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本書の要約 

本書は、生ける神の言葉である。

御言を通じ、聖霊のみちびきのもと、神とは誰なのか、神の子とは誰なのか
を学ぶことができる。

預言者ホセアは、ホセア書4章6節でこう言われている。

「わたしの民は知識がないために滅ぼされる」

救世主はヨハネの福音書5章39節でこう言われている。

「あなたがたは、聖書の中に永遠の命があると思って調べているが、この聖
書は、わたしについてあかしをするものである」

救世主はタナハの数節についてこう言われている。

したがって、救世主が意図される聖書の数節がどこかを知ることがとても重
要である。

本書には、タナハの節が300以上ある。この節は、直接的または間接的に、約
束された救世主を差している。

新約聖書の対応する節から、タナハの節を考察、説明している。

本書は珍しい聖書研究およびガイドである。

聖書の単一性をこのような形で説明する本が現在、他に存在するとして、そ
の中でも独特と言えるであろう。

本書は、聖書研究や参考文献としてもお使いいただける。
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本書は、タナハの救世主について書いている。トーラーの中心は、救世主の到来と任務を伝え
る預言者と聖書である。救世主はユダヤ人で、何よりもユダヤの民を救い、解放するためにこ
の世に来られた。だがアブラハムへの約束に従って、他の民もすべて同じように救世主のご加
護を受ける。そしてユダヤの国はその流れに沿う。

救世主ヨシュアは地におられた際に、聖書が自分を証明すると言われた。地に滞在されている
間に起こったことすべては、タナハで予言されていた。つまり、聖書の中でヨシュアが本当の
救世主か否かを調べることができるのである。救世主は贖罪のために地に来られたが、地の時
間の多くを、救世主の到来と任務に関する聖書の説明に費やされた。
ユダヤ人の使徒たち、弟子たちは民に、聖書について説明し、神に回心し、救世主ヨシュアを
信仰するよう、ひたすら呼びかけただけである。
タナハでは救世主について何が教えられているのか、それがどこに書かれているのかを知るこ
とは、依然として重要である。
本書は、救世主の到来と任務に関する聖書の文章300箇所以上を扱い、さらに、これらの文章
が補完的な新約聖書のできごとや布告とどのように関係しているかを記す。
救世主の文章には2種類ある。1種類目は、救世主とすぐに認識できる文章すなわち「直接」文
章。2種類目は、新約聖書になじみのある読者にしか救世主と認識できない文章すなわち「間
接」文章。本書は直接文章を斜体字または太字で表記している。救世主の文章はすべて、灰色
の背景に印字されている。本の長さを制限するため、全文ではなく、参照文として一部のみの
記載となっている文章も多い。
救世主の文章には、御国を築くために再び地にやって来ることを示すものもある。そうしてユ
ダヤの民すべてが先祖の土地に戻り、すべてが主を知り、救世主は民の王になる。あらゆる民
が王に従う。これに関する文章は個別の章に記載され、#1～#7で示されている。
タナハには、ユダヤの民ではない民に関連する約束も多くある。これらの約束は、その時点と
将来の御国に関係している。
本書は、聖霊の知恵と導きのために絶えず祈る人のもとで生まれた。これらの文章の研究が祝
福を受け、神の御言を読むことでベールが取り払われ、闇が消え、聖霊の光が現れ、作用する
よう祈る。

ヘンドリック・スヒッペル
Hendrik Schipper
2018年1月

序文
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タナハ
創世記
出エジプト記
レビ記
民数記
申命記
ヨシュア記
士師記
ルツ記
サムエル記上
サムエル記下
列王記上
列王記下
代誌上
歴代誌下
エズラ記
ネヘミヤ記
エステル記
ヨブ記
詩編
箴言
コヘレトの言葉
雅歌
イザヤ記
エレミヤ記
哀歌
エゼキエル記
ダニエル記
ホセア記
ヨエル記
アモス記
オバデア記
ヨナ記
ミカ記
ナホム記
ハバクク記
ゼファニヤ記
ハガイ記
ゼカリヤ記
マラキ記

新約聖書
マルコによる福音書
ルカによる福音書
ヨハネによる福音書
使徒言行録
ローマの信徒への手紙
コリントの信徒への手紙一
コリントの信徒への手紙二
ガラテヤの信徒への手紙
エフェソの信徒への手紙
フィリピの信徒への手紙
コロサイの信徒への手紙
テサロニケの信徒への手紙一
テサロニケの信徒への手紙二
テモテへの手紙一
テモテへの手紙二
テトスへの手紙
フィレモンへの手紙
ヘブライ人への手紙
ヤコブの手紙
ペトロの手紙一
ペトロの手紙二
ヨハネの手紙一
ヨハネの手紙二
ヨハネの手紙三
ユダの手紙
ヨハネの黙示録

聖書名および順序
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本研究の指針

タナハから救世主を布告したペテロ、ステファノ、パウロ（時系列）の伝統に従い、本書も類
似のガイドを意図している。

本書は以下のようにお使いいただける。

A. 平穏な時の一般ガイドとして
B. テーマ研究として
C. 参考文献として。例えば、巻末には、タナハに直接的に関連する新約聖書の多くの文章の概
要がある。

さらに、あまり注視されてこなかったテーマに重きを置いている。

- ささげ物、祭、救世主の関係
- ユダヤ人の回心
- 救世主の再臨
- 約束の地への再来
- 新しい契約

主の御言を読み、その影響を受けることで、聖霊の導きを受けられるよう、主に願おう。
H.S. 
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A. 人としての救世主。

01. 救世主はアブラハムの子孫である。
 創世記 9:26,27; 創世記 17:7,8,19,21; 
 創世記 21:12; 創世記 22:17,18; 
 創世記 28:14. 

02. 救世主はユダの子孫である。
 創世記 49:8-12.

03. 救世主はダビデの子孫である。
 ルツ記 4:13,14,17,21,22; 
 サムエル記下 7:12-16; 
 代誌上 17:11; イザヤ記 11:1-3; 
 イザヤ記 16:5;  エレミヤ記 30:3-24.

04. 救世主は無限から存在している。
 詩編 21:5; 詩編 89:28-30; 詩編 90:2;  
 詩編 93:1,2; 箴言 8:22-29; ミカ記 5:1.

05. 救世主とその父の関係。
 出エジプト記 23:20,21; 代誌上 17:13; 
 詩編 16:8-11; 詩編 20:5-7; 詩編 28:8;  
 詩編 89:27; 箴言 8:30-31; 
 イザヤ記 42:21; イザヤ記 49:5; 
 エレミヤ記 30:21,22.

06. 救世主は創造主である。
 詩編 33:6,9; 詩編 102:26-28; 
 イザヤ記 44:1-8,21-24,26; 
 ヨハネによる福音書 1:1-3.

07. 彼はイスラエルの救世主となるであろう。
 イザヤ記 4:2; イザヤ記 49:6; 
 ダニエル記 9:25.

08. 救世主の名前と称号。
 出エジプト記 17:6; 詩編 95:1-3; 
 イザヤ記 5:1-2; 
 イザヤ記 9:5,6.

B. 救世主の本性。

01. 救世主は神の子である。
 サムエル記下 7:12-16; 詩編 2:7; 
 箴言 30:4; イザヤ記 43:1-13,18-21; 
 詩編 89:4,27,28.

02. 救世主は神の子羊である。
 創世記 22:8; 出エジプト記 12:5-14,22-24;  
 レビ記 4:3-12; レビ記 4:27-29;  
 レビ記 16:1-31; レビ記 22:17-21; 
 民数記 28:3,4; イザヤ記 53:7.

03. 救世主は人の子である。
 詩編 80:15,16,18; イザヤ記 7:14; 
 イザヤ記 9:5,6;  エゼキエル記 1:26; 
 ダニエル記 7:13.

04. 救世主の神聖な属性。
 詩編 2:7; 詩編 24:7,10; イザヤ記 11:2; 
 エレミヤ記 23:5,6; ミカ記 5:4.

05. 救世主は聖霊に満ちている。
 詩編 45:8; 詩編 89:21,22; 
 イザヤ記 11:1-3;  イザヤ記 42:1.

06. 救世主は善き羊飼いである。
 詩編 95:7; イザヤ記 40:9-11; 
 エゼキエル記 34:11-15,22-24; 
 ミカ記 2:12,13;  ゼカリヤ記 11:4-6,7.

07. 救世主の全能。
 詩編 8:7; 詩編 107:25-29; 詩編 110:3;  
 イザヤ記 22:22; イザヤ記 40:10; 

08. 救世主の全知。
 詩編 139:1-4; エレミヤ記 17:10.

09. 救世主の遍在。
 詩編 139:7-10.
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10. 救世主の謙虚さと貧しさ。
 イザヤ記 42:2-4.

11. 救世主の従順さ。
 詩編 1:1-6; 詩編 18:22-25; 
 詩編 40:8,9; イザヤ記 53:7,8.

12. 救世主の完璧さ。
 詩編 45:3; イザヤ記 53:9; ミカ記 5:3.

13. 救世主の権威。
 出エジプト記 3:6; 申命記 18:18,19; 
 サムエル記下 23:1-4; 詩編 98:9; 
 詩編 110:1,2; ゼカリヤ記 9:10.

14. 救世主は神の栄光を知らせる。
 詩編 21:6; 詩編 45:4,5; イザヤ記 4:2; 
 イザヤ記 12:1-6; イザヤ記 49:3; 
 イザヤ記 60:1-5.

15. 救世主は共苦に満ちている。
 詩編 103:13; 詩編 112:4; イザヤ記 66:2; 
 ゼカリヤ記 11:7.

16. 救世主の権威と強さ。
 出エジプト記 17:6; 詩編 45:6; 
 イザヤ記 40:9-11; イザヤ記 49:2,7; 
 ミカ記 2:12,13.

17. 救世主の優しさと弱さ。
 詩編 45:4,5; イザヤ記 29:19.

18. 救世主の高潔さ、美しさ、栄光。
 詩編 17:15; 詩編 21:6; 詩編 45:2,3; 
 詩編 99:1-5; 雅歌 5:16; 
 イザヤ記 33:17-24; イザヤ記 42:21; 
 ダニエル記 10:5,6.

19. 救世主の謎。

 出エジプト記 3:14; 詩編 78:2.

20. 王の民に対する愛。
 イザヤ記 62:4-9; ホセア記 2:15-23.

21. 救世主は光である。
 サムエル記下 23:1-4; 詩編 43:3; 
 イザヤ記 2:5; 
 イザヤ記 9:1-3; イザヤ記 42:6,7,16; 
 イザヤ記 60:19,20.

22. 神と救世主の善さ。
 出エジプト記 15:1,2; 詩編 86:15; 
 詩編 103:11,17; エレミヤ記 31:1-9.

23. 神と救世主の恩寵。
 創世記 28:14; 出エジプト記 33:19; 
 詩編 45:3; 
 詩編 86:15; イザヤ記 62:4-9; 
 哀歌 3:25,26.

24. 神と救世主は楽しみと喜びを義と信者に
与える。
 イザヤ記 29:19. 
    

C. 救世主の出現。

01. 救世主の誕生は予言されている。
 創世記 3:15; 詩編 132:11,12; 
 イザヤ記 9:5,6; イザヤ記 11:1-3; 
 イザヤ記 49:1; 
 イザヤ記 60:1-3; エレミヤ記 23:5,6; 
 エレミヤ記 31:22; 
 エレミヤ記 33:14-15,22; ハバクク記 2:3; 
 ハガイ記 2:24; ゼカリヤ記 3:8.

02. 救世主の前身が告げられた
 イザヤ記 40:1-5; マラキ記 3:1; 
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 マラキ記 4:5,6.

03. 救世主誕生の場所。
 ミカ記 5:1.

04. 最初の出現までの救世主の人生。
 イザヤ記 7:14-16.

05. ベツレヘムでの子どもの殺人の預言。
 エレミヤ記 31:15.

D. 救世主の祈り。

01. 救世主の塗油。
 詩編 89:21; 箴言 8:22-29; イザヤ記 61:1.

02. 救世主の預言者としての祈り。
 申命記 18:15-19; イザヤ記 50:4; 
 エレミヤ記 28:9; エゼキエル記 33:32,33; 
 マラキ記 4:5,6. 

03. 救世主の司祭としての祈り。
 創世記 14:18; 
 出エジプト記 28:12,29,36-38;
 詩編 110:4; エレミヤ記 33:14-18,22; 
 ゼカリヤ記 6:12,13,15.

04. 救世主の王としての祈り。
 創世記 49:8-12; 民数記 24:7,8,15-19; 
 サムエル記下 7:12-16; 代誌上 17:11; 
 詩編 45:10,14-18; 詩編 47:2-10; 
 詩編 72:7-19; 詩編 93:1,2; 
 詩編 132:17,18; ゼカリヤ記 9:9.

05. 救世主は贖い主となるであろう。
 ヨブ記 19:25-27; イザヤ記 41:8-20; 
 イザヤ記 44:1-8,21,24-26; 
 イザヤ記 45:17; 
 イザヤ記 47:4; イザヤ記 52:7-12; 
  イザヤ記 59:18-20; イザヤ記 63:1-6; 

 エレミヤ記 30:3-24; 
 エレミヤ記 33:14-18,22; 
 ゼファニヤ記 3:9-20; 
 ゼカリヤ記 3:1-10; 
 ゼカリヤ記 10:3-12.

06. 救世主は助言者となるであろう。
 イザヤ記 59:16.

07. 救世主は仲介者となるであろう。
 申命記 18:15-19; イザヤ記 59:16.

08. 救世主は保証人となるであろう。
 ヨブ記 17:3; エレミヤ記 30:21,22.

09. メシアは救い主となるであろう。
 詩編 130:7,8; イザヤ記 43:1-13,18-21; 
 イザヤ記 25:9; イザヤ記 30:18; 
 イザヤ記 45:21,22; イザヤ記 49:6; 
 エレミヤ記 23:6; エレミヤ記 33:16.

10. 救世主は士師となるであろう。
 ゼカリヤ記 3:1-10.

E. 救世主の使命と任務。

01. 救世主の任務の種類。
 列王記下 1:6,11,12; イザヤ記 28:15,16; 
 イザヤ記 42:6,7,16; イザヤ記 48:15-17.

02. 救世主の任務の場所。
 イザヤ記 8:23; イザヤ記 41:25; 
 ホセア記 11:1.

03. 救世主の誘惑。
 詩編 91:11,12.

04. 救世主の罪に対する勝利。
 ホセア記 13:14; ゼカリヤ記 13:1,2.
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05. 救世主の奇跡。
 詩編 146:8; イザヤ記 35:5-10; 
 イザヤ記 29:18.

06. 救世主の使命と召命。
 イザヤ記 61:1-3.

07. 救世主による救いの申し出。
 詩編 85:10; イザヤ記 55:1,2,6.

08. 救世主の公正。
 創世記 3:21; 詩編 40:10,11; 
 詩編 45:7,8; 詩編 85:11-14; 
 イザヤ記 32:1,2; イザヤ記 46:13; 
 イザヤ記 59:16,17; 
 エレミヤ記 33:14-18,22.

09. 救世主の義。
 サムエル記下 23:1-4; 詩編 45:4,5; 
 詩編 112:4; イザヤ記 16:5.

10. 救世主はまた、異邦人の救いとなるであ
ろう。
 創世記 12:3; 創世記 26:3-5; 
 申命記 33:3; 
 詩編 2:8; 詩編 22:24-32; 詩編 46:11; 
 詩編 72:7-19; 詩編 98:1-3; 
 詩編 102:14-23; 
 イザヤ記 11:10-12; イザヤ記 19:23-25; 
 イザヤ記 24:13-16; イザヤ記 42:2-4; 
 イザヤ記 45:22-25; イザヤ記 49:6; 
 イザヤ記 51:1-23; イザヤ記 52:15; 
 イザヤ記 55:4,5; イザヤ記 56:6-8; 
 イザヤ記 60:1-5; イザヤ記 61:10,11; 
 イザヤ記 62:1-3,10-12; イザヤ記 65:1,2; 
 イザヤ記 66:10-13,15-24; エレミヤ記 4:2; 
 エレミヤ記 10:7; エレミヤ記 16:19; 
 アモス記 9:11-15; ミカ記 4:1-4; 
 ハガイ記 2:7-10; ゼカリヤ記 2:1-13; 
 ゼカリヤ記 8:1-23; 

 ゼカリヤ記 14:1-21; マラキ記 1:11.

11. 救世主は永遠の命を与えるであろう。
 ヨブ記 19:25; 詩編 103:4; イザヤ記 25:8; 
 イザヤ記 55:3; ホセア記 13:14; 
 エゼキエル記 37:11-14; 
 ゼカリヤ記 2:1-13.

12. 救世主は神の律法を守る。
 申命記 11:18-20; 
 サムエル記下 22:20-25; 詩編 1:1-6; 
 詩編 40:7; 詩編 119:97-103; 
 イザヤ記 42:2-4.

13. 神は救世主の任務を確認する。
 詩編 20:5-7; 詩編 89:23,28-30; 
 イザヤ記 42:1.

14. 救世主は死と闇を制圧するであろう。
 詩編 49:16; 詩編 86:12,13; 詩編 110:1;
 ホセア記 13:14.

15. 救世主は嬉しい知らせをもたらすであろ
う。
 詩編 96:1-3; イザヤ記 9:1-3; 
 イザヤ記 41:26,27; イザヤ記 52:7-12; 
 イザヤ記 61:1-3; エゼキエル記 33:32,33.

16. 救世主は民を祝福するであろう。
 詩編 21:7,8; 詩編 45:10,14-16; 
 詩編 132:13-16; イザヤ記 4:2; 
 ヨエル記 2:18-27.

17. 救世主は神のために神殿を建てるであろ
う。
 代誌上 17:12; 詩編 118:22-24; 
 イザヤ記 66:1; エレミヤ記 31:1-9; 
 エゼキエル記 37:26-28; 
 ゼカリヤ記 1:16,17; 
 ゼカリヤ記 6:12,13,15.
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18. 神は民の中に住むであろう。
 出エジプト記 25:8,9; 
 出エジプト記 29:45,46; 
 レビ記 26:11,12; 詩編 46:5-12; 
 イザヤ記 12:1-6; エゼキエル記 37:21-28; 
 ゼファニヤ記 3:9-20; ゼカリヤ記 2:1-13.

19. 救世主は慰めるであろう。
 イザヤ記 51:3; イザヤ記 52:9; 
 イザヤ記 66:10-13; ゼカリヤ記 1:16,17.

20. 救世主は新しい契約を結ぶであろう。
 イザヤ記 49:8-26; イザヤ記 55:3; 
 イザヤ記 59:21; イザヤ記 61:4-9; 
 イザヤ記 62:4-9; 
 エレミヤ記 31:31-34; 
 エレミヤ記 32:37-41; 
 エレミヤ記 50:4-7,19,20; 
 エゼキエル記 16:60-63; 
 エゼキエル記 37:21-28; 
 ホセア記 2:15-23; 
 アモス記 9:11-15.

21. 救世主は罪を許すであろう。
 詩編 103:3,12; イザヤ記 55:7; 
 エレミヤ記 33:6-13; ヨエル記 3:21; 
 ミカ記 7:15-20.

22. 救世主の労働は祝福されるであろう。
 創世記 22:17,18; 創世記 28:14; 
 詩編 89:25; イザヤ記 40:9-11; 
 イザヤ記 49:4; 
 イザヤ記 53:10-12; イザヤ記 55:10,11; 
 イザヤ記 62:10-12; 
 エゼキエル記 17:22-24; 
 アモス記 8:11.

23. 救世主は民を回心させるであろう。
 詩編 51:19; イザヤ記 57:15-19; 

 エゼキエル記 11:17-20; 
 ホセア記 2:15-23; ホセア記 3:4; 
 ホセア記 6:1,2; マラキ記 4:5,6.

24. 救世主は平和をもたらすであろう。
 イザヤ記 54:10-13; イザヤ記 57:15-19; 
 イザヤ記 66:10-13; エレミヤ記 28:9; 
 エレミヤ記 33:6-13; ミカ記 5:4; 
 ゼカリヤ記 9:10-12.

25. 救世主は信じられ、讃えられるであろ
う。
 詩編 8:2-3; 詩編 22:23; 詩編 45:17,18; 
 詩編 103:22; イザヤ記 8:13-15; 
 ハバクク記 2:4; 
 ゼカリヤ記 11:10,11.

26. 救世主による贖罪の働き。
 民数記 21:9; 詩編 53:7; 詩編 89:20; 
 詩編 95:7-11; 詩編 103:4; 
 詩編 107:1-3; 詩編 130:7,8; 
 詩編 147:3,6; イザヤ記 40:1-5; 
 イザヤ記 49:6; イザヤ記 63:7-9; 
 エゼキエル記 34:11-15,22-31; 
 ダニエル記 9:24.

27. 新しい心と新しい精神を捧げる。
 詩編 51:19; 詩編 103:5; 
 エゼキエル記 11:17-20; 
 エゼキエル記 36:26,27; 
 エゼキエル記 37:9,10,14; 
 エゼキエル記 39:29; ヨエル記 2:28,29.

F. 救世主の受難と死。

01. 救世主の死は予言されている。
 詩編 16:8-11; 詩編 22:1,2; 
 詩編 91:14-16; ダニエル記 9:25-26; 
 ゼカリヤ記 13:7.
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02. 救世主のエルサレム入城は予言されてい
る。
 詩編 118:26,27; ゼカリヤ記 9:9.

03. 救世主は拒否されるであろう。
 詩編 62:4,5; 詩編 118:22-24; 
 イザヤ記 5:1,2; イザヤ記 8:13-15; 
 イザヤ記 29:10,13,14; イザヤ記 49:4,5,7; 
 イザヤ記 53:3; イザヤ記 65:1,2; 
 ゼカリヤ記 11:8; ゼカリヤ記 12:1-14.

04. 救世主の拒否の結末。
 ダニエル記 9:25-27; ゼカリヤ記 11:10,11.

05. 救世主は裏切られるであろう。
 詩編 41:6-10; 詩編 55:5,6,13-15; 
 詩編 109:8; イザヤ記 29:18; 
 ゼカリヤ記 11:12,13.

06. 救世主は一人残されるであろう。
 詩編 88:15-19; ゼカリヤ記 13:7.

07. 救世主の非難と苦難。
 詩編 27:12; 詩編 35:11,12; 
 詩編 41:6-10; 詩編 109:1-5.

08. 救世主の死の詳細。
 詩編 22:2,3,7-19; 詩編 34:21; 
 イザヤ記 53:9; アモス記 8:9; 
 ゼカリヤ記 12:1-14.

09. 救世主による犠牲と贖罪。
 イザヤ記 53:4-6,10-12.

10. 救世主の甘んじた死の受け入れ。
 詩編 31:5,6; 詩編 40:8.

11. 救世主の受難。
 申命記 21:23; 詩編 18:5-7; 
 詩編 27:2; 詩編 31:12-16; 詩編 35:19; 

 詩編 38:13,14,21; 詩編 40:15; 詩編 42:8; 
 詩編 55:5,6,13-15; 詩編 69:5,9-10; 
 詩編 102:1-12; 詩編 109:25; 詩編 110:7; 
 イザヤ記 50:3; イザヤ記 53:1,2; 
 イザヤ記 63:1-6; 哀歌 3:30; 
 ゼカリヤ記 11:8.

12. 救世主は反対に抵抗にあうであろう。
 詩編 2:1-3; 詩編 35:4-6; 
 詩編 41:6-10; 詩編 69:5.

13. 救世主の受難の詳細。
 出エジプト記 12:46; 詩編 69:20-22,27; 
 詩編 88:15-19; 詩編 129:3; 
 イザヤ記 50:7-9;
 イザヤ記 52:14; イザヤ記 53:1-8; 
 ミカ記 4:14. 

14. 救世主は信じられないであろう。
 イザヤ記 6:9,10; イザヤ記 53:1,2.

G. 救世主の復活と昇天。

01. 救世主の復活は予言されている。
 ヨブ記 19:25-27; 詩編 16:8-11; 詩編 30:4; 
 詩編 40:3,4; 詩編 49:16; 詩編 71:20; 
 詩編 91:14-16; イザヤ記 53:10,11; 
 ヨナ記 1;17; ヨナ記 2:2-7.

02. 救世主の昇天は予言されている。
 詩編 24:3,7-10; 詩編 47:2-10; 
 詩編 68:19.

03. 救世主の高挙は予言されている。
 詩編 91:14-16; 詩編 110:7; 
 イザヤ記 52:13; エゼキエル記 21:26,27. 

04. 救世主は霊を注ぐであろう。
 詩編 68:19; 箴言 1:23; 
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 イザヤ記 32:15-18; イザヤ記 44:3-4; 
 エゼキエル記 36:8-38; 
 エゼキエル記 39:29; 
 ヨエル記 2:28,29; ゼカリヤ記 12:10.

05. 救世主はたくさんの実を見るであろう。
 詩編 1:3; イザヤ記 60:21; 
 イザヤ記 61:11; ホセア記 14:4-8. 

06. 聖霊のすみか。
 イザヤ記 57:15-19; エレミヤ記 31:33; 
 エゼキエル記 11:19; 
 エゼキエル記 36:26,27; 
 エゼキエル記 37:9,10.

H. 救世主の将来。

01. 救世主の再来は予言されている。
 詩編 50:3-6; 詩編 96:13; 
 イザヤ記 25:6-12; イザヤ記 65:17-25; 
 イザヤ記 66:15,16; 
 ダニエル記 7:13,14,18,22,27; 
 ハバクク記 2:3; 
 ゼカリヤ記 12:1-14; ゼカリヤ記 14:1-21.

02. 将来の救世主による裁き。
 サムエル記上 2:10; 詩編 2:4-6,9-12; 
 詩編 50:2-6; 詩編 68:1-5; 
 詩編 75:8,9; 詩編 96:7-13; 詩編 97:1-6; 
 詩編 98:4-9; 詩編 110:1,2,5,6; 
 詩編 149:6-9; イザヤ記 2:4; 
 イザヤ記 11:4,5; 
 イザヤ記 24:18-23; イザヤ記 26:19-21; 
 イザヤ記 27:1-3,6,12,13; イザヤ記 51:5,6; 
 イザヤ記 59:18-20; イザヤ記 63:1-6; 
 イザヤ記 66:15-24; \
 エゼキエル記 38:16-23; 
  ダニエル記 12:1,2; 
 ヨエル記 2:1-17,30-32; 

 ヨエル記 3:1-21; ゼカリヤ記 11:9; 
 ゼカリヤ記 13:8,9; 
 マラキ記 3:2-5,16-18; マラキ記 4:1-4.

03. 救世主の未来の御国。
 創世記 49:8-12; 民数記 24:7,8,15-19; 
 サムエル記上 2:10; サムエル記下 7:12-16; 
 代誌上 17:14; 詩編 2:4-6,8-12; 
 詩編 22:24-32; 詩編 45:8,9,17,18; 
 詩編 46:5-12; 詩編 47:2-9; 詩編 50:2-6; 
 詩編 53:7; 詩編 65:3.
 詩編 67:2-7; 詩編 68:1-5; 詩編 72:7-19; 
 詩編 85:11-14; 詩編 86:9; 
 詩編 89:4,5,24,25,26,28-30,36-38; 
 詩編 96:7-13; 詩編 97:1-6; 
 詩編 98:4-9; 詩編 99:1-5; 
 詩編 102:14-23; 詩編 107:1-3; 
 詩編 110:1-3,5,6; 詩編 130:7,8; 
 詩編 132:11-18; 詩編 138:4,5;  
 詩編 145:10-13; 詩編 147:2,13,14,20; 
 詩編 149:1-5; イザヤ記 2:2-5;  
 イザヤ記 4:2,6; イザヤ記 6:1-4;  
 イザヤ記 10:20-22; 
 イザヤ記 11:4-12; イザヤ記 12:1-6; 
 イザヤ記 14:1-3; イザヤ記 16:5; 
 イザヤ記 17:7; イザヤ記 19:23-25; 
 イザヤ記 24:13-16,18-23; 
 イザヤ記 25:6-12; 
 イザヤ記 26:1-4; イザヤ記 27:1-3,6,12,13; 
 イザヤ記 29:22-24; イザヤ記 30:18-33; 
 イザヤ記 32:1,2,15-18; 
 イザヤ記 33:17-24; 
 イザヤ記 35:5-10; イザヤ記 40:1-5,9-11; 
 イザヤ記 41:8-20; イザヤ記 42:2-4,6,7,16; 
 イザヤ記 43:1-13,18-21; 
 イザヤ記 44:1-8,21-24,26; 
 イザヤ記 45:17,18,22-25; 
 イザヤ記 46:3,4,13; 
 イザヤ記 49:6-26; イザヤ記 51:1-23; 
 イザヤ記 52:7-12; 
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 イザヤ記 54:1-17; イザヤ記 55:12,13; 
 イザヤ記 56:6-8; 
 イザヤ記 59:18-21; イザヤ記 60:1-21; 
 イザヤ記 61:4-11; イザヤ記 62:1-12; 
 イザヤ記 63:7-9; イザヤ記 65:17-25; 
 イザヤ記 66:15-24; エレミヤ記 3:14-19; 
 エレミヤ記 12:15; エレミヤ記 15:19-21; 
 エレミヤ記 16:14,15,19; 
 エレミヤ記 23:3-8; 
 エレミヤ記 24:6,7; エレミヤ記 29:14; 
 エレミヤ記 30:3-24; 
 エレミヤ記 31:1-9,31-34; 
 エレミヤ記 32:37-41; 
 エレミヤ記 33:6-13; 
 エレミヤ記 50:4-7,19,20; 
 エゼキエル記 11:17-20; 
 エゼキエル記 20:34-42; 
 エゼキエル記 34:11-31; 
 エゼキエル記 36:8-38; 
 エゼキエル記 37:1-14,21-28; 
 エゼキエル記 38:23; 
 エゼキエル記 39:6-8,21-29; 
 エゼキエル記 47:6-23;
 ダニエル記 2:34,35,44,45; 
 ダニエル記 7:13,14,18,22,27; 
 ダニエル記 12:1,3; 
 ホセア記 1:10,11; ホセア記 2:15-23; 
 ホセア記 3:5; ホセア記 6:1-3; 
 ホセア記 13:14; ホセア記 14:4-8; 
 ヨエル記 2:18-27; ヨエル記 3:1-21; 
 アモス記 9:11-15; オバデア記 1:17-21; 
 ミカ記 2:12,13; 
 ミカ記 4:1-4,7; ミカ記 5:2,3; 
 ミカ記 7:15-20; ハバクク記 2:14; 
 ゼファニヤ記 3:9-20; 
 ハガイ記 2:6-9; ゼカリヤ記 1:16,17; 
 ゼカリヤ記 2:1-13; ゼカリヤ記 3:1-10; 
 ゼカリヤ記 6:12,13,15; 
 ゼカリヤ記 8:1-23; ゼカリヤ記 9:10-12; 
 ゼカリヤ記 10:3-12; 

 ゼカリヤ記 12:1-14; 
 ゼカリヤ記 13:1-2,8,9; 
 ゼカリヤ記 14:1-21; マラキ記 1:11; 
 マラキ記 3:2-5,16-18; マラキ記 4:1-4. 

04. 救世主の御座。
 詩編 45:7; イザヤ記 9:5,6.

05. 救世主の来たる栄光と権威。
 詩編 46:5-12; 詩編 61:7,8; 
 詩編 72:7-19; 詩編 95:1-3; 
 詩編 102:14-23; イザヤ記 25:6-12; 
 イザヤ記 60:8-21; イザヤ記 65:17-25.

06. 救世主のとりなし。
 イザヤ記 53:12,; イザヤ記 59:16.

07. 救世主は神の右に座るであろう。
 詩編 80:15,16,18; 詩編 110:1-2.

08. 救世主は永遠の命を持つであろう。
 詩編 61:7,8.

09. 民の将来の預言者。
 詩編 91:13; イザヤ記 4:3; 
 イザヤ記 10:20-22; イザヤ記 14:1-3; 
 イザヤ記 17:7; イザヤ記 27:1-3,6,12,13; 
 イザヤ記 33:17-24; イザヤ記 35:5-10;
 イザヤ記 41:8-20; 
 イザヤ記 43:1-13,18-21; 
 イザヤ記 45:22-25; イザヤ記 46:3,4,13; 
 イザヤ記 49:8-26; イザヤ記 52:7-12; 
 イザヤ記 54:1-17; 
 イザヤ記 56:6-8; イザヤ記 57:15-18; 
 イザヤ記 59:21; イザヤ記 60:6-21; 
 イザヤ記 61;4-9,10,11; 
 イザヤ記 62:1-12; イザヤ記 65:8-10; 
 イザヤ記 66:15-24; エレミヤ記 3:14-19; 
 エレミヤ記 12:15; エレミヤ記 15:19-21; 
 エレミヤ記 16:14,15,19; 
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 エレミヤ記 23:3,4,7,8; 
 エレミヤ記 24:6,7; エレミヤ記 29:14; 
 エレミヤ記 30:3-24; 
 エレミヤ記 32:37-41; 
 エレミヤ記 33:6-18,22; 
 エゼキエル記 20:34-42; 
 エゼキエル記 34:11-31; 
 エゼキエル記 36:8-38; 
 エゼキエル記 37:1-14; 
 エゼキエル記 39:6-8,21-29; 
 ダニエル記 9:27; ホセア記 1:10,11; 
 ホセア記 2:15-23; ホセア記 3:4; 
 アモス記 9:11-15; オバデア記 1:17-21; 
 ミカ記 2:12,13; ミカ記 4:1-4,7; 
 ミカ記 7:15-20; ゼファニヤ記 3:9-20; 
 ハガイ記 2:7-10; ゼカリヤ記 1:16,17; 
 ゼカリヤ記 2:1-13; 
 ゼカリヤ記 3:1-10; ゼカリヤ記 8:1-23; 
 ゼカリヤ記 9:10-12; ゼカリヤ記 10:3-12; 
 ゼカリヤ記 12:1-14; ゼカリヤ記 13:8,9; 
 ゼカリヤ記 14:1-21; マラキ記 4:1-4.

10. 永遠の平和の御国の預言者。
 イザヤ記 9:6; イザヤ記 11:6-9; 
 エゼキエル記 37:1-14,21-28; 
 ダニエル記 2:34,35,44,45; 
 ダニエル記 7:13,14,18,22,27; 
 ホセア記 2:15-23; 
 ヨエル記 3:1-21.

11. 救世主は栄光を受けるであろう。
 イザヤ記 4:2; イザヤ記 43:21; 
 イザヤ記 44:23; 
 イザヤ記 49:3; イザヤ記 60:21; 
 イザヤ記 61:3; 
 ダニエル記 7:13,14.

I. 犠牲と祭の救世主。
01. 燔祭と素祭は香ばしいかおりである救世
主の働きを表す。

  レビ記 1:5,13; レビ記 2:1,2.

02. 燔祭は自発の供え物である救世主の働き
を差す。
 レビ記 7:16.

03. 燔祭は全き供物、常燔祭である救世主の
働きを表す。
 レビ記 22:17-21; 民数記 28:3,4.

04. 和解の供物と酬恩祭の犠牲は救世主の働
きを表す。
 レビ記 3:1-5,16; 詩編 51:17.

05. 罪祭は救世主の働きを差す。
 レビ記 4:3-12; レビ記 4:27-29.

06. 贖罪の日は救世主の働きを差す。
 レビ記 16:1-31; レビ記 17:11.

07. 赤い雌牛の供物は救世主の働きを差す。
 民数記 19:2,3,9.

08. 過越の祭は救世主の働きを差す。
 出エジプト記 12:5-14, 22-24.

09. 種入れぬパンの祭は救世主の働きを差
す。
 レビ記 23:6-8.

10. 最初の穀物の束の波は救世主の復活を差
す。
 レビ記 23:9-14.

11. 過越の祭の50日後の最初の実の祭は聖霊
の注ぎを差す。
    レビ記 23:15-21.

