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■のろう
Mtt	5:44	しかし、わたしはあなたがたに言う。敵を
愛し、迫害する者のために祈れ。
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。

■終わりの日の祝福とのろい
Mtt	25:34	そのとき、王は右にいる人々に言うであろ
う、『わたしの父に祝福された人たちよ、・・御国を受け
つぎなさい。:35	あなたがたは、わたしが空腹のときに
食べさせ、かわいていたときに飲ませ、旅人であったとき
に宿を貸し、:36	裸であったときに着せ、病気のときに見
舞い、獄にいたときに尋ねてくれたからである』。
Mtt	25:41	それから、左にいる人々にも言うであろう、
『のろわれた者どもよ、わたしを離れて、悪魔とその使た
ちとのために用意されている永遠の火にはいってしまえ。

■信仰の先祖たち預言者たちの苦しみ
Hbr	11:36	なおほかの者たちは、あざけられ、むち
打たれ、しばり上げられ、投獄されるほどのめに会っ
た。:37	あるいは、石で打たれ、さいなまれ、のこぎり
で引かれ、つるぎで切り殺され、羊の皮や、やぎの皮を
着て歩きまわり、無一物になり、悩まされ、苦しめられ、

■サタンが荒野でイエスを試みる
Mtt	4::2	そして、四十日四十夜、断食をし、そののち空腹に
なられた。:3	すると試みる者がきて言った、「もしあなたが神の
子であるなら、これらの石がパンになるように命じてごらんなさ
い」。	

■主の祈りの「神の子となる」3つの課題
Mtt	6:11	わたしたちの日ごとの食物を、きょうもお与えくださ
い。:12	わたしたちに負債のある者をゆるしましたように、わたした
ちの負債をもおゆるしください。:13	わたしたちを試みに会わせな
いで、悪しき者からお救いください。

■平和の君、ソロモンの知恵
Deu	15:11	（安息年）・・『あなたは必ず国のうちにいるあなたの兄弟の乏しい者と、
貧しい者とに、手を開かなければならない』。
Psa	72:1	神よ、あなたの公平を王に与え、あなたの義を王の子に与えてくださ
い。:2	彼は義をもってあなたの民をさばき、公平をもってあなたの貧しい者をさばくよう
に。・・:13	彼は弱い者と乏しい者とをあわれみ、乏しい者のいのちを救い、:14	彼ら
のいのちを、しえたげと暴力とからあがなう。彼らの血は彼の目に尊い。
Prv	31:9	口を開いて、正しいさばきを行い、貧しい者と乏しい者の訴えをただせ。

■ソロモンの神殿奉献の祈り
1Kg	8:33	・・あなたに立ち返っ
て、あなたの名をあがめ、この宮で
あなたに祈り願うならば・・:35	
・・あなたが彼らを苦しめられる
時、彼らがこの所に向かって祈り、
あなたの名をあがめ、その罪を離
れるならば、・・: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。

■主イエスの名・インマヌエル
Mtt	1:23	「見よ、おとめがみ
ごもって男の子を産むであろう。その
名はインマヌエルと呼ばれるであろ
う」。これは、「神われらと共にいま
す」という意味である。
Rev	22:21	主イエスの恵みが、
すべての者とともにあるように。

■出エジプトのモーセの歌
Exd	15:11	主よ、神々のうち、だれがあなたに比べられよ
うか、だれがあなたのように、聖にして栄えあるもの、ほむべく
して恐るべきもの、くすしきわざを行うものであろうか。:12	あ
なたが右の手を伸べられると、地は彼らをのんだ。
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	15:14	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。
Exd	15:16	恐れと、おののきとは彼らに臨み・・

■国々に復讐する神
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、: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」。
Rev	21:1	わたしはまた、新しい天と新しい地とを見た。・・
Rev	21:3	また、御座から大きな声が叫ぶのを聞いた、
「見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は
神の民となり、神自ら人と共にいまして、

■契約の箱の前で感謝する歌
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	16:34（Psa	106:1	Psa	107:1）	
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。
2Ch	5:7	こうして祭司たちは主の契約の箱をそ
の場所にかつぎ入れ、宮の本殿である至聖所の
うちのケルビムの翼の下に置いた。・・: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、・・「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。

■詩篇第5巻の構成（田川構造）
Lev	26:12	・・あなたがたの神となり、あな
たがたはわたしの民となるであろう。

■苦しみの中で叫ぶと救われる
（契約を覚えてともにいる）
Exd	2:23	・・（エジプトで）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、

■わたしはともにいる
Exd	3:9	いまイスラエルの人々の叫びがわたし
に届いた。わたしはまたエジプトびとが彼らをしえ
たげる、そのしえたげを見た。・・:12	神は言わ
れた、「わたしは必ずあなたと共にいる。・・:14	
神はモーセに言われた、「わたしは、有って有る
者」。・・『「わたしは有る」というかたが、わたし
をあなたがたのところへつかわされました』
と」。・・:15	・・『あなたがたの先祖の神、ア
ブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主
が、わたしをあなたがたのところへつかわされまし
た』と。これは永遠にわたしの名、これは世々のわ
たしの呼び名である。

■主が国々をさばく（第1巻	Psa	55-60）
Psa	57:1	神よ、わたしをあわれんでください。
わたしをあわれんでください。
Psa	60:1	神よ、あなたはわれらを捨て、われ
らを打ち破られました。あなたは憤られました。再
びわれらをかえしてください。

■主のしもべモーセの歌（カナンでの証拠の歌）
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」。

■国々の中で賛美する
Psa	117:1	もろもろの国よ、主をほめたたえよ。
もろもろの民よ、主をたたえまつれ。:2	われらに賜
わるそのいつくしみは大きいからである。主のまこと
はとこしえに絶えることがない。主をほめたたえよ。
Psa	106:47	われらの神、主よ、われらを救っ
て、もろもろの国民のなかから集めてください。われ
らは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。

■民の救いを見て、国々が主を知る
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。:60	そうすれば、
地のすべての民は主が神であることと、他に神の
ないことを知るに至るであろう。

■イスカリオテのユダ
Act	1:20	詩篇に、・・『その職は、
ほかの者に取らせよ』とある・・

相手をのろう																																																																										詩人をのろう
			

苦しみからの救い	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主に感謝せよ

Psa	60:1-4	敵の攻撃から救われ、国々がさばかれる									Psa	57:7-11	滅びの穴から救われ、国々の中で賛美する

恵みのみわざ	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　悩みからの救い

相手の恥																																																詩人の恥
			

■イスラエルの賛美に住む方
Exd	15:11	主よ、神々のうち、だれがあなたに比べられようか、だれがあなたのよう
に、聖にして栄えあるもの、ほむべくして恐るべきもの、くすしきわざを行うものであろうか。
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。

■神の右の座に着く
Act	2:32	このイエスを、神はよみがえらせ
た。そして、わたしたちは皆その証人なのであ
る。Act	2:33	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。このことは、あ
なたがたが現に見聞きしているとおりであ
る。:34	ダビデが天に上ったのではない。彼
自身こう言っている、『主はわが主に仰せになっ
た、:35	あなたの敵をあなたの足台にするまで
は、わたしの右に座していなさい』。

■サレムの王メルキ・ぜデク（平和王・義王）
Gen	14:18	その時、サレムの王メルキゼデ
クはパンとぶどう酒とを持ってきた。彼はいと高
き神の祭司である。:19	彼はアブラムを祝福
して言った、「願わくは天地の主なるいと高き神
が、アブラムを祝福されるように。:20	願わ
くはあなたの敵をあなたの手に渡されたいと高
き神があがめられるように」。アブラムは彼に
すべての物の十分の一を贈った。

■永遠の契約による大祭司
Hbr	5:1	大祭司なるものはすべ
て、人間の中から選ばれて、罪の
ために供え物といけにえとをささげ
るように、人々のために神に仕える
役に任じられた者である。
Hbr	8:1	以上述べたことの要点
は、このような大祭司がわたしたち
のためにおられ、天にあって大能者
の御座の右に座し、:2	人間によ
らず主によって設けられた真の幕屋
なる聖所で仕えておられる、という
ことである。
Hbr	10:12	しかるに、キリストは
多くの罪のために一つの永遠のいけ
にえをささげた後、神の右に座し、

■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」』。

■ほむべきかな主
1Ch	16:36	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」と。
Psa	72:18	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。

■主の名の宣言
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、: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」

■みこころが天で地で
Mtt	6:9	だから、あなたがたはこう祈
りなさい、天にいますわれらの父よ、御名
があがめられますように。:10	御国がき
ますように。みこころが天に行われるとお
り、地にも行われますように。
Mtt	6:33	まず神の国と神の義とを求
めなさい。そうすれば、これらのものは、す
べて添えて与えられるであろう。

■年に1度、大祭司のいけにえ
（ヨム・キプール、あがないの日、断食）
Lev	16:33	彼は至聖所のために、あがないをなし、また会見の
幕屋のためと、祭壇のために、あがないをなし、また祭司たちのため
と、民の全会衆のために、あがないをしなければならない。:34	こ
れはあなたがたの永久に守るべき定めであって、イスラエルの人々のも
ろもろの罪のために、年に一度あがないをするものである」。
Lev	23:27	「特にその七月の十日は贖罪の日である。・・

■とこしえ、永遠、限りなく
Exd	15:18	主は永遠に統べ
治められる
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。	

■永遠の契約
Gen	17:7	わたしはあなた及
び後の代々の子孫と契約を立て
て、永遠の契約とし、あなたと
後の子孫との神となるであろう。
Psa	89:28	わたしはとこしえ
に、わがいつくしみを彼のために
保ち、わが契約は彼のために
堅く立つ。
Hbr	13:20	永遠の契約の血
による羊の大牧者、わたしたちの
主イエスを、死人の中から引き上
げられた平和の神が、

■メルキゼデクの祝福のことば
Gen	14:19	「願わくは天地
の主なるいと高き神が、アブラム
を祝福されるように。:20	願わ
くはあなたの敵をあなたの手に
渡されたいと高き神があがめら
れるように」。

■感謝しようではありませんか
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。

■賛美しようではありませんか（賛美のいけにえ）
Hbr	13:15	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。:16	そして、善を行うことと施しをすること
とを、忘れてはいけない。神は、このようないけに
えを喜ばれる。

■主の目に直き（正しい）
Exd	15:26	言われた、「あなたが、もしあなたの神、
主の声に良く聞き従い、その目に正しいと見られることを行
い、その戒めに耳を傾け、すべての定めを守るならば、
1Kg	11:38	もし、あなたが、わたしの命じるすべての事
を聞いて、わたしの道に歩み、わたしの目にかなう事を行
い、わたしのしもべダビデがしたように、わたしの定めと戒
めとを守るならば、

■神のみこころを行うために来た
Hbr	10:7	その時、わたしは言った、
『神よ、わたしにつき、巻物の書物に書
いてあるとおり、見よ、御旨を行うためにま
いりました』」。
:10	この御旨に基きただ一度イエス・キ
リストのからだがささげられたことによっ
て、わたしたちはきよめられたのであ
る。・・:12	しかるに、キリストは多くの罪
のために一つの永遠のいけにえをささげ
た後、神の右に座し、

		誓い：祭司であるメシア	　　　　　ことば：王であるメシア

御名を賛美する	　契約の変わらない真実	　あわれみの契約	　みわざに感謝する
			

教えによる滅び	　ゆるがない信頼	　あわれみのいけにえ	　　　教えの祝福
			

■ダビデの町のギホンの泉
（湧き水＝生ける水）
1Kg	1:33	王は彼らに言った、
「あなたがたの主君の家来たちを連
れ、わが子ソロモンをわたしの騾馬
に乗せ、彼を導いてギホンに下
り、:34	その所で祭司ザドクと預
言者ナタンは彼に油を注いでイスラ
エルの王としなさい。そしてラッパを
吹いて、『ソロモン王万歳』と言い
なさい。
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」。
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■過越祭の賛美（ハレル）
Mtt	26:20	夕方になって、イエスは
十二弟子と一緒に食事の席につかれ
た。・・・:30	彼らは、賛美を歌った
後、オリブ山へ出かけて行った。
Hbr	2:12	・・・教会の中で、あな
たを賛美しよう」
Psa	22:22	・・・会衆の中であな
たをほめたたえる（ハレル）でしょう。

■エルサレムが不妊、子を産まない
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。:27	すなわち、こう書いてある、「喜
べ、不妊の女よ。声をあげて喜べ、産みの
苦しみを知らない女よ。ひとり者となってい
る女は多くの子を産み、その数は、夫ある
女の子らよりも多い」。（Isa	54:1）

■あがなわれた者たち
Isa	54:5	あなたを造られた者はあなた
の夫であって、その名は万軍の主。あなた
をあがなわれる者は、イスラエルの聖者で
あって、全地の神ととなえられる。
1Co	7:22	主にあって召された奴隷
は、主によって自由人とされた者であり、ま
た、召された自由人はキリストの奴隷なの
である。:23	あなたがたは、代価を払
って買いとられたのだ。

■聖なる住まいに導いた
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。・・:17	
・・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。

■救い出された歌
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、
2Sm	22:7	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。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。
Exd	15:14	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。

