書いてあった。
■御霊の歌、聖徒の祈りで戦う
キリストのことばが、あなたがたのうちに豊か
に住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに
教え、忠告し合い、詩（詩篇）と賛美と霊の
歌により、感謝をもって心から神に向かって
歌いなさい。
（コロサイ人への手紙 3章16節）
巻物を受け取ったとき、四つの生き物と二十
四人の長老たちは子羊の前にひれ伏した。
彼らはそれぞれ、竪琴と、香に満ちた金の鉢
を持っていた。香は聖徒たちの祈りであった。
彼らは新しい歌を歌った。
（ヨハネの黙示録 5章8〜9節）

Jhn 1:14 そして言は肉体となり、わたし
たちのうちに宿った。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。
Rev 22:21 主イエスの恵みがあなたがた
すべての者と共にあるように。

■ソロモンの祈りに答える
2Ch 7:17 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。

主がダビデに誓う

1

1

■賛美しながら預言する、先見者へマン
また、ダビデと軍の長たちは、アサフとヘマンと
エドトンの子らを奉仕のために取り分け、竪琴と
琴とシンバルに合わせて預言する者とした。
（略）王の先見者ヘマンの子で、神のことばを
通して（王の）角を高く上げる者たちであった。
（歴代誌 第一 25章1〜5節）
■ソロモンの神殿の歌うたい
また、歌い手であるレビ人全員、すなわち、ア
サフ、ヘマン、エドトン、および彼らの子たち
や兄弟たちも、（略）まるで一人のように一致し
て歌声を響かせ、主を賛美し、ほめたたえた。
（略）そのとき、雲がその宮、すなわち主の宮に
満ちた。
（歴代誌 第二 5章12〜13節）
■ヨシャファテの断食 vs モアブ、アンモン、エ
ドム
ときに、主の霊が会衆の中で、アサフ族の出で
あるレビ人ヤハジエルの上に臨んだ。（略）彼
は言った。「ユダのすべての人々、エルサレムの
住民、およびヨシャファテ王よ、よく聞いてくだ
さい。主はあなたがたにこう言われます。『この
大軍のゆえに恐れてはならない。おののいては
ならない。これはあなたがたの戦いではなく、
神の戦いである。（略）ケハテの子孫、コラの
子孫であるレビ人たちは立ち上がり、大声をあ
げてイスラエルの神、主を賛美した。
（歴代誌 第二 20章）
■ヒゼキヤの礼拝改革 vs アッシリア
（略）アサフの子孫（略）ヘマンの子孫
（略）エドトンの子孫（略）ヒゼキヤ王と高官た
ちが、ダビデおよび先見者アサフのことばをも
って主を賛美する（略）
（歴代誌 第二 29章）
■ヨシヤの過越祭
アサフの子孫である歌い手たちは、ダビデ、ア
サフ、ヘマン、および王の先見者エドトンの命
令のとおりにその役目に就いていた。
（歴代誌 第二 35章15節）
■バビロンから帰還した子孫
昔から、ダビデとアサフの時代から、歌い手た
ちのかしらたちがいて、神への賛美と感謝の歌
がささげられた。ゼルバベルの時代とネヘミヤ
の時代、全イスラエルは、歌い手と門衛のた
めに定められた分を日ごとに渡していた。
（ネヘミヤ記 12章46〜47節）
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■契約の箱の前で使える歌うたいたち
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 25:1 ・・・アサフ、ヘマンおよ
びエドトンの子らを勤めのために分かち、琴
と、立琴と、シンバルをもって預言する者にし
た。1Ch 25:3 ・・・琴をもって主に感謝
し、かつほめたたえて預言したその父エドト
ン・・・1Ch 25:5 これらは皆、神がご自
身の約束にしたがって高くされた王の先見者
ヘマンの子たち・・・

神の怒り

1

誓いが破られている

恵みがない

1

1

■主の家を建てたいというダビデの祈りに答え
る（ダビデの契約） 1Ch 17:7-14

■ダビデの幕屋の契約の箱の前で、
主に感謝をささげる 1Ch 16:8-36

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、
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。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。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。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。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。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』」。

（詩篇105:1-15）
: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。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。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。主とその
み力とを求めよ。つねにそのみ顔をたずね
よ。そのしもべアブラハムのすえよ、その選ば
れたヤコブの子らよ。主のなされたくすしきみ
わざと、その奇跡と、そのみ口のさばきとを心
にとめよ。彼はわれわれの神、主にいます。
そのさばきは全地にある。主はとこしえにその
契約をみこころにとめられる。これはよろずよ
に命じられたみ言葉であって、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。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、言われた、「あなたにカナンの地を与え
て、あなたがたの受ける嗣業の分け前とす
る」と。その時、彼らの数は少なくて、数える
に足らず、かの国で旅びととなり、国から国
へ行き、この国からほかの民へ行った。主は人
の彼らをしえたげるのをゆるされず、彼らのた
めに王たちを懲しめて、言われた、「わが油
そそがれた者たちにさわってはならない。わが
預言者たちに害を加えてはならない」と。
（詩篇96）
:23- 全地よ、主に向かって歌え。日ごとに
その救を宣べ伝えよ。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。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。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。誉と威厳とはそのみ前にあり、力と喜びと
はその聖所にある。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。その
み名にふさわしい栄光を主に帰せよ。供え物
を携えて主のみ前にきたれ。聖なる装いをし
て主を拝め。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。そのとき林のもろもろの木
も主のみ前に喜び歌う。主は地をさばくため
にこられるからである。
（詩篇106:1/:47-48）
: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。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。
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。