12. 救世主の働きに関連する幕屋の祭。
    レビ記 23:33-43.
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聖書の他の節は、救世主の御国の到来に関連
している。
救世主の最初の到来と共に御国が近づいた
が、御国は救世主の再臨で完全に実現するで
あろう。
以下の節は、御国を差している。
スペース節約のため、関連する節をすべて挙
げないことにしたものの、番号で以下の節を
示す。
番号は#1、#2、#3、#4、#5、#6、#7。

その日の救世主の未来の御国：

#1 救世主の御国の権威、偉大さ、栄光。
創世記 49:10; 民数記 24:17-19; 
サムエル記上 2:10; 
サムエル記下  7:12-16; 
詩編 2:6-12; 詩編 8:2-3; 
詩編 21:5; 詩編 45; 詩編 46:6-12; 
詩編 47:3,4,8-10; 詩編 48:2-4,9-15;
詩編 50:2-6; 詩編 61:7,8;
詩編 66:1-5; 詩編 67:2-8; 
詩編 68:1-5; 詩編 72:6-20; 
詩編 85:2-4,10-14; 詩編 86:9; 
詩編 89:1-5,26-29,36,37; 詩編 93:1; 
詩編 95:3-7; 詩編 96:1-13; 詩編 97:1,6; 
詩編 98:1-9; 詩編 99:1-4; 詩編 110:1-6; 
詩編 130:7,8; 詩編 132:11-14; 
詩編 138:4,5; 詩編 145:10-13; 
詩編 149:1-9; イザヤ記 2:10-22; 
イザヤ記 9:5,6; イザヤ記 11:2-10; 
イザヤ記 16:5; イザヤ記 24:19-23; 
イザヤ記 26:1-4; イザヤ記 32:1-5,13-20; 
イザヤ記 33:17-24; イザヤ記 35:1-10; 
イザヤ記 40:5,9-11; イザヤ記 41:18-20; 
イザヤ記 42:4,13,16; イザヤ記 49:7; 
イザヤ記 52:1-3,10,13; イザヤ記 63:1-6; 
イザヤ記 65:13-25; 
イザヤ記 66:10-17,22-24; 
エレミヤ記 23:5; 

エゼキエル記 40-48; ダニエル記 2:35,44; 
ダニエル記 4:3; 
ダニエル記 7:13,14,18,27; 
ダニエル記 12:1-3; ヨエル記 2; 
ヨエル記 3; オバデア記 1:17-21; 
ミカ記 4:13; 
ハバクク記 2:14; ゼファニヤ記 2:11; 
ゼカリヤ記 6:12,13; ゼカリヤ記 9:9-12; 
ゼカリヤ記 10:11,12; ゼカリヤ記 14:9; 
マラキ記 4:1-6; マタイによる福音書 6:10; 
マタイによる福音書 19:28; 
マタイによる福音書 28:18; 
ルカによる福音書 1:32,33; 
ルカによる福音書 22:29; 
ヨハネによる福音書 17:24; 
ヨハネによる福音書 18:36; 
使徒言行録 1:6,7; 
ローマの信徒への手紙 8:19-23; ローマの信
徒への手紙 14:17; コリントの信徒への手紙一 
15:24,25; エフェソの信徒への手紙 1:10,20; 
フィリピの信徒への手紙 2:9; テサロニケの信
徒への手紙一 2:12; テモテへの手紙一 6:15; 
ヘブライ人への手紙 1:8; 
ヘブライ人への手紙 2:5-9; ペトロの手紙一 
1:3-5; 
ヨハネの黙示録 6:2; ヨハネの黙示録 11:15; 
ヨハネの黙示録 12:10; ヨハネの黙示録 
19:15,16; ヨハネの黙示録 20:1-6.  

#2 イスラエルの回心と選定。
レビ記 26:40-45; 
申命記 4:29-31; 
申命記 30:1-10; 
申命記 33:28,29; 詩編 47:5; 
詩編 69:36,37; 詩編 85:9-14;  
詩編 102:14,17,18,22; 詩編 106:5; 
詩編 121; 詩編 126; 詩編 130:7,8; 
イザヤ記 4:2-6; イザヤ記 12:1-6; イザヤ記 
14:1-3; 
イザヤ記 26:1-4; イザヤ記 27:6; イザヤ
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記 29:18-24; イザヤ記 30:18-26; イザヤ記 
40:1,2; 
イザヤ記 41:8-20; イザヤ記 44:1-8,21-24,26; 
イザヤ記 45:17,18,22-25; イザヤ記 46:13; 
イザヤ記 49:6-26; イザヤ記 51; 
イザヤ記 54:1-14,17; イザヤ記 55:1-3; 
イザヤ記 59:16-21; イザヤ記 60:10,15-
18,21,22; 
イザヤ記 61:1-11; イザヤ記 62; 
イザヤ記 65:8-10; エレミヤ記 3:14-16, 
18,19;
エレミヤ記 23:4-6; エレミヤ記 30:18-24; 
エレミヤ記 31:1-7,16-40; エレミヤ記 32:38-
44; エレミヤ記 33:6-22,26; エレミヤ記 50:4-
7,20; エゼキエル記 16:60-63; エゼキエル記 
34:20-31; 
エゼキエル記 36:8-15,26-38; エゼキエル記 
37:1-28; 
ホセア記 1:7,11; ホセア記 2:14-23; ホセア
記 3:5; 
ホセア記 14:5,6; アモス記 9:11-15; ミカ記 
4:7; 
ミカ記 5:2-15; ミカ記 7:14-20; ゼファニヤ
記 3:11-19; ゼカリヤ記 1:12-17; ゼカリヤ記 
2:1-5,10,12,13; ゼカリヤ記 3:10; ゼカリヤ記 
8:3-7,9-19; 
ゼカリヤ記 9:10-17; ゼカリヤ記 10:3-7; 
ゼカリヤ記 12:1-14; ゼカリヤ記 13:1,2,8,9; 
ゼカリヤ記 14:1-21; マラキ記 3:1-
6,11,12,16-18;
使徒言行録 15:16-18; ローマの信徒への手紙 
9:27,28; ローマの信徒への手紙 11:1-36; ガ
ラテヤの信徒への手紙 3:17; 
ヘブライ人への手紙 8:6-12; ヘブライ人への
手紙 10:16,17;   

#3 イスラエルの回帰。
申命記 30:3-5; 詩編 14:7; 
詩編 53:7; 詩編 106:47; 詩編 107:2,3; 詩編 

147:2; イザヤ記 10:20-22; イザヤ記 11:11-
16; イザヤ記 27:12,13; イザヤ記 35:8-10; イ
ザヤ記 43:5,6; 
イザヤ記 49:6,12,22; イザヤ記 51:11; 
イザヤ記 52:8-10; イザヤ記 54:7; イザヤ記 
56:8; 
イザヤ記 60:3-11; イザヤ記 66:20-21; 
エレミヤ記 3:18,19; エレミヤ記 12:15; 
エレミヤ記 15:19-21; エレミヤ記 16:14,15; 
エレミヤ記 23:3,7,8; エレミヤ記 
30:3,10,11,17; 
エレミヤ記 31:8-14,17; エレミヤ記 32:37; 
エレミヤ記 46:27-28; エレミヤ記 50:19; 
エゼキエル記 11:17-20; エゼキエル記 20:34-
44; 
エゼキエル記 28:24-26; エゼキエル記 34:11-
14; 
エゼキエル記 36:24-27; エゼキエル記 37:21; 
エゼキエル記 39:25-29; ホセア記 1:11; 
ホセア記 14:7-8; ミカ記 2:12,13; ミカ記 4:6; 
ゼファニヤ記 3:18-20; ゼカリヤ記 1:17; 
ゼカリヤ記 8:7,8; ゼカリヤ記 10:8-10; 
ヨハネによる福音書 11:52; エフェソの信徒へ
の手紙 1:10.

#4 異邦人も来るであろう。
創世記 26:4; 申命記 32:43; 
詩編 22:28-32; 詩編 72:11,17; 詩編 86:9; 詩編 
96:10; 詩編 102:16-23; 詩編 117:1; イザヤ記 
2:2-6; イザヤ記 5:26; イザヤ記 11:10,12; 
イザヤ記 19:16-25; イザヤ記 25:6-12; イザヤ
記 26:2; イザヤ記 43:9; イザヤ記 51:5; イザヤ
記 55:5; 
イザヤ記 56:6-7; イザヤ記 60:3-7, 10-14; 
イザヤ記 62:10; イザヤ記 66:18-23; エレミ
ヤ記 3:17; エレミヤ記 4:2; エレミヤ記 10:6,7; 
エレミヤ記 16:19; ダニエル記 7:18,25-27; ミ
カ記 4:1-4; ハガイ記 2:6,7;  ゼカリヤ記 2:11;  
ゼファニヤ記 3:8-10; 
ゼカリヤ記 8:3,20-23; ゼカリヤ記 14:16-19; 
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マラキ記 1:11; マルコによる福音書 11:17; ヨ
ハネによる福音書 10:16; ローマの信徒への手
紙 3:29; ローマの信徒への手紙 15:9-12; 
ガラテヤの信徒への手紙 3:8; エフェソの信
徒への手紙 2:11-13; ヘブライ人への手紙 
2:11-13; 
ヘブライ人への手紙 12:23; ヨハネの黙示録 
7:9-12; ヨハネの黙示録 15:4; ヨハネの黙示録 
21:24-26; ヨハネの黙示録 22:2.

#5 救世主の再来と死からの復活。
詩編 68:22,23; 詩編 71:20; 
詩編 126:5,6; イザヤ記 25:8; イザヤ記 26:19; 
ホセア記 13:14; ダニエル記 12:13; マタイに
よる福音書 22:32; 
マタイによる福音書 24:27-51; マタイによる
福音書 26:64; 
マルコによる福音書 13:24-37; ルカによる福
音書 12:37; 
ルカによる福音書 14:13-15; ルカによる福音
書 20:34-37; 
ルカによる福音書 21:22-36; ルカによる福
音書 22:29; ルカによる福音書 23:43; ヨハ
ネによる福音書 3:21; ヨハネによる福音書 
5:28,29; 
ヨハネによる福音書 6:39,40; ヨハネによる福
音書 8:51; 
ヨハネによる福音書 11:25,26; ヨハネによる
福音書 12:25,26; ヨハネによる福音書 14:2,3; 
ヨハネによる福音書 17:24; 
使徒言行録 2:6-8; 使徒言行録 23:6-8; 使徒言
行録 26:6-8; ローマの信徒への手紙 8:17,24; 
コリントの信徒への手紙一 6:14; コリントの
信徒への手紙一 15:1-58; 
コリントの信徒への手紙二 4:14,17; エフェソ
の信徒への手紙 1:10; 
フィリピの信徒への手紙 2:10,11; フィリピの
信徒への手紙 3:20,21; コロサイの信徒への手
紙 3:4; テサロニケの信徒への手紙一 1:10; 
テサロニケの信徒への手紙一 4:14-17; 

テサロニケの信徒への手紙二 1:7-10; 
テサロニケの信徒への手紙二 2:7,8; 
テモテへの手紙二 2:11,12,18; テモテへの手
紙二 4:8; ヘブライ人への手紙 1:13; ヘブライ
人への手紙 11:13,35; 
ペトロの手紙一 1:4-9; ペトロの手紙一 4:13; 
ペトロの手紙一 5:4; 
ペトロの手紙二 1:11; ヨハネの手紙一 3:2; ユ
ダの手紙 1:14; ヨハネの黙示録 1:6,7; ヨハネ
の黙示録 2:26,27; ヨハネの黙示録 3:21; ヨハ
ネの黙示録 5:1-14; ヨハネの黙示録 7:3,4; ヨ
ハネの黙示録 10:7; ヨハネの黙示録 11:15; ヨ
ハネの黙示録 12:10; ヨハネの黙示録 15:3,4; 
ヨハネの黙示録 20:1-6.

#6 審判の日。
創世記 18:25; 詩編 1:4; 詩編 9:8; 
詩編 68:1-5; 詩編 73:20; 詩編 96:11-13; 詩
編 98:9; 詩編 122:5; コヘレトの言葉 12:14; 
イザヤ記 5:30; イザヤ記 13:1-22; イザヤ
記 30:8,27-30; イザヤ記 34:1-4; イザヤ記 
66:15,16; ダニエル記 7:9,10; ダニエル記 
12:1,2; ヨエル記 2:1,10,11,30-32; 
ヨエル記 3:12-16; ミカ記 1:3,4; ナホム記 
1:5,6; 
ゼファニヤ記 1:14-18; マラキ記 3:5,16-18; 
マタイによる福音書 8:11,12; マタイによる福
音書 10:28; 
マタイによる福音書 11:21-24; マタイによ
る福音書 12:36,41,42; マタイによる福音書 
13:40-43; マタイによる福音書 19:28; 
マタイによる福音書 24:50,51; マタイによ
る福音書 25:21,23,31-46; マルコによる福
音書 9:43-48; ルカによる福音書 10:12-14; 
ルカによる福音書 19:27; ルカによる福音書 
20:35,36; ルカによる福音書 22:30; 
ヨハネによる福音書 5:24-29; ヨハネによる
福音書 12:31,32; 使徒言行録 10:42; 使徒言行
録 17:31; 使徒言行録 24:15; ローマの信徒へ

救世主の未来の御国
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救世主の未来の御国

の手紙 2:5-16; ローマの信徒への手紙 14:10-
12; コリントの信徒への手紙一 3:12-15; 
コリントの信徒への手紙一 4:5; コリントの信
徒への手紙一 6:1-3; 
コリントの信徒への手紙二 5:10; コロサイの
信徒への手紙 3:6; 
テモテへの手紙二 4:1; ヘブライ人への手紙 
6:2; 
ペトロの手紙二 2:9; ペトロの手紙二 3:7; ヨハ
ネの手紙一 4:17; ユダの手紙 1:6,13-15; ヨハ
ネの黙示録 2:11; 
ヨハネの黙示録 3:4,5; ヨハネの黙示録 6:12-
17; ヨハネの黙示録 11:18,19; ヨハネの黙示録 
14:1-11; ヨハネの黙示録 17:14-16; ヨハネの
黙示録 19; ヨハネの黙示録 20:10-15;  

#7 新しい天と新しい地。
詩編 48:8; イザヤ記 60:18-20; 
イザヤ記 65:17-19; イザヤ記 66:22-24; 
マタイによる福音書 8:11; マタイによる福音
書 24:35; 
コリントの信徒への手紙一 15:24,25; ガラテ
ヤの信徒への手紙 4:26; 
ヘブライ人への手紙 10:12,13; ヘブライ人へ
の手紙 11:10; 
ヘブライ人への手紙 12:22-28; ペトロの手紙
二 3:7-13; 
ヨハネの黙示録 3:12,21; ヨハネの黙示録 
16:20; ヨハネの黙示録 21, 22. 
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C01 救世主の誕生は予言されている。

創世記 3:15 わたしは恨みをおく、／おま
えと女とのあいだに、／おまえのすえと女
のすえとの間に。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」
。

民数記 21:8 そこで主はモーセに言わ
れた、「火のへびを造って、それをさお
の上に掛けなさい。すべてのかまれた者
が仰いで、それを見るならば生きるであ
ろう」。

9 モーセは青銅で一つのへびを造り、それ
をさおの上に掛けて置いた。すべてへび
にかまれた者はその青銅のへびを仰いで
見て生きた。

イザヤ記 53:10 しかも彼を砕くことは主
のみ旨であり、主は彼を悩まされた。彼
が自分を、とがの供え物となすとき、そ
の子孫を見ることができ、その命をなが
くすることができる。かつ主のみ旨が彼
の手によって栄える。

マタイによる福音書 27:50 イエスは
もう一度大声で叫んで、ついに息をひき
とられた。

51 すると見よ、神殿の幕が上から下まで真
二つに裂けた。また地震があり、岩が裂
け、

マタイによる福音書 28:5 この御使は女た
ちにむかって言った、「恐れることはな
い。あなたがたが十字架におかかりにな
ったイエスを捜していることは、わたし
にわかっているが、

6 もうここにはおられない。かねて言われ
たとおりに、よみがえられたのである。
さあ、イエスが納められていた場所をご

らんなさい。

ルカによる福音書 2:10 御使は言った、
「恐れるな。見よ、すべての民に与えら
れる大きな喜びを、あなたがたに伝え
る。

11 きょうダビデの町に、あなたがたのため
に救主がお生れになった。このかたこそ
主なるキリストである。

ヨハネによる福音書 3:14 そして、ちょう
どモーセが荒野でへびを上げたように、
人の子もまた上げられなければならな
い。

ガラテヤの信徒への手紙 3:19 それで
は、律法はなんであるか。それは違反を
促すため、あとから加えられたのであっ
て、約束されていた子孫が来るまで存続
するだけのものであり、かつ、天使たち
をとおし、仲介者の手によって制定され
たものにすぎない。

ガラテヤの信徒への手紙 4:4 しかし、
時の満ちるに及んで、神は御子を女から
生れさせ、律法の下に生れさせて、おつ
かわしになった。

5 それは、律法の下にある者をあがない出
すため、わたしたちに子たる身分を授け
るためであった。

ヘブライ人への手紙 2:14 このように、子
たちは血と肉とに共にあずかっているの
で、イエスもまた同様に、それらをそ
なえておられる。それは、死の力を持つ
者、すなわち悪魔を、ご自分の死によっ
て滅ぼし、

ヨハネの黙示録 12:9 この巨大な龍、
すなわち、悪魔とか、サタンとか呼ば

創世記
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れ、全世界を惑わす年を経たへびは、地
に投げ落され、その使たちも、もろとも
に投げ落された。

ヨハネの黙示録 20:10 そして、彼らを
惑わした悪魔は、火と硫黄との池に投げ
込まれた。そこには、獣もにせ預言者も
いて、彼らは世々限りなく日夜、苦しめ
られるのである。

以下も参照されたい： 民数記 21:6,7; マルコによる福音書 
16:18; ルカによる福音書 10:19; 使徒言行録 28:3-6.

E09 救世主の義。

創世記 3:21 主なる神は人とその妻との
ために皮の着物を造って、彼らに着せられ
た。

創世記 3:7 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
ので、いちじくの葉をつづり合わせて、
腰に巻いた。

イザヤ記 61:10 わたしは主を大いに喜
び、わが魂はわが神を楽しむ。主がわた
しに救の衣を着せ、義の上衣をまとわせ
て、花婿が冠をいただき、花嫁が宝玉を
もって飾るようにされたからである。

ヨハネの黙示録 4:4 また、御座のま
わりには二十四の座があって、二十四
人の長老が白い衣を身にまとい、頭に金
の冠をかぶって、それらの座についてい
た。

ヨハネの黙示録 7:9 その後、わたし
が見ていると、見よ、あらゆる国民、部
族、民族、国語のうちから、数えきれな
いほどの大ぜいの群衆が、白い衣を身に

まとい、しゅろの枝を手に持って、御座
と小羊との前に立ち、

10 大声で叫んで言った、「救は、御座にい
ますわれらの神と／小羊からきたる」。

11 御使たちはみな、御座と長老たちと四つ
の生き物とのまわりに立っていたが、御
座の前にひれ伏し、神を拝して言った、

12 「アァメン、さんび、栄光、知恵、感
謝、ほまれ、力、勢いが、世々限りな
く、われらの神にあるように、アァメ
ン」。

13 長老たちのひとりが、わたしにむかって
言った、「この白い衣を身にまとってい
る人々は、だれか。また、どこからきた
のか」。

14 わたしは彼に答えた、「わたしの主よ、
それはあなたがご存じです」。すると、
彼はわたしに言った、「彼らは大きな患
難をとおってきた人たちであって、その
衣を小羊の血で洗い、それを白くしたの
である。

ヨハネの黙示録 21:2 また、聖なる
都、新しいエルサレムが、夫のために着
飾った花嫁のように用意をととのえて、
神のもとを出て、天から下って来るのを
見た。

以下も参照されたい： 詩編 132:9,16; イザヤ記 52:1; エゼ
キエル記 16:8-18.

A01 救世主はアブラハムの子孫である。

創世記 9:26 また言った、／「セムの神、
主はほむべきかな、／カナンはそのしもべ
となれ。

27 神はヤペテを大いならしめ、／セムの天幕
に彼を住まわせられるように。カナンはそ
のしもべとなれ」。

創世記
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ルカによる福音書 3:23 イエスが宣教を
はじめられたのは、年およそ三十歳の時
であって、人々の考えによれば、ヨセフ
の子であった。ヨセフはヘリの子、

ルカによる福音書 3:24-33
ルカによる福音書 3:34 ヤコブ、イサ

ク、アブラハム、テラ、ナホル、
35 セルグ、レウ、ペレグ、エベル、サラ、
36 カイナン、アルパクサデ、セム、ノア、

ラメク、
   
以下も参照されたい： イザヤ記 11:10; ローマの信徒への
手紙 9:5; ローマの信徒への手紙 15:12; エフェソの信徒へ

の手紙 2:19; エフェソの信徒への手紙 3:6.

E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

創世記 12:3 あなたを祝福する者をわた
しは祝福し、／あなたをのろう者をわたしは
のろう。地のすべてのやからは、／あなたに
よって祝福される」。

使徒言行録 3:25 あなたがたは預言者の子
であり、神があなたがたの先祖たちと結
ばれた契約の子である。神はアブラハム
に対して、『地上の諸民族は、あなたの
子孫によって祝福を受けるであろう』と
仰せられた。

26 神がまずあなたがたのために、その僕を
立てて、おつかわしになったのは、あな
たがたひとりびとりを、悪から立ちかえ
らせて、祝福にあずからせるためなので
ある」。

以下も参照されたい： 詩編 72:17; ローマの信徒への手紙 
4:11; ガラテヤの信徒への手紙 3:8,16,28; コロサイの信徒

への手紙 3:11; ヨハネの黙示録 7:9.

D03 救世主の司祭としての祈り。

創世記 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。

マタイによる福音書 26:26 一同が食
事をしているとき、イエスはパンを取
り、祝福してこれをさき、弟子たちに与
えて言われた、「取って食べよ、これは
わたしのからだである」。

27 また杯を取り、感謝して彼らに与えて言
われた、「みな、この杯から飲め。

28 これは、罪のゆるしを得させるように
と、多くの人のために流すわたしの契約
の血である。

29 あなたがたに言っておく。わたしの父
の国であなたがたと共に、新しく飲むそ
の日までは、わたしは今後決して、ぶど
うの実から造ったものを飲むことをしな
い」。

ヘブライ人への手紙 6:20 その幕の内に、
イエスは、永遠にメルキゼデクに等しい
大祭司として、わたしたちのためにさき
がけとなって、はいられたのである。

ヘブライ人への手紙 7:1 このメルキゼデ
クはサレムの王であり、いと高き神の祭
司であったが、王たちを撃破して帰るア
ブラハムを迎えて祝福し、

2 それに対して、アブラハムは彼にすべて
の物の十分の一を分け与えたのである。
その名の意味は、第一に義の王、次にま
たサレムの王、すなわち平和の王であ
る。

以下も参照されたい： 詩編 110:4; ヘブライ人への手紙 
5:6,10; ヘブライ人への手紙 7:1-3.

創世記



34

A01 救世主はアブラハムの子孫である。

創世記 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。

8 わたしはあなたと後の子孫とにあなたの宿
っているこの地、すなわちカナンの全地を
永久の所有として与える。そしてわたしは彼
らの神となるであろう」。

19 神は言われた、「いや、あなたの妻サラは
あなたに男の子を産むでしょう。名をイサ
クと名づけなさい。わたしは彼と契約を立
てて、後の子孫のために永遠の契約としよ
う。

21 しかしわたしは来年の今ごろサラがあなた
に産むイサクと、わたしの契約を立てるで
あろう」。

創世記 21:12 神はアブラハムに言われ
た、「あのわらべのため、またあなたのは
しためのために心配することはない。サラ
があなたに言うことはすべて聞きいれなさ
い。イサクに生れる者が、あなたの子孫と
唱えられるからです。

ローマの信徒への手紙 9:6 しかし、神の言
が無効になったというわけではない。な
ぜなら、イスラエルから出た者が全部イ
スラエルなのではなく、

7 また、アブラハムの子孫だからといっ
て、その全部が子であるのではないから
である。かえって「イサクから出る者
が、あなたの子孫と呼ばれるであろう」
。

8 すなわち、肉の子がそのまま神の子なの
ではなく、むしろ約束の子が子孫として
認められるのである。

9 約束の言葉はこうである。「来年の今ご
ろ、わたしはまた来る。そして、サラに
男子が与えられるであろう」。

以下も参照されたい： 創世記 21:2,3,6; ガラテヤの信徒へ
の手紙 4:28-31.

B02 救世主は神の子羊である。

創世記 22:8 アブラハムは言った、「子
よ、神みずから§祭の小羊を備えてくださ
るであろう」。こうしてふたりは一緒に行っ
た。

ヨハネによる福音書 1:29 その翌日、ヨハ
ネはイエスが自分の方にこられるのを見
て言った、「見よ、世の罪を取り除く神
の小羊。

以下も参照されたい： ヨハネによる福音書 1:36; ペトロ
の手紙一 1:19,20; ヨハネの黙示録 5:6,12; ヨハネの黙示録 

7:9,13,14.

A01 救世主はアブラハムの子孫である。
E22 救世主の労働は祝福されるであろう。

創世記 22:17 わたしは大いにあなたを祝
福し、大いにあなたの子孫をふやして、天の
星のように、浜べの砂のようにする。あなた
の子孫は敵の門を打ち取り、

18 また地のもろもろの国民はあなたの子孫に
よって祝福を得るであろう。あなたがわた
しの言葉に従ったからである』」。

ヨハネによる福音書 8:56 あなたがたの父
アブラハムは、わたしのこの日を見よう
として楽しんでいた。そしてそれを見て
喜んだ」。

使徒言行録 3:22 モーセは言った、『主な

創世記
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る神は、わたしをお立てになったよう
に、あなたがたの兄弟の中から、ひとり
の預言者をお立てになるであろう。その
預言者があなたがたに語ることには、こ
とごとく聞きしたがいなさい。

23 彼に聞きしたがわない者は、みな民の中
から滅ぼし去られるであろう』。

24 サムエルをはじめ、その後つづいて語っ
たほどの預言者はみな、この時のことを
予告した。

25 あなたがたは預言者の子であり、神があ
なたがたの先祖たちと結ばれた契約の子
である。神はアブラハムに対して、『地
上の諸民族は、あなたの子孫によって祝
福を受けるであろう』と仰せられた。

26 神がまずあなたがたのために、その僕を
立てて、おつかわしになったのは、あな
たがたひとりびとりを、悪から立ちかえ
らせて、祝福にあずからせるためなので
ある」。

ローマの信徒への手紙 4:17 「わたし
は、あなたを立てて多くの国民の父とし
た」と書いてあるとおりである。彼はこ
の神、すなわち、死人を生かし、無から
有を呼び出される神を信じたのである。

18 彼は望み得ないのに、なおも望みつつ
信じた。そのために、「あなたの子孫は
こうなるであろう」と言われているとお
り、多くの国民の父となったのである。

コリントの信徒への手紙二 1:20 なぜな
ら、神の約束はことごとく、彼において
「しかり」となったからである。だか
ら、わたしたちは、彼によって「アァメ
ン」と唱えて、神に栄光を帰するのであ
る。

ガラテヤの信徒への手紙 3:16 さて、約
束は、アブラハムと彼の子孫とに対して

なされたのである。それは、多数をさし
て「子孫たちとに」と言わずに、ひとり
をさして「あなたの子孫とに」と言って
いる。これは、キリストのことである。

17 わたしの言う意味は、こうである。神に
よってあらかじめ立てられた契約が、四
百三十年の後にできた律法によって破棄
されて、その約束がむなしくなるような
ことはない。

18 もし相続が、律法に基いてなされると
すれば、もはや約束に基いたものではな
い。ところが事実、神は約束によって、
相続の恵みをアブラハムに賜わったので
ある。

ガラテヤの信徒への手紙 3:29 もしキリ
ストのものであるなら、あなたがたはア
ブラハムの子孫であり、約束による相続
人なのである。

以下も参照されたい： 創世記 12:2,3; 創世記 13:16; 創
世記 15:1,5,6; 創世記 17:1,6,7; 創世記 18:18; 創世記 

22:3,10; 創世記 26:4,5; 創世記 27:28,29; 創世記 28:3,14; 
創世記 49:25,26; 申命記 1:10; 申命記 28:2; 詩編 2:8; 詩編 
72:8,9,17; エレミヤ記 7:23; エレミヤ記 33:22; ダニエル記 
2:44,45; ルカによる福音書 1:68-75; エフェソの信徒への

手紙 1:3; ヨハネの黙示録 11:15.

E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

創世記 26:3 あなたがこの地にとどまる
なら、わたしはあなたと共にいて、あなたを
祝福し、これらの国をことごとくあなたと、
あなたの子孫とに与え、わたしがあなたの
父アブラハムに誓った誓いを果そう。

4 またわたしはあなたの子孫を増して天の
星のようにし、あなたの子孫にこれらの地
をみな与えよう。そして地のすべての国民
はあなたの子孫によって祝福をえるであろ
う。

創世記
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ヘブライ人への手紙 6:17 そこで、神は、
約束のものを受け継ぐ人々に、ご計画の
不変であることを、いっそうはっきり示
そうと思われ、誓いによって保証された
のである。

ヘブライ人への手紙 11:9 信仰によって、
他国にいるようにして約束の地に宿り、
同じ約束を継ぐイサク、ヤコブと共に、
幕屋に住んだ。

ヘブライ人への手紙 11:13 これらの
人はみな、信仰をいだいて死んだ。まだ
約束のものは受けていなかったが、はる
かにそれを望み見て喜び、そして、地上
では旅人であり寄留者であることを、自
ら言いあらわした。

14 そう言いあらわすことによって、彼ら
がふるさとを求めていることを示してい
る。

15 もしその出てきた所のことを考えていた
なら、帰る機会はあったであろう。

16 しかし実際、彼らが望んでいたのは、も
っと良い、天にあるふるさとであった。
だから神は、彼らの神と呼ばれても、そ
れを恥とはされなかった。事実、神は彼
らのために、都を用意されていたのであ
る。

以下も参照されたい： 創世記 12:1-3; 創世記 13:15-17; 創
世記 15:18; 創世記 17:8; 創世記 22:16-18; 詩編 32:8; 詩編 

39:12; イザヤ記 43:2,5.

A01 救世主はアブラハムの子孫である。
B23 神と救世主の恩寵。
E22 救世主の労働は祝福されるであろう。

創世記 28:14 あなたの子孫は地のちりの
ように多くなって、西、東、北、南にひろが
り、地の諸族はあなたと子孫とによって祝
福をうけるであろう。

使徒言行録 3:25 あなたがたは預言者の子
であり、神があなたがたの先祖たちと結
ばれた契約の子である。神はアブラハム
に対して、『地上の諸民族は、あなたの
子孫によって祝福を受けるであろう』と
仰せられた。

26 神がまずあなたがたのために、その僕を
立てて、おつかわしになったのは、あな
たがたひとりびとりを、悪から立ちかえ
らせて、祝福にあずからせるためなので
ある」。

ガラテヤの信徒への手紙 3:8 聖書は、
神が異邦人を信仰によって義とされる
ことを、あらかじめ知って、アブラハ
ムに、「あなたによって、すべての国民
は祝福されるであろう」との良い知らせ
を、予告したのである。

ガラテヤの信徒への手紙 3:16 さて、約
束は、アブラハムと彼の子孫とに対して
なされたのである。それは、多数をさし
て「子孫たちとに」と言わずに、ひとり
をさして「あなたの子孫とに」と言って
いる。これは、キリストのことである。

以下も参照されたい： 創世記 12:3; 創世記 18:17,18; 創世
記 22:18; 創世記 26:4; 詩編 72:17.

創世記
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A02 救世主はユダの子孫である。
D04 救世主の王としての祈り。
H03 救世主の未来の御国。

創世記 49:8 ユダよ、兄弟たちはあなた
をほめる。あなたの手は敵のくびを押え、／
父の子らはあなたの前に身をかがめるであ
ろう。

9 ユダは、ししの子。わが子よ、あなたは獲物
をもって上って来る。彼は雄じしのようにう
ずくまり、／雌じしのように身を伏せる。だ
れがこれを起すことができよう。

10 つえはユダを離れず、／立法者のつえはそ
の足の間を離れることなく、／シロの来る時
までに及ぶであろう。もろもろの民は彼に
従う。

11 彼はそのろばの子をぶどうの木につなぎ、
／その雌ろばの子を良きぶどうの木につな
ぐ。彼はその衣服をぶどう酒で洗い、／その
着物をぶどうの汁で洗うであろう。

12 その目はぶどう酒によって赤く、／その歯は
乳によって白い。

ルカによる福音書 1:30 すると御使が言
った、「恐れるな、マリヤよ、あなたは
神から恵みをいただいているのです。

31 見よ、あなたはみごもって男の子を産む
でしょう。その子をイエスと名づけなさ
い。

32 彼は大いなる者となり、いと高き者の子
と、となえられるでしょう。そして、主
なる神は彼に父ダビデの王座をお与えに
なり、

33 彼はとこしえにヤコブの家を支配し、そ
の支配は限りなく続くでしょう」。

 
マタイによる福音書 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。

2 アブラハムはイサクの父であり、イサク

はヤコブの父、ヤコブはユダとその兄弟
たちとの父、

3 ユダはタマルによるパレスとザラとの
父、パレスはエスロンの父、エスロンは
アラムの父、

4 アラムはアミナダブの父、アミナダブは
ナアソンの父、ナアソンはサルモンの
父、

5 サルモンはラハブによるボアズの父、ボ
アズはルツによるオベデの父、オベデは
エッサイの父、

6 エッサイはダビデ王の父であった。ダビ
デはウリヤの妻によるソロモンの父であ
り、

7 ソロモンはレハベアムの父、レハベアム
はアビヤの父、アビヤはアサの父、

8 アサはヨサパテの父、ヨサパテはヨラム
の父、ヨラムはウジヤの父、

9 ウジヤはヨタムの父、ヨタムはアハズの
父、アハズはヒゼキヤの父、

10 ヒゼキヤはマナセの父、マナセはアモン
の父、アモンはヨシヤの父、

11 ヨシヤはバビロンへ移されたころ、エコ
ニヤとその兄弟たちとの父となった。

12 バビロンへ移されたのち、エコニヤはサ
ラテルの父となった。サラテルはゾロバ
ベルの父、

13 ゾロバベルはアビウデの父、アビウデは
エリヤキムの父、エリヤキムはアゾルの
父、

14 アゾルはサドクの父、サドクはアキムの
父、アキムはエリウデの父、

15 エリウデはエレアザルの父、エレアザル
はマタンの父、マタンはヤコブの父、

16 ヤコブはマリヤの夫ヨセフの父であっ
た。このマリヤからキリストといわれる
イエスがお生れになった。

17 だから、アブラハムからダビデまでの代
は合わせて十四代、ダビデからバビロン
へ移されるまでは十四代、そして、バビ

創世記
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ロンへ移されてからキリストまでは十四
代である。

ヘブライ人への手紙 7:14 というのは、わ
たしたちの主がユダ族の中から出られた
ことは、明らかであるが、モーセは、
この部族について、祭司に関することで
は、ひとことも言っていない。

ヨハネの黙示録 5:5 すると、長老の
ひとりがわたしに言った、「泣くな。見
よ、ユダ族のしし、ダビデの若枝である
かたが、勝利を得たので、その巻物を開
き七つの封印を解くことができる」。

以下も参照されたい： 創世記 29:35; 民数記 24:17; 申命
記 33:7; サムエル記下 22:41; 代誌上 5:2; 詩編 60:6; 詩編 

72:8-11; イザヤ記 9:6; イザヤ記 11:1-5; イザヤ記 42:1-4; 
イザヤ記 49:6,7,22,23; イザヤ記 55:4,5; イザヤ記 60:1-5; 
イザヤ記 63:1-3; エレミヤ記 23:5,6; エレミヤ記 30:21; ホ
セア記 5:14; ホセア記 11:12; ハガイ記 2:6; マタイによる
福音書 17:5; マタイによる福音書 21:9; ルカによる福音

書 2:30-32; ローマの信徒への手紙 15:12; コリントの信徒
への手紙一 15:24,25; ヨハネの黙示録 11:15; ヨハネの黙

示録 20.

創世記
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B13 救世主の権威。

出エジプト記 3:6 また言われた、「わたしは、
あなたの先祖の神、アブラハ?の神、イサ?
の神、ヤコブの神である」。モー?は神を見
ることを恐れたので顔を隠した。

マタイによる福音書 22:31 また、死
人の復活については、神があなたがたに
言われた言葉を読んだことがないのか。

32 『わたしはアブラハムの神、イサクの
神、ヤコブの神である』と書いてある。
神は死んだ者の神ではなく、生きている
者の神である」。

33 群衆はこれを聞いて、イエスの教に驚い
た。

ルカによる福音書 20:37 死人がよみがえ
ることは、モーセも柴の篇で、主を『ア
ブラハムの神、イサクの神、ヤコブの
神』と呼んで、これを示した。

38 神は死んだ者の神ではなく、生きている
者の神である。人はみな神に生きるもの
だからである」。

以下も参照されたい： 創世記 17:7,8; 創世記 28:13; 創世
記 32:9; 出エジプト記 3:14,15; 出エジプト記 4:5; 列王記上 
18:36; マルコによる福音書 12:26; 使徒言行録 7:32; ヘブラ

イ人への手紙 12:21; ヨハネの黙示録 1:17.