■岩からの水
Exd	17:6	見よ、わたしはホレブの岩の上であなた
の前に立つであろう。あなたは岩を打ちなさい。水
がそれから出て、民はそれを飲むことができる」。

■イスラエルの山に預言する（廃墟が建て直される）
Ezk	36:6	それゆえ、あなたはイスラエルの地の事
を預言し、山と、丘と、くぼ地と、谷とに言え。主なる
神はこう言われる、見よ、あなたがたは諸国民のは
ずかしめを受けたので、わたしはねたみと怒りとをもっ
て語る。
Ezk	36:24	わたしはあなたがたを諸国民の中から
導き出し、万国から集めて、あなたがたの国に行かせ
る。:25	わたしは清い水をあなたがたに注いで、
すべての汚れから清め、またあなたがたを、すべての
偶像から清める。:26	わたしは新しい心をあなた
がたに与え、新しい霊をあなたがたの内に授け、あ
なたがたの肉から、石の心を除いて、肉の心を与え
る。:27	わたしはまたわが霊をあなたがたのうちに
置いて、わが定めに歩ませ、わがおきてを守ってこれを
行わせる。
Jhn	7:38	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。

■福音書の時代
Isa	35:5そのとき、目の見えない者の目は開か
れ、耳の聞こえない者の耳は開けられる。:6そ
のとき、足の萎えた者は鹿のように飛び跳ね、口
のきけない者の舌は喜び歌う。荒野に水が湧き
出し、荒れ地に川が流れるからだ。
Lke	4:18	「主の御霊がわたしに宿ってい
る。貧しい人々に福音を宣べ伝えさ・・目の見えな
い者の目が開かれることを告げ知らせ、・・:19	
主のめぐみの年を告げ知らせるのである」。

■信頼する者の盾
Gen	15:1	これらの事（王たちに勝利をおさ
めた）の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに
臨んだ、「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	22:1	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、:2	彼は言った、
「主はわが岩、・・: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	22:31	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。・・: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。

■都の再建、子が増える
Ezk	36:10	わたしはあなたがたの上に人をふや
す。これはことごとくイスラエルの家の者となり、町々
には人が住み、荒れ跡は建て直される。Ezk	
36:11	わたしはあなたがたの上に人と獣とをふや
す。彼らはふえて、子を生む。わたしはあなたがた
の上に、昔のように人を住ませ、初めの時よりも、ま
さる恵みをあなたがたに施す。その時あなたがた
は、わたしが主であることを悟る。

■主は天地の造り主
Exd	20:11	主は六日のうちに、天と地と海と、そ
の中のすべてのものを造って、七日目に休まれたから
である。それで主は安息日を祝福して聖とされた。
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。・・それに仕えては
ならない。・・:6	わたしを愛し、わたしの戒めを守る
ものには、恵みを施して、千代に至るであろう。

■不妊の女の祈り（ハンナ、マリア）
1Sm	2:1	ハンナは祈って言った・・:5	
飽き足りた者は食のために雇われ、飢えた
ものは、もはや飢えることがない。不妊の
女は七人の子を産み、多くの子をもつ女は
孤独となる。: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。
Lke	1:52	権力ある者を王座から引き
おろし、卑しい者を引き上げ、Lke	1:53	
飢えている者を良いもので飽かせ、富んで
いる者を空腹のまま帰らせなさいます。

■天の軍勢の賛美
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、:14	「いと高き
ところでは、神に栄光があるように、地の
上では、み心にかなう人々に平和がある
ように」。

■主の名を置く神殿、しもべの祈りを
天で聞く
1Kg	8:29	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。30	・・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。・・・:53	あなた
は彼らを地のすべての民のうちから区別
して、あなたの嗣業とされたからです。
主なる神よ、あなたがわれわれの先
祖をエジプトから導き出された時、モ
ーセによって言われたとおりです」。

■海、山、川
2Sm	22:12	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。・・: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。・・:16	主の
とがめと、その鼻のいぶきとによって、海の
底はあらわれ、世界の基が、あらわになっ
た。
Psa	93:3	主よ、大水は声をあげまし
た。大水はその声をあげました。大水はそ
のとどろく声をあげます。:4	主は高き所に
いらせられて、その勢いは多くの水のとどろ
きにまさり、海の大波にまさって盛んです。
Psa	29:3	主のみ声は水の上にあり、
栄光の神は雷をとどろかせ、主は大水の上
におられる。・・:6	主はレバノンを子牛の
ように踊らせ、シリオンを若い野牛のように
踊らされる。

■我々のためにではなく・・・
Ezk	36:22	それゆえ、あなたはイスラエル
の家に言え。主なる神はこう言われる、イスラエ
ルの家よ、わたしがすることはあなたがたのた
めではない。それはあなたがたが行った諸国
民の中で汚した、わが聖なる名のためである。

■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、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、

■エジプトと荒野での偶像礼拝
Act	7:41	そのころ、彼らは子牛の像を造
り、その偶像に供え物をささげ、自分たちの
手で造ったものを祭ってうち興じていた。:42	
そこで、神は顔をそむけ、彼らを天の星を拝む
ままに任せられた。・・:43	あなたがたは、
モロクの幕屋やロンパの星の神を、かつぎ回っ
た。それらは、拝むために自分で造った偶像
に過ぎぬ。・・

泉のわく所へ			海川山がおののく			海川山が退く			救い出して聖所へ しもべを王座に										天に座す神		栄光は天に	主の名をほめたたよえ

天の神が地を与えた	　　　　　　　主に信頼する者に祝福	　　　　　　　偶像に信頼する者にのろい	　　　　　天の神のほかに神なし

■主に願いが聞かれる
1Sm	1:20	彼女（ハンナ）はみごも
り、その時が巡ってきて、男の子を産み、
「わたしがこの子を主に求めたからだ」と
いって、その名をサムエルと名づけた。

■ダビデが救い出された日の祈り
（2Sm	22、Psa	18）
Psa	18:3	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
のです。
「Psa	18:4	死の綱は、わたしを取
り巻き、滅びの大水は、わたしを襲いま
した。:5	陰府の綱は、わたしを囲
み、死のわなは、わたしに立ちむかいま
した。」
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。

■死、よみからの救い（預言者ヨナ）
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。

■聖なる宮を仰ぎ見たい（民のいるところ、主の
家の大庭）
Jna	2:4	わたしは言った、『・・どうして再び
あなたの聖なる宮を望みえようか』。・・	2:7	
・・わたしの祈はあなたに至り、あなたの聖な
る宮に達した。

■いけにえを捧げる、誓いを果たす
Jna	2:9	しかしわたしは感謝の声をもって、
あなたに犠牲をささげ、わたしの誓いをはた
す。救は主にある」。

■十字架上での祈り
Psa	22:22	わたしはあなたのみ名を兄弟た
ちに告げ、会衆の中であなたをほめたたえるで
しょう。
Psa	22:23	主を恐れる者よ、主をほめたた
えよ。ヤコブのもろもろのすえよ、主をあがめよ。
イスラエルのもろもろのすえよ、主をおじおそれ
よ。:24	主が苦しむ者の苦しみをかろんじ、い
とわれず、・・その叫ぶときに聞かれたからで
ある。:25	大いなる会衆の中で、わたしの賛美
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。

■全世界が賛美する
Psa	22:27	地のはての者はみな思い出し
て、主に帰り、もろもろの国のやからはみな、み
前に伏し拝むでしょう。

■全世界の国々が賛美する
Psa	22:27	地のはての者はみな思い出して、主
に帰り、もろもろの国のやからはみな、み前に伏し拝
むでしょう。:28	国は主のものであって、主はもろもろ
の国民を統べ治められます。

■異邦人の救い（ローマ人への手紙）
Rom	15:9	異邦人もあわれみを受けて神をあがめ
るようになるためである、「それゆえ、わたしは、異邦
人の中であなたにさんびをささげ、また、御名をほめ
歌う（Psa	18:49）」と書いてあるとおりである。
Rom	15:10	また、こう言っている、「異邦人よ、主
の民と共に喜べ（Deu	32:43）」。
Rom	15:11	また、「すべての異邦人よ、主をほめ
まつれ。もろもろの民よ、主をほめたたえよ（Psa	
117:1）」。

■主の名を呼ぶ者は救われる
Rom	10:11	聖書は、「すべて彼を信じる者は、失
望に終ることがない」と言っている。:12	ユダヤ人と
ギリシヤ人との差別はない。同一の主が万民の主であ
って、彼を呼び求めるすべての人を豊かに恵んで下さる
からである。:13	なぜなら、「主の御名を呼び求め
る者は、すべて救われる」とあるからである。

■異邦人の王がソロモンに会いに来る
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、・・:9	あなたの
神、主はほむべきかな（詩篇巻末、父ゼカリ
ヤ）。・・
1Kg	10:23	このようにソロモン王は富も知恵
も、地のすべての王にまさっていたので、:24	全
地の人々は神がソロモンの心に授けられた知恵
を聞こうとしてソロモンに謁見を求めた。

■国々が主の光の中に来る
Rev	21:23	都は、日や月がそれを照す必要
がない。神の栄光が都を明るくし、小羊が都の
あかりだからである。: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。・・:26	人々は、諸国民の光栄とほ
まれとをそこに携えて来る。（Isa	60:1	起き
よ、光を放て。あなたの光が臨み、主の栄光が
あなたの上にのぼったから。）

■恵みとまことはとこしえまで（光が世に来た）
Jhn	1:9	すべての人を照すまことの光があっ
て、世にきた。
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。

■3連のことば
詩篇115、96、22、民数記6章
の大祭司の祝祷
Psa	96:7	もろもろの民のやから
よ、主に帰せよ、

■主は信頼する者の味方である
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。: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」。・・
Rom	8:31	・・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。・・:37	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（圧倒的な勝利
者である）。

■敵国から主の名によって救い出した
Exd	15:2	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。
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。
Hbr	12:7	あなたがたは訓練として
耐え忍びなさい。神はあなたがたを、
子として取り扱っておられるのである。

■（東の）門から栄光が入ってくる
Psa	24:7	門よ、こうべをあげよ。と
こしえの戸よ、あがれ。栄光の王がはい
られる。
Ezk	43:4	主の栄光が、東の方に面し
た門の道から宮にはいった時、:5	・・
主の栄光が宮に満ちた。
Zch	14:4	その日には彼の足が、東
の方エルサレムの前にあるオリブ山の上
に立つ。
Gen	3:24	神は人を追い出し、エデ
ンの園の東に・・

■主の名を呼ぶ
（御霊のペンテコステの日）
Jol	2:29	その日わたしはまたわが霊
をしもべ、はしために注ぐ。・・:32	す
べて主の名を呼ぶ者は救われる。
Rom	10:12	ユダヤ人とギリシヤ人と
の差別はない。同一の主が万民の主で
あって、彼を呼び求めるすべての人を豊
かに恵んで下さるからである。
Gen	4:26	セツにもまた男の子が生
れた。彼はその名をエノスと名づけた。
この時、人々は主の名を呼び始めた。

■主の名：恵みとあわれみ
カナン人を恐れる民をモーセがとりなす
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、・・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」。

■土台石の上に家を築く
1Pe	2:4	主は、人には捨てられたが、
神にとっては選ばれた尊い生ける石であ
る。・・:5	・・あなたがたも、それぞれ生
ける石となって、霊の家に築き上げら
れ、・・:6	・・隅のかしら石を置く。それ
により頼む者は、決して、失望に終ること
がない」。
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。

■ろばに乗ってエルサレムに入場する
Jhn	12:13	しゅろの枝を手にとり、迎え
に出て行った。そして叫んだ、「ホサナ、主
の御名によってきたる者に祝福あれ、イス
ラエルの王に」。
Lke	19:38	「主の御名によってきたる
王に、祝福あれ。天には平和、いと高きと
ころには栄光あれ」。

■117篇の国々の救いと「光」の連想
Psa	118:27	主は神であって、われらを
照された。（光を与えた）

■ダビデの天幕に契約の箱、主の座が入
ってきた時の歌
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。
1Ch	16:35	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。

救い、勝利、平和	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　恵み			 奴隷から自由へ	　　　　　　　　主に返す	　　　　　涙から安息へ　　　　　　　　	死からいのちへ

・国々が賛美
・民への恵みとまこと	

王が入る	　　　　　　　　　　民が入る

Deu	1:44	その山地に住んでい
るアモリびとが・・はちが追うよう
に、あなたがたを追いかけ・・
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■覚える	ザカール	文字ザイン
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」。

■道を乱す
Gen	6:12	神が地を見られると、それは
乱れていた。すべての人が地の上でその道
を乱したからである。
Gen	13:13	ソドムの人々はわるく、主に
対して、はなはだしい罪びとであった。

■世に義を宣べ伝える
2Pe	2:5	また、古い世界をそのままにして
おかないで、その不信仰な世界に洪水をき
たらせ、ただ、義の宣伝者ノアたち八人の者
だけを保護された。

■教えてください
Psa	25:4	主よ、あなたの大路をわたしに
知らせ、あなたの道をわたしに教えてくださ
い。
Psa	25:9	へりくだる者を公義に導き、へり
くだる者にその道を教えられる。
Psa	34:11	子らよ、来てわたしに聞け、
わたしは主を恐るべきことをあなたがたに教
えよう。
Psa	51:13	そうすればわたしは、とがを
犯した者にあなたの道を教え、罪びとはあ
なたに帰ってくるでしょう。

