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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」。
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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」