B19 救世主の謎。

出エジプト記 3:14 神はモー?に言わ
れた、「わたしは、有って有る者」。また言
われた、「イスラエルの人々 にこう言いなさ
い、『「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」。

マタイによる福音書 22:32 『わたし

はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブ
の神である』と書いてある。神は死んだ
者の神ではなく、生きている者の神であ
る」。

ルカによる福音書 9:20 彼らに言われ
た、「それでは、あなたがたはわたしを
だれと言うか」。ペテロが答えて言っ
た、「神のキリストです」。

ヨハネによる福音書 6:35 イエスは彼らに
言われた、「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。

ヨハネによる福音書 8:58 イエスは彼らに
言われた、「よくよくあなたがたに言っ
ておく。アブラハムの生れる前からわた
しは、いるのである」。

ヨハネによる福音書 11:25 イエスは
彼女に言われた、「わたしはよみがえ
りであり、命である。わたしを信じる者
は、たとい死んでも生きる。

ヘブライ人への手紙 13:8 イエス・キリス
トは、きのうも、きょうも、いつまでも
変ることがない。

ヨハネの黙示録 1:8 今いまし、昔い
まし、やがてきたるべき者、全能者にし
て主なる神が仰せになる、「わたしはア
ルパであり、オメガである」。

以下も参照されたい： 詩編 90:2; 箴言 30:4; イザヤ記 44:6; 
マタイによる福音書 13:11; ヨハネによる福音書 8:12; ヨ
ハネによる福音書 10:9,14; ヨハネによる福音書 14:6; ヨ
ハネによる福音書 15:1; ヨハネの黙示録 1:4,17; ヨハネの

黙示録 4:8.

出エジプト記
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B02 救世主は神の子羊である。
I08 過越の祭は救世主の働きを差す。

出エジプト記 12:5 小羊は傷のないも
ので、一歳の雄でなければならない。羊ま
たはやぎのうちから、これを取らなければ
ならない。

6 そしてこの月の十四日まで、これを守って
置き、イスラエルの会衆はみな、夕暮にこ
れをほふり、

7 その血を取り、小羊を食する家の入口の二
つの柱と、かもいにそれを塗らなければな
らない。

8 そしてその夜、その肉を火に焼いて食べ、
種入れぬパンと苦菜を添えて食べなければ
ならない。

9 生でも、水で煮ても、食べてはならない。火
に焼いて、その頭を足と内臓と共に食べな
ければならない。

10 朝までそれを残しておいてはならない。朝
まで残るものは火で焼きつくさなければな
らない。

11 あなたがたは、こうして、それを食べなけれ
ばならない。すなわち腰を引きからげ、足
にくつをはき、手につえを取って、急いでそ
れを食べなければならない。これは主の過
越である。

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 に々
審判を行うであろう。わたしは主である。

13 その血はあなたがたのおる家々で、あなた
がたのために、しるしとなり、わたしはその
血を見て、あなたがたの所を過ぎ越すであ
ろう。わたしがエジプトの国を撃つ時、災が
臨んで、あなたがたを滅ぼすことはないで
あろう。

14 この日はあなたがたに記念となり、あなた
がたは主の祭としてこれを守り、代 、々永
久の定めとしてこれを守らなければならな

い。

22 また一束のヒ?プを取って鉢の血に浸し、鉢
の血を、かもいと入口の二つの柱につけな
ければならない。朝まであなたがたは、ひ
とりも家の戸の外に出てはならない。

23 主が行き巡ってエジプトびとを撃たれる
とき、かもいと入口の二つの柱にある血を
見て、主はその入口を過ぎ越し、滅ぼす者
が、あなたがたの家にはいって、撃つのを
許されないであろう。

24 あなたがたはこの事を、あなたと子孫のた
めの定めとして、永久に守らなければなら
ない。

ヨハネによる福音書 1:29 その翌日、ヨハ
ネはイエスが自分の方にこられるのを見
て言った、「見よ、世の罪を取り除く神
の小羊。

コリントの信徒への手紙一 5:7 新しい粉
のかたまりになるために、古いパン種を
取り除きなさい。あなたがたは、事実パ
ン種のない者なのだから。わたしたちの
過越の小羊であるキリストは、すでにほ
ふられたのだ。

エフェソの信徒への手紙 1:7 わたした
ちは、御子にあって、神の豊かな恵みの
ゆえに、その血によるあがない、すなわ
ち、罪過のゆるしを受けたのである。

ヘブライ人への手紙 9:11 しかしキリスト
がすでに現れた祝福の大祭司としてこら
れたとき、手で造られず、この世界に属
さない、さらに大きく、完全な幕屋をと
おり、

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
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されたのである。
13 もし、やぎや雄牛の血や雌牛の灰が、汚

れた人たちの上にまきかけられて、肉体
をきよめ聖別するとすれば、

14 永遠の聖霊によって、ご自身を傷なき
者として神にささげられたキリストの血
は、なおさら、わたしたちの良心をきよ
めて死んだわざを取り除き、生ける神に
仕える者としないであろうか。

ヘブライ人への手紙 10:29 神の子を
踏みつけ、自分がきよめられた契約の血
を汚れたものとし、さらに恵みの御霊を
侮る者は、どんなにか重い刑罰に価する
ことであろう。

ヘブライ人への手紙 11:28 信仰によって、滅
ぼす者が、長子らに手を下すことのない
ように、彼は過越を行い血を塗った。

ペトロの手紙一 1:18 あなたがたのよ
く知っているとおり、あなたがたが先祖
伝来の空疎な生活からあがない出された
のは、銀や金のような朽ちる物によった
のではなく、

19 きずも、しみもない小羊のようなキリス
トの尊い血によったのである。

以下も参照されたい： 出エジプト記 12:7; レビ記 23:4,5; 
民数記 19:18; 詩編 51:5; マタイによる福音書 26:17-19,30; 
マルコによる福音書 14:12-16; ヨハネによる福音書 1:36; 
ヘブライ人への手紙 9:7,19; ヘブライ人への手紙 10:14; ヘ
ブライ人への手紙 12:24; ヨハネの黙示録 5:6-13; ヨハネの

黙示録 21:22,23.

F13 救世主の受難の詳細。

出エジプト記 12:46 ひとつの家でこれ
を食べなければならない。その肉を少しも
家の外に持ち出してはならない。また、そ
の骨を折ってはならない。

ヨハネによる福音書 19:36 これらの
ことが起ったのは、「その骨はくだかれ
ないであろう」との聖書の言葉が、成就
するためである。

以下も参照されたい： 民数記 9:12; 詩編 34:20; ヨハネに
よる福音書 19:33.

B22 神と救世主の善さ。

出エジプト記 15:1 そこでモー?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。

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。

ヨハネの黙示録 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。

以下も参照されたい： 詩編 22:3; 詩編 132:5; イザヤ記 
66:1; 使徒言行録 4:12; エフェソの信徒への手紙 2:21,22; 

ヨハネの黙示録 5:9-14; ヨハネの黙示録 19:1.

A08 救世主の名前と称号。
B16 救世主の権威と強さ。

出エジプト記 17:6 見よ、わたしは?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」。モー?
はイスラエルの長老たちの目の前で、その
ように行った。
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コリントの信徒への手紙一 10:1 兄弟たち
よ。このことを知らずにいてもらいたく
ない。わたしたちの先祖はみな雲の下に
おり、みな海を通り、

2 みな雲の中、海の中で、モーセにつくバ
プテスマを受けた。

3 また、みな同じ霊の食物を食べ、
4 みな同じ霊の飲み物を飲んだ。すなわ

ち、彼らについてきた霊の岩から飲んだ
のであるが、この岩はキリストにほかな
らない。

以下も参照されたい： ヨハネによる福音書 4:10,14; ヨハ
ネによる福音書 7:37; ヨハネの黙示録 22:17.

A05 救世主とその父の関係。

出エジプト記 23:20 見よ、わたしは使
をあなたの前につかわし、あなたを道で守
らせ、わたしが備えた所に導かせるであろ
う。

21 あなたはその前に慎み、その言葉に聞き従
い、彼にそむいてはならない。わたしの名
が彼のうちにあるゆえに、彼はあなたがた
のとがをゆるさないであろう。

マラキ記 3:1 「見よ、わたしはわが使
者をつかわす。彼はわたしの前に道を備
える。またあなたがたが求める所の主
は、たちまちその宮に来る。見よ、あな
たがたの喜ぶ契約の使者が来ると、万軍
の主が言われる。

マタイによる福音書 17:5 彼がまだ話し終
えないうちに、たちまち、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」。

ヨハネによる福音書 10:30 わたしと

父とは一つである」。

ヨハネによる福音書 10:36 父が聖別
して、世につかわされた者が、『わたし
は神の子である』と言ったからとて、ど
うして『あなたは神を汚す者だ』と言う
のか。

37 もしわたしが父のわざを行わないとすれ
ば、わたしを信じなくてもよい。

38 しかし、もし行っているなら、たといわ
たしを信じなくても、わたしのわざを信
じるがよい。そうすれば、父がわたしに
おり、また、わたしが父におることを知
って悟るであろう」。

ヨハネによる福音書 17:6 わたしは、あな
たが世から選んでわたしに賜わった人々
に、み名をあらわしました。彼らはあな
たのものでありましたが、わたしに下さ
いました。そして、彼らはあなたの言葉
を守りました。

ヨハネによる福音書 17:26 そしてわ
たしは彼らに御名を知らせました。また
これからも知らせましょう。それは、あ
なたがわたしを愛して下さったその愛が
彼らのうちにあり、またわたしも彼らの
うちにおるためであります」。

以下も参照されたい： 創世記 48:16; 出エジプト記 3:2-6; 
出エジプト記 14:19; 出エジプト記 32:34; 出エジプト記 
33:2,14,15; 民数記 20:16; ヨシュア記 5:13,14; 詩編 2:12; 
イザヤ記 9:6; イザヤ記 42:8; イザヤ記 63:9; ヨハネによる
福音書 10:30,38; ヨハネによる福音書 12:28; ヨハネによる
福音書 14:9,10; コロサイの信徒への手紙 2:9; ヘブライ人
への手紙 3:10,11,16; ヘブライ人への手紙 10:26-29; ヘブ

ライ人への手紙 12:25; ヨハネの黙示録 1:8.

E18 神は民の中に住むであろう。
     
出エジプト記 25:8 また、彼らにわた

しのために聖所を造らせなさい。わたしが

出エジプト記
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彼らのうちに住むためである。
9 すべてあなたに示す幕屋の型および、その

もろもろの器の型に従って、これを造らな
ければならない。

22 その所でわたしはあなたに会い、?罪所の
上から、あかしの箱の上にある二つのケル
ビ?の間から、イスラエルの人々 のために、
わたしが命じようとするもろもろの事を、あ
なたに語るであろう。

ルカによる福音書 7:16 人々はみな恐れ
をいだき、「大預言者がわたしたちの間
に現れた」、また、「神はその民を顧み
てくださった」と言って、神をほめたた
えた。

ヨハネによる福音書 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。

使徒言行録 7:44 わたしたちの先祖には、
荒野にあかしの幕屋があった。それは、
見たままの型にしたがって造るように
と、モーセに語ったかたのご命令どおり
に造ったものである。

45 この幕屋は、わたしたちの先祖が、ヨシ
ュアに率いられ、神によって諸民族を彼
らの前から追い払い、その所領をのり取
ったときに、そこに持ち込まれ、次々に
受け継がれて、ダビデの時代に及んだも
のである。

46 ダビデは、神の恵みをこうむり、そし
て、ヤコブの神のために宮を造営したい
と願った。

47 けれども、じっさいにその宮を建てたの
は、ソロモンであった。

48 しかし、いと高き者は、手で造った家の

内にはお住みにならない。預言者が言っ
ているとおりである、

49 『主が仰せられる、／どんな家をわたし
のために建てるのか。わたしのいこいの
場所は、どれか。天はわたしの王座、／
地はわたしの足台である。

ヘブライ人への手紙 9:2 すなわち、まず
幕屋が設けられ、その前の場所には燭台
と机と供えのパンとが置かれていた。こ
れが、聖所と呼ばれた。

3 また第二の幕の後に、別の場所があり、
それは至聖所と呼ばれた。

4 そこには金の香壇と全面金でおおわれた
契約の箱とが置かれ、その中にはマナの
はいっている金のつぼと、芽を出したア
ロンのつえと、契約の石板とが入れてあ
り、

5 箱の上には栄光に輝くケルビムがあっ
て、・罪所をおおっていた。これらのこ
とについては、今ここで、いちいち述べ
ることができない。

ヘブライ人への手紙 9:11 しかしキリスト
がすでに現れた祝福の大祭司としてこら
れたとき、手で造られず、この世界に属
さない、さらに大きく、完全な幕屋をと
おり、

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。

ヨハネの黙示録 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、

以下も参照されたい： 創世記 18:33; 出エジプト記 15:2; 
出エジプト記 20:24; 出エジプト記 29:42,43; 出エジプト記 

出エジプト記
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30:6; 出エジプト記 31:18; 出エジプト記 36:2; レビ記 4:6; 
レビ記 16:2; 民数記 7:89; 申命記 5:26-31; 詩編 80:1; イザ
ヤ記 12:6; イザヤ記 37:16; ゼカリヤ記 2:10; ゼカリヤ記 

8:3; コリントの信徒への手紙二 6:16; ヘブライ人への手紙 
8:5; ヘブライ人への手紙 9:9.

D03 救世主の司祭としての祈り。

出エジプト記 28:12 この二つの石をエ?
デの肩ひもにつけて、イスラエルの子たち
の記念の石としなければならない。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。

ヘブライ人への手紙 7:24 しかし彼は、永
遠にいますかたであるので、変らない祭
司の務を持ちつづけておられるのであ
る。

25 そこでまた、彼は、いつも生きていて彼
らのためにとりなしておられるので、彼
によって神に来る人々を、いつも救うこ
とができるのである。

26 このように、聖にして、悪も汚れもな
く、罪人とは区別され、かつ、もろもろ
の天よりも高くされている大祭司こそ、
わたしたちにとってふさわしいかたであ
る。

27 彼は、ほかの大祭司のように、まず自
分の罪のため、次に民の罪のために、日
々、いけにえをささげる必要はない。な
ぜなら、自分をささげて、一度だけ、そ
れをされたからである。

28 律法は、弱さを身に負う人間を立てて大
祭司とするが、律法の後にきた誓いの御
言は、永遠に全うされた御子を立てて、
大祭司としたのである。

以下も参照されたい： ゼカリヤ記 6:13; ルカによる福音
書 1:54,72.

D03 救世主の司祭としての祈り。

出エジプト記 28:29 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。

ヘブライ人への手紙 8:6 ところがキリス
トは、はるかにすぐれた務を得られたの
である。それは、さらにまさった約束に
基いて立てられた、さらにまさった契約
の仲保者となられたことによる。

ヘブライ人への手紙 9:24 ところが、キリ
ストは、ほんとうのものの模型にすぎな
い、手で造った聖所にはいらないで、上
なる天にはいり、今やわたしたちのため
に神のみまえに出て下さったのである。

D03 救世主の司祭としての祈り。

出エジプト記 28:36 あなたはまた純金
の板を造り、印の彫刻のように、その上に『
主に聖なる者』と刻み、

エフェソの信徒への手紙 5:27 また、し
みも、しわも、そのたぐいのものがいっ
さいなく、清くて傷のない栄光の姿の教
会を、ご自分に迎えるためである。

以下も参照されたい： 出エジプト記 39:30; レビ記 8:9; レ
ビ記 10:3; ゼカリヤ記 14:20.

出エジプト記
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D03 救世主の司祭としての祈り。

出エジプト記 28:37 これを青ひもで帽
子に付け、それが帽子の前の方に来るよう
にしなければならない。

38 これはアロンの額にあり、そしてアロンは
イスラエルの人々 がささげる聖なる物、すな
わち彼らのもろもろの聖なる供え物につい
ての罪の責めを負うであろう。これは主の
前にそれらの受けいれられるため、常にア
ロンの額になければならない。

ヘブライ人への手紙 4:14 さて、わたした
ちには、もろもろの天をとおって行かれ
た大祭司なる神の子イエスがいますので
あるから、わたしたちの告白する信仰を
かたく守ろうではないか。

以下も参照されたい： レビ記 1:4; レビ記 22:27; レビ記 
23:11; イザヤ記 53:6,11,12; ゼカリヤ記 3:1-5; ゼカリヤ記 
14:20; ヨハネによる福音書 1:29; コリントの信徒への手紙
二 5:21; ヘブライ人への手紙 9:28; ペトロの手紙一 2:5,24; 

ペトロの手紙一 3:18.

E18 神は民の中に住むであろう。

出エジプト記 29:45 わたしはイスラエ
ルの人々 のうちに住んで、彼らの神となるで
あろう。

46 わたしが彼らのうちに住むために、彼らを
エジプトの国から導き出した彼らの神、主
であることを彼らは知るであろう。わたしは
彼らの神、主である。

出エジプト記 25:8 また、彼らにわ
たしのために聖所を造らせなさい。わた
しが彼らのうちに住むためである。

出エジプト記 40:34 そのとき、雲は
会見の天幕をおおい、主の栄光が幕屋に
満ちた。

ゼカリヤ記 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。

ヨハネによる福音書 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。

ヨハネによる福音書 14:17 それは真
理の御霊である。この世はそれを見よう
ともせず、知ろうともしないので、それ
を受けることができない。あなたがたは
それを知っている。なぜなら、それはあ
なたがたと共におり、またあなたがたの
うちにいるからである。

20 その日には、わたしはわたしの父にお
り、あなたがたはわたしにおり、また、
わたしがあなたがたにおることが、わか
るであろう。

23 イエスは彼に答えて言われた、「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。

コリントの信徒への手紙二 6:16 神の宮と
偶像となんの一致があるか。わたしたち
は、生ける神の宮である。神がこう仰せ
になっている、／「わたしは彼らの間に
住み、／かつ出入りをするであろう。そ
して、わたしは彼らの神となり、／彼ら
はわたしの民となるであろう」。

エフェソの信徒への手紙 2:22 そしてあ
なたがたも、主にあって共に建てられ

出エジプト記
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て、霊なる神のすまいとなるのである。

ヨハネの黙示録 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、

以下も参照されたい： レビ記 26:12; 民数記 9:15; 申命記 
18:15; 列王記上 8:10,11; 歴代誌下 7:1-3.

B23 神と救世主の恩寵。

出エジプト記 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」。

ローマの信徒への手紙 9:15 神はモー
セに言われた、「わたしは自分のあわれ
もうとする者をあわれみ、いつくしもう
とする者を、いつくしむ」。

16 ゆえに、それは人間の意志や努力による
のではなく、ただ神のあわれみによるの
である。

17 聖書はパロにこう言っている、「わたし
があなたを立てたのは、この事のためで
ある。すなわち、あなたによってわたし
の力をあらわし、また、わたしの名が全
世界に言いひろめられるためである」。

18 だから、神はそのあわれもうと思う者
をあわれみ、かたくなにしようと思う者
を、かたくなになさるのである。

ローマの信徒への手紙 9:23 かつ、栄
光にあずからせるために、あらかじめ用
意されたあわれみの器にご自身の栄光の
富を知らせようとされたとすれば、どう
であろうか。

出エジプト記
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I01 燔祭と素祭は香ばしいかおりである救世
主の働きを表す。

レビ記 1:5 彼は主の前でその子牛をほ
ふり、アロンの子なる祭司たちは、その血を
携えてきて、会見の幕屋の入口にある祭壇
の周囲に、その血を注ぎかけなければなら
ない。

13 その内臓と足とは水で洗わなければなら
ない。こうして祭司はそのすべてを祭壇の
上で焼いて§祭としなければならない。これ
は火祭であって、主にささげる香ばしいか
おりである。

レビ記 2:1 人が素祭の供え物を主にさ
さげるときは、その供え物は麦粉でなけれ
ばならない。その上に油を注ぎ、またその
上に乳香を添え、

2 これをアロンの子なる祭司たちのもとに携
えて行かなければならない。祭司はその麦
粉とその油の一握りを乳香の全部と共に
取り、これを記念の分として、祭壇の上で
焼かなければならない。これは火祭であっ
て、主にささげる香ばしいかおりである。

詩編 141:2 わたしの祈を、み前にさ
さげる薫香のようにみなし、わたしのあ
げる手を、夕べの供え物のようにみなし
てください。

ホセア記 6:6 わたしはいつくしみを喜
び、犠牲を喜ばない。§祭よりもむしろ
神を知ることを喜ぶ。

ヨハネによる福音書 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。

ヨハネによる福音書 17:1 これらのことを
語り終えると、イエスは天を見あげて言
われた、「父よ、時がきました。あなた
の子があなたの栄光をあらわすように、
子の栄光をあらわして下さい。

ヨハネによる福音書 17:4 わたしは、わた
しにさせるためにお授けになったわざを
なし遂げて、地上であなたの栄光をあら
わしました。

5 父よ、世が造られる前に、わたしがみそ
ばで持っていた栄光で、今み前にわたし
を輝かせて下さい。

ヘブライ人への手紙 9:14 永遠の聖霊によ
って、ご自身を傷なき者として神にささ
げられたキリストの血は、なおさら、わ
たしたちの良心をきよめて死んだわざを
取り除き、生ける神に仕える者としない
であろうか。

以下も参照されたい： 創世記 8:21; 出エジプト記 
29:18,25,41; レビ記 2:2,9,12; レビ記 3:5,16; レビ記 4:31; 

レビ記 6:15,21; レビ記 8:21,28; レビ記 17:6; レビ記 
23:13,18; 民数記 15:3,7,10,13,14,24; 民数記 18:17; 民数記 
28:2,6,8,13,36; 民数記 29:2,6,8,13,36; イザヤ記 1:13; マタ
イによる福音書 12:7; マルコによる福音書 12:33; ヨハネに
よる福音書 4:34; ヨハネによる福音書 6:38; ヨハネの黙示

録 5:8; ヨハネの黙示録 8:3,4.

I04 和解の供物と酬恩祭の犠牲は救世主の働
きを表す。

レビ記 3:1 もし彼の供え物が酬恩祭の
犠牲であって、牛をささげるのであれば、雌
雄いずれであっても、全きものを主の前に
ささげなければならない。

2 彼はその供え物の頭に手を置き、会見の幕
屋の入口で、これをほふらなければならな
い。そしてアロンの子なる祭司たちは、その
血を祭壇の周囲に注ぎかけなければなら
ない。

レビ記
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3 彼はまたその酬恩祭の犠牲のうちから火
祭を主にささげなければならない。すなわ
ち内臓をおおう脂肪と、内臓の上のすべて
の脂肪、

4 二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂
肪、ならびに腎臓と共にとられる肝臓の上
の小葉である。

5 そしてアロンの子たちは祭壇の上で、火の
上のたきぎの上に置いた§祭の上で、これを
焼かなければならない。これは火祭であっ
て、主にささげる香ばしいかおりである。

16 祭司はこれを祭壇の上で焼かなければな
らない。これは火祭としてささげる食物で
あって、香ばしいかおりである。脂肪はみな
主に帰すべきものである。

レビ記 7:11 主にささぐべき酬恩祭の
犠牲のおきては次のとおりである。

12 もしこれを感謝のためにささげるのであ
れば、油を混ぜた種入れぬ菓子と、油を
塗った種入れぬ煎餅と、よく混ぜた麦粉
に油を混ぜて作った菓子とを、感謝の犠
牲に合わせてささげなければならない。

申命記 27:7 また酬恩祭の犠牲をささ
げて、その所で食べ、あなたの神、主の
前で喜び楽しまなければならない。

ルカによる福音書 22:15 イエスは彼らに
言われた、「わたしは苦しみを受ける前
に、あなたがたとこの過越の食事をしよ
うと、切に望んでいた。

ルカによる福音書 22:19 またパンを取
り、感謝してこれをさき、弟子たちに与
えて言われた、「これは、あなたがたの
ために与えるわたしのからだである。わ
たしを記念するため、このように行いな
さい」。

ヨハネによる福音書 4:32 ところが、イエ
スは言われた、「わたしには、あなたが
たの知らない食物がある」。

33 そこで、弟子たちが互に言った、「だれ
かが、何か食べるものを持ってきてさし
あげたのであろうか」。

34 イエスは彼らに言われた、「わたしの食
物というのは、わたしをつかわされたか
たのみこころを行い、そのみわざをなし
遂げることである。

ヨハネによる福音書 6:51 わたしは天から
下ってきた生きたパンである。それを食
べる者は、いつまでも生きるであろう。
わたしが与えるパンは、世の命のために
与えるわたしの肉である」。

52-57
58 天から下ってきたパンは、先祖たちが食

べたが死んでしまったようなものではな
い。このパンを食べる者は、いつまでも
生きるであろう」。

コリントの信徒への手紙一 10:16 わたした
ちが祝福する祝福の杯、それはキリスト
の血にあずかることではないか。わたし
たちがさくパン、それはキリストのから
だにあずかることではないか。

コリントの信徒への手紙一 11:23 わたし
は、主から受けたことを、また、あなた
がたに伝えたのである。すなわち、主イ
エスは、渡される夜、パンをとり、

24 感謝してこれをさき、そして言われた、
「これはあなたがたのための、わたしの
からだである。わたしを記念するため、
このように行いなさい」。

25 食事ののち、杯をも同じようにして言わ
れた、「この杯は、わたしの血による新
しい契約である。飲むたびに、わたしの
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記念として、このように行いなさい」。
26 だから、あなたがたは、このパンを食

し、この杯を飲むごとに、それによっ
て、主がこられる時に至るまで、主の死
を告げ知らせるのである。

27 だから、ふさわしくないままでパンを食
し主の杯を飲む者は、主のからだと血と
を犯すのである。

28 だれでもまず自分を吟味し、それからパ
ンを食べ杯を飲むべきである。

29 主のからだをわきまえないで飲み食いす
る者は、その飲み食いによって自分にさ
ばきを招くからである。

ヘブライ人への手紙 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。

ペトロの手紙一 2:5 この主のみもと
にきて、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、
聖なる祭司となって、イエス・キリスト
により、神によろこばれる霊のいけにえ
を、ささげなさい。

以下も参照されたい： 出エジプト記 24:11; レビ記 7:18-
21; サムエル記上 9:12; サムエル記上 16:3; 列王記上 8:62; 

詩編 27:6; 詩編 50:14; 詩編 96:8; 詩編 107:22; 詩編 116:17; 
エゼキエル記 43:27; ルカによる福音書 11:41; ローマの信
徒への手紙 14:14,17; エフェソの信徒への手紙 5:20; ガラ
テヤの信徒への手紙 5:22; フィリピの信徒への手紙 4:18; 

テトスへの手紙 1:15; ヘブライ人への手紙 13:16; ヨハネに
よる福音書 1:6-9.

B02 救世主は神の子羊である。
I05 罪祭は救世主の働きを差す。

司祭の罪：
レビ記 4:3 すなわち、油注がれた祭司

が罪を犯して、とがを民に及ぼすならば、

彼はその犯した罪のために雄の全き子牛
を罪祭として主にささげなければならな
い。

4 その子牛を会見の幕屋の入口に連れてき
て主の前に至り、その子牛の頭に手を置
き、その子牛を主の前で、ほふらなければ
ならない。

5 油注がれた祭司は、その子牛の血を取っ
て、それを会見の幕屋に携え入り、

6 そして祭司は指をその血に浸して、聖所の
垂幕の前で主の前にその血を七たび注が
なければならない。

7 祭司はまたその血を取り、主の前で会見の
幕屋の中にある香ばしい薫香の祭壇の角
に、それを塗らなければならない。その子
牛の血の残りはことごとく会見の幕屋の入
口にある§祭の祭壇のもとに注がなければ
ならない。

レビ記 4:8-11

レビ記 4:12 すべてその子牛の残りは、
これを宿営の外の、清い場所なる灰捨場に
携え出し、火をもってこれをたきぎの上で焼
き捨てなければならない。すなわちこれは
灰捨場で焼き捨てらるべきである。

人の罪～無知：

レビ記 4:27 また一般の人がもしあやま
って罪を犯し、主のいましめにそむいて、し
てはならないことの一つをして、とがを得、

28 その犯した罪を知るようになったときは、
その犯した罪のために供え物として雌やぎ
の全きものを連れてきて、

29 その罪祭の頭に手を置き、§祭をほふる場
所で、その罪祭をほふらなければならな
い。

イザヤ記 53:6 われわれはみな羊のよう
に迷って、おのおの自分の道に向かって
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行った。主はわれわれすべての者の不義
を、彼の上におかれた。

7 彼はしえたげられ、苦しめられたけれど
も、口を開かなかった。ほふり場にひか
れて行く小羊のように、また毛を切る者
の前に黙っている羊のように、口を開か
なかった。

イザヤ記 53:10 しかも彼を砕くことは主
のみ旨であり、主は彼を悩まされた。彼
が自分を、とがの供え物となすとき、そ
の子孫を見ることができ、その命をなが
くすることができる。かつ主のみ旨が彼
の手によって栄える。

11 彼は自分の魂の苦しみにより光を見て満
足する。義なるわがしもべはその知識に
よって、多くの人を義とし、また彼らの
不義を負う。

ヨハネによる福音書 1:29 その翌日、ヨハ
ネはイエスが自分の方にこられるのを見
て言った、「見よ、世の罪を取り除く神
の小羊。

ヨハネによる福音書 1:36 イエスが歩いて
おられるのに目をとめて言った、「見
よ、神の小羊」。

使徒言行録 8:32 彼が読んでいた聖書の箇
所は、これであった、／「彼は、ほふり
場に引かれて行く羊のように、／また、
黙々として、／毛を刈る者の前に立つ小
羊のように、／口を開かない。

ヘブライ人への手紙 7:26 このように、聖
にして、悪も汚れもなく、罪人とは区別
され、かつ、もろもろの天よりも高くさ
れている大祭司こそ、わたしたちにとっ
てふさわしいかたである。

ヘブライ人への手紙 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。

13 もし、やぎや雄牛の血や雌牛の灰が、汚
れた人たちの上にまきかけられて、肉体
をきよめ聖別するとすれば、

14 永遠の聖霊によって、ご自身を傷なき
者として神にささげられたキリストの血
は、なおさら、わたしたちの良心をきよ
めて死んだわざを取り除き、生ける神に
仕える者としないであろうか。

ヘブライ人への手紙 9:21 彼はまた、幕屋
と儀式用の器具いっさいにも、同様に血
をふりかけた。

22 こうして、ほとんどすべての物が、律法
に従い、血によってきよめられたのであ
る。血を流すことなしには、罪のゆるし
はあり得ない。

23 このように、天にあるもののひな型は、
これらのものできよめられる必要がある
が、天にあるものは、これらより更にす
ぐれたいけにえで、きよめられねばなら
ない。

24 ところが、キリストは、ほんとうのもの
の模型にすぎない、手で造った聖所には
いらないで、上なる天にはいり、今やわ
たしたちのために神のみまえに出て下さ
ったのである。

25 大祭司は、年ごとに、自分以外のものの
血をたずさえて聖所にはいるが、キリス
トは、そのように、たびたびご自身をさ
さげられるのではなかった。

ヘブライ人への手紙 10:4 なぜなら、雄牛
ややぎなどの血は、罪を除き去ることが
できないからである。

5 それだから、キリストがこの世にこられ
たとき、次のように言われた、／「あな

レビ記



51

たは、いけにえやささげ物を望まれない
で、／わたしのために、からだを備えて
下さった。

6 あなたは§祭や罪祭を好まれなかった。
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』」。

8 ここで、初めに、「あなたは、いけにえ
とささげ物と§祭と罪祭と（すなわち、
律法に従ってささげられるもの）を望ま
れず、好まれもしなかった」とあり、

9 次に、「見よ、わたしは御旨を行うため
にまいりました」とある。すなわち、彼
は、後のものを立てるために、初めのも
のを廃止されたのである。

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。

11 こうして、すべての祭司は立って日ごと
に儀式を行い、たびたび同じようないけ
にえをささげるが、それらは決して罪を
除き去ることはできない。

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、

13 それから、敵をその足台とするときま
で、待っておられる。

14 彼は一つのささげ物によって、きよめ
られた者たちを永遠に全うされたのであ
る。

ヘブライ人への手紙 13:11 なぜな
ら、大祭司によって罪のためにささげら
れるけものの血は、聖所のなかに携えて
行かれるが、そのからだは、営所の外で
焼かれてしまうからである。

12 だから、イエスもまた、ご自分の血で民
をきよめるために、門の外で苦難を受け

られたのである。
13 したがって、わたしたちも、彼のはずか

しめを身に負い、営所の外に出て、みも
とに行こうではないか。

ペトロの手紙一 1:18 あなたがたのよ
く知っているとおり、あなたがたが先祖
伝来の空疎な生活からあがない出された
のは、銀や金のような朽ちる物によった
のではなく、

19 きずも、しみもない小羊のようなキリス
トの尊い血によったのである。

20 キリストは、天地が造られる前から、あ
らかじめ知られていたのであるが、この
終りの時に至って、あなたがたのために
現れたのである。

ヨハネの黙示録 5:6 わたしはまた、
御座と四つの生き物との間、長老たちの
間に、ほふられたとみえる小羊が立って
いるのを見た。それに七つの角と七つの
目とがあった。これらの目は、全世界に
つかわされた、神の七つの霊である。

7 小羊は進み出て、御座にいますかたの右
の手から、巻物を受けとった。

8 巻物を受けとった時、四つの生き物と二
十四人の長老とは、おのおの、立琴と、
香の満ちている金の鉢とを手に持って、
小羊の前にひれ伏した。この香は聖徒の
祈である。

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
解くにふさわしいかたであります。あな
たはほふられ、その血によって、神のた
めに、あらゆる部族、国語、民族、国民
の中から人々をあがない、

以下も参照されたい： マタイによる福音書 18:21,22; ロー
マの信徒への手紙 3:24-26; ローマの信徒への手紙 8:1-4; 
ガラテヤの信徒への手紙 4:4; ヘブライ人への手紙 1:3; ヘ
ブライ人への手紙 10:29; ペトロの手紙一 2:22-24; ペトロ
の手紙一 3:18; ヨハネによる福音書 1:7-9; ヨハネの黙示
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録 7:9,10.