■民に律法を教える
2Ch	17:3	主はヨシャパテと共におられ
た。彼がその父ダビデの最初の道に歩ん
で、バアルに求めず、
2Ch	17:9	彼ら（レビ人祭司）は主の律
法の書を携えて、ユダで教をなし、またユダ
の町々をことごとく巡回して、民の間に教を
なした。

■慰め
Gen	5:29	「この子こそ、主が地をのろわ
れたため、骨折り働くわれわれを慰めるも
の」と言って、その名をノアと名づけた。
Gen	6:6	主は地の上に人を造ったのを悔
いて、心を痛め、
Exd	32:14	それで、主はその民に下すと
言われた災について思い直された。

■恵み
Gen	6:8	しかし、ノアは主の前に恵みを得た。

■悪者をさばく
Gen	6:5	主は人の悪が地にはびこり、すべて
その心に思いはかることが、いつも悪い事ばかり
であるのを見られた。・・
Gen	18:25	・・正しい者と悪い者とを同じよう
にすることも、あなたは決してなさらないでしょう。
全地をさばく者は公義を行うべきではありません
か」。

■ノアは全き者、正しい者
Gen	6:9	ノアの系図は次のとおりである。ノア
はその時代の人々の中で正しく、かつ全き人であ
った。ノアは神とともに歩んだ。

Gen	17:1	アブラムの九十九歳の時、主はア
ブラムに現れて言われた、「わたしは全能の神で
ある。あなたはわたしの前に歩み、全き者であ
れ。
Gen	18:19	・・正義と公道とを行わせるため
に彼を知ったのである。

■罪人の道を離れる
Psa	1:1	幸いな者よ。悪しき者のはかりごとに
歩まず、罪びとの道に立たず、あざける者の座に
すわらぬ人は。
Psa	18:21	わたしは主の道を守り、悪意をもっ
て、わが神を離れたことがなかったので
す、:22	そのすべてのおきてはわたしの前にあっ
て、わたしはその定めを捨てたことがなかったので
す。:23	わたしは主の前に欠けたところがなく、
自分を守って罪を犯しませんでした。

■幸いな者よ
Psa	1:1	幸いな者よ。・・:2	このような人は
主のおきてをよろこび、昼も夜もそのおきてを思
う。・・:6	主は正しい者の道を知られる。しか
し、悪しき者の道は滅びる。

■全き道、正しい道を歩む
Psa	15:1	主よ、・・あなたの聖なる山に住
むべき者はだれですか。:2	直く歩み、義を行
い、心から真実を語る者、・・:5	・・これらの事
を行う者はとこしえに動かされることはない。
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、義であって、正である。
Mtt	5:48	それだから、あなたがたの天の父
が完全であられるように、あなたがたも完全な者
となりなさい。

■おきてを聞いて目が開かれる
Gen	3:5	それを食べると、あなたがたの目が
開け、神のように善悪を知る者となることを、神は
知っておられるのです」・・:7	すると、ふたりの目
が開け、自分たちの裸であることがわかった・・

■地の寄留者、旅人、在留異国人
Gen	4:12	あなた（カイン）が土地を耕して
も、土地は、もはやあなたのために実を結びま
せん。あなたは地上の放浪者となるでしょう」。
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、:18	みなし子とやもめのために正しいさば
きを行い、また寄留の他国人を愛して、食物と着
物を与えられるからである。:19	それゆえ、あな
たがたは寄留の他国人を愛しなさい。あなたが
たもエジプトの国で寄留の他国人であった。

■のろわれた者、迷いでた者
Gen	3:14	主なる神はへびに言われた、「お
まえは、・・のろわれる。おまえは腹で、這いある
き、一生、ちりを食べるであろう。・・:17	更に人
（アダム）に言われた、「・・地はあなたのため
にのろわれ、あなたは一生、苦しんで地から食物
を取る。・・:23	そこで主なる神は彼をエデン
の園から追い出して、人が造られたその土を耕さ
せられた（仕える、しもべ）。

■高ぶる者、侮る者
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。Prv	
6:17	すなわち、高ぶる目、偽りを言う舌・・
Prv	1:7	主を恐れることは知識のはじめであ
る、愚かな者は知恵と教訓を軽んじる（侮る）。

■いのちの木への道
Gen	3:24	神は人を追い出し、エデンの園の
東に、ケルビムと、回る炎のつるぎとを置いて、命の
木の道を守らせられた。

■ちりに帰る、生きもの（魂）
Gen	3:19	あなたは顔に汗してパンを食べ、
ついに土に帰る、あなたは土から取られたのだか
ら。あなたは、ちりだから、ちりに帰る」。
Gen	2:7	主なる神は土のちりで人を造り、命
の息をその鼻に吹きいれられた。そこで人は生きた
者となった。

■奇跡としるし
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。

■つく、つき従う
Gen	2:24	それで人はその父と母を
離れて、妻と結び合い（つく）、一体
となるのである。
Deu	11:22	もしわたしがあなたが
たに命じるこのすべての命令をよく守って
行い、あなたがたの神、主を愛し、そ
のすべての道に歩み、主につき従うな
らば、

■ソロモンは知恵を求めた
1Kg	3:5	・・「あなたに何を与えよ
うか、求めなさい」・・:9	それゆえ、
聞きわける心をしもべに与えて、あなた
の民をさばかせ、わたしに善悪をわきま
えること（知恵）を得させてくださ
い。・・
1Kg	4:29	神はソロモンに非常に
多くの知恵と悟りを授け、また海べの
砂原のように広い心を授けられた。

■道を教える
Psa	25:12	主を恐れる人は、だれか。主はそ
の人に選ぶべき道を教えられる。
Mic	4:2	多くの国民は来て言う、「さあ、われ
われは主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。
彼はその道をわれわれに教え、われわれはその
道に歩もう」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。
Mtt	5:2	そこで、イエスは口を開き、彼らに教
えて言われた。

■不正な利得に傾く、誘惑される
1Sm	8:3	しかしその子らは父の道を歩まない
で、利にむかい、まいないを取って、さばきを曲
げた。
Gen	3:6	女がその木を見ると、それは食べるに
良く、目には美しく、賢くなるには好ましいと思われ
たから、
1Tm	2:14	またアダムは惑わされなかった
が、女は惑わされて、あやまちを犯した。

■高ぶるように誘惑される（主を恐れる知恵）
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	15:33	主を恐れることは知恵の教訓であ
る、謙遜（vs高ぶり）は、栄誉に先だつ。
Jms	1:14	人が誘惑に陥るのは、それぞれ、
欲に引かれ、さそわれるからである。

■目を離さない
Prv	3:21	わが子よ、確かな知恵と、慎みと
を守って、それをあなたの目から離してはならな
い。

■命令を守って生きよ
Deu	8:1	わたしが、きょう、命じるこのすべての
命令を、あなたがたは守って行わなければならな
い。そうすればあなたがたは生きることがで
き、・・

■ダビデ対ゴリヤテ、ヒゼキヤ対ラブシャケ
1Sm	17:26	ダビデはかたわらに立っている
人々に言った、「このペリシテびとを殺し、イスラエ
ルの恥をすすぐ人には、どうされるのですか。こ
の割礼なきペリシテびとは何者なので、生ける
神の軍をいどむのか」。
2Kg	19:22	あなたはだれをそしり、だれをの
のしったのか。あなたはだれにむかって声をあげ、
目を高くあげたのか。イスラエルの聖者にむかって
したのだ。

■ダビデ王の祈り
Psa	18:19	主はわたしを広い所につれ出し、
わたしを喜ばれるがゆえに、わたしを助けられまし
た。:20	主はわたしの義にしたがってわたしに報
い、わたしの手の清きにしたがってわたしに報い
かえされました。:21	わたしは主の道を守り、悪
意をもって、わが神を離れたことがなかったので
す、

■主を愛し、戒めを守る
Exd	20:6	わたしを愛し、わたしの戒
めを守るものには、恵みを施して、千代
に至るであろう。
Jsh	22:5	ただ主のしもべモーセ
が、あなたがたに命じた戒めと、律法
とを慎んで行い、あなたがたの神、主
を愛し、そのすべての道に歩み、その命
令を守って、主につき従い、心をつくし、
精神をつくして、主に仕えなさい」。

ギメル ג ベート ב アレフ א
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アブラハムが
選ばれた理由

主が求めておられる
ことは何か十戒の第2戒聞きなさい、イスラエル約束の地に入る前の

祝福とのろい
大祭司の祝祷
守られますように

約束の地で
モーセの教えを守れ

■待つ、待ち望む
Gen	8:12	さらに七日待ってまた、はとを
放ったところ、もはや彼のもとには帰ってこな
かった。
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。
Hbr	11:7	信仰によって、ノアはまだ見て
いない事がらについて御告げを受け、恐れ
かしこみつつ、その家族を救うために箱舟を
造り、その信仰によって世の罪をさばき、そし
て、信仰による義を受け継ぐ者となった。

■慰める者ノア
Gen	5:29	「この子こそ、主が地をのろわ
れたため、骨折り働くわれわれを慰めるも
の」と言って、その名をノアと名づけた。

■迫害する者、高ぶる者、偽り者
Gen	6:11	時に世は神の前に乱れて、
暴虐が地に満ちた。
Gen	6:13	そこで神はノアに言われた、
「わたしは、すべての人を絶やそうと決心し
た。彼らは地を暴虐で満たしたから、わたし
は彼らを地とともに滅ぼそう。

■滅びの中から救われる
Gen	19:29	・・すなわちロトの住んでい
た町々を滅ぼされた時、神はアブラハムを
覚えて、その滅びの中からロトを救い出され
た。

■新しい創造、新しいアダム
Gen	8:4	箱舟は七月十七日にアララテの
山にとどまった。
Gen	9:1	神はノアとその子らとを祝福して
彼らに言われた、「生めよ、ふえよ、地に満
ちよ。

■天と地が堅く建てられる
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。
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。

■虹と雲：とこしえの契約を覚えるしるし
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」。

■みことばは滅びることなし
Gen	2:1	こうして天と地と、その万象とが
完成した。
Mtt	5:18	よく言っておく。天地が滅び
行くまでは、律法の一点、一画もすたること
はなく、ことごとく全うされるのである。
Mtt	24:35	天地は滅びるであろう。し
かしわたしの言葉は滅びることがない。

■良悪をさばく知恵
Gen	2:9	また主なる神は、見て美しく、食べる
に良いすべての木を土からはえさせ、更に園の中央
に命の木と、善悪を知る木とをはえさせられた。

■苦しみ
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。それはあなたを苦しめて、あな
たを試み、あなたの心のうちを知り、あなたがそ
の命令を守るか、どうかを知るためであった。:3	
それで主はあなたを苦しめ、あなたを飢えさせ、
あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかっ
たマナをもって、あなたを養われた。人はパンだけ
では生きず、人は主の口から出るすべてのことばに
よって生きることをあなたに知らせるためであっ
た。・・:6	あなたの神、主の命令を守り、その
道に歩んで、彼を恐れなければならない。
Deu	8:16	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（良）にするためであった。

■高ぶる者、偽り者
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。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、

■みことばは金銀にまさる
Psa	19:10	これらは金よりも、多くの純金より
も慕わしく、また蜜よりも、蜂の巣のしたたりよりも
甘い。:11	あなたのしもべは、これらによって戒
めをうける。これらを守れば、大いなる報いがあ
る。

■御手のわざ（創造）
Psa	102:25	あなたはいにしえ、地の基をす
えられました。天もまたあなたのみ手のわざで
す。

■主の前で喜ぶ（エデン）
Deu	12:18	あなたの神、主が選ばれる場
所で、・・主の前に喜び楽しまなければならな
い。
Gen	2:8	主なる神は東のかた、エデンに一つ
の園を設けて、その造った人をそこに置かれた。

■知る、恥
Gen	2:25	人とその妻とは、ふたりとも裸であ
ったが、恥ずかしいとは思わなかった。

Rom	1:21	なぜなら、彼らは神を知っていな
がら、神としてあがめず、感謝もせず、かえって
その思いはむなしくなり、その無知な心は暗くな
ったからである。
Rom	1:24	ゆえに、神は、彼らが心の欲情
にかられ、自分のからだを互にはずかしめて、汚
すままに任せられた。
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、ざん言する者、
Rom	1:32	彼らは、こうした事を行う者どもが
死に価するという神の定めをよく知りながら、自ら
それを行うばかりではなく、それを行う者どもを是
認さえしている。

ラメッド לカフ כユッド	יテット ט
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■出エジプトの道の光
（主がともにいるしるし）
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。:22	・・民の前から離れなか
った。

■教えは光、ともしび、命の道
Prv	6:23	戒めはともしびであ
る、教は光である、教訓の懲しめは
命の道である。
Eph	5:8	あなたがたは、以前は
やみであったが、今は主にあって光と
なっている。光の子らしく歩きなさい
――

■エジプトでの苦しみ
Gen	15:13	時に主はアブラムに
言われた、・・その人々は彼らを四百
年の間、悩ますでしょう。
Exd	1:11	そこでエジプトびとは
彼らの上に監督をおき、重い労役を
もって彼らを苦しめた。