I02 燔祭は自発の供え物である救世主の働き
を差す。

レビ記 7:16 しかし、その供え物の犠牲
がもし誓願の供え物、または自発の供え物
であるならば、その犠牲をささげた日のう
ちにそれを食べ、その残りはまた明くる日
に食べることができる。

出エジプト記 35:21 すべて心に感じ
た者、すべて心から喜んでする者は、会
見の幕屋の作業と、そのもろもろの奉仕
と、聖なる服とのために、主にささげる
物を携えてきた。

22 すなわち、すべて心から喜んでする男女
は、鼻輪、耳輪、指輪、首飾り、および
すべての金の飾りを携えてきた。すべて
金のささげ物を主にささげる者はそのよ
うにした。

レビ記 22:21 もし人が特別の誓願をな
すため、または自発の供え物のために、
牛または羊を酬恩祭の犠牲として、主に
ささげようとするならば、その受け入れ
られるために、それは全きものでなけれ
ばならない。それには、どんなきずもあ
ってはならない。

詩編 40:7 その時わたしは言った、
「見よ、わたしはまいります。書の巻
に、わたしのためにしるされています。

詩編 66:13 わたしは燔祭をもってあ
なたの家に行き、わたしの誓いをあなた
に果します。

イザヤ記 53:7 彼はしえたげられ、苦し

められたけれども、口を開かなかった。
ほふり場にひかれて行く小羊のように、
また毛を切る者の前に黙っている羊のよ
うに、口を開かなかった。

ルカによる福音書 3:22 聖霊がはとのよ
うな姿をとってイエスの上に下り、そし
て天から声がした、「あなたはわたしの
愛する子、わたしの心にかなう者であ
る」。

ヨハネによる福音書 2:17 弟子たちは、「
あなたの家を思う熱心が、わたしを食い
つくすであろう」と書いてあることを思
い出した。

ヨハネによる福音書 3:16 神はそのひとり
子を賜わったほどに、この世を愛して下
さった。それは御子を信じる者がひとり
も滅びないで、永遠の命を得るためであ
る。

ヨハネによる福音書 10:17 父は、わ
たしが自分の命を捨てるから、わたし
を愛して下さるのである。命を捨てるの
は、それを再び得るためである。

18 だれかが、わたしからそれを取り去る
のではない。わたしが、自分からそれを
捨てるのである。わたしには、それを捨
てる力があり、またそれを受ける力もあ
る。これはわたしの父から授かった定め
である」。

ヨハネによる福音書 17:4 わたしは、わた
しにさせるためにお授けになったわざを
なし遂げて、地上であなたの栄光をあら
わしました。

コリントの信徒への手紙二 8:9 あなたが
たは、わたしたちの主イエス・キリスト
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の恵みを知っている。すなわち、主は富
んでおられたのに、あなたがたのために
貧しくなられた。それは、あなたがた
が、彼の貧しさによって富む者になるた
めである。

フィリピの信徒への手紙 2:7 かえっ
て、おのれをむなしうして僕のかたちを
とり、人間の姿になられた。その有様は
人と異ならず、

以下も参照されたい： 出エジプト記 25:39; 出エジプト記 
35:29; 出エジプト記 36:3; 民数記 15:3; 申命記 12:6; 申命記 
23:23; 詩編 69:9; 詩編 116:14,18; 代誌上 29:3,9; 歴代誌下 
35:8; エゼキエル記 46:12; マタイによる福音書 3:17; マタ
イによる福音書 17:5; マルコによる福音書 1:11; マルコに
よる福音書 9:7; ルカによる福音書 9:35; 使徒言行録 2:44; 
ローマの信徒への手紙 12:1; コリントの信徒への手紙二 
9:7; エフェソの信徒への手紙 5:2; ペトロの手紙二 1:17.

B02 救世主は神の子羊である。
I06 贖罪の日は救世主の働きを差す。

司祭に贖罪：

レビ記 16:1 アロンのふたりの子が、主
の前に近づいて死んだ後、

2 主はモーセに言われた、「あなたの兄弟ア
ロンに告げて、彼が時をわかたず、垂幕の
内なる聖所に入り、箱の上なる・罪所の前
に行かぬようにさせなさい。彼が死を免れ
るためである。なぜなら、わたしは雲の中
にあって・罪所の上に現れるからである。

レビ記 16:3,4,6 

ヤギを殺してイスラエルの子供に贖罪：

レビ記 16:5 またイスラエルの人々 の会
衆から雄やぎ二頭を罪祭のために取り、雄
羊一頭を§祭のために取らなければならな
い。

7 アロンはまた二頭のやぎを取り、それを会
見の幕屋の入口で主の前に立たせ、

8 その二頭のやぎのために、くじを引かなけ
ればならない。すなわち一つのくじは主
のため、一つのくじはアザゼルのためであ
る。

9 そしてアロンは主のためのくじに当ったや
ぎをささげて、これを罪祭としなければな
らない。

レビ記 16:11-14
レビ記 16:15 また民のための罪祭のやぎ

をほふり、その血を垂幕の内に携え入り、
その血をかの雄牛の血のように、・罪所の
上と、・罪所の前に注ぎ、

16 イスラエルの人々 の汚れと、そのとが、すな
わち、彼らのもろもろの罪のゆえに、聖所
のためにあがないをしなければならない。
また彼らの汚れのうちに、彼らと共にある
会見の幕屋のためにも、そのようにしなけ
ればならない。

レビ記 16:17-19 

ヤギを追放してイスラエルの子供に贖罪：

レビ記 16:10 しかし、アザゼルのための
くじに当ったやぎは、主の前に生かしてお
き、これをもって、あがないをなし、これを
アザゼルのために、荒野に送らなければな
らない。

20 こうして聖所と会見の幕屋と祭壇とのため
に、あがないをなし終えたとき、かの生き
ているやぎを引いてこなければならない。

21 そしてアロンは、その生きているやぎの頭
に両手をおき、イスラエルの人々 のもろも
ろの悪と、もろもろのとが、すなわち、彼ら
のもろもろの罪をその上に告白して、これ
をやぎの頭にのせ、定めておいた人の手に
よって、これを荒野に送らなければならな
い。
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22 こうしてやぎは彼らのもろもろの悪をにな
って、人里離れた地に行くであろう。すなわ
ち、そのやぎを荒野に送らなければならな
い。

23 そして、アロンは会見の幕屋に入り、聖所に
入る時に着た亜麻布の衣服を脱いで、そこ
に置き、

レビ記 16:24-28
レビ記 16:29 これはあなたがたが永久に

守るべき定めである。すなわち、七月にな
って、その月の十日に、あなたがたは身を
悩まし、何の仕事もしてはならない。この国
に生れた者も、あなたがたのうちに宿って
いる寄留者も、そうしなければならない。

30 この日にあなたがたのため、あなたがたを
清めるために、あがないがなされ、あなた
がたは主の前に、もろもろの罪が清められ
るからである。

31 これはあなたがたの全き休みの安息日で
あって、あなたがたは身を悩まさなければ
ならない。これは永久に守るべき定めであ
る。

レビ記 17:11 肉の命は血にあるからであ
る。あなたがたの魂のために祭壇の上で、
あがないをするため、わたしはこれをあな
たがたに与えた。血は命であるゆえに、あ
がなうことができるからである。

イザヤ記 53:4 まことに彼はわれわれの
病を負い、われわれの悲しみをになっ
た。しかるに、われわれは思った、彼は
打たれ、神にたたかれ、苦しめられたの
だと。

5 しかし彼はわれわれのとがのために傷つ
けられ、われわれの不義のために砕かれ
たのだ。彼はみずから懲らしめをうけ
て、われわれに平安を与え、その打たれ
た傷によって、われわれはいやされたの
だ。

6 われわれはみな羊のように迷って、おの
おの自分の道に向かって行った。主はわ
れわれすべての者の不義を、彼の上にお
かれた。

マタイによる福音書 27:51 すると見
よ、神殿の幕が上から下まで真二つに裂
けた。また地震があり、岩が裂け、

ルカによる福音書 23:46 そのとき、イエ
スは声高く叫んで言われた、「父よ、わ
たしの霊をみ手にゆだねます」。こう言
ってついに息を引きとられた。

ヨハネによる福音書 1:29 その翌日、ヨハ
ネはイエスが自分の方にこられるのを見
て言った、「見よ、世の罪を取り除く神
の小羊。

ローマの信徒への手紙 4:24 わたした
ちのためでもあって、わたしたちの主イ
エスを死人の中からよみがえらせたかた
を信じるわたしたちも、義と認められる
のである。

25 主は、わたしたちの罪過のために死に渡
され、わたしたちが義とされるために、
よみがえらされたのである。

ヘブライ人への手紙 7:22 このようにし
て、イエスは更にすぐれた契約の保証と
なられたのである。

ヘブライ人への手紙 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。

ヘブライ人への手紙 9:7 幕屋の奥には大
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祭司が年に一度だけはいるのであり、し
かも自分自身と民とのあやまちのために
ささげる血をたずさえないで行くことは
ない。

8 それによって聖霊は、前方の幕屋が存在
している限り、聖所にはいる道はまだ開
かれていないことを、明らかに示してい
る。

9 この幕屋というのは今の時代に対する比
喩である。すなわち、供え物やいけにえ
はささげられるが、儀式にたずさわる者
の良心を全うすることはできない。

10 それらは、ただ食物と飲み物と種々の
洗いごとに関する行事であって、改革の
時まで課せられている肉の規定にすぎな
い。

11 しかしキリストがすでに現れた祝福の
大祭司としてこられたとき、手で造られ
ず、この世界に属さない、さらに大き
く、完全な幕屋をとおり、

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。

13 もし、やぎや雄牛の血や雌牛の灰が、汚
れた人たちの上にまきかけられて、肉体
をきよめ聖別するとすれば、

14 永遠の聖霊によって、ご自身を傷なき
者として神にささげられたキリストの血
は、なおさら、わたしたちの良心をきよ
めて死んだわざを取り除き、生ける神に
仕える者としないであろうか。

15 それだから、キリストは新しい契約の仲
保者なのである。それは、彼が初めの契
約のもとで犯した罪過をあがなうために
死なれた結果、召された者たちが、約束
された永遠の国を受け継ぐためにほかな
らない。

16 いったい、遺言には、遺言者の死の証明
が必要である。

17 遺言は死によってのみその効力を生じ、
遺言者が生きている間は、効力がない。

18 だから、初めの契約も、血を流すことな
しに成立したのではない。

19 すなわち、モーセが、律法に従ってすべ
ての戒めを民全体に宣言したとき、水と
赤色の羊毛とヒソプとの外に、子牛とや
ぎとの血を取って、契約書と民全体とに
ふりかけ、

20 そして、「これは、神があなたがたに対
して立てられた契約の血である」と言っ
た。

21 彼はまた、幕屋と儀式用の器具いっさい
にも、同様に血をふりかけた。

22 こうして、ほとんどすべての物が、律法
に従い、血によってきよめられたのであ
る。血を流すことなしには、罪のゆるし
はあり得ない。

23 このように、天にあるもののひな型は、
これらのものできよめられる必要がある
が、天にあるものは、これらより更にす
ぐれたいけにえで、きよめられねばなら
ない。

24 ところが、キリストは、ほんとうのもの
の模型にすぎない、手で造った聖所には
いらないで、上なる天にはいり、今やわ
たしたちのために神のみまえに出て下さ
ったのである。

25 大祭司は、年ごとに、自分以外のものの
血をたずさえて聖所にはいるが、キリス
トは、そのように、たびたびご自身をさ
さげられるのではなかった。

26 もしそうだとすれば、世の初めから、た
びたび苦難を受けねばならなかったであ
ろう。しかし事実、ご自身をいけにえと
してささげて罪を取り除くために、世の
終りに、一度だけ現れたのである。

27 そして、一度だけ死ぬことと、死んだ後
さばきを受けることとが、人間に定まっ
ているように、
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28 キリストもまた、多くの人の罪を負う
ために、一度だけご自身をささげられた
後、彼を待ち望んでいる人々に、罪を負
うためではなしに二度目に現れて、救を
与えられるのである。

ヘブライ人への手紙 10:4 なぜなら、雄牛
ややぎなどの血は、罪を除き去ることが
できないからである。

ヘブライ人への手紙 10:14 彼は一つ
のささげ物によって、きよめられた者た
ちを永遠に全うされたのである。

ヨハネの手紙一 2:2 彼は、わたした
ちの罪のための、あがないの供え物であ
る。ただ、わたしたちの罪のためばかり
ではなく、全世界の罪のためである。

以下も参照されたい： 創世記 32:30; 出エジプト記 
28:2,30; 出エジプト記 30:10; 出エジプト記 33:20; レビ記 
16:4; レビ記 23:26-32; レビ記 25:9; 民数記 27:21; 民数記 

29:7; 申命記 5:24; 士師記 6:22; 詩編 51:15,17; 詩編 103:12; 
イザヤ記 38:17; イザヤ記 43:25; イザヤ記 44:22; イザヤ記 
53:12; エゼキエル記 10:18,19; ダニエル記 10:5; ホセア記 
6:2,3; ヨナ記 1-3; ミカ記 7:19; マタイによる福音書 28:30; 
マルコによる福音書 15:38; ルカによる福音書 23:41,45; ヨ
ハネによる福音書 1:14; ヨハネによる福音書 2:11,19; ヨハ
ネによる福音書 19:23; 使徒言行録 13:39; ローマの信徒へ
の手紙 5:9; コリントの信徒への手紙二 5:19,21; エフェソ
の信徒への手紙 2:6; テモテへの手紙一 2:5; ヘブライ人へ
の手紙 7:26-28; ヘブライ人への手紙 8:5; ヘブライ人への
手紙 10:19-22; ヘブライ人への手紙 12:24; ペトロの手紙

二 3:9; ヨハネの黙示録 19:7,8.

B02 救世主は神の子羊である。
I03 燔祭は全き供物、常燔祭である救世主の

働きを表す。

レビ記 22:17 主はまたモーセに言われ
た、

18 「アロンとその子たち、およびイスラエルの
すべての人々 に言いなさい、『イスラエルの
家の者、またはイスラエルにおる他国人の
うちのだれでも、誓願の供え物、または自

発の供え物を§祭として主にささげようとす
るならば、

19 あなたがたの受け入れられるように牛、
羊、あるいはやぎの雄の全きものをささげ
なければならない。

20 すべてきずのあるものはささげてはならな
い。それはあなたがたのために、受け入れ
られないからである。

21 もし人が特別の誓願をなすため、または自
発の供え物のために、牛または羊を酬恩
祭の犠牲として、主にささげようとするなら
ば、その受け入れられるために、それは全
きものでなければならない。それには、ど
んなきずもあってはならない。

レビ記 17:11 肉の命は血にあるからで
ある。あなたがたの魂のために祭壇の上
で、あがないをするため、わたしはこれ
をあなたがたに与えた。血は命であるゆ
えに、あがなうことができるからであ
る。

民数記 28:3 また彼らに言いなさい、
『あなたがたが主にささぐべき火祭はこ
れである。すなわち一歳の雄の全き小羊
二頭を毎日ささげて常§祭としなければ
ならない。

4 すなわち一頭の小羊を朝にささげ、一頭
の小羊を夕にささげなければならない。

詩編 40:6 あなたはいけにえと供え
物とを喜ばれない。あなたはわたしの耳
を開かれた。あなたは燔祭と罪祭とを求
められない。

イザヤ記 53:8 彼は暴虐なさばきによっ
て取り去られた。その代の人のうち、だ
れが思ったであろうか、彼はわが民のと
がのために打たれて、生けるものの地か
ら断たれたのだと。
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マタイによる福音書 20:28 それは、
人の子がきたのも、仕えられるためでは
なく、仕えるためであり、また多くの人
のあがないとして、自分の命を与えるた
めであるのと、ちょうど同じである」。

マタイによる福音書 26:28 これは、
罪のゆるしを得させるようにと、多く
の人のために流すわたしの契約の血であ
る。

マタイによる福音書 27:19 また、ピ
ラトが裁判の席についていたとき、その
妻が人を彼のもとにつかわして、「あの
義人には関係しないでください。わたし
はきょう夢で、あの人のためにさんざん
苦しみましたから」と言わせた。

ルカによる福音書 23:4 そこでピラトは
祭司長たちと群衆とにむかって言った、
「わたしはこの人になんの罪もみとめな
い」。

ルカによる福音書 23:47 百卒長はこの有
様を見て、神をあがめ、「ほんとうに、
この人は正しい人であった」と言った。

コリントの信徒への手紙一 1:30 あなたが
たがキリスト・イエスにあるのは、神に
よるのである。キリストは神に立てられ
て、わたしたちの知恵となり、義と聖と
あがないとになられたのである。

エフェソの信徒への手紙 5:2 また愛の
うちを歩きなさい。キリストもあなたが
たを愛して下さって、わたしたちのため
に、ご自身を、神へのかんばしいかおり
のささげ物、また、いけにえとしてささ
げられたのである。

ヘブライ人への手紙 7:26 このように、聖

にして、悪も汚れもなく、罪人とは区別
され、かつ、もろもろの天よりも高くさ
れている大祭司こそ、わたしたちにとっ
てふさわしいかたである。

ヘブライ人への手紙 10:4 なぜなら、雄牛
ややぎなどの血は、罪を除き去ることが
できないからである。

5 それだから、キリストがこの世にこられ
たとき、次のように言われた、／「あな
たは、いけにえやささげ物を望まれない
で、／わたしのために、からだを備えて
下さった。

6 あなたは§祭や罪祭を好まれなかった。
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』」。

8 ここで、初めに、「あなたは、いけにえ
とささげ物と§祭と罪祭と（すなわち、
律法に従ってささげられるもの）を望ま
れず、好まれもしなかった」とあり、

9 次に、「見よ、わたしは御旨を行うため
にまいりました」とある。すなわち、彼
は、後のものを立てるために、初めのも
のを廃止されたのである。

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。

ペトロの手紙一 1:18 あなたがたのよ
く知っているとおり、あなたがたが先祖
伝来の空疎な生活からあがない出された
のは、銀や金のような朽ちる物によった
のではなく、

19 きずも、しみもない小羊のようなキリス
トの尊い血によったのである。

20 キリストは、天地が造られる前から、あ
らかじめ知られていたのであるが、この
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終りの時に至って、あなたがたのために
現れたのである。

21 あなたがたは、このキリストによって、
彼を死人の中からよみがえらせて、栄光
をお与えになった神を信じる者となった
のであり、したがって、あなたがたの信
仰と望みとは、神にかかっているのであ
る。

以下も参照されたい： 出エジプト記 12:5; レビ記 1:1-
4,10; レビ記 3:1,6; レビ記 4:32; レビ記 7:11; レビ記 21:16-
24; レビ記 22:27; 民数記 16:40; 申命記 14:6; 申命記 15:21; 

申命記 17:1; エズラ記 6:8-10; 詩編 50:8-12; 詩編 51:16; 
イザヤ記 1:11-15; マラキ記 1:8,13,14; マタイによる福音

書 3:15; マタイによる福音書 27:19,24,54; マルコによる福
音書 10:45; マルコによる福音書 14:24; ルカによる福音書 
4:3; ルカによる福音書 9:56; ルカによる福音書 23:41; ヨハ
ネによる福音書 4:34; ヨハネによる福音書 5:30; ヨハネに
よる福音書 6:38; コリントの信徒への手紙二 5:21; ガラテ
ヤの信徒への手紙 4:4; エフェソの信徒への手紙 5:26; テサ
ロニケの信徒への手紙一 2:10; テトスへの手紙 1:7,10; テ
トスへの手紙 2:14; ヘブライ人への手紙 9:22; ヘブライ人
への手紙 10:19-21; ヘブライ人への手紙 13:12; ヨハネに

よる福音書 1:7; ヨハネによる福音書 2:1.

I09 種入れぬパンの祭は救世主の働きを差
す。

レビ記 23:6 またその月の十五日は主の
種入れぬパンの祭である。あなたがたは七
日の間は種入れぬパンを食べなければな
らない。

7 その初めの日に聖会を開かなければなら
ない。どんな労働もしてはならない。

8 あなたがたは七日の間、主に火祭をささ
げなければならない。第七日には、また聖
会を開き、どのような労働もしてはならな
い』」。

申命記 16:3 種を入れたパンをそれと
共に食べてはならない。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。こうして世に生きながら

える日の間、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。

マタイによる福音書 26:17 さて、除
酵祭の第一日に、弟子たちはイエスのも
とにきて言った、「過越の食事をなさる
ために、わたしたちはどこに用意をした
らよいでしょうか」。

マルコによる福音書 14:1 さて、過越と除
酵との祭の二日前になった。祭司長たち
や律法学者たちは、策略をもってイエス
を捕えたうえ、なんとかして殺そうと計
っていた。

コリントの信徒への手紙一 5:7 新しい粉
のかたまりになるために、古いパン種を
取り除きなさい。あなたがたは、事実パ
ン種のない者なのだから。わたしたちの
過越の小羊であるキリストは、すでにほ
ふられたのだ。

コリントの信徒への手紙二 5:21 神はわた
したちの罪のために、罪を知らないかた
を罪とされた。それは、わたしたちが、
彼にあって神の義となるためなのであ
る。

エフェソの信徒への手紙 5:2 また愛の
うちを歩きなさい。キリストもあなたが
たを愛して下さって、わたしたちのため
に、ご自身を、神へのかんばしいかおり
のささげ物、また、いけにえとしてささ
げられたのである。

以下も参照されたい： 出エジプト記 12:15-20,39; 出エジ
プト記 13:6,7; 出エジプト記 23:15; 出エジプト記 34:18; 民
数記 28:17-25; 申命記 16:8,16; 士師記 6:12-24; 歴代誌下 
30:13,21; 歴代誌下 35:17; エズラ記 6:22; マルコによる福

音書 14:12; ルカによる福音書 22:1,7.

I10 最初の穀物の束の波は救世主の復活を
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差す。

レビ記 23:9 主はまたモーセに言われ
た、

10 「イスラエルの人々 に言いなさい、『わたし
が与える地にはいって穀物を刈り入れると
き、あなたがたは穀物の初穂の束を、祭司
のところへ携えてこなければならない。

11 彼はあなたがたの受け入れられるように、
その束を主の前に揺り動かすであろう。す
なわち、祭司は安息日の翌日に、これを揺
り動かすであろう。

12 またその束を揺り動かす日に、一歳の雄の
小羊の全きものを§祭として主にささげな
ければならない。

13 その素祭には油を混ぜた麦粉十分の二エ
パを用い、これを主にささげて火祭とし、
香ばしいかおりとしなければならない。ま
たその灌祭には、ぶどう酒一ヒンの四分の
一を用いなければならない。

14 あなたがたの神にこの供え物をささげるそ
の日まで、あなたがたはパンも、焼麦も、新
穀も食べてはならない。これはあなたがた
のすべてのすまいにおいて、代々ながく守る
べき定めである。

マタイによる福音書 28:5 この御使は女た
ちにむかって言った、「恐れることはな
い。あなたがたが十字架におかかりにな
ったイエスを捜していることは、わたし
にわかっているが、

6 もうここにはおられない。かねて言われ
たとおりに、よみがえられたのである。
さあ、イエスが納められていた場所をご
らんなさい。

7 そして、急いで行って、弟子たちにこう
伝えなさい、『イエスは死人の中からよ
みがえられた。見よ、あなたがたより先
にガリラヤへ行かれる。そこでお会いで
きるであろう』。あなたがたに、これだ

け言っておく」。

ローマの信徒への手紙 8:29 神はあら
かじめ知っておられる者たちを、更に御
子のかたちに似たものとしようとして、
あらかじめ定めて下さった。それは、御
子を多くの兄弟の中で長子とならせるた
めであった。

コリントの信徒への手紙一 15:20 しかし事
実、キリストは眠っている者の初穂とし
て、死人の中からよみがえったのであ
る。

21 それは、死がひとりの人によってきたの
だから、死人の復活もまた、ひとりの人
によってこなければならない。

22 アダムにあってすべての人が死んでいる
のと同じように、キリストにあってすべ
ての人が生かされるのである。

23 ただ、各自はそれぞれの順序に従わねば
ならない。最初はキリスト、次に、主の
来臨に際してキリストに属する者たち、

コロサイの信徒への手紙 1:18 そして自
らは、そのからだなる教会のかしらであ
る。彼は初めの者であり、死人の中から
最初に生れたかたである。それは、ご自
身がすべてのことにおいて第一の者とな
るためである。

ヘブライ人への手紙 10:10 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。

11 こうして、すべての祭司は立って日ごと
に儀式を行い、たびたび同じようないけ
にえをささげるが、それらは決して罪を
除き去ることはできない。

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
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の右に座し、

ペトロの手紙一 1:18 あなたがたのよ
く知っているとおり、あなたがたが先祖
伝来の空疎な生活からあがない出された
のは、銀や金のような朽ちる物によった
のではなく、

19 きずも、しみもない小羊のようなキリス
トの尊い血によったのである。

ヨハネの黙示録 1:17 わたしは彼を見
たとき、その足もとに倒れて死人のよう
になった。すると、彼は右手をわたしの
上において言った、「恐れるな。わたし
は初めであり、終りであり、

18 また、生きている者である。わたしは死
んだことはあるが、見よ、世々限りなく
生きている者である。そして、死と黄泉
とのかぎを持っている。

以下も参照されたい： 創世記 4:4,5; レビ記 1:10; ヨシュ
ア記 5:11,12.

I11 過越の祭の50日後の最初の実の祭は聖
霊の注ぎを差す。

レビ記 23:15 また安息日の翌日、すなわ
ち、揺祭の束をささげた日から満七週を数
えなければならない。

16 すなわち、第七の安息日の翌日までに、五
十日を数えて、新穀の素祭を主にささげな
ければならない。

17 またあなたがたのすまいから、十分の二エ
パの麦粉に種を入れて焼いたパン二個を携
えてきて揺祭としなければならない。これ
は初穂として主にささげるものである。

18 あなたがたはまたパンのほかに、一歳の全
き小羊七頭と、若き雄牛一頭と、雄羊二頭
をささげなければならない。すなわち、これ
らをその素祭および灌祭とともに主にささ

げて§祭としなければならない。これは火
祭であって、主に香ばしいかおりとなるであ
ろう。

19 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげ、一歳
の小羊二頭を酬恩祭の犠牲としてささげな
ければならない。

20 そして祭司はその初穂のパンと共に、この
二頭の小羊を主の前に揺祭として揺り動か
さなければならない。これらは主にささげ
る聖なる物であって、祭司に帰するであろ
う。

21 あなたがたは、その日にふれ示して、聖会
を開かなければならない。どのような労働
もしてはならない。これはあなたがたのす
べてのすまいにおいて、代々ながく守るべ
き定めである。

ヨハネによる福音書 15:26 わたしが
父のみもとからあなたがたにつかわそう
としている助け主、すなわち、父のみも
とから来る真理の御霊が下る時、それは
わたしについてあかしをするであろう。

使徒言行録 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、

2 突然、激しい風が吹いてきたような音が
天から起ってきて、一同がすわっていた
家いっぱいに響きわたった。

3 また、舌のようなものが、炎のように分
れて現れ、ひとりびとりの上にとどまっ
た。

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。

使徒言行録 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。

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
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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。

ローマの信徒への手紙 8:23 それだけ
ではなく、御霊の最初の実を持っている
わたしたち自身も、心の内でうめきなが
ら、子たる身分を授けられること、すな
わち、からだのあがなわれることを待ち
望んでいる。

コリントの信徒への手紙一 12:13 なぜな
ら、わたしたちは皆、ユダヤ人もギリシ
ヤ人も、奴隷も自由人も、一つの御霊に
よって、一つのからだとなるようにバプ
テスマを受け、そして皆一つの御霊を飲
んだからである。

ヘブライ人への手紙 10:15 聖霊もま
た、わたしたちにあかしをして、

16 「わたしが、それらの日の後、／彼らに
対して立てようとする契約はこれである
と、／主が言われる。わたしの律法を彼
らの心に与え、／彼らの思いのうちに書
きつけよう」／と言い、

ヤコブの手紙 1:18 父は、わたした
ちを、いわば被造物の初穂とするため
に、真理の言葉によって御旨のままに、
生み出して下さったのである。

ヨハネの黙示録 14:4 彼らは、女にふ
れたことのない者である。彼らは、純潔
な者である。そして、小羊の行く所へ
は、どこへでもついて行く。彼らは、神
と小羊とにささげられる初穂として、人
間の中からあがなわれた者である。

以下も参照されたい： 出エジプト記 19-20; 出エジプト
記 34:22; レビ記 23:10; 民数記 28:26-31; 申命記 16:9-11; 
エレミヤ記 31:31-34; エゼキエル記 36:24-30; マラキ記 
1:13,14; ローマの信徒への手紙 8:3; コリントの信徒への

手紙二 5:21.

I12 救世主の働きに関連する幕屋の祭。

レビ記 23:33 主はまたモーセに言われ
た、

34 「イスラエルの人々 に言いなさい、『その七
月の十五日は仮庵の祭である。七日の間、
主の前にそれを守らなければならない。

レビ記 23:35-38
レビ記 23:39 あなたがたが、地の産物を

集め終ったときは、七月の十五日から七
日のあいだ、主の祭を守らなければならな
い。すなわち、初めの日にも安息をし、八日
目にも安息をしなければならない。

40 初めの日に、美しい木の実と、なつめやし
の枝と、茂った木の枝と、谷のはこやなぎ
の枝を取って、七日の間あなたがたの神、
主の前に楽しまなければならない。

41 あなたがたは年に七日の間、主にこの祭を
守らなければならない。これはあなたがた
の代々ながく守るべき定めであって、七月
にこれを守らなければならない。

42 あなたがたは七日の間、仮庵に住み、イス
ラエルで生れた者はみな仮庵に住まなけ
ればならない。

43 これはわたしがイスラエルの人々 をエジプ
トの国から導き出したとき、彼らを仮庵に
住まわせた事を、あなたがたの代々の子孫
に知らせるためである。わたしはあなたが
たの神、主である』」。

イザヤ記 12:3 あなたがたは喜びをもっ
て、救の井戸から水をくむ。

イザヤ記 55:1 「さあ、かわいている者
は／みな水にきたれ。金のない者もきた
れ。来て買い求めて食べよ。あなたがた
は来て、金を出さずに、ただでぶどう酒
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と乳とを買い求めよ。

ゼカリヤ記 14:16 エルサレムに攻
めて来たもろもろの国びとの残った者
は、皆年々上って来て、王なる万軍の主
を拝み、仮庵の祭を守るようになる。

17 地の諸族のうち、王なる万軍の主を拝む
ために、エルサレムに上らない者の上に
は、雨が降らない。

ヨハネによる福音書 4:13 イエスは女に答
えて言われた、「この水を飲む者はだれ
でも、またかわくであろう。

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」。

ヨハネによる福音書 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」。

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。すなわち、イエスはまだ栄光を受け
ておられなかったので、御霊がまだ下っ
ていなかったのである。

ヘブライ人への手紙 11:9 信仰によって、
他国にいるようにして約束の地に宿り、
同じ約束を継ぐイサク、ヤコブと共に、
幕屋に住んだ。

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。

11 信仰によって、サラもまた、年老いてい

たが、種を宿す力を与えられた。約束を
なさったかたは真実であると、信じてい
たからである。

12 このようにして、ひとりの死んだと同様
な人から、天の星のように、海べの数え
がたい砂のように、おびただしい人が生
れてきたのである。

13 これらの人はみな、信仰をいだいて死ん
だ。まだ約束のものは受けていなかった
が、はるかにそれを望み見て喜び、そし
て、地上では旅人であり寄留者であるこ
とを、自ら言いあらわした。

14 そう言いあらわすことによって、彼らが
ふるさとを求めていることを示してい
る。

15 もしその出てきた所のことを考えていた
なら、帰る機会はあったであろう。

16 しかし実際、彼らが望んでいたのは、も
っと良い、天にあるふるさとであった。
だから神は、彼らの神と呼ばれても、そ
れを恥とはされなかった。事実、神は彼
らのために、都を用意されていたのであ
る。

 
ヨハネの黙示録 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、

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。

以下も参照されたい： 出エジプト記 13:14; 民数記 29:12-
38; 申命記 16:13-15; 申命記 31:10-13; 列王記上 8:65,66; 

歴代誌下 7:8-10; エズラ記 3:4; ネヘミヤ記 8:13-17; 詩
編 36:8; 詩編 42:1,2; イザヤ記 35:10; イザヤ記 41:17,18; 
イザヤ記 44:3; イザヤ記 49:10; エレミヤ記 2:3; エゼキエ
ル記 45:25; ヨエル記 3:18; ゼカリヤ記 3:10; ゼカリヤ記 

14:18,19; ヨハネによる福音書 4:10-12; ヨハネによる福音
書 16:22; コリントの信徒への手紙一 10:4; コリントの信徒
への手紙二 5:1; ヘブライ人への手紙 13:13,14; ヨハネの黙
示録 7:17; ヨハネの黙示録 21:6; ヨハネの黙示録 22:1,17.

ユダヤの伝統によれば、灌祭は以下の通りに
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祝われた。ヘブライ語でホーシャアナー・
ラッバーと呼ばれる第7日の始まりに、司祭
はシロアムの池に行き、池の水を黄金の水差
しに入れて神殿まで運んだ。そこで水を祭と
していけにえの動物に注いだ。この水の式の
間、以下の節が人々に読まれた。

イザヤ書12章3節　あなたがたは喜びをもっ
て、救の井戸から水をくむ。

古代のユダヤの本のコメント：「水をくむ
この祭で喜びを感じていない者は、人生の
喜びを知らない者である（ミシュナー・ス
ッカー5章1節）」。このように、仮庵の
祭の際に大きな喜びをもって飲食すること
は、神によって命じられているのである。

E18 神は民の中に住むであろう。

レビ記 26:11 わたしは幕屋をあなたがた
のうちに建て、心にあなたがたを忌みきら
わないであろう。

12 わたしはあなたがたのうちに歩み、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。

エゼキエル記 37:27 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。

ヨハネによる福音書 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。

ヨハネによる福音書 1:49 ナタナエルは答
えた、「先生、あなたは神の子です。あ

なたはイスラエルの王です」。

ヨハネによる福音書 5:46 もし、あなたが
たがモーセを信じたならば、わたしをも
信じたであろう。モーセは、わたしにつ
いて書いたのである。

使徒言行録 3:22 モーセは言った、『主な
る神は、わたしをお立てになったよう
に、あなたがたの兄弟の中から、ひとり
の預言者をお立てになるであろう。その
預言者があなたがたに語ることには、こ
とごとく聞きしたがいなさい。

使徒言行録 15:16 『その後、わた
しは帰ってきて、／倒れたダビデの幕屋
を建てかえ、／くずれた箇所を修理し、
／それを立て直そう。

17 残っている人々も、／わたしの名を唱え
ているすべての異邦人も、／主を尋ね求
めるようになるためである。

ヘブライ人への手紙 9:11 しかしキリスト
がすでに現れた祝福の大祭司としてこら
れたとき、手で造られず、この世界に属
さない、さらに大きく、完全な幕屋をと
おり、

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。

ヘブライ人への手紙 9:22 こうして、ほと
んどすべての物が、律法に従い、血によ
ってきよめられたのである。血を流すこ
となしには、罪のゆるしはあり得ない。

ヨハネの黙示録 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
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み、人は神の民となり、神自ら人と共に
いまして、

以下も参照されたい： 出エジプト記 29:45,46; 申命記 
18:15; ヨシュア記 22:19; 歴代誌下 29:6; 詩編 78:59,60; ア
モス記 9:11,12; ヘブライ人への手紙 8:5,6; ヘブライ人への

手紙 13:10-13.
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I07 赤い雌牛の供物は救世主の働きを差す。

民数記 19:2 「主の命じられた律法の定
めは次のとおりである。すなわち『イスラエ
ルの人々 に告げて、完全で、傷がなく、まだ
くびきを負ったことのない赤い雌牛を、あ
なたのもとに引いてこさせ、

3 これを祭司エレアザルにわたして、宿営の
外にひき出させ、彼の前でこれをほふらせ
なければならない。

9 それから身の清い者がひとり、その雌牛の
灰を集め、宿営の外の清い所にたくわえて
おかなければならない。これはイスラエル
の人々 の会衆のため、汚れを清める水をつ
くるために備えるものであって、罪を清める
ものである。

ヨハネによる福音書 15:3 あなたがたは、
わたしが語った言葉によって既にきよく
されている。

ガラテヤの信徒への手紙 3:13 キリスト
は、わたしたちのためにのろいとなっ
て、わたしたちを律法ののろいからあが
ない出して下さった。聖書に、「木にか
けられる者は、すべてのろわれる」と書
いてある。

エフェソの信徒への手紙 5:26 キリスト
がそうなさったのは、水で洗うことによ
り、言葉によって、教会をきよめて聖な
るものとするためであり、

ヘブライ人への手紙 1:3 御子は神の栄光
の輝きであり、神の本質の真の姿であっ
て、その力ある言葉をもって万物を保っ
ておられる。そして罪のきよめのわざを
なし終えてから、いと高き所にいます大
能者の右に、座につかれたのである。

ヘブライ人への手紙 9:11 しかしキリスト
がすでに現れた祝福の大祭司としてこら
れたとき、手で造られず、この世界に属
さない、さらに大きく、完全な幕屋をと
おり、

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。

13 もし、やぎや雄牛の血や雌牛の灰が、汚
れた人たちの上にまきかけられて、肉体
をきよめ聖別するとすれば、

14 永遠の聖霊によって、ご自身を傷なき
者として神にささげられたキリストの血
は、なおさら、わたしたちの良心をきよ
めて死んだわざを取り除き、生ける神に
仕える者としないであろうか。

ヘブライ人への手紙 10:14 彼は一つ
のささげ物によって、きよめられた者た
ちを永遠に全うされたのである。

ヘブライ人への手紙 13:11 なぜな
ら、大祭司によって罪のためにささげら
れるけものの血は、聖所のなかに携えて
行かれるが、そのからだは、営所の外で
焼かれてしまうからである。

12 だから、イエスもまた、ご自分の血で民
をきよめるために、門の外で苦難を受け
られたのである。

13 したがって、わたしたちも、彼のはずか
しめを身に負い、営所の外に出て、みも
とに行こうではないか。

以下も参照されたい： ヘブライ人への手紙 10:19-22,29.
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E26 救世主による贖罪の働き。

民数記 21:9 モーセは青銅で一つのへび
を造り、それをさおの上に掛けて置いた。
すべてへびにかまれた者はその青銅のへび
を仰いで見て生きた。

ヨハネによる福音書 1:29 その翌日、ヨハ
ネはイエスが自分の方にこられるのを見
て言った、「見よ、世の罪を取り除く神
の小羊。

ヨハネによる福音書 3:14 そして、ちょう
どモーセが荒野でへびを上げたように、
人の子もまた上げられなければならな
い。

15 それは彼を信じる者が、すべて永遠の命
を得るためである」。

ヨハネによる福音書 6:40 わたしの父のみ
こころは、子を見て信じる者が、ことご
とく永遠の命を得ることなのである。そ
して、わたしはその人々を終りの日によ
みがえらせるであろう」。

ヘブライ人への手紙 12:2 信仰の導き手で
あり、またその完成者であるイエスを仰
ぎ見つつ、走ろうではないか。彼は、自
分の前におかれている喜びのゆえに、恥
をもいとわないで十字架を忍び、神の御
座の右に座するに至ったのである。

以下も参照されたい： 列王記下 18:4.

D04 救世主の王としての祈り。
H03 救世主の未来の御国。

民数記 24:7 水は彼らのかめからあふ
れ、／彼らの種は水の潤いに育つであろ

う。彼らの王はアガグよりも高くなり、／彼
らの国はあがめられるであろう。

8 神は彼らをエジプトから導き出された、／彼
らは野牛の角のようだ。彼らは敵なる国々
の民を滅ぼし、／その骨を砕き、／矢をもっ
て突き通すであろう。

15 そしてこの託宣を述べた。「ベオルの子バ
ラムの言葉、／目を閉じた人の言葉。

16 神の言葉を聞く者、／いと高き者の知識を
もつ者、／全能者の幻を見、／倒れ伏して、
目の開かれた者の言葉。

17 わたしは彼を見る、しかし今ではない。わた
しは彼を望み見る、しかし近くではない。ヤ
コブから一つの星が出、／イスラエルから
一本のつえが起り、／モアブのこめかみと、
／セツのすべての子らの脳天を撃つであろ
う。

18 敵のエドムは領地となり、／セイルもまた領
地となるであろう。そしてイスラエルは勝利
を得るであろう。

19 権を執る者がヤコブから出、／生き残った
者を町から断ち滅ぼすであろう」。

創世記 49:10 つえはユダを離れず、／
立法者のつえはその足の間を離れること
なく、／シロの来る時までに及ぶであろ
う。もろもろの民は彼に従う。

詩編 110:2 主はあなたの力あるつえ
をシオンから出される。あなたはもろも
ろの敵のなかで治めよ。

ダニエル記 2:44 それらの王たちの世に、
天の神は一つの国を立てられます。これ
はいつまでも滅びることがなく、その主
権は他の民にわたされず、かえってこれ
らのもろもろの国を打ち破って滅ぼすで
しょう。そしてこの国は立って永遠に至
るのです。

民数記
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マタイによる福音書 2:1 イエスがヘロデ
王の代に、ユダヤのベツレヘムでお生れ
になったとき、見よ、東からきた博士た
ちがエルサレムに着いて言った、

2 「ユダヤ人の王としてお生れになったか
たは、どこにおられますか。わたしたち
は東の方でその星を見たので、そのかた
を拝みにきました」。

コリントの信徒への手紙一 15:24 それから
終末となって、その時に、キリストはす
べての君たち、すべての権威と権力とを
打ち滅ぼして、国を父なる神に渡される
のである。

25 なぜなら、キリストはあらゆる敵をその
足もとに置く時までは、支配を続けるこ
とになっているからである。

フィリピの信徒への手紙 2:10 それは、
イエスの御名によって、天上のもの、地
上のもの、地下のものなど、あらゆるも
のがひざをかがめ、

ヘブライ人への手紙 1:8 御子について
は、／「神よ、あなたの御座は、世々限
りなく続き、／あなたの支配のつえは、
公平のつえである。

9 あなたは義を愛し、不法を憎まれた。そ
れゆえに、神、あなたの神は、喜びのあ
ぶらを、／あなたの友に注ぐよりも多
く、あなたに注がれた」／と言い、

ヨハネの黙示録 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。

ヨハネの黙示録 22:16 わたしイエス
は、使をつかわして、諸教会のために、
これらのことをあなたがたにあかしし
た。わたしは、ダビデの若枝また子孫で

あり、輝く明けの明星である」。

以下も参照されたい： #1; 民数記 24:4; 詩編 18:43; ヨハネ
による福音書 1:49; ユダの手紙 1:11; ペトロの手紙二 1:19; 

ヨハネの黙示録 2:14; ヨハネの黙示録 20.

B02 救世主は神の子羊である。
I03 燔祭は全き供物、常燔祭である救世主の

働きを表す。

民数記 28:3 また彼らに言いなさい、『あ
なたがたが主にささぐべき火祭はこれであ
る。すなわち一歳の雄の全き小羊二頭を毎
日ささげて常§祭としなければならない。

4 すなわち一頭の小羊を朝にささげ、一頭の
小羊を夕にささげなければならない。

5 また麦粉一エパの十分の一に、砕いて取っ
た油一ヒンの四分の一を混ぜて素祭とし
なければならない。

6 これはシナイ山で定められた常§祭であっ
て、主に香ばしいかおりとしてささげる火祭
である。

7 またその灌祭は小羊一頭について一ヒンの
四分の一をささげなければならない。すな
わち聖所において主のために濃い酒をそそ
いで灌祭としなければならない。

8 夕には他の一頭の小羊をささげなければ
ならない。その素祭と灌祭とは朝のものと
同じようにし、その小羊を火祭としてささ
げ、主に香ばしいかおりとしなければなら
ない。

9 また安息日には一歳の雄の全き小羊二頭
と、麦粉一エパの十分の二に油を混ぜた素
祭と、その灌祭とをささげなければならな
い。

10 これは安息日ごとの§祭であって、常§祭と
その灌祭とに加えらるべきものである。

イザヤ記 53:10 しかも彼を砕くことは主
のみ旨であり、主は彼を悩まされた。彼
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が自分を、とがの供え物となすとき、そ
の子孫を見ることができ、その命をなが
くすることができる。かつ主のみ旨が彼
の手によって栄える。

マタイによる福音書 27:51 すると見
よ、神殿の幕が上から下まで真二つに裂
けた。また地震があり、岩が裂け、

ルカによる福音書 23:45 そして聖所の幕
がまん中から裂けた。

ヨハネによる福音書 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。

ヨハネによる福音書 1:29 その翌日、ヨハ
ネはイエスが自分の方にこられるのを見
て言った、「見よ、世の罪を取り除く神
の小羊。

ヘブライ人への手紙 7:25 そこでまた、彼
は、いつも生きていて彼らのためにとり
なしておられるので、彼によって神に来
る人々を、いつも救うことができるので
ある。

26 このように、聖にして、悪も汚れもな
く、罪人とは区別され、かつ、もろもろ
の天よりも高くされている大祭司こそ、
わたしたちにとってふさわしいかたであ
る。

27 彼は、ほかの大祭司のように、まず自
分の罪のため、次に民の罪のために、日
々、いけにえをささげる必要はない。な
ぜなら、自分をささげて、一度だけ、そ
れをされたからである。

28 律法は、弱さを身に負う人間を立てて大
祭司とするが、律法の後にきた誓いの御

言は、永遠に全うされた御子を立てて、
大祭司としたのである。

ヘブライ人への手紙 9:26 もしそうだとす
れば、世の初めから、たびたび苦難を受
けねばならなかったであろう。しかし事
実、ご自身をいけにえとしてささげて罪
を取り除くために、世の終りに、一度だ
け現れたのである。

ヘブライ人への手紙 10:1 いったい、律法
はきたるべき良いことの影をやどすにす
ぎず、そのものの真のかたちをそなえて
いるものではないから、年ごとに引きつ
づきささげられる同じようないけにえに
よっても、みまえに近づいて来る者たち
を、全うすることはできないのである。

2 もしできたとすれば、儀式にたずさわる
者たちは、一度きよめられた以上、もは
や罪の自覚がなくなるのであるから、さ
さげ物をすることがやんだはずではある
まいか。

3 しかし実際は、年ごとに、いけにえによ
って罪の思い出がよみがえって来るので
ある。

4 なぜなら、雄牛ややぎなどの血は、罪を
除き去ることができないからである。

5 それだから、キリストがこの世にこられ
たとき、次のように言われた、／「あな
たは、いけにえやささげ物を望まれない
で、／わたしのために、からだを備えて
下さった。

6 あなたは§祭や罪祭を好まれなかった。
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』」。

8 ここで、初めに、「あなたは、いけにえ
とささげ物と§祭と罪祭と（すなわち、
律法に従ってささげられるもの）を望ま
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れず、好まれもしなかった」とあり、
9 次に、「見よ、わたしは御旨を行うため

にまいりました」とある。すなわち、彼
は、後のものを立てるために、初めのも
のを廃止されたのである。

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。

ペトロの手紙一 1:19 きずも、しみも
ない小羊のようなキリストの尊い血によ
ったのである。

20 キリストは、天地が造られる前から、あ
らかじめ知られていたのであるが、この
終りの時に至って、あなたがたのために
現れたのである。

以下も参照されたい： 出エジプト記 29:41,42; レビ記 
6:9,12; レビ記 9:3; レビ記 12:6; レビ記 14:12,13,21,24,25; 
レビ記 17:3; レビ記 23:12; 民数記 6:12,14; 民数記 29:6,41-

43; 士師記 13:33; 歴代誌下 2:4; エズラ記 3:4,5; ネヘミヤ
記 10:33; 詩編 50:8; 詩編 51:16-19; イザヤ記 56:7; エゼキ
エル記 43:27; エゼキエル記 46:13-15; ヨエル記 2:14; マル
コによる福音書 15:38; ヨハネによる福音書 4:34; ローマ
の信徒への手紙 12:1; ヘブライ人への手紙 10:14; ペトロ

の手紙一 2:5.
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E12 救世主は神の律法を守る。

申命記 11:18 それゆえ、これらのわたし
の言葉を心と魂におさめ、またそれを手に
つけて、しるしとし、目の間に置いて覚えと
し、

19 これを子供たちに教え、家に座している時
も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、
それについて語り、

20 また家の入口の柱と、門にそれを書きしる
さなければならない。

ヨシュア記 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。そうするならば、あなたの道は栄
え、あなたは勝利を得るであろう。

詩編 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。

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。

詩編 119:11 わたしはあなたにむかっ
て罪を犯すことのないように、心のうち
にみ言葉をたくわえました。

詩編 119:97 いかにわたしはあなたの
おきてを愛することでしょう。わたしは
ひねもすこれを深く思います。

98 あなたの戒めは常にわたしと共にあるの
で、わたしをわが敵にまさって賢くしま
す。

99 わたしはあなたのあかしを深く思うの
で、わがすべての師にまさって知恵があ
ります。

イザヤ記 34:16 あなたがたは主の書をつ

まびらかに／たずねて、これを読め。こ
れらのものは一つも欠けることなく、ま
た一つもその連れ合いを欠くものはな
い。これは主の口がこれを命じ、その霊
が彼らを集められたからである。

エレミヤ記 8:9 知恵ある者は、はずかし
められ、あわてふためき、捕えられる。
見よ、彼らは主の言葉を捨てた、彼らに
なんの知恵があろうか。

マタイによる福音書 22:29 イエスは
答えて言われた、「あなたがたは聖書も
神の力も知らないから、思い違いをして
いる。

ルカによる福音書 16:29 アブラハムは言
った、『彼らにはモーセと預言者とがあ
る。それに聞くがよかろう』。

30 金持が言った、『いえいえ、父アブラハ
ムよ、もし死人の中からだれかが兄弟た
ちのところへ行ってくれましたら、彼ら
は悔い改めるでしょう』。

31 アブラハムは言った、『もし彼らがモ
ーセと預言者とに耳を傾けないなら、死
人の中からよみがえってくる者があって
も、彼らはその勧めを聞き入れはしない
であろう』」。

ヨハネによる福音書 5:39 あなたがたは、
聖書の中に永遠の命があると思って調べ
ているが、この聖書は、わたしについて
あかしをするものである。

使徒言行録 17:11 ここにいるユダ
ヤ人はテサロニケの者たちよりも素直で
あって、心から教を受けいれ、果してそ
のとおりかどうかを知ろうとして、日々
聖書を調べていた。
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ローマの信徒への手紙 3:2 それは、いろい
ろの点で数多くある。まず第一に、神の
言が彼らにゆだねられたことである。

ペトロの手紙二 1:19 こうして、預言
の言葉は、わたしたちにいっそう確実な
ものになった。あなたがたも、夜が明
け、明星がのぼって、あなたがたの心の
中を照すまで、この預言の言葉を暗やみ
に輝くともしびとして、それに目をとめ
ているがよい。

20 聖書の預言はすべて、自分勝手に解釈す
べきでないことを、まず第一に知るべき
である。

21 なぜなら、預言は決して人間の意志から
出たものではなく、人々が聖霊に感じ、
神によって語ったものだからである。

ヨハネの黙示録 1:3 この預言の言葉
を朗読する者と、これを聞いて、その中
に書かれていることを守る者たちとは、
さいわいである。時が近づいているから
である。

以下も参照されたい： 申命記 6:6-8; 詩編 19:7-10; エフェ
ソの信徒への手紙 6:17; コロサイの信徒への手紙 3:16; テ

サロニケの信徒への手紙一 5:27; ペトロの手紙一 2:2.

B13 救世主の権威。
D02 救世主の預言者としての祈り。
D07 救世主は仲介者となるであろう。
     
申命記 18:15 あなたの神、主はあなたの

うちから、あなたの同胞のうちから、わたし
のようなひとりの預言者をあなたのために
起されるであろう。あなたがたは彼に聞き
従わなければならない。

16 これはあなたが集会の日にホレブであな
たの神、主に求めたことである。すなわち
あなたは『わたしが死ぬことのないように

わたしの神、主の声を二度とわたしに聞か
せないでください。またこの大いなる火を
二度と見させないでください』と言った。

17 主はわたしに言われた、『彼らが言ったこ
とは正しい。

18 わたしは彼らの同胞のうちから、おまえの
ようなひとりの預言者を彼らのために起し
て、わたしの言葉をその口に授けよう。彼は
わたしが命じることを、ことごとく彼らに告
げるであろう。

19 彼がわたしの名によって、わたしの言葉を
語るのに、もしこれに聞き従わない者があ
るならば、わたしはそれを罰するであろう。

マタイによる福音書 17:5 彼がまだ話し終
えないうちに、たちまち、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」。

マタイによる福音書 21:10 イエスが
エルサレムにはいって行かれたとき、町
中がこぞって騒ぎ立ち、「これは、いっ
たい、どなただろう」と言った。

11 そこで群衆は、「この人はガリラヤのナ
ザレから出た預言者イエスである」と言
った。

マルコによる福音書 16:16 信じてバ
プテスマを受ける者は救われる。しか
し、不信仰の者は罪に定められる。

ルカによる福音書 7:13 主はこの婦人を
見て深い同情を寄せられ、「泣かないで
いなさい」と言われた。

14 そして近寄って棺に手をかけられると、
かついでいる者たちが立ち止まったの
で、「若者よ、さあ、起きなさい」と言
われた。

15 すると、死人が起き上がって物を言い出
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した。イエスは彼をその母にお渡しにな
った。

16 人々はみな恐れをいだき、「大預言者
がわたしたちの間に現れた」、また、「
神はその民を顧みてくださった」と言っ
て、神をほめたたえた。

ルカによる福音書 9:18 イエスがひとり
で祈っておられたとき、弟子たちが近く
にいたので、彼らに尋ねて言われた、「
群衆はわたしをだれと言っているか」。

19 彼らは答えて言った、「バプテスマのヨ
ハネだと、言っています。しかしほかの
人たちは、エリヤだと言い、また昔の預
言者のひとりが復活したのだと、言って
いる者もあります」。

20 彼らに言われた、「それでは、あなたが
たはわたしをだれと言うか」。ペテロが
答えて言った、「神のキリストです」。

ルカによる福音書 9:35 すると雲の中か
ら声があった、「これはわたしの子、わ
たしの選んだ者である。これに聞け」。

ルカによる福音書 24:17 イエスは彼らに
言われた、「歩きながら互に語り合って
いるその話は、なんのことなのか」。彼
らは悲しそうな顔をして立ちどまった。

18 そのひとりのクレオパという者が、答え
て言った、「あなたはエルサレムに泊ま
っていながら、あなただけが、この都で
このごろ起ったことをご存じないのです
か」。

19 「それは、どんなことか」と言われる
と、彼らは言った、「ナザレのイエスの
ことです。あのかたは、神とすべての民
衆との前で、わざにも言葉にも力ある預
言者でしたが、

20 祭司長たちや役人たちが、死刑に処す
るために引き渡し、十字架につけたので

す。
ヨハネによる福音書 1:45 このピリポがナ

タナエルに出会って言った、「わたした
ちは、モーセが律法の中にしるしてお
り、預言者たちがしるしていた人、ヨ
セフの子、ナザレのイエスにいま出会っ
た」。

ヨハネによる福音書 4:19 女はイエスに言
った、「主よ、わたしはあなたを預言者
と見ます。

ヨハネによる福音書 4:25 女はイエスに言
った、「わたしは、キリストと呼ばれる
メシヤがこられることを知っています。
そのかたがこられたならば、わたしたち
に、いっさいのことを知らせて下さるで
しょう」。

26 イエスは女に言われた、「あなたと話を
しているこのわたしが、それである」。

ヨハネによる福音書 6:14 人々はイエスの
なさったこのしるしを見て、「ほんとう
に、この人こそ世にきたるべき預言者で
ある」と言った。

ヨハネによる福音書 7:40 群衆のある者が
これらの言葉を聞いて、「このかたは、
ほんとうに、あの預言者である」と言
い、

41 ほかの人たちは「このかたはキリストで
ある」と言い、また、ある人々は、「キ
リストはまさか、ガリラヤからは出てこ
ないだろう。

42 キリストは、ダビデの子孫から、またダ
ビデのいたベツレヘムの村から出ると、
聖書に書いてあるではないか」と言っ
た。

使徒言行録 3:22 モーセは言った、『主な
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る神は、わたしをお立てになったよう
に、あなたがたの兄弟の中から、ひとり
の預言者をお立てになるであろう。その
預言者があなたがたに語ることには、こ
とごとく聞きしたがいなさい。

23 彼に聞きしたがわない者は、みな民の中
から滅ぼし去られるであろう』。

24 サムエルをはじめ、その後つづいて語っ
たほどの預言者はみな、この時のことを
予告した。

25 あなたがたは預言者の子であり、神があ
なたがたの先祖たちと結ばれた契約の子
である。神はアブラハムに対して、『地
上の諸民族は、あなたの子孫によって祝
福を受けるであろう』と仰せられた。

26 神がまずあなたがたのために、その僕を
立てて、おつかわしになったのは、あな
たがたひとりびとりを、悪から立ちかえ
らせて、祝福にあずからせるためなので
ある」。

使徒言行録 7:37 この人が、イスラエル人
たちに、『神はわたしをお立てになった
ように、あなたがたの兄弟たちの中か
ら、ひとりの預言者をお立てになるであ
ろう』と言ったモーセである。

ヘブライ人への手紙 2:3 わたしたちは、
こんなに尊い救をなおざりにしては、ど
うして報いをのがれることができよう
か。この救は、初め主によって語られた
ものであって、聞いた人々からわたした
ちにあかしされ、

ヘブライ人への手紙 3:7 だから、聖霊が
言っているように、／「きょう、あなた
がたがみ声を聞いたなら、

8 荒野における試錬の日に、／神にそむい
た時のように、／あなたがたの心を、か
たくなにしてはいけない。

以下も参照されたい： ヘブライ人への手紙 1:1,2; ヘブラ
イ人への手紙 3:2-8; ヘブライ人への手紙 10:26; ヘブライ

人への手紙 12:25,26.

F11 救世主の受難。

申命記 21:23 翌朝までその死体を木の上
に留めておいてはならない。必ずそれをそ
の日のうちに埋めなければならない。木に
かけられた者は神にのろわれた者だからで
ある。あなたの神、主が嗣業として賜わる
地を汚してはならない。

ガラテヤの信徒への手紙 3:13 キリスト
は、わたしたちのためにのろいとなっ
て、わたしたちを律法ののろいからあが
ない出して下さった。聖書に、「木にか
けられる者は、すべてのろわれる」と書
いてある。

E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

申命記 33:3 まことに主はその民を愛さ
れる。すべて主に聖別されたものは、み手
のうちにある。彼らはあなたの足もとに座
して、／教をうける。

ヨハネによる福音書 3:16 神はそのひとり
子を賜わったほどに、この世を愛して下
さった。それは御子を信じる者がひとり
も滅びないで、永遠の命を得るためであ
る。

ヨハネによる福音書 10:28 わたし
は、彼らに永遠の命を与える。だから、
彼らはいつまでも滅びることがなく、ま

申命記
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た、彼らをわたしの手から奪い去る者は
ない。

29 わたしの父がわたしに下さったものは、
すべてにまさるものである。そしてだれ
も父のみ手から、それを奪い取ることは
できない。

ヨハネによる福音書 17:12 わたしが
彼らと一緒にいた間は、あなたからいた
だいた御名によって彼らを守り、また保
護してまいりました。彼らのうち、だれ
も滅びず、ただ滅びの子だけが滅びまし
た。それは聖書が成就するためでした。

ヨハネによる福音書 17:24 父よ、あ
なたがわたしに賜わった人々が、わた
しのいる所に一緒にいるようにして下さ
い。天地が造られる前からわたしを愛し
て下さって、わたしに賜わった栄光を、
彼らに見させて下さい。

テサロニケの信徒への手紙一1:6 そしてあ
なたがたは、多くの患難の中で、聖霊に
よる喜びをもって御言を受けいれ、わた
したちと主とにならう者となり、 

ヨハネの黙示録 1:16 その右手に七つ
の星を持ち、口からは、鋭いもろ刃のつ
るぎがつき出ており、顔は、強く照り輝
く太陽のようであった。

ヨハネの黙示録 1:20 あなたがわたし
の右手に見た七つの星と、七つの金の燭
台との奥義は、こうである。すなわち、
七つの星は七つの教会の御使であり、七
つの燭台は七つの教会である。

以下も参照されたい： 出エジプト記 19:5,6; 申命記 7:7-
10; サムエル記上 2:9; 詩編 31:23; エレミヤ記 31:3; マラ
キ記 1:2; ルカによる福音書 10:39; ヨハネによる福音書 

17:11-15; ローマの信徒への手紙 8:35-39; ローマの信徒へ
の手紙 9:11-13; エフェソの信徒への手紙 2:4,5; ヨハネに

よる福音書 4:19; ユダの手紙 1:1.

申命記
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A03 救世主はダビデの子孫である。

ルツ記 4:13 こうしてボアズはルツをめ
とって妻とし、彼女のところにはいった。主
は彼女をみごもらせられたので、彼女はひ
とりの男の子を産んだ。

14 そのとき、女たちはナオミに言った、「主は
ほむべきかな、主はあなたを見捨てずに、
きょう、あなたにひとりの近親をお授けに
なりました。どうぞ、その子の名がイスラエ
ルのうちに高く揚げられますように。

17 近所の女たちは「ナオミに男の子が生れ
た」と言って、彼に名をつけ、その名をオベ
デと呼んだ。彼はダビデの父であるエッサ
イの父となった。

21 サルモンからボアズが生れ、ボアズからオ
ベデが生れ、

22 オベデからエッサイが生れ、エッサイからダ
ビデが生れた。

マタイによる福音書 1:5 サルモンはラハ
ブによるボアズの父、ボアズはルツによ
るオベデの父、オベデはエッサイの父、

6 エッサイはダビデ王の父であった。ダビ
デはウリヤの妻によるソロモンの父であ
り、

マタイによる福音書 1:15 エリウデはエレ
アザルの父、エレアザルはマタンの父、
マタンはヤコブの父、

16 ヤコブはマリヤの夫ヨセフの父であっ
た。このマリヤからキリストといわれる
イエスがお生れになった。

17 だから、アブラハムからダビデまでの代
は合わせて十四代、ダビデからバビロン
へ移されるまでは十四代、そして、バビ
ロンへ移されてからキリストまでは十四
代である。

ローマの信徒への手紙 11:26 こうし
て、イスラエル人は、すべて救われるで
あろう。すなわち、次のように書いてあ
る、／「救う者がシオンからきて、／ヤ
コブから不信心を追い払うであろう。

以下も参照されたい： レビ記 25:25-29; レビ記 27:13-31; 
ヨブ記 19:25; 詩編 19:14; 詩編 78:35; イザヤ記 41:14; イ
ザヤ記 44:6,24; イザヤ記 48:17; イザヤ記 49:7; イザヤ記 

54:5,8; イザヤ記 59:20; イザヤ記 60:16; マタイによる福音
書 1:1-17; ルカによる福音書 3:23-38.

ルツ記
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H02 将来の救世主による裁き。
H03 救世主の未来の御国。

サムエル記上 2:10 主と争うものは粉
に々砕かれるであろう、／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
者の力を強くされるであろう」。

詩編 96:13 主は来られる、地をさば
くために来られる。主は義をもって世界
をさばき、まことをもってもろもろの民
をさばかれる。

マタイによる福音書 25:31 人の子が
栄光の中にすべての御使たちを従えて来
るとき、彼はその栄光の座につくであろ
う。

32 そして、すべての国民をその前に集め
て、羊飼が羊とやぎとを分けるように、
彼らをより分け、

ローマの信徒への手紙 14:10 それだの
に、あなたは、なぜ兄弟をさばくのか。
あなたは、なぜ兄弟を軽んじるのか。わ
たしたちはみな、神のさばきの座の前に
立つのである。

11 すなわち、／「主が言われる。わたしは
生きている。すべてのひざは、わたしに
対してかがみ、／すべての舌は、神にさ
んびをささげるであろう」／と書いてあ
る。

12 だから、わたしたちひとりびとりは、神
に対して自分の言いひらきをすべきであ
る。

コリントの信徒への手紙二 5:10 なぜな
ら、わたしたちは皆、キリストのさばき
の座の前にあらわれ、善であれ悪であ
れ、自分の行ったことに応じて、それぞ

れ報いを受けねばならないからである。

ヨハネの黙示録 20:11 また見ている
と、大きな白い御座があり、そこにいま
すかたがあった。天も地も御顔の前から
逃げ去って、あとかたもなくなった。

12 また、死んでいた者が、大いなる者も
小さき者も共に、御座の前に立っている
のが見えた。かずかずの書物が開かれた
が、もう一つの書物が開かれた。これは
いのちの書であった。死人はそのしわざ
に応じ、この書物に書かれていることに
したがって、さばかれた。

13 海はその中にいる死人を出し、死も黄泉
もその中にいる死人を出し、そして、お
のおのそのしわざに応じて、さばきを受
けた。

14 それから、死も黄泉も火の池に投げ込ま
れた。この火の池が第二の死である。

15 このいのちの書に名がしるされていない
者はみな、火の池に投げ込まれた。

以下も参照されたい： #1; #6; 詩編 2:2; 詩編 20:6; 詩
編 45:7; 詩編 89:17,24; 詩編 92:9; マタイによる福音書 

28:18; ルカによる福音書 1:69; 使徒言行録 4:27; 使徒言行
録 10:38.

サムエル記上
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A03 救世主はダビデの子孫である。
B01 救世主は神の子である。
D04 救世主の王としての祈り。
H03 救世主の未来の御国。
               
サムエル記下 7:12 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。

14 わたしは彼の父となり、彼はわたしの子と
なるであろう。もし彼が罪を犯すならば、わ
たしは人のつえと人の子のむちをもって彼
を懲らす。

15 しかしわたしはわたしのいつくしみを、わた
しがあなたの前から除いたサウルから取り
去ったように、彼からは取り去らない。

16 あなたの家と王国はわたしの前に長く保
つであろう。あなたの位は長く堅うせられ
る』」。

詩編 89:26 彼はわたしにむかい『あ
なたはわが父、わが神、わが救の岩』と
呼ぶであろう。

27 わたしはまた彼をわがういごとし、地の
王たちのうちの最も高い者とする。

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。

29 わたしは彼の家系をとこしえに堅く定
め、その位を天の日数のようにながらえ
させる。

マタイによる福音書 3:17 また天から声が
あって言った、「これはわたしの愛する
子、わたしの心にかなう者である」。

ルカによる福音書 1:30 すると御使が言
った、「恐れるな、マリヤよ、あなたは

神から恵みをいただいているのです。
31 見よ、あなたはみごもって男の子を産む

でしょう。その子をイエスと名づけなさ
い。

32 彼は大いなる者となり、いと高き者の子
と、となえられるでしょう。そして、主
なる神は彼に父ダビデの王座をお与えに
なり、

33 彼はとこしえにヤコブの家を支配し、そ
の支配は限りなく続くでしょう」。

ヨハネによる福音書 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。

18 神を見た者はまだひとりもいない。ただ
父のふところにいるひとり子なる神だけ
が、神をあらわしたのである。

ヘブライ人への手紙 1:1 神は、むかし
は、預言者たちにより、いろいろな時
に、いろいろな方法で、先祖たちに語ら
れたが、

2 この終りの時には、御子によって、わた
したちに語られたのである。神は御子を
万物の相続者と定め、また、御子によっ
て、もろもろの世界を造られた。

3 御子は神の栄光の輝きであり、神の本質
の真の姿であって、その力ある言葉をも
って万物を保っておられる。そして罪の
きよめのわざをなし終えてから、いと高
き所にいます大能者の右に、座につかれ
たのである。

4 御子は、その受け継がれた名が御使たち
の名にまさっているので、彼らよりもす
ぐれた者となられた。

5 いったい、神は御使たちのだれに対し
て、／「あなたこそは、わたしの子。き

サムエル記下
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ょう、わたしはあなたを生んだ」／と言
い、さらにまた、／「わたしは彼の父と
なり、／彼はわたしの子となるであろ
う」／と言われたことがあるか。

6 さらにまた、神は、その長子を世界に導
き入れるに当って、／「神の御使たちは
ことごとく、彼を拝すべきである」／と
言われた。

7 また、御使たちについては、／「神は、
御使たちを風とし、／ご自分に仕える者
たちを炎とされる」／と言われている
が、

8 御子については、／「神よ、あなたの御
座は、世々限りなく続き、／あなたの支
配のつえは、公平のつえである。

ヨハネの手紙一 4:9 神はそのひとり
子を世につかわし、彼によってわたした
ちを生きるようにして下さった。それに
よって、わたしたちに対する神の愛が明
らかにされたのである。

10 わたしたちが神を愛したのではなく、神
がわたしたちを愛して下さって、わたし
たちの罪のためにあがないの供え物とし
て、御子をおつかわしになった。ここに
愛がある。

ヨハネの黙示録 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」。

以下も参照されたい： #1; 列王記上 5:5; 列王記上 8:19; 代
誌上 17:11; 詩編 72:17-19; 詩編 89:36,37; イザヤ記 9:7; エ
レミヤ記 23:5,6; ダニエル記 2:44; ダニエル記 7:14; ゼカリ
ヤ記 6:13; マタイによる福音書 16:18; ヨハネによる福音
書 12:34; 使徒言行録 13:34-37; ペトロの手紙一 2:5; ヨハ

ネの黙示録 20.

E12 救世主は神の律法を守る。

サムエル記下 22:20 彼はまたわたしを
広い所へ引きだされ、／わたしを喜ばれて、
救ってくださった。

21 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
しに報いかえされた。

22 それは、わたしが主の道を守り、悪を行わ
ず、／わが神から離れたことがないからで
ある。

23 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、み定めを離れたことが
ない。

24 わたしは主の前に欠けた所なく、／自らを
守って罪を犯さなかった。

25 それゆえ、主はわたしの義にしたがい、／そ
の目のまえにわたしの清きにしたがって、／
わたしに報いられた。

詩編 1:2 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。

詩編 22:8 「彼は主に身をゆだね
た、主に彼を助けさせよ。主は彼を喜ば
れるゆえ、主に彼を救わせよ」と。

詩編 40:8 わが神よ、わたしはみこ
ころを行うことを喜びます。あなたの
おきてはわたしの心のうちにあります」
と。

イザヤ記 42:1 わたしの支持するわがし
もべ、わたしの喜ぶわが選び人を見よ。
わたしはわが霊を彼に与えた。彼はもろ
もろの国びとに道をしめす。

マタイによる福音書 3:17 また天から声が
あって言った、「これはわたしの愛する
子、わたしの心にかなう者である」。

サムエル記下
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マタイによる福音書 17:5 彼がまだ話し終
えないうちに、たちまち、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」。

ヨハネによる福音書 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。

ヨハネによる福音書 17:4 わたしは、わた
しにさせるためにお授けになったわざを
なし遂げて、地上であなたの栄光をあら
わしました。

5 父よ、世が造られる前に、わたしがみそ
ばで持っていた栄光で、今み前にわたし
を輝かせて下さい。

ローマの信徒への手紙 10:4 キリスト
は、すべて信じる者に義を得させるため
に、律法の終りとなられたのである。

以下も参照されたい： 詩編 18:19-24; 詩編 37:31; 詩編 
119:13,30,102; ヨハネによる福音書 8:29; ヨハネによる福
音書 13:31,32; ローマの信徒への手紙 3:31; ローマの信徒
への手紙 7:12; ローマの信徒への手紙 8:3,4; ガラテヤの信

徒への手紙 3:13,21; ガラテヤの信徒への手紙 5:22,23.

B13 救世主の権威。
B21 救世主は光である。
E09 救世主の義。

サムエル記下 23:1 これはダビデの最
後の言葉である。エッサイの子ダビデの託
宣、／すなわち高く挙げられた人、／ヤコブ
の神に油を注がれた人、／イスラエルの良
き歌びとの託宣。

2 「主の霊はわたしによって語る、／その言葉
はわたしの舌の上にある。

3 イスラエルの神は語られた、／イスラエルの
岩はわたしに言われた、／『人を正しく治め
る者、／神を恐れて、治める者は、

4 朝の光のように、／雲のない朝に、輝きでる
太陽のように、／地に若草を芽ばえさせる
雨のように人に臨む』。

詩編 72:6 彼は刈り取った牧草の上
に降る雨のごとく、地を潤す夕立のごと
く臨むように。

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。

8 彼は海から海まで治め、川から地のはて
まで治めるように。

ミカ記 5:2 しかしベツレヘム・エフ
ラタよ、あなたはユダの氏族のうちで小
さい者だが、イスラエルを治める者があ
なたのうちから／わたしのために出る。
その出るのは昔から、いにしえの日から
である。

ルカによる福音書 1:76 幼な子よ、あな
たは、いと高き者の預言者と呼ばれるで
あろう。主のみまえに先立って行き、そ
の道を備え、

77 罪のゆるしによる救を／その民に知らせ
るのであるから。

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、

79 暗黒と死の陰とに住む者を照し、わたし
たちの足を平和の道へ導くであろう」。

ヨハネによる福音書 8:12 イエスは、また
人々に語ってこう言われた、「わたしは

サムエル記下
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世の光である。わたしに従って来る者
は、やみのうちを歩くことがなく、命の
光をもつであろう」。

ヨハネによる福音書 12:35 そこでイ
エスは彼らに言われた、「もうしばらく
の間、光はあなたがたと一緒にここにあ
る。光がある間に歩いて、やみに追いつ
かれないようにしなさい。やみの中を歩
く者は、自分がどこへ行くのかわかって
いない。

36 光のある間に、光の子となるために、光
を信じなさい」。イエスはこれらのこと
を話してから、そこを立ち去って、彼ら
から身をお隠しになった。

ヨハネの黙示録 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。

以下も参照されたい： #1; 申命記 32:4,30,31; 詩編 2:6-8; 
詩編 72:6; 詩編 89:35; イザヤ記 4:2; イザヤ記 60:1-

3,19,20; ホセア記 6:3; ミカ記 5:8; ヨハネによる福音書 
1:6,7.