■モーセの顔の光
Exd	34:29	モーセはそのあかしの板二枚を手
にして、シナイ山から下ったが、・・:30	・・モー
セを見ると、彼の顔の皮が光を放っていた・・

■主があがない出された民
Exd	15:11	主よ、神々のうち、だれがあなた
に比べられようか、だれがあなたのように、聖に
して栄えあるもの、ほむべくして恐るべきもの、くす
しきわざを行うものであろうか。
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。

■大祭司の祝祷：み顔を照らして
Num	6:25	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」』。

■ピネハスのねたみによるとこしえの義
（主の側に立つ、主の道に立つ）
Num	25:11	「祭司アロンの子なるエレアザル
の子ピネハスは・・:12	・・『わたしは平和の
契約を彼に授ける。:13	これは彼とその後の
子孫に永遠の祭司職の契約となるであろう。彼
はその神のために熱心であって、イスラエルの
人々のために罪のあがないをしたからである』
と」。
Psa	106:31	これによってピネハスはよろず代
まで、とこしえに義とされた。

■子孫に教えよ（とこしえに）
Deu	4:9	ただあなたはみずから慎み、またあ
なた自身をよく守りなさい。そして目に見たことを忘
れず、生きながらえている間、それらの事をあなた
の心から離してはならない。またそれらのことを、
あなたの子孫に知らせなければならない。
Deu	4:10	あなたがホレブにおいて、あなた
の神、主の前に立った日に、主はわたしに言われ
た、『民をわたしのもとに集めよ。わたしは彼らに
わたしの言葉を聞かせ、地上に生きながらえる
間、彼らにわたしを恐れることを学ばせ、またその
子供を教えることのできるようにさせよう』。

Deu	6:20	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』。
:21	・・われわれをエジプトから導き出された。
・・:24	そして主はこのすべての定めを行えと、
われわれに命じられた。これはわれわれの神、主
を恐れて、われわれが、つねにさいわいであり、
また今日のように、主がわれわれを守って命を保た
せるためである。
Deu	6:25	もしわれわれが、命じられたとおり
に、このすべての命令をわれわれの神、主の前に
守って行うならば、それはわれわれの義となるで
あろう』。

■心を尽くして
Deu	6:5	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。

■申命記の教え
Deu	4:6	あなたがたは、これを
守って行わなければならない。これ
は、もろもろの民にあなたがたの知
恵、また知識を示す事である。彼ら
は、このもろもろの定めを聞いて、『こ
の大いなる国民は、まことに知恵あ
り、知識ある民である』と言うであろ
う。

■申命記の教え
Deu	4:8	また、いずれの大いなる
国民に、きょう、わたしがあなたがた
の前に立てるこのすべての律法のよ
うな正しい定めと、おきてとがあるで
あろうか。
Deu	4:9	ただあなたはみずから
慎み、またあなた自身をよく守りなさ
い。そして目に見たことを忘れず、生き
ながらえている間、それらの事をあな
たの心から離してはならない。

■アブラハムの約束のとおりに
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」。

■申命記の教え
Deu	4:6	あなたがたは、これを
守って行わなければならない。これ
は、もろもろの民にあなたがたの知
恵、また知識を示す事である。彼ら
は、このもろもろの定めを聞いて、『こ
の大いなる国民は、まことに知恵あ
り、知識ある民である』と言うであろ
う。

■申命記の教え
Deu	4:3	あなたがたの目は、主がバア
ル・ペオルで行われたことを見た。ペオルの
バアルに従った人々は、あなたの神、主がこ
とごとく、あなたのうちから滅ぼしつくされた
のである。

■愛する（命令を守る）・憎む（偶像礼拝）
Deu	5:8	あなたは自分のために刻んだ像を造ってはなら
ない。:9	・・それに仕えてはならない。・・わたしを憎む
ものには、父の罪を子に報いて三、四代に及ぼし、:10	
わたしを愛し、わたしの戒めを守る者には恵みを施して千代
に至るであろう。

■愛：詩篇、箴言、申命記、ヨハネ福音書、ヨハネ手紙
Jhn	14:15	もしあなたがたがわたしを愛するならば、わ
たしのいましめを守るべきである。
Jhn	15:10	もしわたしのいましめを守るならば、あなた
がたはわたしの愛のうちにおるのである。それはわたしがわ
たしの父のいましめを守ったので、その愛のうちにおるのと同
じである。
1Jn	5:3	神を愛するとは、すなわち、その戒めを守ること
である。
Prv	4:6	知恵を捨てるな、それはあなたを守る。それを愛
せよ、それはあなたを保つ。
Prv	8:17	わたし（知恵）は、わたしを愛する者を愛する、
Prv	1:1	ダビデの子、イスラエルの王ソロモンのしん言。
Prv	25:1	これらもまたソロモンのしん言であり、ユダの王
ヒゼキヤに属する人々がこれを書き写した。

■ダビデの子、ダビデの道を歩む
2Sm	8:15	こうしてダビデはイスラエルの全地を治め、そ
のすべての民に正義と公平を行った。
1Kg	3:14	もしあなたが、あなたの父ダビデの歩んだよ
うに、わたしの道に歩んで、わたしの定めと命令とを守るなら
ば、わたしはあなたの日を長くするであろう」。

■エッサイの根から若枝
Isa	11:1	エッサイの株から一つの芽が出、そ
の根から一つの若枝が生えて実を結び、:2	その
上に主の霊がとどまる。これは知恵と悟りの霊、
深慮と才能の霊、主を知る知識と主を恐れる霊で
ある。:3	彼は主を恐れることを楽しみとし、その目
の見るところによって、さばきをなさず、その耳の聞
くところによって、定めをなさず、:4	正義をもって貧
しい者をさばき、公平をもって国のうちの柔和な者
のために定めをなし、その口のむちをもって国を撃
ち、そのくちびるの息をもって悪しき者を殺す。
Isa	12:2	見よ、神はわが救である。わたしは
信頼して恐れることはない。主なる神はわが力、
わが歌であり、わが救となられたからである」。

■偽りを憎む
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、偽りを言う舌、・・:19	偽りを
のべる証人・・
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。
Psa	12:2	人はみなその隣り人に偽りを語り、
へつらいのくちびると、ふたごころとをもって語
る。・・:6	主のことばは清き言葉である。地に設
けた炉で練り、七たびきよめた銀のようである。

■主は盾
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。

■わたしの愛する子
2Sm	12:24	ダビデは妻バテシバ・・は男の子
を産んだ。ダビデはその名をソロモンと名づけた。
主はこれを愛された。:25	そして預言者ナタンをつ
かわし、命じてその名をエデデア（愛する子）と呼
ばせられた。
Mtt	17:5	・・輝く雲が彼らをおおい、そして
雲の中から声がした、「これはわたしの愛する子、
わたしの心にかなう者である。これに聞け」。

■主が求めておられることは何か
Deu	10:12	イスラエルよ、今、あなたの神、主
があなたに求められる事はなんであるか。ただこれ
だけである。すなわちあなたの神、主を恐れ、その
すべての道に歩んで、彼を愛し、心をつくし、精神
をつくしてあなたの神、主に仕え、
Deu	10:13	また、わたしがきょうあなたに命じ
る主の命令と定めとを守って、さいわいを得ることで
ある。

Deu10:「主を恐れ」Deu10:「主の道に歩み」

Deu10:「主に仕え」 Deu10:「主を愛し」
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主イエスの山上の教え
律法を新たにする主が道である弟子たちに愛を余すところなく教えた最後の教え

ヨハネの手紙は
御霊のペンテコステ最後の幸いな者よ

タヴ תシン	שレーシュ רクフ ק

■呼び求める者に近くおられる神
Deu	4:7	われわれの神、主は、われわれが
呼び求める時、つねにわれわれに近くおられる。
いずれの大いなる国民に、このように近くおる神
があるであろうか。・・:9	・・そして目に見たこと
を忘れず、生きながらえている間、それらの事をあ
なたの心から離してはならない。・・

■呼ぶと聞いてくださる神
Exd	3:9	いまイスラエルの人々の叫びがわたし
に届いた。わたしはまたエジプトびとが彼らをしえ
たげる、そのしえたげを見た。
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。
Rom	10:13	なぜなら、「主の御名を呼び求
める者は、すべて救われる」とあるからである。

■民の悩みを見て救われる
Exd	3:7	主はまた言われた、「わたしは、エジ
プトにいるわたしの民の悩みを、つぶさに見、また
追い使う者のゆえに彼らの叫ぶのを聞いた。わ
たしは彼らの苦しみを知っている。
Deu	16:3	・・七日のあいだ、種入れぬパン
すなわち悩みのパンを、それと共に食べなけれ
ばならない。あなたがエジプトの国から出るとき、
急いで出たからである。・・エジプトの国から出て
きた日を常に覚えなければならない。

■救われたことを忘れるな
Deu	24:18	あなたはかつてエジプトで奴隷
であったが、あなたの神、主がそこからあなたを
救い出されたことを記憶しなければならない。

■正しい者は生きる
Ezk	18:9	わたしの定めに歩み、わたしのおき
てを忠実に守るならば、彼は正しい人である。彼
は必ず生きることができると、主なる神は言われ
る。

■恵みとまことなる神
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、

■しいたげる者が追い迫る
Exd	14:8	主がエジプトの王パロの心をかたく
なにされたので、彼はイスラエルの人々のあとを
追った。

■みことばは近くにある
Deu	30:11	わたしが、きょう、あなたに命じる
この戒めは、むずかしいものではなく、また遠い
ものでもない。・・:14	この言葉はあなたに、
はなはだ近くあってあなたの口にあり、またあなた
の心にあるから、あなたはこれを行うことができ
る。
Jsh	1:8	この律法の書をあなたの口から離す
ことなく、昼も夜もそれを思い、そのうちにしるされ
ていることを、ことごとく守って行わなければならな
い。:9	わたしはあなたに命じたではないか。強
く、また雄々しくあれ。あなたがどこへ行くにも、
あなたの神、主が共におられるゆえ、恐れては
ならない、おののいてはならない」。

■申命記の教え
Deu	4:1	イスラエルよ、いま、わたしが
あなたがたに教える定めと、おきてとを聞
いて、これを行いなさい。そうすれば、あ
なたがたは生きることができ、あなたがた
の先祖の神、主が賜わる地にはいって、
それを自分のものとすることができよう。
・・
Deu	4:4	しかし、あなたがたの神、主
につき従ったあなたがたは皆、きょう、生き
ながらえている。

■父ダビデの教え
1Kg	2:3	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。

■平和の王ソロモン
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。:10	
・・彼はわが子となり、わたしは彼の父とな
る。・・

■失われた羊のように迷いでた
Mtt	15:22	・・カナンの女が出て
きて、「主よ、ダビデの子よ、わたしを
あわれんでください。娘が悪霊にとり
つかれて苦しんでいます」と言って叫び
つづけた。:24	するとイエスは答えて
言われた、「わたしは、イスラエルの家
の失われた羊以外の者には、つかわさ
れていない」。:25	しかし、女は近寄
りイエスを拝して言った、「主よ、わたし
をお助けください」。

■助け、救い、ともにいる
Jhn	14:23	・・もしだれでもわたし
を愛するならば、わたしの言葉を守るで
あろう。そして、わたしの父はその人を愛
し、また、わたしたちはその人のところに
行って、その人と一緒に住むであろう。
Jhn	15:10	もしわたしのいましめを
守るならば、あなたがたはわたしの愛
のうちにおるのである。・・
Mtt	28:20	あなたがたに命じて
おいたいっさいのことを守るように教え
よ。見よ、わたしは世の終りまで、いつ
もあなたがたと共にいるのである」。

■父ダビデのように主を愛する王
2Kg	18:3	ヒゼキヤはすべて先祖ダ
ビデがおこなったように主の目にかなう
事を行い・・: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	22:2	ヨシヤは主の目にかなう
事を行い、先祖ダビデの道に歩んで右
にも左にも曲らなかった。・・:25	ヨシ
ヤのように心をつくし、精神をつくし、力
をつくしてモーセのすべての律法にした
がい、主に寄り頼んだ王はヨシヤの先
にはなく、またその後にも彼のような者
は起らなかった。

■ハレルヤ、主を賛美せよ
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。
1Ch	16:36	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」と。その時すべての民は「アァメ
ン」と言って主をほめたたえた。
2Ch	5:13	・・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。

■律法が心にきざまれる
Jer	31:33	しかし、それらの日の後
にわたしがイスラエルの家に立てる契
約はこれである。すなわちわたしは、
わたしの律法を彼らのうちに置き、その
心にしるす。わたしは彼らの神となり、
彼らはわたしの民となると主は言われ
る。

Deu10:「主の命令を守り」Deu10:「さいわいを得る」
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■苦しみの中で主を呼ぶ
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。
: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、
神は彼らみこころに留められた。
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、

■偽りのくちびる、欺きの舌
Rom	3::12	・・善を行う者はいない、
ひとりもいない。:13	彼らののどは、開
いた墓であり、彼らは、その舌で人を欺
き、彼らのくちびるには、まむしの毒があ
り、:14	彼らの口は、のろいと苦い言葉と
で満ちている。:15	彼らの足は、血を流
すのに速く、:16	彼らの道には、破壊と
悲惨とがある。:17	そして、彼らは平和
の道を知らない。:18	彼らの目の前に
は、神に対する恐れがない」。

■エジプトから連れ出す過越の日
Exd	12:42	これは彼らをエジプトの国
から導き出すために主が寝ずの番をされた
夜であった。ゆえにこの夜、すべてのイスラ
エルの人々は代々、主のために寝ずの番
をしなければならない。

■荒野で導く
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。

■神の家で守る
Gen	28:12	時に彼は夢をみた。一つ
のはしごが地の上に立ってい
て、・・:15	わたしはあなたと共にいて、
あなたがどこへ行くにもあなたを守り、あ
なたをこの地に連れ帰るであろう。わたし
は決してあなたを捨てず、あなたに語った
事を行うであろう」。:17	そして彼は恐れ
て言った、「これはなんという恐るべき所だ
ろう。これは神の家である。これは天の門
だ」。

■主の名を置くために選ばれる場所
Deu	12:10	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、:11	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。

■年に三度、祭りのために都に上る
Deu	16:2	主がその名を置くために選
ばれる場所で、
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。ただし、から手で主の前に
出てはならない。

■ダビデは神の家のを建てることを願う
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、

■エゼキエルの都回復の予言
Ezk	37:24	わがしもべダビデは彼らの
王となる。彼らすべての者のために、ひとり
の牧者が立つ。彼らはわがおきてに歩
み、わが定めを守って行う。:25	彼らは
わがしもべヤコブに、わたしが与えた地に
住む。これはあなたがたの先祖の住ん
だ所である。そこに彼らと、その子らと、そ
の子孫とが永遠に住み、わがしもべダビ
デが、永遠に彼らの君となる。:26	わた
しは彼らと平和の契約を結ぶ。これは彼
らの永遠の契約となる。わたしは彼らを祝
福し、彼らをふやし、わが聖所を永遠に
彼らの中に置く。:27	わがすみかは彼ら
と共にあり、わたしは彼らの神となり、彼ら
はわが民となる。:28	そしてわが聖所が
永遠に、彼らのうちにあるようになるとき、
諸国民は主なるわたしが、イスラエルを聖
別する者であることを悟る」。

■しもべが主人の手に目をそそぐ
Gen	16:5	そこでサライはアブラムに
言った、「わたしが受けた害はあなたの責
任です。わたしの女奴隷を・・わたしを見
下さげます。・・:6	アブラムはサライに
言った、「あなたの女奴隷はあなたの手
のうちにある。・・彼女はサライの顔を避
けて逃げた。・・:9	主の使は彼女に言
った、「あなたは女主人のもとに帰って、そ
の手に身を任せなさい」。

■御手を開いて恵みを施す
Psa	104:27	彼らは皆あなたが時に
したがって食物をお与えになるのを期待し
ている。:28	あなたがお与えになると、
彼らはそれを集める。あなたが手を開かれ
ると、彼らは良い物で満たされる。
Psa	145:15	よろずのものの目はあな
たを待ち望んでいます。あなたは時にした
がって彼らに食物を与えられます。:16	
あなたはみ手を開いて、すべての生けるも
のの願いを飽かせられます。

■主のあわれみ
Exd	33:19	主は言われた、「わたしは
わたしのもろもろの善をあなたの前に通ら
せ、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」。

■主は、主を愛する者たちの味方
Rom	8:28	神は、神を愛する者たち、
すなわち、ご計画に従って召された者たち
と共に働いて、万事を益となるようにして下
さることを、わたしたちは知っている。
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	8:39	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。

■ソロモン神殿奉献の祈り
2Ch	6:36	・・あなたが彼らを怒って、
敵にわたし、敵が彼らを捕虜として遠い
地あるいは近い地に引いて行くと
き、・・:38	その捕われの地で心をつく
し、精神をつくしてあなたに立ち返り、あ
なたが彼らの先祖に与えられた地、あな
たが選ばれた町、わたしがあなたの名の
ために建てたこの宮に向かって祈るなら
ば、:39	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。

■山に向かって目を上げる
Gen	22:2	神は言われた、「あなたの
子、あなたの愛するひとり子イサクを連れ
てモリヤの地に行き、わたしが示す山で
彼を燔祭としてささげなさい」:4	三日目
に、アブラハムは目をあげて、はるかにそ
の場所を見た。:13	この時アブラハム
が目をあげて見ると、うしろに、角をやぶに
掛けている一頭の雄羊がいた。・・:14	
・・「主の山に備えあり」と言う。
2Ch	3:1	ソロモンはエルサレムのモリ
アの山に主の宮を建てることを始めた。

■ダビデに与えられた契約
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。・・:9	・・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。・・:11	・・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。・・

■あわれみを求める祈り
1Sm	1:18	彼女（ハンナ）は言った、
「どうぞ、はしためにも、あなたの前に恵
みを得させてください」。
Lke	1:13	そこで御使が彼に言った、
「恐れるな、ザカリヤよ、あなたの祈が
聞きいれられたのだ。あなたの妻エリサベ
ツは男の子を産むであろう。その子をヨハネ
（ヨハンナ）と名づけなさい。

■イエスの母マリア
Lke	1:48	この卑しい女をさえ、心にか
けてくださいました。今からのち代々の人々
は、わたしをさいわいな女と言うでしょ
う、: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、:55	わたしたちの父祖アブラハム
とその子孫とをとこしえにあわれむと約束な
さったとおりに」。

■ヨハネの父ザカリヤ
Lke	1:73	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、:74	
わたしたちを敵の手から救い出し、: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、

■主は我らの味方
Psa	118:2	イスラエルは言え、「その
いつくしみはとこしえに絶えることがない」
と。
Psa	118:6	主がわたしに味方される
ので、恐れることはない。人はわたしに何
をなし得ようか。:7	主はわたしに味方
し、わたしを助けられるので、わたしを憎
む者についての願いを見るであろう。

■大水から救われる
Psa	18:4	死の綱は、わたしを取り巻
き、滅びの大水は、わたしを襲いました。

■翼に乗せて連れ出す
Exd	19:4	『あなたがたは、わたしが
エジプトびとにした事と、あなたがたを鷲
の翼に載せてわたしの所にこさせたことを
見た。
Psa	18:10	主はケルブに乗って飛び、
風の翼をもってかけり、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。
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■聖日礼拝の招詞
「主の家に行こう」と人々が言ったとき、私
は喜びました。
エルサレムよ、私たちの足は、あなたの門
のうちに立っているます。Psa	122:1-2
私たちの助けは主の御名にあります。
天地を創造された方。Psa	124:8

■ダビデの町、シオン
2Sm	5:7	ところがダビデはシオンの要
害を取った。これがダビデの町である。
1Kg	8:1	ソロモンは主の契約の箱をダ
ビデの町、すなわちシオンからかつぎ上ろ
う・・
Isa	2:3	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。彼はその道をわれわれに教えら
れる、われわれはその道に歩もう」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。
Hbr	12:22	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、
Rev	14:1	なお、わたしが見ていると、
見よ、小羊がシオンの山に立ってい
た。・・

■詩篇の出だし
（正悪の道、信頼する者の盾）
Psa	1:6	主は正しい者の道を知られ
る。しかし、悪しき者の道は滅びる。
Psa	2:6	「わたしはわが王を聖なる山
シオンに立てた」と。
Psa	2:12	・・すべて主に寄り頼む者
はさいわいである。
Psa	3:3	しかし主よ、あなたはわたしを
囲む盾、・・:4	わたしが声をあげて主を
呼ばわると、主は聖なる山からわたしに答
えられる・・:6	わたしを囲んで立ち構え
るちよろずの民をもわたしは恐れない。

■アブラハムが国々の王たちを打ち破って
後
Gen	14:18	その時、サレムの王メルキ
ゼデクはパンとぶどう酒とを持ってきた。
彼はいと高き神の祭司である。:19	彼
はアブラムを祝福して言った、「願わくは
天地の主なるいと高き神が、アブラムを祝
福されるように。:20	願わくはあなたの
敵をあなたの手に渡されたいと高き神が
あがめられるように」。:1	これらの事の
後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨
んだ、「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。あなたの受ける
報いは、はなはだ大きいであろう」

■捕囚の民が帰る
Deu	30:2	・・主に立ち帰り・・主の声
に聞き従うならば、:3	・・主はあなたを
再び栄えさせ・・主はあなたを散らされた
国々から再び集められるであろう。:4	たと
いあなたが天のはてに追いやられても、あ
なたの神、主はそこからあなたを集め、そ
こからあなたを連れ帰られるであろう。

■ソロモンの神殿奉献の祈り
1Kg	8:46	・・あなたが彼らを怒り、
彼らを敵にわたし、敵が彼らを捕虜とし
て遠近にかかわらず、敵の地に引いて行
く時、:47	もし彼らが捕われていった地
で、みずから省みて悔い・・:48	自分を
捕えていった敵の地で・・あなたが選ば
れた町、わたしがあなたの名のために建
てた宮の方に向かって、あなたに祈るなら
ば、:49	あなたのすみかである天で、
彼らの祈と願いを聞いて、彼らを助け、

■主の日、破壊の日が来る時に
Jol	2:12	主は言われる、「今からで
も、あなたがたは心をつくし、断食と嘆き
と、悲しみとをもってわたしに帰
れ。・・:17	主に仕える祭司たちは、廊
と祭壇との間で泣いて言え、「主よ、あな
たの民をゆるし、・・:21	地よ恐るな、喜
び楽しめ、主は大いなる事を行われたから
である。・・:23	シオンの子らよ、あなた
がたの神、主によって喜び楽しめ。主はあ
なたがたを義とするために秋の雨を賜い、
またあなたがたのために豊かに雨を降ら
せ、前のように、秋の雨と春の雨とを降ら
せられる。・・:29	その日わたしはまたわ
が霊をしもべ、はしために注ぐ・・:32	
すべて主の名を呼ぶ者は救われる。それ
は・・シオンの山とエルサレムとに、のが
れる者があるからである。
Jol	3:1	見よ、わたしがユダとエルサレ
ムとの幸福をもとに返すその日、その
時、・・:20	しかしユダは永遠に人の住
む所となり、エルサレムは世々に保
つ。:21	わたしは彼らに血の報復をな
し、とがある者をゆるさない。主はシオンに
住まわれる」。

■主を恐れる者に子孫が与えられる
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。あなたの受ける
報いは、はなはだ大きいであろう」。:2	アブラ
ムは言った、「主なる神よ、わたしには子がな
く、・・:5	そして主は彼を外に連れ出して言わ
れた、「天を仰いで、星を数えることができるな
ら、数えてみなさい」。また彼に言われた、「あ
なたの子孫はあのようになるでしょう」。:6	アブ
ラムは主を信じた。主はこれを彼の義と認められ
た。

■アブラハムを選んだのは主の道を守らせるため
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。

■オリーブの木のひこばえ（曾孫生え）
Isa	11:1	エッサイの株から一つの芽が出、そ
の根から一つの若枝が生えて実を結び、

■主を恐れる者に祝福が与えられる
Exd	1:21	助産婦たちは神をおそれたの
で、神は彼女たちの家を栄えさせられた。
Job	1:8	主はサタンに言われた、「あなたは
わたしのしもべヨブのように全く、かつ正しく、神
を恐れ、悪に遠ざかる者の世にないことを気づ
いたか」。
Prv	22:4	謙遜と主を恐れることとの報い
は、富と誉と命とである。

■主を恐れる知恵あるソロモンによる平和と繁栄
1Kg	3:9	それゆえ、聞きわける心をしもべに
与えて、あなたの民をさばかせ、わたしに善悪を
わきまえることを得させてください。・・:12	見
よ、わたしはあなたの言葉にしたがって、賢い、
英明な心を与える。・・:13	わたしはまたあな
たの求めないもの、すなわち富と誉をもあなたに
与える。あなたの生きているかぎり、王たちのうち
にあなたに並ぶ者はないであろう・・:14	もし
あなたが、あなたの父ダビデの歩んだように、
わたしの道に歩んで、わたしの定めと命令とを守
るならば、わたしはあなたの日を長くするであろ
う」。

■苦しめる者、平和を憎む者
（主を恐れない者（高ぶる者）は
弱者をしいたげる）
Psa	120:1	わたしが悩みのうちに、主に
呼ばわると、主はわたしに答えられる。
Psa	120:6	わたしは久しく平安を憎む者の
なかに住んでいた。

■さあイスラエルは言え
（主の名による助け）
Psa	124:1	今、イスラエルは言え、主がも
しわれらの方におられなかったならば、
Psa	124:8	われらの助けは天地を造られ
た主のみ名にある。

■主の名による祝福
Rth	2:4	その時ボアズは、ベツレヘム
からきて、刈る者どもに言った、「主があな
たがたと共におられますように」。彼らは
答えた、「主があなたを祝福されますよう
に」。
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。・・: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」。
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。
Lke	19:38	「主の御名によってきたる
王に、祝福あれ。天には平和、いと高きと
ころには栄光あれ」。