サムエル記下
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E01 救世主の任務の種類。

列王記下 1:6 彼らは言った、「ひとりの人
が上ってきて、われわれに会って言いまし
た、『おまえたちをつかわした王の所へ帰
って言いなさい。主はこう仰せられる、あな
たがエクロンの神バアル・ゼブブに尋ねよ
うとして人をつかわすのは、イスラエルに神
がないためなのか。それゆえあなたは、登
った寝台から降りることなく、必ず死ぬであ
ろう』」。

11 王はまた他の五十人の長を、部下の五十人
と共にエリヤにつかわした。彼は上ってい
ってエリヤに言った、「神の人よ、王がこう
命じられます、『すみやかに下ってきなさ
い』」。

12 しかしエリヤは彼らに答えた、「わたしがも
し神の人であるならば、火が天から下って、
あなたと部下の五十人とを焼き尽すでしょ
う」。そのように神の火が天から下って、彼
と部下の五十人とを焼き尽した。

ルカによる福音書 9:51 さて、イエスが
天に上げられる日が近づいたので、エル
サレムへ行こうと決意して、その方へ顔
をむけられ、

52 自分に先立って使者たちをおつかわしに
なった。そして彼らがサマリヤ人の村へ
はいって行き、イエスのために準備をし
ようとしたところ、

53 村人は、エルサレムへむかって進んで行
かれるというので、イエスを歓迎しよう
とはしなかった。

54 弟子のヤコブとヨハネとはそれを見て言
った、「主よ、いかがでしょう。彼らを
焼き払ってしまうように、天から火をよ
び求めましょうか」。

55 イエスは振りかえって、彼らをおしかり
になった。

56 そして一同はほかの村へ行った。

ルカによる福音書 24:47 そして、その名
によって罪のゆるしを得させる悔改め
が、エルサレムからはじまって、もろも
ろの国民に宣べ伝えられる。

ヨハネによる福音書 3:17 神が御子を世に
つかわされたのは、世をさばくためでは
なく、御子によって、この世が救われる
ためである。

ヨハネによる福音書 12:47 たとい、
わたしの言うことを聞いてそれを守らな
い人があっても、わたしはその人をさば
かない。わたしがきたのは、この世をさ
ばくためではなく、この世を救うためで
ある。

使徒言行録 1:8 ただ、聖霊があなたがた
にくだる時、あなたがたは力を受けて、
エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、
さらに地のはてまで、わたしの証人とな
るであろう」。

使徒言行録 8:14 エルサレムにいる使徒た
ちは、サマリヤの人々が、神の言を受け
入れたと聞いて、ペテロとヨハネとを、
そこにつかわした。

以下も参照されたい： 箴言 9:8; エレミヤ記 23:13; ミ
カ記 1:5; マタイによる福音書 18:11; マタイによる福音
書 20:28; ルカによる福音書 19:10; ヨハネによる福音書 
4:4,9,40-42; 使徒言行録 9:31; テモテへの手紙一 1:15.

A03 救世主はダビデの子孫である。
D04 救世主の王としての祈り。
     
代誌上 17:11 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

列王記下
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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。

マタイによる福音書 2:1 イエスがヘロデ
王の代に、ユダヤのベツレヘムでお生れ
になったとき、見よ、東からきた博士た
ちがエルサレムに着いて言った、

2 「ユダヤ人の王としてお生れになったか
たは、どこにおられますか。わたしたち
は東の方でその星を見たので、そのかた
を拝みにきました」。

使徒言行録 13:36 事実、ダビデ
は、その時代の人々に神のみ旨にしたが
って仕えたが、やがて眠りにつき、先祖
たちの中に加えられて、ついに朽ち果て
てしまった。

37 しかし、神がよみがえらせたかたは、朽
ち果てることがなかったのである。

ローマの信徒への手紙 1:3 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、

以下も参照されたい： #1.

E17 救世主は神のために神殿を建てるであ
ろう。

代誌上 17:12 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。

ヨハネによる福音書 2:19 イエスは彼らに
答えて言われた、「この神殿をこわした
ら、わたしは三日のうちに、それを起す
であろう」。

20 そこで、ユダヤ人たちは言った、「この

神殿を建てるのには、四十六年もかかっ
ています。それだのに、あなたは三日の
うちに、それを建てるのですか」。

21 イエスは自分のからだである神殿のこと
を言われたのである。

使徒言行録 7:47 けれども、じっさいにそ
の宮を建てたのは、ソロモンであった。

48 しかし、いと高き者は、手で造った家の
内にはお住みにならない。預言者が言っ
ているとおりである、

49 『主が仰せられる、／どんな家をわたし
のために建てるのか。わたしのいこいの
場所は、どれか。天はわたしの王座、／
地はわたしの足台である。

コロサイの信徒への手紙 2:9 キリスト
にこそ、満ちみちているいっさいの神の
徳が、かたちをとって宿っており、

以下も参照されたい： #1; ゼカリヤ記 6:12,13.

A05 救世主とその父の関係。

代誌上 17:13 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。

ルカによる福音書 9:35 すると雲の中か
ら声があった、「これはわたしの子、わ
たしの選んだ者である。これに聞け」。

ヨハネによる福音書 3:3 イエスは答えて
言われた、「よくよくあなたに言ってお
く。だれでも新しく生れなければ、神の
国を見ることはできない」。

列王記下
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ヘブライ人への手紙 1:5 いったい、神は
御使たちのだれに対して、／「あなたこ
そは、わたしの子。きょう、わたしはあ
なたを生んだ」／と言い、さらにまた、
／「わたしは彼の父となり、／彼はわた
しの子となるであろう」／と言われたこ
とがあるか。

以下も参照されたい： #1; 詩編 2:7,12.

H03 救世主の未来の御国。

代誌上 17:14 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』」。

ルカによる福音書 1:30 すると御使が言
った、「恐れるな、マリヤよ、あなたは
神から恵みをいただいているのです。

31 見よ、あなたはみごもって男の子を産む
でしょう。その子をイエスと名づけなさ
い。

32 彼は大いなる者となり、いと高き者の子
と、となえられるでしょう。そして、主
なる神は彼に父ダビデの王座をお与えに
なり、

33 彼はとこしえにヤコブの家を支配し、そ
の支配は限りなく続くでしょう」。

以下も参照されたい： #1; ヘブライ人への手紙 3:6.

列王記下
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D08 救世主は保証人となるであろう。

ヨブ記 17:3 どうか、あなた自ら保証とな
られるように。ほかにだれがわたしのため
に／保証となってくれる者があろうか。

箴言 11:15 他人のために保証をする
者は苦しみをうけ、保証をきらう者は安
全である。

箴言 17:18 知恵のない人は手をうっ
て、その隣り人の前で保証をする。

箴言 22:26 あなたは人と手を打つ者
となってはならない、人の負債の保証を
してはならない。

ヘブライ人への手紙 7:22 このようにし
て、イエスは更にすぐれた契約の保証と
なられたのである。

以下も参照されたい： イザヤ記 38:14; エレミヤ記 
30:21,22.

 
D05 救世主は贖い主となるであろう。
E11 救世主は永遠の命を与えるであろう。
G01 救世主の復活は予言されている。

ヨブ記 19:25 わたしは知る、／わたしをあ
がなう者は生きておられる、／後の日に彼
は必ず地の上に立たれる。

26 わたしの皮がこのように滅ぼされたのち、
／わたしは肉を離れて神を見るであろう。

27 しかもわたしの味方として見るであろう。わ
たしの見る者はこれ以外のものではない。
わたしの心はこれを望んでこがれる。

イザヤ記 26:19 あなたの死者は生き、彼
らのなきがらは起きる。ちりに伏す者
よ、さめて喜びうたえ。あなたの露は光

の露であって、それを亡霊の国の上に降
らされるからである。

ダニエル記 12:2 また地のちりの中に眠っ
ている者のうち、多くの者は目をさます
でしょう。そのうち永遠の生命にいたる
者もあり、また恥と、限りなき恥辱をう
ける者もあるでしょう。

ヨハネによる福音書 5:28 このことを驚く
には及ばない。墓の中にいる者たちがみ
な神の子の声を聞き、

ローマの信徒への手紙 8:13 なぜな
ら、もし、肉に従って生きるなら、あ
なたがたは死ぬ外はないからである。し
かし、霊によってからだの働きを殺すな
ら、あなたがたは生きるであろう。

コリントの信徒への手紙一 15:22 アダムに
あってすべての人が死んでいるのと同じ
ように、キリストにあってすべての人が
生かされるのである。

23 ただ、各自はそれぞれの順序に従わねば
ならない。最初はキリスト、次に、主の
来臨に際してキリストに属する者たち、

ヨハネの黙示録 1:18 また、生きてい
る者である。わたしは死んだことはある
が、見よ、世々限りなく生きている者で
ある。そして、死と黄泉とのかぎを持っ
ている。

以下も参照されたい： ヨブ記 33:23,24; 詩編 19:14; イザ
ヤ記 54:5; イザヤ記 59:20,21; エゼキエル記 37:7-10; エフ

ェソの信徒への手紙 1:7; テモテへの手紙二 4:8.

ヨブ記
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B11 救世主の従順さ。
E12 救世主は神の律法を守る。
G05 救世主はたくさんの実を見るであろ

う。

詩編 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。

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。

3 このような人は流れのほとりに植えられた
木の時が来ると実を結び、その葉もしぼま
ないように、そのなすところは皆栄える。

4 悪しき者はそうでない、風の吹き去るもみ
がらのようだ。

5 それゆえ、悪しき者はさばきに耐えない。
罪びとは正しい者のつどいに立つことがで
きない。

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。

詩編 40:8 わが神よ、わたしはみこ
ころを行うことを喜びます。あなたの
おきてはわたしの心のうちにあります」
と。

イザヤ記 53:11 彼は自分の魂の苦しみに
より光を見て満足する。義なるわがしも
べはその知識によって、多くの人を義と
し、また彼らの不義を負う。

エレミヤ記 17:7 おおよそ主にたより、主
を頼みとする人はさいわいである。

8 彼は水のほとりに植えた木のようで、そ
の根を川にのばし、暑さにあっても恐れ
ることはない。その葉は常に青く、ひで
りの年にも憂えることなく、絶えず実を
結ぶ」。

ヨハネによる福音書 4:34 イエスは彼らに

言われた、「わたしの食物というのは、
わたしをつかわされたかたのみこころを
行い、そのみわざをなし遂げることであ
る。

ローマの信徒への手紙 3:12 すべての
人は迷い出て、／ことごとく無益なもの
になっている。善を行う者はいない、／
ひとりもいない。

ヘブライ人への手紙 7:26 このように、聖
にして、悪も汚れもなく、罪人とは区別
され、かつ、もろもろの天よりも高くさ
れている大祭司こそ、わたしたちにとっ
てふさわしいかたである。

ヨハネの黙示録 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。

以下も参照されたい： 創世記 2:9; 申命記 11:18-20; ヨシ
ュア記 1:8; 詩編 37:30,31; 詩編 104:34; 詩編 112:1; 詩編 
119:11,15,16,24,47,97-99; エレミヤ記 31:33; マラキ記 

3:17,18; ローマの信徒への手紙 7:22; ヘブライ人への手紙 
8:10; ヨハネによる福音書 5:3.

F12 救世主は反対に抵抗にあうであろう。

詩編 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。

ルカによる福音書 18:32 人の子は異邦人
に引きわたされ、あざけられ、はずかし
めを受け、つばきをかけられ、

使徒言行録 4:24 一同はこれを聞くと、口
をそろえて、神にむかい声をあげて言っ
た、「天と地と海と、その中のすべての

詩編
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ものとの造りぬしなる主よ。
25 あなたは、わたしたちの先祖、あなた

の僕ダビデの口をとおして、聖霊によっ
て、こう仰せになりました、／『なぜ、
異邦人らは、騒ぎ立ち、／もろもろの民
は、むなしいことを図り、

26 地上の王たちは、立ちかまえ、／支配者
たちは、党を組んで、／主とそのキリス
トとに逆らったのか』。

27 まことに、ヘロデとポンテオ・ピラトと
は、異邦人らやイスラエルの民と一緒に
なって、この都に集まり、あなたから油
を注がれた聖なる僕イエスに逆らい、

28 み手とみ旨とによって、あらかじめ定め
られていたことを、なし遂げたのです。

ヨハネの黙示録 17:14 彼らは小羊に戦
いをいどんでくるが、小羊は、主の主、
王の王であるから、彼らにうち勝つ。ま
た、小羊と共にいる召された、選ばれ
た、忠実な者たちも、勝利を得る」。

以下も参照されたい： #1; 詩編 83:2-5; マタイによる福音
書 21:38; ヨハネによる福音書 11:50; 使徒言行録 5:33; 使

徒言行録 16:22.

F12 救世主は反対に抵抗にあうであろう。

詩編 2:2 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、

3 「われらは彼らのかせをこわし、彼らのき
ずなを解き捨てるであろう」と。

ルカによる福音書 13:31 ちょうどその
時、あるパリサイ人たちが、イエスに近
寄ってきて言った、「ここから出て行き
なさい。ヘロデがあなたを殺そうとして
います」。

ルカによる福音書 19:14 ところが、本国
の住民は彼を憎んでいたので、あとから
使者をおくって、『この人が王になるの
をわれわれは望んでいない』と言わせ
た。

ルカによる福音書 23:11 またヘロデはその
兵卒どもと一緒になって、イエスを侮辱した
り嘲弄したりしたあげく、はなやかな着物を
着せてピラトへ送りかえした。

12 ヘロデとピラト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。

ヨハネの黙示録 17:14 彼らは小羊に戦
いをいどんでくるが、小羊は、主の主、
王の王であるから、彼らにうち勝つ。ま
た、小羊と共にいる召された、選ばれ
た、忠実な者たちも、勝利を得る」。

以下も参照されたい： #1; マタイによる福音書 2:16; マタ
イによる福音書 25:59; マタイによる福音書 27:1; ヨハネに
よる福音書 1:41; ヨハネによる福音書 15:23; 使徒言行録 

4:5-8; 使徒言行録 10:38; 使徒言行録 12:1-6; ヘブライ人へ
の手紙 1:9; ペトロの手紙一 2:7,8.

H02 将来の救世主による裁き。
H03 救世主の未来の御国。

詩編 2:4 天に座する者は笑い、主は彼らをあ
ざけられるであろう。

5 そして主は憤りをもって彼らに語り、激し
い怒りをもって彼らを恐れ惑わせて言われ
る、

6 「わたしはわが王を聖なる山シオンに立て
た」と。

マタイによる福音書 23:33 へびよ、
まむしの子らよ、どうして地獄の刑罰を
のがれることができようか。

34 それだから、わたしは、預言者、知者、律法
学者たちをあなたがたにつかわすが、その

詩編
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うちのある者を殺し、また十字架につけ、そ
のある者を会堂でむち打ち、また町から町
へと迫害して行くであろう。

35 こうして義人アベルの血から、聖所と祭
壇との間であなたがたが殺したバラキヤ
の子ザカリヤの血に至るまで、地上に流
された義人の血の報いが、ことごとくあ
なたがたに及ぶであろう。

36 よく言っておく。これらのことの報い
は、みな今の時代に及ぶであろう。

マタイによる福音書 28:18 イエスは
彼らに近づいてきて言われた、「わたし
は、天においても地においても、いっさ
いの権威を授けられた。

エフェソの信徒への手紙 1:22 そして、
万物をキリストの足の下に従わせ、彼を
万物の上にかしらとして教会に与えられ
た。

ヨハネの黙示録 1:16 その右手に七つ
の星を持ち、口からは、鋭いもろ刃のつ
るぎがつき出ており、顔は、強く照り輝
く太陽のようであった。

ヨハネの黙示録 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。また、十四万四千の人々が 小
羊と共におり、その額に小羊の名とその
父の名とが書かれていた。

ヨハネの黙示録 19:15  その口からは、
諸国民を打つために、鋭いつるぎが出て
いた。彼は、鉄のつえをもって諸国民を
治め、また、全能者なる神の激しい怒り
の酒ぶねを踏む。

以下も参照されたい： #1; 詩編 11:4; 詩編 37:13; 詩
編 50:16-22; 詩編 59:8; 詩編 115:3; 箴言 1:26; イザヤ記 

40:22; ゼカリヤ記 1:15; ルカによる福音書 19:27,43,44; 使
徒言行録 2:34-36; 使徒言行録 5:30,31; ヘブライ人への手

紙 12:22-25; ヨハネの黙示録 14:1; ヨハネの黙示録 19:15.

B01 救世主は神の子である。
B04 救世主の神聖な属性。

詩編 2:7 わたしは主の詔をのべよう。主はわ
たしに言われた、「おまえはわたしの子だ。
きょう、わたしはおまえを生んだ。

マタイによる福音書 3:17 また天から声が
あって言った、「これはわたしの愛する
子、わたしの心にかなう者である」。

マタイによる福音書 25:31 人の子が
栄光の中にすべての御使たちを従えて来
るとき、彼はその栄光の座につくであろ
う。

使徒言行録 13:32 わたしたちは、
神が先祖たちに対してなされた約束を、
ここに宣べ伝えているのである。

33 神は、イエスをよみがえらせて、わた
したち子孫にこの約束を、お果しになっ
た。それは詩篇の第二篇にも、『あなた
こそは、わたしの子。きょう、わたしは
あなたを生んだ』と書いてあるとおりで
ある。

ローマの信徒への手紙 1:1 キリスト・イエ
スの僕、神の福音のために選び別たれ、
召されて使徒となったパウロから――

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
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ストである。

ヘブライ人への手紙 5:5 同様に、キリス
トもまた、大祭司の栄誉を自分で得たの
ではなく、／「あなたこそは、わたしの
子。きょう、わたしはあなたを生んだ」
／と言われたかたから、お受けになった
のである。

6 また、ほかの箇所でこう言われている、
／「あなたこそは、永遠に、／メルキゼ
デクに等しい祭司である」。

以下も参照されたい： マタイによる福音書 16:16; マタイ
による福音書 17:5; ヨハネによる福音書 1:14,18; ローマの

信徒への手紙 1:1-4; ヘブライ人への手紙 1:5,6.

E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

H03 救世主の未来の御国。

詩編 2:8 わたしに求めよ、わたしはもろもろの
国を嗣業としておまえに与え、地のはてま
でもおまえの所有として与える。

ヨハネによる福音書 17:1 これらのことを
語り終えると、イエスは天を見あげて言
われた、「父よ、時がきました。あなた
の子があなたの栄光をあらわすように、
子の栄光をあらわして下さい。

2 あなたは、子に賜わったすべての者に、
永遠の命を授けさせるため、万民を支配
する権威を子にお与えになったのですか
ら。

3 永遠の命とは、唯一の、まことの神でい
ますあなたと、また、あなたがつかわさ
れたイエス・キリストとを知ることであ
ります。

4 わたしは、わたしにさせるためにお授け
になったわざをなし遂げて、地上であな

たの栄光をあらわしました。
5 父よ、世が造られる前に、わたしがみそ

ばで持っていた栄光で、今み前にわたし
を輝かせて下さい。

フィリピの信徒への手紙 2:9  それゆえ
に、神は彼を高く引き上げ、すべての名に
まさる名を彼に賜わった。
10  それは、イエスの御名によって、

天上の
もの、地上のもの、地下のものなど、あ
らゆるものがひざをかがめ、
11  また、あらゆる舌が、「イエス・

キリストは主である」と告白して、栄光
を父なる神に帰するためである。

以下も参照されたい： #1; #2; #4; 詩編 22:17; 使徒言行録 
20:21; 使徒言行録 26:18-20; ローマの信徒への手紙 16:26; 
テサロニケの信徒への手紙一 1:9; ヨハネの黙示録 7:9-12; 

ヨハネの黙示録 15:4.

H02 将来の救世主による裁き。
H03 救世主の未来の御国。

詩編 2:9 おまえは鉄のつえをもって彼らを打
ち破り、陶工の作る器物のように彼らを打
ち砕くであろう」と。

ヨハネの黙示録 2:26 勝利を得る者、
わたしのわざを最後まで持ち続ける者に
は、諸国民を支配する権威を授ける。

27 彼は鉄のつえをもって、ちょうど土の器
を砕くように、彼らを治めるであろう。
それは、わたし自身が父から権威を受け
て治めるのと同様である。

ヨハネの黙示録 12:5 女は男の子を産
んだが、彼は鉄のつえをもってすべての
国民を治めるべき者である。この子は、
神のみもとに、その御座のところに、引
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き上げられた。

以下も参照されたい： #1; 詩編 21:8,9; 詩編 89:22; イザヤ
記 30:14; イザヤ記 60:12; ダニエル記 2:44.

H02 将来の救世主による裁き。
H03 救世主の未来の御国。

詩編 2:10 それゆえ、もろもろの王よ、
賢くあれ、地のつかさらよ、戒めをうけよ。

11 恐れをもって主に仕え、おののきをもって
12 その足に口づけせよ。さもないと主は怒っ

て、あなたがたを道で滅ぼされるであろう、
その憤りがすみやかに燃えるからである。
すべて主に寄り頼む者はさいわいである。

イザヤ記 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。

2 見よ、暗きは地をおおい、やみはもろも
ろの民をおおう。しかし、あなたの上に
は主が朝日のごとくのぼられ、主の栄光
があなたの上にあらわれる。

3 もろもろの国は、あなたの光に来、もろ
もろの王は、のぼるあなたの輝きに来
る。

4 あなたの目をあげて見まわせ、彼らはみ
な集まってあなたに来る。あなたの子ら
は遠くから来、あなたの娘らは、かいな
にいだかれて来る。

5 その時あなたは見て、喜びに輝き、あな
たの心はどよめき、かつ喜ぶ。海の富が
移ってあなたに来、もろもろの国の宝
が、あなたに来るからである。

ヨハネによる福音書 5:23 それは、すべて
の人が父を敬うと同様に、子を敬うため
である。子を敬わない者は、子をつかわ
された父をも敬わない。

テサロニケの信徒への手紙二 1:8 その時、

主は神を認めない者たちや、わたしたち
の主イエスの福音に聞き従わない者たち
に報復し、

9 そして、彼らは主のみ顔とその力の栄光
から退けられて、永遠の滅びに至る刑罰
を受けるであろう。

ヨハネの黙示録 19:11 またわたしが見
ていると、天が開かれ、見よ、そこに白
い馬がいた。それに乗っているかたは、
「忠実で真実な者」と呼ばれ、義によっ
てさばき、また、戦うかたである。

12 その目は燃える炎であり、その頭には
多くの冠があった。また、彼以外にはだ
れも知らない名がその身にしるされてい
た。

13 彼は血染めの衣をまとい、その名は「神
の言」と呼ばれた。

14 そして、天の軍勢が、純白で、汚れのな
い麻布の衣を着て、白い馬に乗り、彼に
従った。

15 その口からは、諸国民を打つために、鋭
いつるぎが出ていた。彼は、鉄のつえを
もって諸国民を治め、また、全能者なる
神の激しい怒りの酒ぶねを踏む。

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。

以下も参照されたい： #1; #2; 詩編 40:4; 詩編 84:12; 詩編 
146:3-5; 箴言 16:20; エレミヤ記 17:7; ローマの信徒への
手紙 10:11; ヘブライ人への手紙 1:5; ヘブライ人への手紙 

12:22-25,28,29; ペトロの手紙一 2:6; ペトロの手紙一 1:21.
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E25 救世主は信じられ、讃えられるであろ
う。

詩編 8:1 主、われらの主よ、あなたの名は地に
あまねく、いかに尊いことでしょう。あなた
の栄光は天の上にあり、

2 みどりごと、ちのみごとの口によって、ほめ
たたえられています。あなたは敵と恨みを
晴らす者とを静めるため、あだに備えて、と
りでを設けられました。

マタイによる福音書 11:25 そのとき
イエスは声をあげて言われた、「天地の
主なる父よ。あなたをほめたたえます。
これらの事を知恵のある者や賢い者に隠
して、幼な子にあらわしてくださいまし
た。

マタイによる福音書 21:15 しかし、
祭司長、律法学者たちは、イエスがなさ
れた不思議なわざを見、また宮の庭で「
ダビデの子に、ホサナ」と叫んでいる子
供たちを見て立腹し、

16 イエスに言った、「あの子たちが何を言
っているのか、お聞きですか」。イエス
は彼らに言われた、「そうだ、聞いてい
る。あなたがたは『幼な子、乳のみ子た
ちの口にさんびを備えられた』とあるの
を読んだことがないのか」。

以下も参照されたい： ルカによる福音書 10:21; コリント
の信徒への手紙一 1:27.

B07 救世主の全能。

詩編 8:6 これにみ手のわざを治めさせ、よろず
の物をその足の下におかれました。

エフェソの信徒への手紙 1:22 そして、
万物をキリストの足の下に従わせ、彼を

万物の上にかしらとして教会に与えられ
た。

以下も参照されたい： マタイによる福音書 28:18; ヘブラ
イ人への手紙 1:2; ヘブライ人への手紙 2:8.

A05 救世主とその父の関係。
F01 救世主の死は予言されている。
G01 救世主の復活は予言されている。
     
詩編 16:8 わたしは常に主をわたしの

前に置く。主がわたしの右にいますゆえ、わ
たしは動かされることはない。

9 このゆえに、わたしの心は楽しみ、わたし
の魂は喜ぶ。わたしの身もまた安らかであ
る。

10 あなたはわたしを陰府に捨ておかれず、あ
なたの聖者に墓を見させられないからであ
る。

11 あなたはいのちの道をわたしに示される。
あなたの前には満ちあふれる喜びがあり、
あなたの右には、とこしえにもろもろの楽
しみがある。

詩編 49:15 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。[セラ

詩編 71:20 あなたはわたしを多くの
重い悩みにあわされましたが、再びわた
しを生かし、地の深い所から引きあげら
れるでしょう。

イザヤ記 25:8 主はとこしえに死を滅ぼ
し、主なる神はすべての顔から涙をぬぐ
い、その民のはずかしめを全地の上から
除かれる。これは主の語られたことであ
る。

使徒言行録 2:25 ダビデはイエスについて
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こう言っている、／『わたしは常に目の
前に主を見た。主は、わたしが動かされ
ないため、／わたしの右にいて下さるか
らである。

26 それゆえ、わたしの心は楽しみ、／わた
しの舌はよろこび歌った。わたしの肉体
もまた、望みに生きるであろう。

27 あなたは、わたしの魂を黄泉に捨ておく
ことをせず、／あなたの聖者が朽ち果て
るのを、お許しにならない／であろう。

28 あなたは、いのちの道をわたしに示し、
／み前にあって、わたしを喜びで満たし
て下さるであ／ろう』。

29 兄弟たちよ、族長ダビデについては、わ
たしはあなたがたにむかって大胆に言う
ことができる。彼は死んで葬られ、現に
その墓が今日に至るまで、わたしたちの
間に残っている。

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。

使徒言行録 13:33 神は、イエスを
よみがえらせて、わたしたち子孫にこの
約束を、お果しになった。それは詩篇の
第二篇にも、『あなたこそは、わたしの
子。きょう、わたしはあなたを生んだ』
と書いてあるとおりである。

34 また、神がイエスを死人の中からよみが
えらせて、いつまでも朽ち果てることの
ないものとされたことについては、『わ
たしは、ダビデに約束した確かな聖なる
祝福を、あなたがたに授けよう』と言わ
れた。

35 だから、ほかの箇所でもこう言っておら
れる、『あなたの聖者が朽ち果てるよう

なことは、お許しにならないであろう』
。

36 事実、ダビデは、その時代の人々に神の
み旨にしたがって仕えたが、やがて眠り
につき、先祖たちの中に加えられて、つ
いに朽ち果ててしまった。

37 しかし、神がよみがえらせたかたは、朽
ち果てることがなかったのである。

ヨハネの黙示録 1:18 また、生きてい
る者である。わたしは死んだことはある
が、見よ、世々限りなく生きている者で
ある。そして、死と黄泉とのかぎを持っ
ている。

以下も参照されたい： 詩編 30:3; 詩編 86:13; イザヤ記 
26:19; ホセア記 6:2; ホセア記 13:14; マタイによる福音
書 27:52,53; ヨハネによる福音書 8:51-55; 使徒言行録 
3:14,15; コリントの信徒への手紙一 15:20,26,42,54,55.

B18 救世主の高潔さ、美しさ、栄光。

詩編 17:15 しかしわたしは義にあって、
み顔を見、目ざめる時、みかたちを見て、満
ち足りるでしょう。

マタイによる福音書 25:31 人の子が
栄光の中にすべての御使たちを従えて来
るとき、彼はその栄光の座につくであろ
う。

ルカによる福音書 9:26 わたしとわたし
の言葉とを恥じる者に対しては、人の子
もまた、自分の栄光と、父と聖なる御使
との栄光のうちに現れて来るとき、その
者を恥じるであろう。

ルカによる福音書 9:32 ペテロとその仲
間の者たちとは熟睡していたが、目をさ
ますと、イエスの栄光の姿と、共に立っ
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ているふたりの人とを見た。
33 このふたりがイエスを離れ去ろうとした

とき、ペテロは自分が何を言っているの
かわからないで、イエスに言った、「先
生、わたしたちがここにいるのは、すば
らしいことです。それで、わたしたちは
小屋を三つ建てましょう。一つはあなた
のために、一つはモーセのために、一つ
はエリヤのために」。

ヨハネによる福音書 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。

ヨハネによる福音書 11:40 イエスは
彼女に言われた、「もし信じるなら神の
栄光を見るであろうと、あなたに言った
ではないか」。

ヨハネによる福音書 17:22 わたし
は、あなたからいただいた栄光を彼らに
も与えました。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。

23 わたしが彼らにおり、あなたがわたしに
いますのは、彼らが完全に一つとなるた
めであり、また、あなたがわたしをつか
わし、わたしを愛されたように、彼らを
お愛しになったことを、世が知るためで
あります。

24 父よ、あなたがわたしに賜わった人々
が、わたしのいる所に一緒にいるように
して下さい。天地が造られる前からわた
しを愛して下さって、わたしに賜わった
栄光を、彼らに見させて下さい。

使徒言行録 7:55 しかし、彼は聖霊に満た
されて、天を見つめていると、神の栄光

が現れ、イエスが神の右に立っておられ
るのが見えた。

ローマの信徒への手紙 8:18 わたしは
思う。今のこの時の苦しみは、やがてわ
たしたちに現されようとする栄光に比べ
ると、言うに足りない。

コリントの信徒への手紙一 13:12 わたした
ちは、今は、鏡に映して見るようにおぼ
ろげに見ている。しかしその時には、顔
と顔とを合わせて、見るであろう。わた
しの知るところは、今は一部分にすぎな
い。しかしその時には、わたしが完全に
知られているように、完全に知るであろ
う。

コリントの信徒への手紙二 3:18 わたした
ちはみな、顔おおいなしに、主の栄光を
鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へ
と、主と同じ姿に変えられていく。これ
は霊なる主の働きによるのである。

ヨハネの手紙一 3:2 愛する者たち
よ。わたしたちは今や神の子である。し
かし、わたしたちがどうなるのか、まだ
明らかではない。彼が現れる時、わたし
たちは、自分たちが彼に似るものとなる
ことを知っている。そのまことの御姿を
見るからである。

以下も参照されたい： 詩編 104:31; 詩編 138:5; イザヤ記 
6:1-5; イザヤ記 24:14; イザヤ記 35:2; イザヤ記 40:5; イザ
ヤ記 60:1; イザヤ記 61:6; エゼキエル記 3:23; エゼキエル
記 10:4; ハバクク記 2:14; マタイによる福音書 8:38; マタ

イによる福音書 19:28; マルコによる福音書 8:38; マルコに
よる福音書 13:26; ルカによる福音書 19:38; ヨハネによる

福音書 12:41.
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F11 救世主の受難。

詩編 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。

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。

詩編 88:6 あなたはわたしを深い
穴、暗い所、深い淵に置かれました。

7 あなたの怒りはわたしの上に重く、あな
たはもろもろの波をもってわたしを苦し
められました。[セラ

詩編 116:3 死の綱がわたしを取り巻
き、陰府の苦しみがわたしを捕えた。わ
たしは悩みと悲しみにあった。

マルコによる福音書 14:33 そしてペ
テロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行
かれたが、恐れおののき、また悩みはじ
めて、彼らに言われた、

34 「わたしは悲しみのあまり死ぬほどであ
る。ここに待っていて、目をさましてい
なさい」。

35 そして少し進んで行き、地にひれ伏し、
もしできることなら、この時を過ぎ去ら
せてくださるようにと祈りつづけ、そし
て言われた、

36 「アバ、父よ、あなたには、できないこ
とはありません。どうか、この杯をわた
しから取りのけてください。しかし、わ
たしの思いではなく、みこころのままに
なさってください」。

ルカによる福音書 22:44 イエスは苦しみ
もだえて、ますます切に祈られた。そし

て、その汗が血のしたたりのように地に
落ちた。

ヘブライ人への手紙 5:7 キリストは、そ
の肉の生活の時には、激しい叫びと涙と
をもって、ご自分を死から救う力のある
かたに、祈と願いとをささげ、そして、
その深い信仰のゆえに聞きいれられたの
である。

B11 救世主の従順さ。

詩編 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。

24 このゆえに主はわたしの義にしたがい、そ
の目の前にわたしの手の清きにしたがって
わたしに報いられました。

ルカによる福音書 23:4 そこでピラトは
祭司長たちと群衆とにむかって言った、
「わたしはこの人になんの罪もみとめな
い」。

ルカによる福音書 23:14 「おまえたち
は、この人を民衆を惑わすものとしてわ
たしのところに連れてきたので、おまえ
たちの面前でしらべたが、訴え出ている
ような罪は、この人に少しもみとめられ
なかった。

ルカによる福音書 23:22 ピラトは三度目
に彼らにむかって言った、「では、この
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人は、いったい、どんな悪事をしたの
か。彼には死に当る罪は全くみとめられ
なかった。だから、むち打ってから彼を
ゆるしてやることにしよう」。

ヘブライ人への手紙 7:26 このように、聖
にして、悪も汚れもなく、罪人とは区別
され、かつ、もろもろの天よりも高くさ
れている大祭司こそ、わたしたちにとっ
てふさわしいかたである。

以下も参照されたい： 出エジプト記 23:21; 詩編 1:2; 詩
編 37:31; 詩編 40:8; 詩編 119:1,44,51,97,102; エレミヤ記 
31:33; エゼキエル記 36:27; ヨハネによる福音書 18:38; ヨ

ハネによる福音書 19:4,6.

A05 救世主とその父の関係。
E13 神は救世主の任務を確認する。

詩編 20:4 主があなたの心の願いをゆ
るし、あなたのはかりごとをことごとく遂げ
させられるように。

5 われらがあなたの勝利を喜びうたい、われ
らの神のみ名によって旗を揚げるように。
主があなたの求めをすべて遂げさせられる
ように。

6 今わたしは知る、主はその油そそがれた者
を助けられることを。主はその右の手によ
る大いなる勝利をもってその聖なる天から
彼に答えられるであろう。

詩編 132:17 わたしはダビデのために
そこに一つの角をはえさせる。わたしは
わが油そそがれた者のために一つのとも
しびを備えた。

18 わたしは彼の敵に恥を着せる。しかし彼
の上にはその冠が輝くであろう」。

ヨハネによる福音書 11:42 あなたが
いつでもわたしの願いを聞きいれて下さ

ることを、よく知っています。しかし、
こう申しますのは、そばに立っている人
々に、あなたがわたしをつかわされたこ
とを、信じさせるためであります」。

ヨハネによる福音書 17:1 これらのことを
語り終えると、イエスは天を見あげて言
われた、「父よ、時がきました。あなた
の子があなたの栄光をあらわすように、
子の栄光をあらわして下さい。

2 あなたは、子に賜わったすべての者に、
永遠の命を授けさせるため、万民を支配
する権威を子にお与えになったのですか
ら。

3 永遠の命とは、唯一の、まことの神でい
ますあなたと、また、あなたがつかわさ
れたイエス・キリストとを知ることであ
ります。

4 わたしは、わたしにさせるためにお授け
になったわざをなし遂げて、地上であな
たの栄光をあらわしました。

5 父よ、世が造られる前に、わたしがみそ
ばで持っていた栄光で、今み前にわたし
を輝かせて下さい。

使徒言行録 2:36 だから、イスラエルの全
家は、この事をしかと知っておくがよ
い。あなたがたが十字架につけたこのイ
エスを、神は、主またキリストとしてお
立てになったのである」。

使徒言行録 5:31 そして、イスラエルを悔
い改めさせてこれに罪のゆるしを与える
ために、このイエスを導き手とし救主と
して、ご自身の右に上げられたのであ
る。

ヘブライ人への手紙 5:7 キリストは、そ
の肉の生活の時には、激しい叫びと涙と
をもって、ご自分を死から救う力のある
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かたに、祈と願いとをささげ、そして、
その深い信仰のゆえに聞きいれられたの
である。

以下も参照されたい： 詩編 13:5; 詩編 18:35,50; 詩編 28:8; 
イザヤ記 57:15; マタイによる福音書 6:9; ヨハネによる福

音書 9:31; 使徒言行録 2:33.