■アダムの責任は、園（都）で仕える守る
Gen	2:15	主なる神は人を連れて行ってエデン
の園に置き、これを耕させ、これを守らせられた。

■辛苦の糧を得る
Gen	3:16	つぎに女（エバ）に言われた、・・あ
なたは苦しんで子を産む。
Gen	3:17	更に人（アダム）に・・あなたは一
生、苦しんで地から食物を取る。

■約束の地は自分で労しなかった地
Jsh	24:13	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。
そしてあなたがたはいまその所に住んでいる。

■主の住まいを得るまで、まどろむことなし
Psa	132:1	主よ、ダビデのために、そのもろもろ
の辛苦をみこころにとめてください。:2	ダビデは主
に誓い、ヤコブの全能者に誓いを立てて言いまし
た、:3	「わたしは主のために所を捜し出し、ヤコ
ブの全能者のためにすまいを求め得るまでは、わが
家に入らず、わが寝台に上らず、わが目に眠りを与
えず、わがまぶたにまどろみを与えません」。

■子孫で満たされる
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。

■ダビデの子が主の家を建てる、町を建てる
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。・・:11	・・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。
2Ch	8:1	ソロモンは二十年を経て、主の家と自分
の家とを建て終った。:2	またソロモンはヒラムから送
られた町々を建て直して、そこにイスラエルの人々を住
ませた。

■知恵のある王
Prv	16:32	怒りをおそくする者は勇士にまさり、自
分の心を治める者は城を攻め取る者にまさる。
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■エルサレム荒廃の回復、ダニエルの祈り
Dan	9:2	・・ダニエルは・・エルサレムの
荒廃の終るまでに・・七十年であることを、文
書によって悟った。
:3	・・わが顔を主なる神に向け・・祈り、
かつ願い求めた。:4	・・「ああ、大いなる恐
るべき神、主、おのれを愛し、おのれの戒めを
守る者のために契約を保ち、いつくしみを施さ
れる者よ、:5	われわれは罪を犯し、不義をお
こない、悪をなし、そむいて、あなたの戒めと、
おきてを離れました。:8	主よ、恥はわれわ
れのもの、われわれの王たち、君たちおよび
先祖たちのものです。これはわれわれがあな
たにむかって罪を犯したからです。
:9	あわれみと、ゆるしはわれわれの神、主の
ものです。・・
: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。・・: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。・・:19	主よ、聞いてく
ださい。主よ、ゆるしてください。

■あがないの日を耐え忍んで待つ
Dan	12:12	忍んで待ち、千三百三十五日に至
る者はさいわいです。

■民のあがないを待ち望む
Lke	1:67	父ザカリヤは聖霊に満たさ
れ、・・:68・・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。
Lke	2:25	その時、エルサレムにシメオンとい
う名の人がいた。この人は正しい信仰深い人
で、イスラエルの慰められるのを待ち望んでい
た・・
Lke	2:38	この老女も・・エルサレムの救を待
ち望んでいるすべての人々に語りきかせた。

■あがないの日、ダビデの子が座につく日を待つ
Mtt	3:2	「悔い改めよ、天国は近づいた」。

■エルサレム崩壊の予言・オリーブ山の説教
Mtt	24:3	またオリブ山で・・いつ、そんなこ
とが起るのでしょうか。あなたがまたおいでにな
る時や、世の終りには、どんな前兆があります
か」。:4	そこでイエスは答えて・・「人に惑わさ
れないように気をつけなさい。・・・:13	しか
し、最後まで耐え忍ぶ者は救われる。・・:15	
預言者ダニエルによって言われた・・・

■高ぶる目
Prv	6:16	主の・・忌みきらわれるものが七つある。:17	
高ぶる目・・・

■大いなることに深入りしない、主の前にへりくだる
Job	42:2	「わたしは知ります、あなたはすべての事をな
すことができ、またいかなるおぼしめしでも、あなたにでき
ないことはないことを。:3	『無知をもって神の計りごとを
おおうこの者はだれか』。それゆえ、わたしはみずから悟ら
ない事を言い、みずから知らない、測り難い事を述べまし
た。
2Ch	1:7	・・「あなたに何を与えようか、求めなさ
い」。
2Ch	1:8	ソロモンは神に言った、「あなたはわたしの父
ダビデに大いなるいつくしみを示し、またわたしを彼に代って
王とされました。:9	主なる神よ、どうぞわが父ダビデに約
束された事を果してください。あなたは地のちりのような多く
の民の上にわたしを立てて王とされたからです。:10	この
民の前に出入りすることのできるように今わたしに知恵と知
識とを与えてください。だれがこのような大いなるあなたの
民をさばくことができましょうか」。
2Ch	2:5	またわたしの建てる家は大きな家です。われら
の神はすべての神よりも大いなる神だからです。
Deu	29:29	隠れた事はわれわれの神、主に属するも
のである。しかし表わされたことは長くわれわれとわれわれ
の子孫に属し、われわれにこの律法のすべての言葉を行わ
せるのである。

■主の日を待ち望む
2Pe	3:13	しかし、わたしたちは、神の約
束に従って、義の住む新しい天と新しい地とを
待ち望んでいる。:14	愛する者たちよ。それ
だから、この日を待っているあなたがたは、しみ
もなくきずもなく、安らかな心で、神のみまえ
に出られるように励みなさい。

■忍耐して主の約束を待つ
Hbr	10:36	神の御旨を行って約束のもの
を受けるため、あなたがたに必要なのは、忍
耐である。:37	「もうしばらくすれば、きたる
べきかたがお見えになる。遅くなることはな
い。:38	わが義人は、信仰によって生きる。
Hbr	12:22	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・・・
Hbr	13:14	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。

■アロンの栄光と美の装束
（エデンの園、神殿のモデル）
Exd	28:3	あなたはすべて心に知恵ある
者、すなわち、わたしが知恵の霊を満たした
者たちに語って、アロンの衣服を作らせ、・・
Exd	28:9	あなたは二つの縞めのうを取っ
て、その上にイスラエルの子たちの名を刻まな
ければならない。・・:12	・・こうしてアロン
は主の前でその両肩に彼らの名を負うて記念と
しなければならない。:29	アロンが聖所に
はいる時は、さばきの胸当にあるイスラエルの
子たちの名をその胸に置き、主の前に常に覚え
としなければならない。
Exd	30:30	あなたはアロンとその子たちに
油を注いで、彼らを聖別し、祭司としてわたし
に仕えさせなければならない。
:31	・・わたしの聖なる注ぎ油であって、

■ヘルモンの露
Deu	33:13	ヨセフについては言った、「どう
ぞ主が彼の地を祝福されるように。上なる天
の賜物と露、下に横たわる淵の賜物、・・

■7月1日にひとつに集まる、仮庵祭
Ezr	3:1	・・Neh	8:1	その時民は皆ひと
りのようになって水の門の前の広場に集まり、
主がイスラエルに与えられたモーセの律法の
書を持って来るように、学者エズラに求め
た。:2	祭司エズラは七月の一日に律法を携
えて来て、・・

■ひとつになる
Jhn	17:11	わたしはもうこの世にはいなくなりま
すが、彼らはこの世に残っており、わたしはみもとに
参ります。聖なる父よ、わたしに賜わった御名によっ
て彼らを守って下さい。それはわたしたちが一つであ
るように、彼らも一つになるためであります。

■御霊が注がれる
Act	2:1	五旬節の日がきて、みんなの者が一緒
に集まっていると、Act	2:4	すると、一同は聖霊に
満たされ、御霊が語らせるままに、いろいろの他国
の言葉で語り出した。
Act	2:46	そして日々心を一つにして、絶えず宮も
うでをなし、家ではパンをさき、よろこびと、まごころ
とをもって、食事を共にし、

■主の民はひとつになる
Hbr	12:22	しかしあなたがたが近づいているの
は、シオンの山、・・:23	天に登録されている長子
たちの教会・・
Eph	4:1	・・あなたがたが召されたその召しにふ
さわしく歩き、:2	できる限り謙虚で、かつ柔和であ
り、寛容を示し、愛をもって互に忍びあい、:3	平和
のきずなで結ばれて、聖霊による一致を守り続ける
ように努めなさい。:4	からだは一つ、御霊も一つ
である。あなたがたが召されたのは、一つの望みを
目ざして召されたのと同様である。5	主は一つ、信
仰は一つ、バプテスマは一つ。:6	すべてのものの
上にあり、すべてのものを貫き、すべてのものの内に
います、すべてのものの父なる神は一つである。

■主はほむべきかな、その理由
1Kg	8:15	彼は言った、「イスラエルの神、主はほむべ
きかな。主はその口をもってわたしの父ダビデに約束され
たことを、その手をもってなし遂げられた。主は言われた、
1Kg	8:56	「主はほむべきかな。主はすべて約束され
たように、その民イスラエルに太平を賜わった。そのしもべ
モーセによって仰せられたその良き約束は皆一つもたがわ
なかった。
Jsh	21:44	主は彼らの先祖たちに誓われたように、
四方に安息を賜わったので、すべての敵のうち、ひとりも
彼らに手向かう者はなかった。主が敵をことごとく彼らの
手に渡されたからである。
Jsh	21:45	主がイスラエルの家に約束されたすべての
良いことは、一つとしてたがわず、みな実現した。

■ダビデの契約の箱の前での賛美
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	16:36	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」と。その時すべての民は「アァメン」
と言って主をほめたたえた。

■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。

■天地創造主の祝福
Gen	2:1	こうして天と地と、その万象とが完
成した。:2	神は第七日にその作業を終えら
れた。・・:3	神はその第七日を祝福して、こ
れを聖別された。・・
Exd	20:11	主は六日のうちに、天と地と海
と、その中のすべてのものを造って、七日目に休
まれたからである。それで主は安息日を祝福し
て聖とされた。

■主の約束のとおりに
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。:70	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、: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、:73	
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、
Lke	1:45	主のお語りになったことが必ず
成就すると信じた女は、なんとさいわいなこと
でしょう」。
Lke	1:55	わたしたちの父祖アブラハムとそ
の子孫とをとこしえにあわれむと約束なさったと
おりに」。

1Ch	17:1	さてダビデは自分の家に住む
ようになったとき、預言者ナタンに言った、「見
よ、わたしは香柏の家に住んでいるが、主の
契約の箱は天幕のうちにある」。:2	ナタン
はダビデに言った、「神があなたとともにおら
れるから、すべてあなたの心にあるところを行
いなさい」。:3	その夜、神の言葉がナタン
に臨んで言った、
: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。

■ソロモン神殿奉献の祈り
（エルサレム）
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。
: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。・・:21	・・あ
なたのすみかである天から
聞き、聞いておゆるしくださ
い。

1Ch	17:7	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』」。

　　　主が来る　　　　　　　　　　　　　　　　主が誓う　　　　　　　　　　　　　　　ダビデが行く	　　　　　　　　　　　　　ダビデが誓う
主が宮に住み子を王座につかせる　　　	　　　　　ダビデの子を座につかせる	　　　　　　　　　主の足台のある宮に行く　　　　　　　　　　　　主の家を建てたい
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■詩篇113-118篇　ハレルヤ詩篇
Psa	134:1	見よ、夜、主の家に立って
主に仕えるすべてのしもべよ、主をほめ
よ・・
Psa	113:1	主をほめたたえよ。主のし
もべたちよ、ほめたたえよ。主のみ名をほ
めたたえよ。
Psa	115:4	彼らの偶像はしろがね
と、こがねで、人の手のわざである・・・
Psa	116:19	エルサレムよ、あなたの
中で、主の家の大庭の中で、これをつぐな
います。主をほめたたえよ。
Psa	118:2	イスラエルは言え、「その
いつくしみはとこしえに絶えることがない」
と。:3	アロンの家は言え・・:4	主をおそ
れる者は言え・・

■主の御名をほめたたえる
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	16:34	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。

■カナンの地を相続地とする
Deu	1:3	第四十年の十一月となり・・モ
ーセは・・授けられた命令を、ことごとく告
げた。:4	これはモーセが・・アモリびと
の王シホン・・バシャンの王オグを殺した
後であった。

■宝の民
Exd	19:5	・・わたしの声に聞き従い、わた
しの契約を守るならば、あなたがたはすべての
民にまさって、わたしの宝となるであろう。Deu	
7:6、Deu	14:2、Deu	26:18
Mal	3:17	「万軍の主は言われる、彼らはわ
たしが手を下して事を行う日に、わたしの者とな
り、わたしの宝となる。また人が自分に仕える子
をあわれむように、わたしは彼らをあわれむ。

■大いなる神
Exd	15:11	主よ、神々のうち、だれがあな
たに比べられようか、
1Ch	16:25	（Psa	96:4）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。
2Ch	2:5	またわたしの建てる家は大きな家で
す。われらの神はすべての神よりも大いなる神
だからです。

■その恵みはとこしえまで
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。
1Ch	16:41	また彼らとともにヘマン、エドトン
およびほかの選ばれて名をしるされた者どもがい
て、主のいつくしみの世々限りなきことについて主
に感謝した。
Exd	20:6	わたしを愛し、わたしの戒めを守るも
のには、恵みを施して、千代に至るであろう。
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、
Dan	9:4	・・「ああ、大いなる恐るべき神、
主、おのれを愛し、おのれの戒めを守る者のため
に契約を保ち、いつくしみを施される者よ
Ezr	3:11	彼らは互に歌いあって主をほめ、か
つ感謝し、「主はめぐみ深く、そのいつくしみはと
こしえにイスラエルに絶えることがない」・・主の
宮の基礎がすえられた・・