A04 救世主は無限から存在している。
     
詩編 21:4 彼がいのちを求めると、あ

なたはそれを彼にさずけ、世々限りなくそ
のよわいを長くされた。

イザヤ記 53:10 しかも彼を砕くことは主
のみ旨であり、主は彼を悩まされた。彼
が自分を、とがの供え物となすとき、そ
の子孫を見ることができ、その命をなが
くすることができる。かつ主のみ旨が彼
の手によって栄える。

マタイによる福音書 28:5 この御使は女た
ちにむかって言った、「恐れることはな
い。あなたがたが十字架におかかりにな
ったイエスを捜していることは、わたし
にわかっているが、

6 もうここにはおられない。かねて言われ
たとおりに、よみがえられたのである。
さあ、イエスが納められていた場所をご
らんなさい。

ヨハネによる福音書 11:25 イエスは
彼女に言われた、「わたしはよみがえ
りであり、命である。わたしを信じる者
は、たとい死んでも生きる。

ヨハネの黙示録 1:18 また、生きてい
る者である。わたしは死んだことはある
が、見よ、世々限りなく生きている者で
ある。そして、死と黄泉とのかぎを持っ

ている。

以下も参照されたい： 詩編 16:10,11; 詩編 91:16.

B14 救世主は神の栄光を知らせる。
B18 救世主の高潔さ、美しさ、栄光。

詩編 21:5 あなたの助けによって彼の
栄光は大きい。あなたは誉と威厳とを彼に
与えられる。

ヨハネによる福音書 13:31 さて、彼
が出て行くと、イエスは言われた、「今
や人の子は栄光を受けた。神もまた彼に
よって栄光をお受けになった。

32 彼によって栄光をお受けになったのな
ら、神ご自身も彼に栄光をお授けになる
であろう。すぐにもお授けになるであろ
う。

ヨハネによる福音書 17:1 これらのことを
語り終えると、イエスは天を見あげて言
われた、「父よ、時がきました。あなた
の子があなたの栄光をあらわすように、
子の栄光をあらわして下さい。

2 あなたは、子に賜わったすべての者に、
永遠の命を授けさせるため、万民を支配
する権威を子にお与えになったのですか
ら。

3 永遠の命とは、唯一の、まことの神でい
ますあなたと、また、あなたがつかわさ
れたイエス・キリストとを知ることであ
ります。

4 わたしは、わたしにさせるためにお授け
になったわざをなし遂げて、地上であな
たの栄光をあらわしました。

5 父よ、世が造られる前に、わたしがみそ
ばで持っていた栄光で、今み前にわたし
を輝かせて下さい。
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フィリピの信徒への手紙 2:9 それゆえ
に、神は彼を高く引き上げ、すべての名
にまさる名を彼に賜わった。

10 それは、イエスの御名によって、天上の
もの、地上のもの、地下のものなど、あ
らゆるものがひざをかがめ、

11 また、あらゆる舌が、「イエス・キリス
トは主である」と告白して、栄光を父な
る神に帰するためである。

ヘブライ人への手紙 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、

ヨハネの黙示録 5:13 またわたしは、
天と地、地の下と海の中にあるすべての
造られたもの、そして、それらの中にあ
るすべてのものの言う声を聞いた、「御
座にいますかたと小羊とに、さんびと、
ほまれと、栄光と、権力とが、世々限り
なくあるように」。

以下も参照されたい： #2; マタイによる福音書 28:18; ヨ
ハネによる福音書 17:22; エフェソの信徒への手紙 1:20-

22; ペトロの手紙一 3:22.

E16 救世主は民を祝福するであろう。

詩編 21:6 まことに、あなたは彼をとこ
しえに恵まれた者とし、み前に喜びをもっ
て楽しませられる。

7 王は主に信頼するゆえ、いと高き者のいつ
くしみをこうむって、動かされることはな
い。

使徒言行録 3:26 神がまずあなたがたのた
めに、その僕を立てて、おつかわしにな
ったのは、あなたがたひとりびとりを、

悪から立ちかえらせて、祝福にあずから
せるためなのである」。

ガラテヤの信徒への手紙 3:9 このよう
に、信仰による者は、信仰の人アブラハ
ムと共に、祝福を受けるのである。

ガラテヤの信徒への手紙 3:14 それは、
アブラハムの受けた祝福が、イエス・キ
リストにあって異邦人に及ぶためであ
り、約束された御霊を、わたしたちが信
仰によって受けるためである。

エフェソの信徒への手紙 1:3 ほむべき
かな、わたしたちの主イエス・キリスト
の父なる神。神はキリストにあって、天
上で霊のもろもろの祝福をもって、わた
したちを祝福し、

ヘブライ人への手紙 2:13 また、／「わた
しは、彼により頼む」、／また、／「見
よ、わたしと、神がわたしに賜わった子
らとは」と言われた。

以下も参照されたい： #1; 創世記 12:2; 詩編 16:8,11; 詩編 
18:2; 詩編 63:2-5; 詩編 91:2,9.

F01 救世主の死は予言されている。
F08 救世主の死の詳細。

詩編 22:1 わが神、わが神、なにゆえ
わたしを捨てられるのですか。なにゆえ遠
く離れてわたしを助けず、わたしの嘆きの
言葉を聞かれないのですか。

2 わが神よ、わたしが昼よばわっても、あなた
は答えられず、夜よばわっても平安を得ま
せん。

マタイによる福音書 27:45 さて、昼
の十二時から地上の全面が暗くなって、
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三時に及んだ。
46 そして三時ごろに、イエスは大声で叫ん

で、「エリ、エリ、レマ、サバクタニ」
と言われた。それは「わが神、わが神、
どうしてわたしをお見捨てになったので
すか」という意味である。

ルカによる福音書 22:41 そしてご自分
は、石を投げてとどくほど離れたところ
へ退き、ひざまずいて、祈って言われ
た、

42 「父よ、みこころならば、どうぞ、この
杯をわたしから取りのけてください。し
かし、わたしの思いではなく、みこころ
が成るようにしてください」。

43 そのとき、御使が天からあらわれてイエ
スを力づけた。

44 イエスは苦しみもだえて、ますます切に
祈られた。そして、その汗が血のしたた
りのように地に落ちた。

45 祈を終えて立ちあがり、弟子たちのとこ
ろへ行かれると、彼らが悲しみのはて寝
入っているのをごらんになって

46 言われた、「なぜ眠っているのか。誘惑
に陥らないように、起きて祈っていなさ
い」。

ヘブライ人への手紙 5:7 キリストは、そ
の肉の生活の時には、激しい叫びと涙と
をもって、ご自分を死から救う力のある
かたに、祈と願いとをささげ、そして、
その深い信仰のゆえに聞きいれられたの
である。

以下も参照されたい： 詩編 22:11; 詩編 32:3,4; 詩編 38:8; 
マタイによる福音書 26:39; マルコによる福音書 15:34; ル

カによる福音書 24:44.

F08 救世主の死の詳細。

詩編 22:6 しかし、わたしは虫であっ
て、人ではない。人にそしられ、民に侮られ
る。

イザヤ記 53:3 彼は侮られて人に捨てら
れ、悲しみの人で、病を知っていた。ま
た顔をおおって忌みきらわれる者のよう
に、彼は侮られた。われわれも彼を尊ば
なかった。

マタイによる福音書 12:24 しかし、
パリサイ人たちは、これを聞いて言っ
た、「この人が悪霊を追い出しているの
は、まったく悪霊のかしらベルゼブルに
よるのだ」。

マタイによる福音書 27:28 そしてそ
の上着をぬがせて、赤い外套を着せ、

マルコによる福音書 9:12 イエスは言われ
た、「確かに、エリヤが先にきて、万事
を元どおりに改める。しかし、人の子に
ついて、彼が多くの苦しみを受け、かつ
恥ずかしめられると、書いてあるのはな
ぜか。

ルカによる福音書 23:38 イエスの上に
は、「これはユダヤ人の王」と書いた札
がかけてあった。

39 十字架にかけられた犯罪人のひとりが、
「あなたはキリストではないか。それな
ら、自分を救い、またわれわれも救って
みよ」と、イエスに悪口を言いつづけ
た。

ヨハネによる福音書 7:20 群衆は答えた、
「あなたは悪霊に取りつかれている。だ
れがあなたを殺そうと思っているもの
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か」。

ヨハネによる福音書 7:47 パリサイ人たち
が彼らに答えた、「あなたがたまでが、
だまされているのではないか。

48 役人たちやパリサイ人たちの中で、ひと
りでも彼を信じた者があっただろうか。

49 律法をわきまえないこの群衆は、のろわ
れている」。

以下も参照されたい： 詩編 31:11; 詩編 44:13; 詩編 
69:7-12,19,20; 詩編 88:8; 詩編 89:41; 詩編 109:25; イザ
ヤ記 37:22; イザヤ記 49:7; 哀歌 3:30; ヘブライ人への手

紙 13:12.

F08 救世主の死の詳細。

詩編 22:7 すべてわたしを見る者は、わ
たしをあざ笑い、くちびるを突き出し、かし
らを振り動かして言う、

マタイによる福音書 27:29 また、い
ばらで冠を編んでその頭にかぶらせ、右
の手には葦の棒を持たせ、それからその
前にひざまずき、嘲弄して、「ユダヤ人
の王、ばんざい」と言った。

マタイによる福音書 27:39 そこを通
りかかった者たちは、頭を振りながら、
イエスをののしって

40 言った、「神殿を打ちこわして三日のう
ちに建てる者よ。もし神の子なら、自分
を救え。そして十字架からおりてこい」
。

ルカによる福音書 16:14 欲の深いパリサ
イ人たちが、すべてこれらの言葉を聞い
て、イエスをあざ笑った。

ルカによる福音書 23:11 またヘロデはそ

の兵卒どもと一緒になって、イエスを侮
辱したり嘲弄したりしたあげく、はなや
かな着物を着せてピラトへ送りかえし
た。

ルカによる福音書 23:35 民衆は立って見
ていた。役人たちもあざ笑って言った、
「彼は他人を救った。もし彼が神のキリ
スト、選ばれた者であるなら、自分自身
を救うがよい」。

36 兵卒どももイエスをののしり、近寄って
きて酢いぶどう酒をさし出して言った、

以下も参照されたい： 詩編 109:25; イザヤ記 37:22,23; イ
ザヤ記 57:4; マルコによる福音書 15:20,29; ルカによる福

音書 23:21-23.

F08 救世主の死の詳細。

詩編 22:8 「彼は主に身をゆだねた、
主に彼を助けさせよ。主は彼を喜ばれるゆ
え、主に彼を救わせよ」と。

マタイによる福音書 27:41 祭司長た
ちも同じように、律法学者、長老たちと
一緒になって、嘲弄して言った、

42 「他人を救ったが、自分自身を救うこと
ができない。あれがイスラエルの王なの
だ。いま十字架からおりてみよ。そうし
たら信じよう。

43 彼は神にたよっているが、神のおぼしめ
しがあれば、今、救ってもらうがよい。
自分は神の子だと言っていたのだから」
。

コリントの信徒への手紙二 13:4 すなわ
ち、キリストは弱さのゆえに十字架につ
けられたが、神の力によって生きておら
れるのである。このように、わたしたち
もキリストにあって弱い者であるが、あ
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なたがたに対しては、神の力によって、
キリストと共に生きるのである。

以下も参照されたい： 詩編 42:10; マルコによる福音書 
15:30-32; ルカによる福音書 23:35.

F08 救世主の死の詳細。

詩編 22:9 しかし、あなたはわたしを生
れさせ、母のふところにわたしを安らかに
守られた方です。

10 わたしは生れた時から、あなたにゆだねら
れました。母の胎を出てからこのかた、あ
なたはわたしの神でいらせられました。

ルカによる福音書 2:40 幼な子は、ます
ます成長して強くなり、知恵に満ち、そ
して神の恵みがその上にあった。

ヨハネの黙示録 12:4 その尾は天の星
の三分の一を掃き寄せ、それらを地に投
げ落した。龍は子を産もうとしている女
の前に立ち、生れたなら、その子を食い
尽そうとかまえていた。

5 女は男の子を産んだが、彼は鉄のつえを
もってすべての国民を治めるべき者であ
る。この子は、神のみもとに、その御座
のところに、引き上げられた。

以下も参照されたい： 詩編 71:6,17; イザヤ記 7:14,15; イ
ザヤ記 49:1,2; ルカによる福音書 1:30-33; ルカによる福

音書 2:52.

F08 救世主の死の詳細。

詩編 22:11 わたしを遠く離れないでく
ださい。悩みが近づき、助ける者がないの
です。

マタイによる福音書 26:31 そのと

き、イエスは弟子たちに言われた、「
今夜、あなたがたは皆わたしにつまずく
であろう。『わたしは羊飼を打つ。そし
て、羊の群れは散らされるであろう』
と、書いてあるからである。

マタイによる福音書 26:56 しかし、
すべてこうなったのは、預言者たちの書
いたことが、成就するためである」。そ
のとき、弟子たちは皆イエスを見捨てて
逃げ去った。

マタイによる福音書 26:72 そこで彼
は再びそれを打ち消して、「そんな人は
知らない」と誓って言った。

73 しばらくして、そこに立っていた人々が
近寄ってきて、ペテロに言った、「確か
にあなたも彼らの仲間だ。言葉づかいで
あなたのことがわかる」。

74 彼は「その人のことは何も知らない」と
言って、激しく誓いはじめた。するとす
ぐ鶏が鳴いた。

ヨハネによる福音書 16:32 見よ、あ
なたがたは散らされて、それぞれ自分の
家に帰り、わたしをひとりだけ残す時が
来るであろう。いや、すでにきている。
しかし、わたしはひとりでいるのではな
い。父がわたしと一緒におられるのであ
る。

以下も参照されたい： 詩編 10:1; 詩編 38:21; 詩編 59:1,2; 
詩編 71:12; マタイによる福音書 26:31-56.

F08 救世主の死の詳細。

詩編 22:12 多くの雄牛はわたしを取
り巻き、バシャンの強い雄牛はわたしを囲
み、

13 かき裂き、ほえたけるししのように、わたし
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にむかって口を開く。

マタイによる福音書 26:3 そのとき、祭司
長たちや民の長老たちが、カヤパという
大祭司の中庭に集まり、

4 策略をもってイエスを捕えて殺そうと相
談した。

マタイによる福音書 26:59 さて、祭
司長たちと全議会とは、イエスを死刑に
するため、イエスに不利な偽証を求めよ
うとしていた。

60 そこで多くの偽証者が出てきたが、証拠
があがらなかった。しかし、最後にふた
りの者が出てきて、

61 言った、「この人は、わたしは神の宮を
打ちこわし、三日の後に建てることがで
きる、と言いました」。

62 すると、大祭司が立ち上がってイエスに
言った、「何も答えないのか。これらの
人々があなたに対して不利な証言を申し
立てているが、どうなのか」。

63 しかし、イエスは黙っておられた。そこ
で大祭司は言った、「あなたは神の子キ
リストなのかどうか、生ける神に誓って
われわれに答えよ」。

64 イエスは彼に言われた、「あなたの言う
とおりである。しかし、わたしは言って
おく。あなたがたは、間もなく、人の子
が力ある者の右に座し、天の雲に乗って
来るのを見るであろう」。

65 すると、大祭司はその衣を引き裂いて言
った、「彼は神を汚した。どうしてこれ
以上、証人の必要があろう。あなたがた
は今このけがし言を聞いた。

マタイによる福音書 27:1 夜が明けると、
祭司長たち、民の長老たち一同は、イエ
スを殺そうとして協議をこらした上、

使徒言行録 4:27 まことに、ヘロデとポン
テオ・ピラトとは、異邦人らやイスラエ
ルの民と一緒になって、この都に集ま
り、あなたから油を注がれた聖なる僕イ
エスに逆らい、

F08 救世主の死の詳細。

詩編 22:14 わたしは水のように注ぎ出
され、わたしの骨はことごとくはずれ、わた
しの心臓は、ろうのように、胸のうちで溶け
た。

マタイによる福音書 26:38 そのと
き、彼らに言われた、「わたしは悲しみ
のあまり死ぬほどである。ここに待って
いて、わたしと一緒に目をさましていな
さい」。

ルカによる福音書 22:44 イエスは苦しみ
もだえて、ますます切に祈られた。そし
て、その汗が血のしたたりのように地に
落ちた。

ヨハネによる福音書 12:27 今わたし
は心が騒いでいる。わたしはなんと言お
うか。父よ、この時からわたしをお救い
下さい。しかし、わたしはこのために、
この時に至ったのです。

ヨハネによる福音書 19:32 そこで兵
卒らがきて、イエスと一緒に十字架につ
けられた初めの者と、もうひとりの者と
の足を折った。

33 しかし、彼らがイエスのところにきた
時、イエスはもう死んでおられたのを見
て、その足を折ることはしなかった。

34 しかし、ひとりの兵卒がやりでそのわ
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きを突きさすと、すぐ血と水とが流れ出
た。

35 それを見た者があかしをした。そして、
そのあかしは真実である。その人は、自
分が真実を語っていることを知ってい
る。それは、あなたがたも信ずるように
なるためである。

36 これらのことが起ったのは、「その骨は
くだかれないであろう」との聖書の言葉
が、成就するためである。

37 また聖書のほかのところに、「彼らは自
分が刺し通した者を見るであろう」とあ
る。

以下も参照されたい： マルコによる福音書 14:33,34.

F08 救世主の死の詳細。

詩編 22:15 わたしの力は陶器の破片の
ようにかわき、わたしの舌はあごにつく。あ
なたはわたしを死のちりに伏させられる。

マタイによる福音書 27:50 イエスは
もう一度大声で叫んで、ついに息をひき
とられた。

ヨハネによる福音書 19:28 そのの
ち、イエスは今や万事が終ったことを
知って、「わたしは、かわく」と言われ
た。それは、聖書が全うされるためであ
った。

29 そこに、酢いぶどう酒がいっぱい入れて
ある器がおいてあったので、人々は、こ
のぶどう酒を含ませた海綿をヒソプの茎
に結びつけて、イエスの口もとにさし出
した。

30 すると、イエスはそのぶどう酒を受け
て、「すべてが終った」と言われ、首を
たれて息をひきとられた。

コリントの信徒への手紙一 15:3 わたしが
最も大事なこととしてあなたがたに伝え
たのは、わたし自身も受けたことであっ
た。すなわちキリストが、聖書に書いて
あるとおり、わたしたちの罪のために死
んだこと、

以下も参照されたい： 詩編 32:3,4; 詩編 69:3,21; イザヤ
記 53:12; ヘブライ人への手紙 2:14; ヘブライ人への手紙 

9:14.

F08 救世主の死の詳細。

詩編 22:16 まことに、犬はわたしをめぐ
り、悪を行う者の群れがわたしを囲んで、
わたしの手と足を刺し貫いた。

マルコによる福音書 15:16 兵士たち
はイエスを、邸宅、すなわち総督官邸の
内に連れて行き、全部隊を呼び集めた。

17 そしてイエスに紫の衣を着せ、いばらの
冠を編んでかぶらせ、

18 「ユダヤ人の王、ばんざい」と言って敬
礼をしはじめた。

19 また、葦の棒でその頭をたたき、つばき
をかけ、ひざまずいて拝んだりした。

20 こうして、イエスを嘲弄したあげく、紫
の衣をはぎとり、元の上着を着せた。そ
れから、彼らはイエスを十字架につける
ために引き出した。

ルカによる福音書 11:53 イエスがそこを
出て行かれると、律法学者やパリサイ人
は、激しく詰め寄り、いろいろな事を問
いかけて、

54 イエスの口から何か言いがかりを得よう
と、ねらいはじめた。

ルカによる福音書 23:10 祭司長たちと律
法学者たちとは立って、激しい語調でイ
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エスを訴えた。
11 またヘロデはその兵卒どもと一緒になっ

て、イエスを侮辱したり嘲弄したりした
あげく、はなやかな着物を着せてピラト
へ送りかえした。

ルカによる福音書 23:23 ところが、彼ら
は大声をあげて詰め寄り、イエスを十字
架につけるように要求した。そして、そ
の声が勝った。

ヨハネによる福音書 19:37 また聖書
のほかのところに、「彼らは自分が刺し
通した者を見るであろう」とある。

ヨハネによる福音書 20:25 ほかの弟
子たちが、彼に「わたしたちは主にお
目にかかった」と言うと、トマスは彼ら
に言った、「わたしは、その手に釘あと
を見、わたしの指をその釘あとにさし入
れ、また、わたしの手をそのわきにさし
入れてみなければ、決して信じない」。

ヨハネによる福音書 20:27 それから
トマスに言われた、「あなたの指をここ
につけて、わたしの手を見なさい。手を
のばしてわたしのわきにさし入れてみな
さい。信じない者にならないで、信じる
者になりなさい」。

以下も参照されたい： 詩編 40:6; 詩編 86:14; ゼカリヤ記 
12:10; マタイによる福音書 27:41-43; マルコによる福音書 
15:29-32; ルカによる福音書 23:35; ヨハネの黙示録 22:15.

F08 救世主の死の詳細。

詩編 22:17 わたしは自分の骨をことご
とく数えることができる。彼らは目をとめ
て、わたしを見る。

マルコによる福音書 15:29 そこを通
りかかった者たちは、頭を振りながら、
イエスをののしって言った、「ああ、神
殿を打ちこわして三日のうちに建てる者
よ、

30 十字架からおりてきて自分を救え」。
31 祭司長たちも同じように、律法学者たち

と一緒になって、かわるがわる嘲弄して
言った、「他人を救ったが、自分自身を
救うことができない。

32 イスラエルの王キリスト、いま十字架か
らおりてみるがよい。それを見たら信じ
よう」。また、一緒に十字架につけられ
た者たちも、イエスをののしった。

ルカによる福音書 23:27 大ぜいの民衆
と、悲しみ嘆いてやまない女たちの群れ
とが、イエスに従って行った。

ヨハネによる福音書 19:32 そこで兵
卒らがきて、イエスと一緒に十字架につ
けられた初めの者と、もうひとりの者と
の足を折った。

以下も参照されたい： 詩編 102:3-5; イザヤ記 52:14; マタ
イによる福音書 27:39-41.

F08 救世主の死の詳細。

詩編 22:18 彼らは互にわたしの衣服を
分け、わたしの着物をくじ引にする。

ヨハネによる福音書 19:23 さて、兵
卒たちはイエスを十字架につけてから、
その上着をとって四つに分け、おのお
の、その一つを取った。また下着を手に
取ってみたが、それには縫い目がなく、
上の方から全部一つに織ったものであっ
た。

24 そこで彼らは互に言った、「それを裂か
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ないで、だれのものになるか、くじを引
こう」。これは、「彼らは互にわたしの
上着を分け合い、わたしの衣をくじ引に
した」という聖書が成就するためで、兵
卒たちはそのようにしたのである。

以下も参照されたい： マタイによる福音書 27:35; マルコ
による福音書 15:24; ルカによる福音書 23:34.

E25 救世主は信じられ、讃えられるであろ
う。

詩編 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。

ヘブライ人への手紙 2:11 実に、きよめる
かたも、きよめられる者たちも、皆ひと
りのかたから出ている。それゆえに主
は、彼らを兄弟と呼ぶことを恥とされな
い。

12 すなわち、／「わたしは、御名をわた
しの兄弟たちに告げ知らせ、／教会の中
で、あなたをほめ歌おう」／と言い、

以下も参照されたい： 詩編 40:9,10; マタイによる福音
書 28:10; ヨハネによる福音書 20:17; ローマの信徒への手

紙 8:29.

E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

H03 救世主の未来の御国。

詩編 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。

詩編 22:25-27
詩編 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。
29 地の誇り高ぶる者はみな主を拝み、ちりに

下る者も、おのれを生きながらえさせえな
い者も、みなそのみ前にひざまずくでしょ
う。

30 子々孫 、々主に仕え、人々 は主のことをきた
るべき代まで語り伝え、

31 主がなされたその救を後に生れる民にの
べ伝えるでしょう。

マタイによる福音書 3:9 自分たちの父に
はアブラハムがあるなどと、心の中で思
ってもみるな。おまえたちに言ってお
く、神はこれらの石ころからでも、アブ
ラハムの子を起すことができるのだ。

ヨハネによる福音書 10:16 わたしに
はまた、この囲いにいない他の羊があ
る。わたしは彼らをも導かねばならな
い。彼らも、わたしの声に聞き従うであ
ろう。そして、ついに一つの群れ、ひと
りの羊飼となるであろう。

ヨハネによる福音書 11:25 イエスは
彼女に言われた、「わたしはよみがえ
りであり、命である。わたしを信じる者
は、たとい死んでも生きる。

26 また、生きていて、わたしを信じる者
は、いつまでも死なない。あなたはこれ
を信じるか」。

ローマの信徒への手紙 1:17 神の義
は、その福音の中に啓示され、信仰に始
まり信仰に至らせる。これは、「信仰に
よる義人は生きる」と書いてあるとおり
である。

コリントの信徒への手紙二 5:21 神はわた
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したちの罪のために、罪を知らないかた
を罪とされた。それは、わたしたちが、
彼にあって神の義となるためなのであ
る。

ガラテヤの信徒への手紙 3:26 あなたが
たはみな、キリスト・イエスにある信仰
によって、神の子なのである。

27 キリストに合うバプテスマを受けたあな
たがたは、皆キリストを着たのである。

28 もはや、ユダヤ人もギリシヤ人もなく、
奴隷も自由人もなく、男も女もない。あ
なたがたは皆、キリスト・イエスにあっ
て一つだからである。

29 もしキリストのものであるなら、あなた
がたはアブラハムの子孫であり、約束に
よる相続人なのである。

フィリピの信徒への手紙 2:10 それは、
イエスの御名によって、天上のもの、地
上のもの、地下のものなど、あらゆるも
のがひざをかがめ、

ヘブライ人への手紙 1:8 御子について
は、／「神よ、あなたの御座は、世々限
りなく続き、／あなたの支配のつえは、
公平のつえである。

9 あなたは義を愛し、不法を憎まれた。そ
れゆえに、神、あなたの神は、喜びのあ
ぶらを、／あなたの友に注ぐよりも多
く、あなたに注がれた」／と言い、

ヘブライ人への手紙 2:10 なぜなら、万物
の帰すべきかた、万物を造られたかた
が、多くの子らを栄光に導くのに、彼ら
の救の君を、苦難をとおして全うされた
のは、彼にふさわしいことであったから
である。

11 実に、きよめるかたも、きよめられる者
たちも、皆ひとりのかたから出ている。

それゆえに主は、彼らを兄弟と呼ぶこと
を恥とされない。

12 すなわち、／「わたしは、御名をわた
しの兄弟たちに告げ知らせ、／教会の中
で、あなたをほめ歌おう」／と言い、

13 また、／「わたしは、彼により頼む」、
／また、／「見よ、わたしと、神がわた
しに賜わった子らとは」と言われた。

ヨハネの黙示録 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」。

以下も参照されたい： #1; #2; #4; 詩編 49:6-8; イザヤ記 
45:23; イザヤ記 53:10; ヨハネによる福音書 3:36; ローマの
信徒への手紙 3:21-25; ローマの信徒への手紙 5:19-21; ロ

ーマの信徒への手紙 14:10-12; ペトロの手紙一 2:9.

B06 救世主は善き羊飼いである。

詩編 23:1 主はわたしの牧者であっ
て、わたしには乏しいことがない。

2 主はわたしを緑の牧場に伏させ、いこいの
みぎわに伴われる。

3 主はわたしの魂をいきかえらせ、み名のた
めにわたしを正しい道に導かれる。

4 たといわたしは死の陰の谷を歩むとも、わ
ざわいを恐れません。あなたがわたしと共
におられるからです。あなたのむちと、あな
たのつえはわたしを慰めます。

5 あなたはわたしの敵の前で、わたしの前に
宴を設け、わたしのこうべに油をそそがれ
る。わたしの杯はあふれます。

6 わたしの生きているかぎりは必ず恵みとい
つくしみとが伴うでしょう。わたしはとこし
えに主の宮に住むでしょう。
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ヨハネによる福音書 10:11 わたしは
よい羊飼である。よい羊飼は、羊のため
に命を捨てる。

ヨハネによる福音書 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。

ヨハネによる福音書 10:27 わたしの
羊はわたしの声に聞き従う。わたしは彼
らを知っており、彼らはわたしについて
来る。

28 わたしは、彼らに永遠の命を与える。だ
から、彼らはいつまでも滅びることがな
く、また、彼らをわたしの手から奪い去
る者はない。

29 わたしの父がわたしに下さったものは、
すべてにまさるものである。そしてだれ
も父のみ手から、それを奪い取ることは
できない。

30 わたしと父とは一つである」。

ヘブライ人への手紙 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、

ペトロの手紙一 2:25 あなたがたは、
羊のようにさ迷っていたが、今は、たま
しいの牧者であり監督であるかたのもと
に、たち帰ったのである。

ペトロの手紙一 5:4 そうすれば、大
牧者が現れる時には、しぼむことのない
栄光の冠を受けるであろう。

ヨハネの黙示録 7:17 御座の正面にい
ます小羊は彼らの牧者となって、いのち
の水の泉に導いて下さるであろう。また

神は、彼らの目から涙をことごとくぬぐ
いとって下さるであろう」。

以下も参照されたい： 詩編 80:1; イザヤ記 40:11; イザ
ヤ記 53:11; エゼキエル記 34:11,12,23,24; エゼキエル記 

37:24; ミカ記 5:5; ゼカリヤ記 13:7.

G02 救世主の昇天は予言されている。

詩編 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。

使徒言行録 1:10 イエスの上って行かれる
とき、彼らが天を見つめていると、見
よ、白い衣を着たふたりの人が、彼らの
そばに立っていて

11 言った、「ガリラヤの人たちよ、なぜ天
を仰いで立っているのか。あなたがたを
離れて天に上げられたこのイエスは、天
に上って行かれるのをあなたがたが見た
のと同じ有様で、またおいでになるであ
ろう」。

12 それから彼らは、オリブという山を下っ
てエルサレムに帰った。この山はエルサ
レムに近く、安息日に許されている距離
のところにある。

以下も参照されたい： 詩編 15:1; 詩編 68:18; ヨハネによ
る福音書 20:17.

B04 救世主の神聖な属性。
G02 救世主の昇天は予言されている。

詩編 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。

8 栄光の王とはだれか。強く勇ましい主、戦
いに勇ましい主である。

9 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。
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10 この栄光の王とはだれか。万軍の主、これ
こそ栄光の王である。[セラ

マルコによる福音書 16:19 主イエス
は彼らに語り終ってから、天にあげら
れ、神の右にすわられた。

ルカによる福音書 24:51 祝福しておられ
るうちに、彼らを離れて、〔天にあげら
れた。〕

使徒言行録 1:10 イエスの上って行かれる
とき、彼らが天を見つめていると、見
よ、白い衣を着たふたりの人が、彼らの
そばに立っていて

11 言った、「ガリラヤの人たちよ、なぜ天
を仰いで立っているのか。あなたがたを
離れて天に上げられたこのイエスは、天
に上って行かれるのをあなたがたが見た
のと同じ有様で、またおいでになるであ
ろう」。

使徒言行録 7:55 しかし、彼は聖霊に満た
されて、天を見つめていると、神の栄光
が現れ、イエスが神の右に立っておられ
るのが見えた。

エフェソの信徒への手紙 1:20 神はその
力をキリストのうちに働かせて、彼を死
人の中からよみがえらせ、天上において
ご自分の右に座せしめ、

ヘブライ人への手紙 9:24 ところが、キリ
ストは、ほんとうのものの模型にすぎな
い、手で造った聖所にはいらないで、上
なる天にはいり、今やわたしたちのため
に神のみまえに出て下さったのである。

ペトロの手紙一 3:22 キリストは天に
上って神の右に座し、天使たちともろも

ろの権威、権力を従えておられるのであ
る。

ヨハネの黙示録 22:14 いのちの木にあ
ずかる特権を与えられ、また門をとおっ
て都にはいるために、自分の着物を洗う
者たちは、さいわいである。

以下も参照されたい： #1; 詩編 18:19; 詩編 118:19,20; イ
ザヤ記 26:2; エレミヤ記 17:25; ダニエル記 7:13,14; 詩編 
45:2-5; イザヤ記 9:7; イザヤ記 63:1-6; コロサイの信徒へ
の手紙 2:15; ヨハネの黙示録 6:2; ヨハネの黙示録 19:11-

21; イザヤ記 6:3; イザヤ記 54:5.

F11 救世主の受難。

詩編 27:2 わたしのあだ、わたしの敵
である悪を行う者どもが、襲ってきて、わた
しをそしり、わたしを攻めるとき、彼らはつ
まずき倒れるであろう。

 
ヨハネによる福音書 18:3 さてユダは、一

隊の兵卒と祭司長やパリサイ人たちの送
った下役どもを引き連れ、たいまつや
あかりや武器を持って、そこへやってき
た。

4 しかしイエスは、自分の身に起ろうとす
ることをことごとく承知しておられ、進
み出て彼らに言われた、「だれを捜して
いるのか」。

5 彼らは「ナザレのイエスを」と答えた。
イエスは彼らに言われた、「わたしが、
それである」。イエスを裏切ったユダ
も、彼らと一緒に立っていた。

6 イエスが彼らに「わたしが、それであ
る」と言われたとき、彼らはうしろに引
きさがって地に倒れた。

F07 救世主の非難と苦難。
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詩編 27:12 わたしのあだの望むがまま
に、わたしを引き渡さないでください。偽
りのあかしをする者がわたしに逆らって起
り、暴言を吐くからです。

マタイによる福音書 26:59 さて、祭
司長たちと全議会とは、イエスを死刑に
するため、イエスに不利な偽証を求めよ
うとしていた。

60 そこで多くの偽証者が出てきたが、証拠
があがらなかった。しかし、最後にふた
りの者が出てきて、

A05 救世主とその父の関係。

詩編 28:8 主はその民の力、その油そ
そがれた者の救のとりでである。

詩編 80:17 しかしあなたの手をその
右の手の人の上におき、みずからのため
に強くされた人の子の上においてくださ
い。

詩編 89:20 わたしはわがしもべダビ
デを得て、これにわが聖なる油をそそい
だ。

21 わが手は常に彼と共にあり、わが腕はま
た彼を強くする。

22 敵は彼をだますことなく、悪しき者は彼
を卑しめることはない。

ルカによる福音書 22:41 そしてご自分
は、石を投げてとどくほど離れたところ
へ退き、ひざまずいて、祈って言われ
た、

42 「父よ、みこころならば、どうぞ、この
杯をわたしから取りのけてください。し

かし、わたしの思いではなく、みこころ
が成るようにしてください」。

43 そのとき、御使が天からあらわれてイエ
スを力づけた。

ヨハネによる福音書 8:28 そこでイエスは
言われた、「あなたがたが人の子を上げ
てしまった後はじめて、わたしがそうい
う者であること、また、わたしは自分か
らは何もせず、ただ父が教えて下さった
ままを話していたことが、わかってくる
であろう。

29 わたしをつかわされたかたは、わたしと
一緒におられる。わたしは、いつも神の
みこころにかなうことをしているから、
わたしをひとり置きざりになさることは
ない」。

ヨハネによる福音書 10:38 しかし、
もし行っているなら、たといわたしを信
じなくても、わたしのわざを信じるがよ
い。そうすれば、父がわたしにおり、ま
た、わたしが父におることを知って悟る
であろう」。

以下も参照されたい： 詩編 2:2; 詩編 20:6; 詩編 68:28; イ
ザヤ記 61:1.