■第5巻第1集
Psa	107:1	（Psa	118:1	）主に
感謝せよ、主は恵みふかく・・

■歴史を語る詩篇
第4巻　Psa	105,	106

■ハレルヤ135、アーメン136

■十戒の板を与えられる
Deu	10:17a	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、
Deu	10:17b	人をかたより見ず、また、
まいないを取らず:18	みなし子とやもめ
のために正しいさばきを行い、また寄留の
他国人を愛して、食物と着物を与えられる
からである。

■食物を与える神
Psa	104:14	あなたは家畜のために草
をはえさせ、また人のためにその栽培する
植物を与えて、地から食物を出させられ
る。:15	すなわち人の心を喜ばすぶどう
酒、その顔をつややかにする油、人の心を
強くするパンなどである。
Psa	145:15	よろずのものの目はあな
たを待ち望んでいます。あなたは時にした
がって彼らに食物を与えられます。
Psa	146:7	しえたげられる者のために
さばきをおこない、飢えた者に食物を与え
られる。主は捕われ人を解き放たれる。
Psa	147:9	食物を獣に与え、また鳴
く小がらすに与えられる。

■復讐の神（偶像の国々に復讐し、しも
べをあわれむ）
Deu	32:35	彼らの足がすべるとき、わ
たしはあだを返し、報いをするであろ
う。・・
Deu	32:36	主はついにその民をさば
き、そのしもべらにあわれみを加えられるで
あろう。
Hbr	10:30	「復讐はわたしのすること
である。わたし自身が報復する」と言わ
れ、また「主はその民をさばかれる」と言わ
れたかたを、わたしたちは知っている。

御名を賛美　　　　偶像のわざ　　　	主の御名　　　　　　　主のみわざ　　　　　　　　　　　　　主の御名　　　　御名を賛美
民をあわれむ	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地を導く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	天を治める	　　　　　　　　主に感謝
Ps135:13-14	　　　　　　　　　　　　　　　　Ps135:8-9/10-12	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ps135:6-7　　　　　　	Ps135:3-5

■バビロン捕囚の民
Neh	1:3	「・・エルサレムの城壁はく
ずされ、その門は火で焼かれたままであ
ります」と。:4	わたしはこれらの言葉を聞
いた時、すわって泣き、数日のあいだ嘆き
悲しみ、断食して天の神の前に祈って、

■思い出してください。聖所が破壊され
ている
Psa	74:2	・・あがなわれたものを思
い出してください。あなたが住まわれたシ
オンの山を思い出してください。:3	・・敵
は聖所で、すべての物を破壊しまし
た。:4	あなたのあだは聖所の中でほえ
さけび・・

■捕囚の地でシオンの神殿に向かって
祈るなら
2Ch	6:36	彼らがあなたに対して罪を
犯すことがあって、・・あなたが彼らを怒っ
て、敵にわたし、敵が彼らを捕虜として
遠い地あるいは近い地に引いて行くと
き、:37	もし、彼らが捕われて行った地
で、みずから省みて悔い、・・:38	・・
あなたの名のために建てたこの宮に向かっ
て祈るならば、:39	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。

■都のために泣く
Lke	19:41	いよいよ都の近くにきて、・・そのために泣い
て言われた、:42	「もしおまえも、この日に、平和をもたらす道
を知ってさえいたら・・:43	いつかは、敵が・・四方から押し
迫り、:44	おまえとその内にいる子らとを地に打ち倒し、城内
の一つの石も他の石の上に残して置かない日が来るであろう。
Lke	23:28	イエスは女たちの方に振りむいて言われた、
「エルサレムの娘たちよ、わたしのために泣くな。むしろ、あな
たがた自身のため、また自分の子供たちのために泣くがよ
い。・・:34	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々を石で打ち殺す者よ。

■子孫を殺す
Gen	3:15	・・彼はおまえのかしらを砕き、おまえは彼のか
かとを砕くであろう
Exd	1:22	そこでパロは・・「ヘブルびとに男の子が生れ
たならば、みなナイル川に投げこめ。・・
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、・・
Isa	13:13	万軍の主の憤りにより、その激しい怒りの日
に、・・:16	彼らのみどりごはその目の前で投げ砕かれ、そ
の家はかすめ奪われ、その妻は汚される。
Mtt	2:16	ヘロデは・・ベツレヘムとその附近の地方とに
いる二歳以下の男の子を、ことごとく殺した。・・:18	「叫び
泣く大いなる悲しみの声がラマで聞えた。

■ことば
Deu	32:2	わたしの教は雨のように降りそそ
ぎ、わたしの言葉は露のようにしたたるであろ
う。・・
Psa	18:30	この神こそ、その道は完全であり、
主の言葉は真実です。主はすべて寄り頼む者の盾
です。
1Kg	3:14	もしあなたが、あなたの父ダビデの
歩んだように、わたしの道に歩んで、わたしの定め
と命令とを守るならば、わたしはあなたの日を長くす
るであろう」。

■ダビデの道、主の道に歩む知恵のことば
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。
Psa	18:32	神はわたしに力を帯びさせ、わた
しの道を安全にされました。
Psa	18:50	主はその王に大いなる勝利を与
え、その油そそがれた者に、ダビデとその子孫と
に、とこしえにいつくしみを加えられるでしょう。

■全世界に主の名がとどろく、主の知恵が高くされる
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・・
1Kg	10:7	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・・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。
1Kg	10:24	全地の人々は神がソロモンの心に授けら
れた知恵を聞こうとしてソロモンに謁見を求めた。

■全世界が主の御名に感謝する
2Sm	22:50	-	Psa	18:49	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。
1Ch	16:8	-	Psa	105:1	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	16:35	-	Psa	106:47	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。

■第5巻1集	ハレルヤ詩集
Psa	107:1	「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
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、
Psa	107:8	どうか、彼らが主のいつくしみと、人の子ら
になされたくすしきみわざとのために、主に感謝するよう
に。
Psa	118:5	わたしが悩みのなかから主を呼ぶと、主
は答えて、わたしを広い所に置かれた。
Psa	118:16	主の右の手は高くあがり、主の右の手は
勇ましいはたらきをなす」。

■主の名が置かれた聖なる宮
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。
2Ch	6:32	またあなたの民イスラエルの者でな
く、他国人で、あなたの大いなる名と、強い手と、
伸べた腕のために遠い国から来て、この宮に向か
って祈るならば、
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」。

■敵に復讐する日
Deu	32:35	彼らの足がすべるとき、わたし
はあだを返し、報いをするであろう。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。
Oba	1:11	あなたが離れて立っていた日、
すなわち異邦人がその財宝を持ち去り、外国
人がその門におし入り、エルサレムをくじ引き
にした日、あなたも彼らのひとりのようであっ
た。
Ezk	25:14	わたしはわが民イスラエルの手
をもって、エドムにわがあだを報いる。彼らが
わが怒り、わが憤りに従ってエドムに行う
時、エドムの人々は、わたしがあだを返すこと
を知るようになる
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』。

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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■神の愛から引き離すもの無し
Rom	8:28	神は、神を愛する者たち、すなわち、ご計画に従って召され
た者たちと共に働いて、万事を益となるようにして下さることを、わたしたちは
知っている。・・:33	だれが、神の選ばれた者たちを訴えるのか。・・
:35	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。・・:37	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。
:38	わたしは確信する。死も生も、・・:39	・・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。

■ヨブの知恵
Job	1:1	ウヅの地にヨブという名
の人があった。そのひととなりは全
く、かつ正しく、神を恐れ、悪に遠
ざかった。
Job	28:28	そして人に言われ
た、『見よ、主を恐れることは知恵で
ある、悪を離れることは悟りである』
と」。
Job	42:2	「わたしは知ります、
あなたはすべての事をなすことがで
き・・あなたにできないことはないこ
とを。:3	・・わたしはみずから悟ら
ない事を言い、みずから知らない、
測り難い事を述べました。 ■主が民に求めておられること

Deu	10:12	・・主があなたに求められる
事はなんであるか。・・主を恐れ、そのすべ
ての道に歩んで、彼を愛し、心をつくし、精
神をつくしてあなたの神、主に仕え、:13	
また、わたしがきょうあなたに命じる主の命令
と定めとを守って、さいわいを得ることである。

■荒野での試み
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。それ
はあなたを苦しめて、あなたを試み、あ
なたの心のうちを知り、あなたがその命
令を守るか、どうかを知るためであった。

■エデンの園の善悪を知る木
Gen	2:9	また主なる神は、
見て美しく、食べるに良いすべて
の木を土からはえさせ、更に園
の中央に命の木と、善悪を知る
木とをはえさせられた。
Gen	3:5	それを食べると、
あなたがたの目が開け、神の
ように善悪を知る者となること
を、神は知っておられるので
す」。
Gen	4:1	人はその妻エバを
知った。・・

■悪を憎む、罪の道を避ける
Prv	8:13	主を恐れるとは悪を憎むことである。
Psa	1:1	悪しき者のはかりごとに歩まず、罪びと
の道に立たず、あざける者の座にすわらぬ人はさい
わいである。・・:6	主は正しい者の道を知られる。
しかし、悪しき者の道は滅びる。

■アブラハムを「知った」理由
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。

私は主の道に歩みます　　　　　　　　　　	私は主のみわざを知っている	　　　　　　　　　　　　																																												　主は御手のわざで導く	　　　　　主は私の道を知っている

■主の命令を守る者は主を愛する者
Jhn	14:6	「わたしは道であり、
真理であり、命である。
Jhn	14:21	わたしのいましめを
心にいだいてこれを守る者は、わた
しを愛する者である。・・:23	・・
「もしだれでもわたしを愛するなら
ば、わたしの言葉を守るであろう。

■人の心を探り知る方
Rom	8:27	そして、人の心を探り知るかたは、
御霊の思うところがなんであるかを知っておられ
る・・（Rom	8:6	霊の思いは、いのちと平安とで
ある。Rom	8:16	御霊みずから・・わたしたち
が神の子であることをあかしして下さる。）

■主よ、祈りと願いを聞いてください
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。29	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。・・: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。

■詩篇58,	59,	60
	-	悪者が滅ぼされる

暴虐、へびの毒、復讐、くちびる、わが力

Psa	58:2	否、あなたがたは心のうち
に悪い事をたくらみ、その手は地に暴虐を
行う。
Psa	58:4	彼らはへびの毒のような毒
をもち、
Psa	58:10	正しい者は復讐を見て喜
び、その足を悪しき者の血で洗うであろう。
Psa	59:9	わが力よ
Psa	59:16	わたしはあなたのみ力をう
たい、
Psa	59:7	見よ、彼らはその口をもってほ
え叫び、そのくちびるをもってうなり・・
Psa	59:12	彼らの口の罪、そのくちび
るの言葉のため・・

■暴虐
Gen	6:11	時に世は神の前に乱れて、
暴虐が地に満ちた。
2Sm	22:3	わが神、わが岩・・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	22:49	またわたしを敵から救い出
し・・暴虐の人々からわたしを救い出され
た。
Prv	10:11	正しい者の口は命の泉であ
る、悪しき者の口は暴虐を隠す。
Prv	13:2	善良な人はその口の実によっ
て、幸福を得る、不信実な者の願いは、暴
虐である。

■ソロモンのために
Psa	72:12	彼は乏しい
者をその呼ばわる時に救
い、貧しい者と、助けなき者
とを救う。:13	彼は弱い者
と乏しい者とをあわれみ、乏し
い者のいのちを救い、:14	
彼らのいのちを、しえたげと
暴虐とからあがなう。彼らの
血は彼の目に尊い。

■民をさばく知恵
2Ch	1:7	その夜、神はソ
ロモンに現れて言われた、
「あなたに何を与えようか、
求めなさい・・:10	この民
の前に出入りすることのできる
ように今わたしに知恵と知識
とを与えてください。だれが
このような大いなるあなたの
民をさばくことができましょう
か」。

■詩篇52,	53,	54
	-	迫害から救われる

迫害、避け所、御名に感謝

■迫害する者（欺く者、愚か者、高ぶる者）
Psa	52:3	あなたは善よりも悪を好み、
まことを語るよりも偽りを語ることを好む。
Psa	52:4	欺きの舌よ、あなたはすべて
の滅ぼす言葉を好む。
Psa	53:1	愚かな者は心のうちに「神は
ない」と言う。彼らは腐れはて、憎むべき不
義をおこなった。善を行う者はない。
Psa	54:3	高ぶる者がわたしに逆らって
起り、あらぶる者がわたしのいのちを求めて
います。彼らは神をおのが前に置くことをし
ません。

■避け所
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。

■詩篇49,	50,	51
	-	自分を吟味して主を待つ

口を制する、悪を避ける、主に身を避ける

Psa	49:6	彼らはおのが富をたのみ、その
たからの多いのを誇る人々である。
Psa	50:19	あなたはその口を悪にわたし、
あなたの舌は欺きを仕組む。:20	あなたは
座してその兄弟をそしり、自分の母の子をののし
る。
Psa	50:21	・・しかしわたしはあなたを責
め、あなたの目の前にその罪をならべる。
Psa	51:3	わたしは自分のとがを知っていま
す。わたしの罪はいつもわたしの前にあります。
Psa	51:11	わたしをみ前から捨てないでく
ださい。
Psa	51:17	神の受けられるいけにえは砕
けた魂です。神よ、あなたは砕けた悔いた
心をかろしめられません。

■よみ、わな、落とし穴
Psa	49:14	彼らは陰府に定められた羊の
ように死が彼らを牧するであろう。彼らはまっす
ぐに墓に下り、そのかたちは消えうせ、陰府が
彼らのすまいとなるであろう。:15	しかし神は
わたしを受けられるゆえ、わたしの魂を陰府の
力からあがなわれる。

■死から救い出す
Psa	55:23	しかし主よ、あなたは
彼らを滅びの穴に投げ入れられます。
血を流す者と欺く者とはおのが日の半
ばも生きながらえることはできません。
Psa	56:13	あなたはわたしの魂を
死から救い、わたしの足を守って倒れる
ことなく、いのちの光のうちで神の前に
わたしを歩ませられたからです。
Psa	57:6	彼らはわたしの足を捕え
ようと網を設けました。わたしの魂はう
なだれました。彼らはわたしの前に穴を
掘りました。しかし彼らはみずからその
中に陥ったのです。〔セラ
2Sm	22:6	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。: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。

■恵みとまこと
Psa	57:3	神は天から・・そのいつくし
みとまこととを送られるのです。
Psa	57:9	主よ、わたしはもろもろの民
の中であなたに感謝し、もろもろの国の
中であなたをほめたたえます。:10	あな
たのいつくしみは大きく、天にまで及び、
あなたのまことは雲にまで及びます。

■へびの毒
Deu	32:33	そのぶどう酒はへびの毒の
よう、まむしの恐ろしい毒のようである。

■復讐
Deu	32:43	・・主はそのしもべの血のた
めに報復し、・・る」。
Psa	18:47	神はわたしにあだを報いさ
せ、もろもろの民をわたしのもとに従わせ、

■主の御名に感謝
Psa	52:9	あなたがこの事をなされたの
で、わたしはとこしえに、あなたに感謝し、聖
徒の前であなたのみ名をふれ示そう。これはよ
いことだからである。
Psa	54:6	わたしは喜んであなたにいけにえ
をささげます。主よ、わたしはみ名に感謝しま
す。これはよい事だからです。
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。

■義の王
Psa	72:1	神よ、あなたの公平を王に
与え、あなたの義を王の子に与えてくださ
い。Psa	72:3	もろもろの山と丘とは義
によって民に平和を与えるように。Psa	
72:7	彼の世に義は栄え、平和は月の
なくなるまで豊かであるように。
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。
Psa	89:16	ひねもす、み名によって喜
び、あなたの義をほめたたえます。

■詩篇55,	56,	57
	-	主に信頼する

義のさばき、恵みに信頼する

■祈りと願い
Psa	55:1	神よ、わたしの祈に
耳を傾けてください。わたしの願い
を避けて身を隠さないでくださ
い。:2	わたしにみこころをとめ、わ
たしに答えてください。

■主により頼む
Psa	55:23	・・しかしわたしは
あなたに寄り頼みます。
Psa	56:3	わたしが恐れるとき
は、あなたに寄り頼みます。
Psa	56:4	わたしは神によって、
そのみ言葉をほめたたえます。わたし
は神に信頼するゆえ、恐れることは
ありません。

正者貧者をさばく	　　　　復讐	　　　　　　わが救いの力	　　　　　　暴虐者から守ってください
復讐（自業自得）	　　　　さばきを待つ	　　　　　　　　　自分を吟味する	　　　　　　　祈り、呼ぶ

御名に感謝　　　　	避け所　　　　　　	味方なし	　　　　　苦しみの中で叫ぶ

義と恵み	　　　　　　　　　　　　恵みに信頼する	　　　　　　　　　覚える	　　　　　　　　　　　祈る、義
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■うそ、偽り（むなしい偶像）
Rom	1:25	彼らは神の真理
を変えて虚偽とし、創造者の
代りに被造物を拝み、これに
仕えたのである。創造者こそ
永遠にほむべきものである、ア
ァメン。

■新しい歌、幸いな者よx2
Psa	33:2	琴をもって主をさんびせよ、十弦の
立琴をもって主をほめたたえよ。:3	新しい歌を主
にむかって歌い、喜びの声をあげて巧みに琴をか
きならせ。
Psa	33:12	主をおのが神とする国はさいわい
である。主がその嗣業として選ばれた民はさいわ
いである。
1Kg	10:7	・・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」。

■ダビデの契約（敵の国に勝利し主の家を
建て王座はとこしえ）
2Sm	7:8	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・・: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。

■我がしもべ・良い牧者（羊を養い、守る）
Ezk	34:23	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。:24	主なるわたしは彼らの
神となり、わがしもべダビデは彼らのうちにあ
って君となる。主なるわたしはこれを言う。

■約束の地で守るべき命令
（モーセの証拠の歌）
Deu	32:3	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。: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、義であって、正である。
Rev	15:3	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。: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。・・

■救い出された日の歌
2Sm	22:1	ダビデは主が敵の手・・か
ら、自分を救い出された日に・・
Psa	18:2	主はわが岩、わが城、わた
しを救う者、わが神、わが寄り頼む岩、わ
が盾・・Psa	18:3	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
れるのです。
Psa	18:9	主は天をたれて下られ、暗や
みがその足の下にありました。・・:13	主
はまた天に雷をとどろかせ、・・:34	わたし
の手を戦いに慣らされたので、わたしの腕
は青銅の弓をもひくことができま
す。・・:50	主はその王に大いなる勝利を
与え、その油そそがれた者に、ダビデとその
子孫とに、とこしえにいつくしみを加えられる
でしょう。

■安息の祝福	第四戒
Deu	5:14	七日目はあなたの
神、主の安息である・・あなたのむ
すこ、娘、・・牛、ろば、もろもろの
家畜も・・あなたと同じように休ませ
なければならない。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・・

■約束の地で与えられる祝福
Deu	28:3	あなたは町の内でも祝福
され、畑でも祝福されるであろう。:4	
またあなたの身から生れるもの、地に産す
る物、家畜の産むもの、すなわち牛の
子、羊の子は祝福されるであろう。: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。

■主の御名を代々限りなく賛美する
（ハレルヤ）
Deu	32:3	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。: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、義であって、正である。

■主の名を置くために選ぶ場所
Deu	12:5	あなたがたの神、主がそ
の名を置くために、あなたがたの全部族
のうちから選ばれる場所、すなわち主の
すまいを尋ね求めて、そこに行き、

■主の恵み
Deu	28:12	主はその宝の蔵である天
をあなたのために開いて、雨を季節にし
たがってあなたの地に降らせ、あなたの
手のすべてのわざを祝福されるであろう。

■主の御名の宣言
Exd	34:5	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。: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」。

御名　　　　救い　　　御名　　　恵み	　　　　　　　御国の栄光　　　　御名　　　　　　良い正しいみわざ　　　　　　御名 祝福ー平和	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　復讐ー恵み

■主の救い（知恵の命令による救い）
Deu	4:6	あなたがたは、これを守っ
て行わなければならない。・・『この大
いなる国民は、まことに知恵あり、知識
ある民である』と言うであろう。:7	われ
われの神、主は、われわれが呼び求め
る時、つねにわれわれに近くおられる。
いずれの大いなる国民に、このように近
くおる神があるであろうか。

■ハレル・ヤ（ハウェ）	
主をほめたたえよ
ハレルの名詞形はテヒラー	ヘブル
語では詩篇はテヒリーム（賛美）

■ハガイとゼカリヤのハレル（七十人
訳の区分と表題）

■第四巻の総集編
Psa	103:1	わがたましいよ、主を
ほめよ。わがうちなるすべてのもの
よ、その聖なるみ名をほめよ。
Psa	104:1	わがたましいよ、主を
ほめよ。・・
Psa	104:33	わたしは生きるかぎ
り、主にむかって歌い・・

■ハンナの祈り－ダビデの祈り
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。・・2:9	主はその聖徒たちの足
を守られる、しかし悪いものどもは暗
黒のうちに滅びる。・・:10	・・主
は彼らにむかって天から雷をとどろか
し、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上
げられる」。
2Sm	22:3	わが神、わが
岩。・・わが救の角、・・: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」。

■みことばの嵐
Job	38:1	この時、主は嵐の中からヨブに答えられた
Rev	1:10	ところが、わたしは、主の日に御霊に感じ
た。そして、わたしのうしろの方で、ラッパのような大きな声
がするのを聞いた。
Rev	11:15	第七の御使が、ラッパを吹き鳴らした。
すると、大きな声々が天に起って言った、「この世の国は、
われらの主とそのキリストとの国となった。主は世々限りなく
支配なさるであろう」。
Rev	11:19	そして、天にある神の聖所が開けて、聖
所の中に契約の箱が見えた。また、いなずまと、もろもろ
の声と、雷鳴と、地震とが起り、大粒の雹が降った。

■新しい歌を歌え
Psa	33:	Psa	40:	Psa	96:	Psa	98:	
Psa	144:
Isa	42:10		Rev	5:9	Rev	14:3

■主は王となった
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。・・「主にむかってわた
しは歌おう、	
Exd	15:18	主は永遠に統べ治められる」。

■タンバリンと踊り
Exd	15:20	そのとき、アロンの姉、女預言者ミリ
アムはタンバリンを手に取り、女たちも・・踊りなが
ら、そのあとに従って出てきた。

■黙示録「天上のハレルヤ・コーラス」
－ヘンデルのオラトリオ「メサイア」
詩篇２篇に続けて・・・
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、・・:3	再び声があって、「ハ
レルヤ、彼女が焼かれる火の煙は、世々限りなく立ち
のぼる」と言った。:4	すると、二十四人の長老と四つの
生き物とがひれ伏し、御座にいます神を拝して言った、
「アァメン、ハレルヤ」・・: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。

－ヘンデルのオラトリオ「メサイア」アーメンコーラス
Rev	5:9	彼らは新しい歌を歌って言った、「あなたこ
そは、その巻物を受けとり、封印を解くにふさ・・:12	
大声で叫んでいた、「ほふられた小羊こそは、力と、富
と、知恵と、勢いと、ほまれと、栄光と、さんびとを受ける
にふさわしい」・・:14	四つの生き物はアァメンと唱
え、長老たちはひれ伏して礼拝した。e

■角笛	ショファー
Exd	19:19	ラッパの音が、いよいよ高くなったとき、モ
ーセは語り、神は、かみなりをもって、彼に答えられた。
Lev	25:9	七月の十日にあなたはラッパの音を響き渡
らせなければならない。すなわち、贖罪の日に・・
Jsh	6:4	七人の祭司たちは、おのおの雄羊の角のラッ
パを携えて、箱に先立たなければならない。そして七日
目には七度町を巡り、祭司たちはラッパを吹き鳴らさな
ければならない。
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。

■シンバル（こおろぎ）
Ezk	1:24	その行く時、わたしは大水の声、全能者の
声のような翼の声を聞いた。その声の響きは大軍の声のよ
うで、そのとどまる時は翼をたれる。
Rev	14:2	またわたしは、大水のとどろきのような、激
しい雷鳴のような声が、・・琴をひく人が立琴をひく音の
ようでもあった。

■賛美のいけにえ
Col	3:16	キリストの言葉を、あなたがたの
うちに豊かに宿らせなさい。そして、知恵をつく
して互に教えまた訓戒し、詩とさんびと霊の
歌とによって、感謝して心から神をほめたたえ
なさい。
Hbr	13:14	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。:15	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。

■恵みの年
Lke	4:17	すると預言者イザヤの書
が手渡されたので・・:18	「主の御
霊がわたしに宿っている。貧しい人々に
福音を宣べ伝えさせるために、わたしを
聖別してくださったからである。主はわた
しをつかわして、囚人が解放され、盲人
の目が開かれることを告げ知らせ、打ち
ひしがれている者に自由を得させ、19	
主のめぐみの年を告げ知らせるのであ
る」。

■おきてとさばき
Deu	4:5	わたしはわたしの神、主が命じら
れたとおりに、定めと、おきてとを、あなたがた
に教える。・・:6	・・これは、もろもろの民に
あなたがたの知恵、また知識を示す事であ
る。彼らは、このもろもろの定めを聞いて、『こ
の大いなる国民は、まことに知恵あり、知識あ
る民である』と言うであろう。
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、

■モーセの歌（証拠）
Deu	31:19	それであなたがたは今、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	32:43	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」。

■ダビデが敵から救い出された日の歌
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	22:47	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。:48	この神はわたしのために、あだを報
い、もろもろの民をわたしの下に置かれた。:49	ま
たわたしを敵から救い出し、あだの上にわたしをあ
げ、暴虐の人々からわたしを救い出された。: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。: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」。

■主は民をつくられた／主は王となった
Psa	95:1	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。
Psa	100:1	全地よ、主にむかって喜ばしき声
をあげよ。
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。
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