G01 救世主の復活は予言されている。
 
詩編 30:3 主よ、あなたはわたしの魂

を陰府からひきあげ、墓に下る者のうちか
ら、わたしを生き返らせてくださいました。

マタイによる福音書 28:6 もうここにはお
られない。かねて言われたとおりに、よ
みがえられたのである。さあ、イエスが
納められていた場所をごらんなさい。

7 そして、急いで行って、弟子たちにこう
伝えなさい、『イエスは死人の中からよ
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みがえられた。見よ、あなたがたより先
にガリラヤへ行かれる。そこでお会いで
きるであろう』。あなたがたに、これだ
け言っておく」。

使徒言行録 2:27 あなたは、わたしの魂を
黄泉に捨ておくことをせず、／あなたの
聖者が朽ち果てるのを、お許しにならな
い／であろう。

使徒言行録 13:35 だから、ほかの
箇所でもこう言っておられる、『あなた
の聖者が朽ち果てるようなことは、お許
しにならないであろう』。

以下も参照されたい： 詩編 16:10; 詩編 49:15; 詩編 71:20; 
詩編 86:13; ヨナ記 2:4-6.

F10 救世主の甘んじた死の受け入れ。

詩編 31:4 わたしのためにひそかに設
けた網からわたしを取り出してください。あ
なたはわたしの避け所です。

5 わたしは、わが魂をみ手にゆだねます。
主、まことの神よ、あなたはわたしをあがな
われました。

ルカによる福音書 23:46 そのとき、イエ
スは声高く叫んで言われた、「父よ、わ
たしの霊をみ手にゆだねます」。こう言
ってついに息を引きとられた。

以下も参照されたい： 詩編 22:13,17; 詩編 25:15; 詩編 
35:7; 詩編 57:6; 詩編 140:5; マタイによる福音書 27:50; マ
ルコによる福音書 15:37; ヨハネによる福音書 17:17; ヨハ

ネによる福音書 19:30.

F11 救世主の受難。

詩編 31:11 わたしはすべてのあだにそ
しられる者となり、隣り人には恐れられ、
知り人には恐るべき者となり、ちまたでわた
しを見る者は避けて逃げます。

12 わたしは死んだ者のように人の心に忘れら
れ、破れた器のようになりました。

13 まことに、わたしは多くの人のささやくのを
聞きます、「至る所に恐るべきことがある」
と。彼らはわたしに逆らってともに計り、わ
たしのいのちを取ろうと、たくらむのです。

14 しかし、主よ、わたしはあなたに信頼して、
言います、「あなたはわたしの神である」
と。

15 わたしの時はあなたのみ手にあります。わ
たしをわたしの敵の手と、わたしを責め立
てる者から救い出してください。

マタイによる福音書 27:39 そこを通
りかかった者たちは、頭を振りながら、
イエスをののしって

40 言った、「神殿を打ちこわして三日のう
ちに建てる者よ。もし神の子なら、自分
を救え。そして十字架からおりてこい」
。

41 祭司長たちも同じように、律法学者、
長老たちと一緒になって、嘲弄して言っ
た、

42 「他人を救ったが、自分自身を救うこと
ができない。あれがイスラエルの王なの
だ。いま十字架からおりてみよ。そうし
たら信じよう。

43 彼は神にたよっているが、神のおぼしめ
しがあれば、今、救ってもらうがよい。
自分は神の子だと言っていたのだから」
。

44 一緒に十字架につけられた強盗どもまで
も、同じようにイエスをののしった。
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以下も参照されたい： マタイによる福音書 26:3,4,59; マ
タイによる福音書 27:1; ヨハネによる福音書 11:53.

A06 救世主は創造主である。

詩編 33:6 もろもろの天は主のみこと
ばによって造られ、天の万軍は主の口の息
によって造られた。

9 主が仰せられると、そのようになり、命じら
れると、堅く立ったからである。

ヨハネによる福音書 1:1 初めに言があっ
た。言は神と共にあった。言は神であっ
た。

2 この言は初めに神と共にあった。
3 すべてのものは、これによってできた。

できたもののうち、一つとしてこれによ
らないものはなかった。

詩編 34:20 主は彼の骨をことごとく守
られる。その一つだに折られることはな
い。

ヨハネによる福音書 19:32 そこで兵
卒らがきて、イエスと一緒に十字架につ
けられた初めの者と、もうひとりの者と
の足を折った。

33 しかし、彼らがイエスのところにきた
時、イエスはもう死んでおられたのを見
て、その足を折ることはしなかった。

34 しかし、ひとりの兵卒がやりでそのわ
きを突きさすと、すぐ血と水とが流れ出
た。

35 それを見た者があかしをした。そして、
そのあかしは真実である。その人は、自
分が真実を語っていることを知ってい
る。それは、あなたがたも信ずるように
なるためである。

36 これらのことが起ったのは、「その骨は

くだかれないであろう」との聖書の言葉
が、成就するためである。

37 また聖書のほかのところに、「彼らは自
分が刺し通した者を見るであろう」とあ
る。

以下も参照されたい： 出エジプト記 12:46; 民数記 9:12; 
詩編 22:16,17; ゼカリヤ記 12:10; ヨハネの黙示録 1:7.

F12 救世主は反対に抵抗にあうであろう。

詩編 35:4 どうか、わたしの命を求め
る者をはずかしめ、いやしめ、わたしにむ
かって悪をたくらむ者を退け、あわてふた
めかせてください。

5 彼らを風の前のもみがらのようにし、主の
使に彼らを追いやらせてください。

6 彼らの道を暗く、なめらかにし、主の使に彼
らを追い行かせてください。

ヨハネによる福音書 17:12 わたしが
彼らと一緒にいた間は、あなたからいた
だいた御名によって彼らを守り、また保
護してまいりました。彼らのうち、だれ
も滅びず、ただ滅びの子だけが滅びまし
た。それは聖書が成就するためでした。

ヨハネによる福音書 18:4 しかしイエス
は、自分の身に起ろうとすることをこと
ごとく承知しておられ、進み出て彼らに
言われた、「だれを捜しているのか」。

5 彼らは「ナザレのイエスを」と答えた。
イエスは彼らに言われた、「わたしが、
それである」。イエスを裏切ったユダ
も、彼らと一緒に立っていた。

6 イエスが彼らに「わたしが、それであ
る」と言われたとき、彼らはうしろに引
きさがって地に倒れた。

7 そこでまた彼らに、「だれを捜している
のか」とお尋ねになると、彼らは「ナザ
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レのイエスを」と言った。
8 イエスは答えられた、「わたしがそれで

あると、言ったではないか。わたしを捜
しているのなら、この人たちを去らせて
もらいたい」。

9 それは、「あなたが与えて下さった人た
ちの中のひとりも、わたしは失わなかっ
た」とイエスの言われた言葉が、成就す
るためである。

以下も参照されたい： ヨブ記 21:17,18; 詩編 31:17,18; 詩
編 35:26; 詩編 40:14,15; 詩編 70:2,3; 詩編 71:24; ホセア

記 13:3,4.

F07 救世主の非難と苦難。

詩編 35:11 悪意のある証人が起って、
わたしの知らない事をわたしに尋ねる。

12 彼らは悪をもってわたしの善に報い、わが
魂を寄るべなき者とした。

マタイによる福音書 23:29 偽善な律
法学者、パリサイ人たちよ。あなたがた
は、わざわいである。あなたがたは預言
者の墓を建て、義人の碑を飾り立てて、
こう言っている、

30 『もしわたしたちが先祖の時代に生きて
いたなら、預言者の血を流すことに加わ
ってはいなかっただろう』と。

31 このようにして、あなたがたは預言者を
殺した者の子孫であることを、自分で証
明している。

マタイによる福音書 26:59 さて、祭
司長たちと全議会とは、イエスを死刑に
するため、イエスに不利な偽証を求めよ
うとしていた。

60 そこで多くの偽証者が出てきたが、証拠
があがらなかった。しかし、最後にふた
りの者が出てきて、

61 言った、「この人は、わたしは神の宮を
打ちこわし、三日の後に建てることがで
きる、と言いました」。

62 すると、大祭司が立ち上がってイエスに
言った、「何も答えないのか。これらの
人々があなたに対して不利な証言を申し
立てているが、どうなのか」。

63 しかし、イエスは黙っておられた。そこ
で大祭司は言った、「あなたは神の子キ
リストなのかどうか、生ける神に誓って
われわれに答えよ」。

64 イエスは彼に言われた、「あなたの言う
とおりである。しかし、わたしは言って
おく。あなたがたは、間もなく、人の子
が力ある者の右に座し、天の雲に乗って
来るのを見るであろう」。

ヨハネによる福音書 7:19 モーセはあなた
がたに律法を与えたではないか。それだ
のに、あなたがたのうちには、その律
法を行う者がひとりもない。あなたがた
は、なぜわたしを殺そうと思っているの
か」。

ヨハネによる福音書 8:37 わたしは、あな
たがたがアブラハムの子孫であることを
知っている。それだのに、あなたがたは
わたしを殺そうとしている。わたしの言
葉が、あなたがたのうちに根をおろして
いないからである。

使徒言行録 7:52 いったい、あなたがたの
先祖が迫害しなかった預言者が、ひとり
でもいたか。彼らは正しいかたの来るこ
とを予告した人たちを殺し、今やあなた
がたは、その正しいかたを裏切る者、ま
た殺す者となった。

以下も参照されたい： 詩編 27:12; マルコによる福音書 
14:55-62; 使徒言行録 6:13; 使徒言行録 24:12,13.
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F11 救世主の受難。

詩編 35:19 偽ってわたしの敵となった
者どものわたしについて喜ぶことを許さな
いでください。ゆえなく、わたしを憎む者ど
ものたがいに目くばせすることを許さない
でください。

ヨハネによる福音書 15:25 それは、
『彼らは理由なしにわたしを憎んだ』と
書いてある彼らの律法の言葉が成就する
ためである。

以下も参照されたい： 詩編 38:19; 詩編 69:4; 詩編 109:3.

F11 救世主の受難。

詩編 38:12 わたしのいのちを求める者
はわなを設け、わたしをそこなおうとする者
は滅ぼすことを語り、ひねもす欺くことをは
かるのです。

13 しかしわたしは耳しいのように聞かず、お
しのように口を開きません。

20 悪をもって善に報いる者は、わたしがよい
事に従うがゆえに、わがあだとなります。

詩編 109:3 恨みの言葉をもってわた
しを囲み、ゆえなくわたしを攻めるので
す。

4 彼らはわが愛にむくいて、わたしを非難
します。しかしわたしは彼らのために祈
ります。

5 彼らは悪をもってわが善に報い、恨みを
もってわが愛に報いるのです。

ルカによる福音書 20:19 このとき、律法
学者たちや祭司長たちはイエスに手をか
けようと思ったが、民衆を恐れた。いま

の・が自分たちに当てて語られたのだ
と、悟ったからである。

20 そこで、彼らは機会をうかがい、義人を
装うまわし者どもを送って、イエスを総
督の支配と権威とに引き渡すため、その
言葉じりを捕えさせようとした。

ペトロの手紙一 2:23 ののしられて
も、ののしりかえさず、苦しめられて
も、おびやかすことをせず、正しいさば
きをするかたに、いっさいをゆだねてお
られた。

以下も参照されたい： 詩編 35:12; 詩編 39:9; 詩編 119:10; 
詩編 140:5; イザヤ記 53:7; エレミヤ記 18:20.

G01 救世主の復活は予言されている。

詩編 40:2 主はわたしを滅びの穴か
ら、泥の沼から引きあげて、わたしの足を岩
の上におき、わたしの歩みをたしかにされ
た。

3 主は新しい歌をわたしの口に授け、われら
の神にささげるさんびの歌をわたしの口に
授けられた。多くの人はこれを見て恐れ、
かつ主に信頼するであろう。

使徒言行録 2:24 神はこのイエスを死の苦
しみから解き放って、よみがえらせたの
である。イエスが死に支配されているは
ずはなかったからである。

使徒言行録 2:27 あなたは、わたしの魂を
黄泉に捨ておくことをせず、／あなたの
聖者が朽ち果てるのを、お許しにならな
い／であろう。

28 あなたは、いのちの道をわたしに示し、
／み前にあって、わたしを喜びで満たし
て下さるであ／ろう』。

29 兄弟たちよ、族長ダビデについては、わ
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たしはあなたがたにむかって大胆に言う
ことができる。彼は死んで葬られ、現に
その墓が今日に至るまで、わたしたちの
間に残っている。

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。

以下も参照されたい： 詩編 103:1-5; イザヤ記 12:1-4; 使
徒言行録 2:32-41; 使徒言行録 4:4.

E12 救世主は神の律法を守る。

詩編 40:6 あなたはいけにえと供え物
とを喜ばれない。あなたはわたしの耳を開
かれた。あなたは燔祭と罪祭とを求められ
ない。

イザヤ記 50:5 主なる神はわたしの耳を
開かれた。わたしは、そむくことをせ
ず、退くことをしなかった。

マタイによる福音書 9:13 『わたしが好む
のは、あわれみであって、いけにえでは
ない』とはどういう意味か、学んできな
さい。わたしがきたのは、義人を招くた
めではなく、罪人を招くためである」。

ヘブライ人への手紙 10:4 なぜなら、雄牛
ややぎなどの血は、罪を除き去ることが
できないからである。

5 それだから、キリストがこの世にこられ
たとき、次のように言われた、／「あな
たは、いけにえやささげ物を望まれない
で、／わたしのために、からだを備えて
下さった。

6 あなたは§祭や罪祭を好まれなかった。
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』」。

8 ここで、初めに、「あなたは、いけにえ
とささげ物と§祭と罪祭と（すなわち、
律法に従ってささげられるもの）を望ま
れず、好まれもしなかった」とあり、

9 次に、「見よ、わたしは御旨を行うため
にまいりました」とある。すなわち、彼
は、後のものを立てるために、初めのも
のを廃止されたのである。

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。

11 こうして、すべての祭司は立って日ごと
に儀式を行い、たびたび同じようないけ
にえをささげるが、それらは決して罪を
除き去ることはできない。

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、

以下も参照されたい： 出エジプト記 21:6; 詩編 51:16; イ
ザヤ記 1:11; エレミヤ記 7:21-23; ホセア記 6:6.

B11 救世主の従順さ。
F10 救世主の甘んじた死の受け入れ。

詩編 40:7 その時わたしは言った、「見
よ、わたしはまいります。書の巻に、わたし
のためにしるされています。

ルカによる福音書 24:27 こう言って、モ
ーセやすべての預言者からはじめて、聖
書全体にわたり、ご自身についてしるし
てある事どもを、説きあかされた。
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ルカによる福音書 24:44 それから彼らに
対して言われた、「わたしが以前あなた
がたと一緒にいた時分に話して聞かせた
言葉は、こうであった。すなわち、モー
セの律法と預言書と詩篇とに、わたしに
ついて書いてあることは、必ずことごと
く成就する」。

ヘブライ人への手紙 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』」
。

8 ここで、初めに、「あなたは、いけにえ
とささげ物と§祭と罪祭と（すなわち、
律法に従ってささげられるもの）を望ま
れず、好まれもしなかった」とあり、

9 次に、「見よ、わたしは御旨を行うため
にまいりました」とある。すなわち、彼
は、後のものを立てるために、初めのも
のを廃止されたのである。

ヨハネの黙示録 19:10 そこで、わたし
は彼の足もとにひれ伏して、彼を拝そう
とした。すると、彼は言った、「そのよ
うなことをしてはいけない。わたしは、
あなたと同じ僕仲間であり、またイエス
のあかしびとであるあなたの兄弟たちと
同じ僕仲間である。ただ神だけを拝しな
さい。イエスのあかしは、すなわち預言
の霊である」。

以下も参照されたい： ヨハネによる福音書 5:39; コリント
の信徒への手紙一 15:3,4; ペトロの手紙一 1:10,11.

B11 救世主の従順さ。

詩編 40:8 わが神よ、わたしはみここ
ろを行うことを喜びます。あなたのおきて
はわたしの心のうちにあります」と。

ヨハネによる福音書 4:34 イエスは彼らに
言われた、「わたしの食物というのは、
わたしをつかわされたかたのみこころを
行い、そのみわざをなし遂げることであ
る。

ヨハネによる福音書 17:4 わたしは、わた
しにさせるためにお授けになったわざを
なし遂げて、地上であなたの栄光をあら
わしました。

ヘブライ人への手紙 5:8 彼は御子であら
れたにもかかわらず、さまざまの苦しみ
によって従順を学び、

以下も参照されたい： 詩編 37:30,31; 詩編 119:16,24,47; 
エレミヤ記 31:33; ローマの信徒への手紙 7:22.

E08 救世主の公正。

詩編 40:9 わたしは大いなる集会で、
救についての喜びのおとずれを告げ示しま
した。見よ、わたしはくちびるを閉じません
でした。主よ、あなたはこれをご存じです。

10 わたしはあなたの救を心のうちに隠しおか
ず、あなたのまことと救とを告げ示しまし
た。わたしはあなたのいつくしみとまことと
を大いなる集会に隠しませんでした。

マルコによる福音書 16:15 そして彼
らに言われた、「全世界に出て行って、
すべての造られたものに福音を宣べ伝え
よ。

16 信じてバプテスマを受ける者は救われ
る。しかし、不信仰の者は罪に定められ
る。

ルカによる福音書 3:6 人はみな神の救
を見るであろう」。
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ローマの信徒への手紙 1:16 わたしは
福音を恥としない。それは、ユダヤ人を
はじめ、ギリシヤ人にも、すべて信じる
者に、救を得させる神の力である。

17 神の義は、その福音の中に啓示され、信
仰に始まり信仰に至らせる。これは、「
信仰による義人は生きる」と書いてある
とおりである。

フィリピの信徒への手紙 3:9 律法によ
る自分の義ではなく、キリストを信じる
信仰による義、すなわち、信仰に基く神
からの義を受けて、キリストのうちに自
分を見いだすようになるためである。

ヘブライ人への手紙 2:12 すなわち、／「
わたしは、御名をわたしの兄弟たちに告
げ知らせ、／教会の中で、あなたをほめ
歌おう」／と言い、

以下も参照されたい： 詩編 22:22,25; 詩編 35:18; 詩編 
71:15-18; 詩編 119:13; ルカによる福音書 2:30-32; ルカに
よる福音書 4:16-22; ヨハネによる福音書 1:17; ヨハネに

よる福音書 3:16,17; 使徒言行録 20:20,21; ローマの信徒へ
の手紙 3:22-26; ローマの信徒への手紙 10:9,10; テモテへ

の手紙一 1:15.

F11 救世主の受難。

詩編 40:14 わたしのいのちを奪おうと
尋ね求める者どもをことごとく恥じあわて
させてください。わたしのそこなわれること
を願う者どもをうしろに退かせ、恥を負わ
せてください。

ヨハネによる福音書 18:6 イエスが彼らに
「わたしが、それである」と言われたと
き、彼らはうしろに引きさがって地に倒
れた。

F03 救世主は拒否されるであろう。
F07 救世主の非難と苦難。
F12 救世主は反対に抵抗にあうであろう。
     
詩編 41:5 わたしの敵はわたしをそし

って言う、「いつ彼は死に、その名がほろび
るであろうか」と。

6 そのひとりがわたしを見ようとして来ると
き、彼は偽りを語り、その心によこしまを集
め、外に出てはそれを言いふらす。

7 すべてわたしを憎む者はわたしについて共
にささやき、わたしのために災を思いめぐ
らす。

8 彼らは言う、「彼に一つのたたりがつきまと
ったから、倒れ伏して再び起きあがらない
であろう」と。

9 わたしの信頼した親しい友、わたしのパン
を食べた親しい友さえもわたしにそむいて
くびすをあげた。

マタイによる福音書 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。

21 そして、一同が食事をしているとき言
われた、「特にあなたがたに言っておく
が、あなたがたのうちのひとりが、わた
しを裏切ろうとしている」。

22 弟子たちは非常に心配して、つぎつぎに
「主よ、まさか、わたしではないでしょ
う」と言い出した。

23 イエスは答えて言われた、「わたしと一
緒に同じ鉢に手を入れている者が、わた
しを裏切ろうとしている。

24 たしかに人の子は、自分について書いて
あるとおりに去って行く。しかし、人の
子を裏切るその人は、わざわいである。
その人は生れなかった方が、彼のために
よかったであろう」。

25 イエスを裏切ったユダが答えて言った、
「先生、まさか、わたしではないでしょ

詩編



115

う」。イエスは言われた、「いや、あな
ただ」。

ルカによる福音書 11:53 イエスがそこを
出て行かれると、律法学者やパリサイ人
は、激しく詰め寄り、いろいろな事を問
いかけて、

54 イエスの口から何か言いがかりを得よう
と、ねらいはじめた。

ルカによる福音書 20:20 そこで、彼らは
機会をうかがい、義人を装うまわし者ど
もを送って、イエスを総督の支配と権威
とに引き渡すため、その言葉じりを捕え
させようとした。

ルカによる福音書 22:47 イエスがまだそ
う言っておられるうちに、そこに群衆が
現れ、十二弟子のひとりでユダという者
が先頭に立って、イエスに接吻しようと
して近づいてきた。

48 そこでイエスは言われた、「ユダ、あな
たは接吻をもって人の子を裏切るのか」
。

ヨハネによる福音書 13:18 あなたが
た全部の者について、こう言っているの
ではない。わたしは自分が選んだ人たち
を知っている。しかし、『わたしのパン
を食べている者が、わたしにむかってそ
のかかとをあげた』とある聖書は成就さ
れなければならない。

19 そのことがまだ起らない今のうちに、あ
なたがたに言っておく。いよいよ事が起
ったとき、わたしがそれであることを、
あなたがたが信じるためである。

ヨハネによる福音書 17:12 わたしが
彼らと一緒にいた間は、あなたからいた
だいた御名によって彼らを守り、また保

護してまいりました。彼らのうち、だれ
も滅びず、ただ滅びの子だけが滅びまし
た。それは聖書が成就するためでした。

以下も参照されたい： 詩編 12:2; 詩編 22:6-8; 詩編 102:8.

F11 救世主の受難。

詩編 42:7 あなたの大滝の響きによっ
て淵々呼びこたえ、あなたの波、あなたの
大波はことごとくわたしの上を越えていっ
た。

イザヤ記 53:5 しかし彼はわれわれのと
がのために傷つけられ、われわれの不義
のために砕かれたのだ。彼はみずから懲
らしめをうけて、われわれに平安を与
え、その打たれた傷によって、われわれ
はいやされたのだ。

イザヤ記 53:10 しかも彼を砕くことは主
のみ旨であり、主は彼を悩まされた。彼
が自分を、とがの供え物となすとき、そ
の子孫を見ることができ、その命をなが
くすることができる。かつ主のみ旨が彼
の手によって栄える。

マタイによる福音書 27:46 そして三
時ごろに、イエスは大声で叫んで、「エ
リ、エリ、レマ、サバクタニ」と言われ
た。それは「わが神、わが神、どうして
わたしをお見捨てになったのですか」と
いう意味である。

ルカによる福音書 22:44 イエスは苦しみ
もだえて、ますます切に祈られた。そし
て、その汗が血のしたたりのように地に
落ちた。
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ヘブライ人への手紙 5:7 キリストは、そ
の肉の生活の時には、激しい叫びと涙と
をもって、ご自分を死から救う力のある
かたに、祈と願いとをささげ、そして、
その深い信仰のゆえに聞きいれられたの
である。

以下も参照されたい： 詩編 22:1-10; 詩編 88:7,15-17; ヨ
ナ記 2:3; ナホム記 1:6; マルコによる福音書 15:34.

B21 救世主は光である。

詩編 43:3 あなたの光とまこととを送
ってわたしを導き、あなたの聖なる山と、あ
なたの住まわれる所にわたしをいたらせて
ください。

イザヤ記 9:2 暗やみの中に歩んでいた
民は大いなる光を見た。暗黒の地に住ん
でいた人々の上に光が照った。

イザヤ記 49:6 主は言われる、「あなた
がわがしもべとなって、ヤコブのもろも
ろの部族をおこし、イスラエルのうちの
残った者を帰らせることは、いとも軽い
事である。わたしはあなたを、もろもろ
の国びとの光となして、わが救を地の果
にまでいたらせよう」と。

ヨハネによる福音書 1:4 この言に命があ
った。そしてこの命は人の光であった。

ヨハネによる福音書 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。

ヨハネによる福音書 1:17 律法はモーセを
とおして与えられ、めぐみとまことと

は、イエス・キリストをとおしてきたの
である。

ヨハネによる福音書 8:12 イエスは、また
人々に語ってこう言われた、「わたしは
世の光である。わたしに従って来る者
は、やみのうちを歩くことがなく、命の
光をもつであろう」。

ヨハネによる福音書 9:5 わたしは、この
世にいる間は、世の光である」。

ヨハネによる福音書 12:35 そこでイ
エスは彼らに言われた、「もうしばらく
の間、光はあなたがたと一緒にここにあ
る。光がある間に歩いて、やみに追いつ
かれないようにしなさい。やみの中を歩
く者は、自分がどこへ行くのかわかって
いない。

36 光のある間に、光の子となるために、光
を信じなさい」。イエスはこれらのこと
を話してから、そこを立ち去って、彼ら
から身をお隠しになった。

ヨハネによる福音書 12:46 わたしは
光としてこの世にきた。それは、わたし
を信じる者が、やみのうちにとどまらな
いようになるためである。

ヨハネによる福音書 14:6 イエスは彼に言
われた、「わたしは道であり、真理であ
り、命である。だれでもわたしによらな
いでは、父のみもとに行くことはできな
い。

ヨハネによる福音書 16:13 けれども
真理の御霊が来る時には、あなたがたを
あらゆる真理に導いてくれるであろう。
それは自分から語るのではなく、その聞
くところを語り、きたるべき事をあなた
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がたに知らせるであろう。

ヨハネの手紙一 1:5 わたしたちがイ
エスから聞いて、あなたがたに伝える
おとずれは、こうである。神は光であっ
て、神には少しの暗いところもない。

以下も参照されたい： 詩編 36:9; イザヤ記 60:1,3,19,20; 
ヨハネによる福音書 15:26; ヨハネによる福音書 2:7-10.

B12 救世主の完璧さ。
B18 救世主の高潔さ、美しさ、栄光。
B23 神と救世主の恩寵。

詩編 45:1 わたしの心はうるわしい言
葉であふれる。わたしは王についてよんだ
わたしの詩を語る。わたしの舌はすみやか
に物書く人の筆のようだ。

2 あなたは人の子らにまさって麗しく、気品
がそのくちびるに注がれている。このゆえ
に神はとこしえにあなたを祝福された。

ルカによる福音書 2:40 幼な子は、ます
ます成長して強くなり、知恵に満ち、そ
して神の恵みがその上にあった。

ルカによる福音書 2:52 イエスはますま
す知恵が加わり、背たけも伸び、そして
神と人から愛された。

ルカによる福音書 4:21 そこでイエス
は、「この聖句は、あなたがたが耳にし
たこの日に成就した」と説きはじめられ
た。

22 すると、彼らはみなイエスをほめ、また
その口から出て来るめぐみの言葉に感嘆
して言った、「この人はヨセフの子では
ないか」。

ヨハネによる福音書 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。

ヨハネによる福音書 1:16 わたしたちすべ
ての者は、その満ち満ちているものの中
から受けて、めぐみにめぐみを加えられ
た。

17 律法はモーセをとおして与えられ、めぐ
みとまこととは、イエス・キリストをと
おしてきたのである。

使徒言行録 15:11 確かに、主イエ
スのめぐみによって、われわれは救われ
るのだと信じるが、彼らとても同様であ
る」。

ローマの信徒への手紙 3:24 彼らは、
価なしに、神の恵みにより、キリスト・
イエスによるあがないによって義とされ
るのである。

ローマの信徒への手紙 5:15 しかし、
恵みの賜物は罪過の場合とは異なってい
る。すなわち、もしひとりの罪過のため
に多くの人が死んだとすれば、まして、
神の恵みと、ひとりの人イエス・キリス
トの恵みによる賜物とは、さらに豊かに
多くの人々に満ちあふれたはずではない
か。

コリントの信徒への手紙一 15:10 しかし、
神の恵みによって、わたしは今日あるを
得ているのである。そして、わたしに賜
わった神の恵みはむだにならず、むし
ろ、わたしは彼らの中のだれよりも多く
働いてきた。しかしそれは、わたし自身
ではなく、わたしと共にあった神の恵み
である。
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コリントの信徒への手紙二 1:15 この確信
をもって、わたしたちはもう一度恵みを
得させたいので、まずあなたがたの所に
行き、

コリントの信徒への手紙二 12:9 ところ
が、主が言われた、「わたしの恵みはあ
なたに対して十分である。わたしの力は
弱いところに完全にあらわれる」。それ
だから、キリストの力がわたしに宿るよ
うに、むしろ、喜んで自分の弱さを誇ろ
う。

エフェソの信徒への手紙 2:8 あなたが
たの救われたのは、実に、恵みにより、
信仰によるのである。それは、あなたが
た自身から出たものではなく、神の賜物
である。

テトスへの手紙 2:11 すべての人を救
う神の恵みが現れた。

ヘブライ人への手紙 2:9 ただ、「しばら
くの間、御使たちよりも低い者とされ
た」イエスが、死の苦しみのゆえに、栄
光とほまれとを冠として与えられたのを
見る。それは、彼が神の恵みによって、
すべての人のために死を味わわれるため
であった。

ヤコブの手紙 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。

ヨハネの黙示録 22:21 主イエスの恵み
が、一同の者と共にあるように。

以下も参照されたい： 雅歌 2:3; 雅歌 5:10-16; イザヤ記 
63:9; ゼカリヤ記 9:16; マタイによる福音書 17:2; ローマの
信徒への手紙 5:17,21; ローマの信徒への手紙 6:1,14,15; ロ
ーマの信徒への手紙 11:5,6; ローマの信徒への手紙 12:3,6; 

ローマの信徒への手紙 16:20; コリントの信徒への手紙一 
3:4; コリントの信徒への手紙二 4:15; コリントの信徒への
手紙二 8:9; コリントの信徒への手紙二 9:8; コリントの信
徒への手紙二 13:14; ガラテヤの信徒への手紙 1:6; ガラテ
ヤの信徒への手紙 5:4; エフェソの信徒への手紙 1:7; エフ
ェソの信徒への手紙 2:5,7; エフェソの信徒への手紙 4:7; 
フィリピの信徒への手紙 1:29; コロサイの信徒への手紙 

1:15-18; テモテへの手紙一 1:14; テモテへの手紙二 2:6; テ
トスへの手紙 3:7; ヘブライ人への手紙 1:3; ヘブライ人へ
の手紙 4:16; ヘブライ人への手紙 7:26; ヘブライ人への手

紙 10:29; ヘブライ人への手紙 12:15,28; ヘブライ人への手
紙 13:9; ペトロの手紙一 1:10,13; ペトロの手紙一 2:19,20; 
ペトロの手紙一 5:10,12; ペトロの手紙二 3:18; ヨハネの黙

示録 1:13-18.

B14 救世主は神の栄光を知らせる。
B17 救世主の優しさと弱さ。
E09 救世主の義。

詩編 45:3 ますらおよ、光栄と威厳と
をもって、つるぎを腰に帯びよ。

4 真理のため、また正義を守るために威厳を
もって、勝利を得て乗り進め。あなたの右
の手はあなたに恐るべきわざを教えるであ
ろう。

ゼファニヤ記 2:3 すべて主の命令を行うこ
の地のへりくだる者よ、主を求めよ。正
義を求めよ。謙遜を求めよ。そうすれば
あなたがたは主の怒りの日に、あるいは
隠されることがあろう。

マタイによる福音書 11:29 わたしは
柔和で心のへりくだった者であるから、
わたしのくびきを負うて、わたしに学び
なさい。そうすれば、あなたがたの魂に
休みが与えられるであろう。

マタイによる福音書 21:5 すなわち、「シ
オンの娘に告げよ、見よ、あなたの王が
おいでになる、柔和なおかたで、ろば
に乗って、くびきを負うろばの子に乗っ
て」。

ヨハネによる福音書 17:17 真理によ
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って彼らを聖別して下さい。あなたの御
言は真理であります。

コリントの信徒への手紙二 10:1 さて、「
あなたがたの間にいて面と向かってはお
となしいが、離れていると、気が強くな
る」このパウロが、キリストの優しさ、
寛大さをもって、あなたがたに勧める。

ガラテヤの信徒への手紙 5:22 しかし、
御霊の実は、愛、喜び、平和、寛容、慈
愛、善意、忠実、

エフェソの信徒への手紙 4:2 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、

コロサイの信徒への手紙 3:12 だから、
あなたがたは、神に選ばれた者、聖な
る、愛されている者であるから、あわれ
みの心、慈愛、謙そん、柔和、寛容を身
に着けなさい。

テモテへの手紙一 6:11 しかし、神の人
よ。あなたはこれらの事を避けなさい。
そして、義と信心と信仰と愛と忍耐と柔
和とを追い求めなさい。

ヘブライ人への手紙 4:12 というのは、神
の言は生きていて、力があり、もろ刃の
つるぎよりも鋭くて、精神と霊魂と、関
節と骨髄とを切り離すまでに刺しとおし
て、心の思いと志とを見分けることがで
きる。

ヨハネの黙示録 1:16 その右手に七つ
の星を持ち、口からは、鋭いもろ刃のつ
るぎがつき出ており、顔は、強く照り輝
く太陽のようであった。

ヨハネの黙示録 19:11 またわたしが見
ていると、天が開かれ、見よ、そこに白
い馬がいた。それに乗っているかたは、
「忠実で真実な者」と呼ばれ、義によっ
てさばき、また、戦うかたである。

12 その目は燃える炎であり、その頭には
多くの冠があった。また、彼以外にはだ
れも知らない名がその身にしるされてい
た。

13 彼は血染めの衣をまとい、その名は「神
の言」と呼ばれた。

14 そして、天の軍勢が、純白で、汚れのな
い麻布の衣を着て、白い馬に乗り、彼に
従った。

15 その口からは、諸国民を打つために、鋭
いつるぎが出ていた。彼は、鉄のつえを
もって諸国民を治め、また、全能者なる
神の激しい怒りの酒ぶねを踏む。

ヨハネの黙示録 19:21 それ以外の者た
ちは、馬に乗っておられるかたの口から
出るつるぎで切り殺され、その肉を、す
べての鳥が飽きるまで食べた。

以下も参照されたい： 民数記 12:3; 詩編 18:35; イザヤ記 
49:2,3; イザヤ記 63:1-6; コリントの信徒への手紙一 4:21; 
コリントの信徒への手紙二 6:4-7; ガラテヤの信徒への手

紙 6:1; テモテへの手紙二 2:25; テトスへの手紙 3:2; ヤコブ
の手紙 1:21; ペトロの手紙一 3:15.

B16 救世主の権威と強さ。

詩編 45:5 あなたの矢は鋭くて、王の
敵の胸をつらぬき、もろもろの民はあなた
のもとに倒れる。

マタイによる福音書 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、父と子と聖霊との名によ
って、彼らにバプテスマを施し、

詩編



120

使徒言行録 4:4 しかし、彼らの話を聞い
た多くの人たちは信じた。そして、その
男の数が五千人ほどになった。

コリントの信徒への手紙二 10:3 わたした
ちは、肉にあって歩いてはいるが、肉に
従って戦っているのではない。

4 わたしたちの戦いの武器は、肉のもので
はなく、神のためには要塞をも破壊する
ほどの力あるものである。わたしたちは
さまざまな議論を破り、

5 神の知恵に逆らって立てられたあらゆる
障害物を打ちこわし、すべての思いをと
りこにしてキリストに服従させ、

ヘブライ人への手紙 4:12 というのは、神
の言は生きていて、力があり、もろ刃の
つるぎよりも鋭くて、精神と霊魂と、関
節と骨髄とを切り離すまでに刺しとおし
て、心の思いと志とを見分けることがで
きる。

13 そして、神のみまえには、あらわでな
い被造物はひとつもなく、すべてのもの
は、神の目には裸であり、あらわにされ
ているのである。この神に対して、わた
したちは言い開きをしなくてはならな
い。

以下も参照されたい： #1; 詩編 22:27,28; 詩編 66:3,4; 使徒
言行録 5:14; 使徒言行録 6:7.

B05 救世主は聖霊に満ちている。
E08 救世主の公正。
H03 救世主の未来の御国。
H04 救世主の御座。
     
詩編 45:6 神から賜わったあなたの位

は永遠にかぎりなく続き、あなたの王のつ
えは公平のつえである。

7 あなたは義を愛し、悪を憎む。このゆえに

神、あなたの神は喜びの油をあなたのとも
がらにまさって、あなたに注がれた。

マタイによる福音書 3:15 しかし、イエス
は答えて言われた、「今は受けさせても
らいたい。このように、すべての正しい
ことを成就するのは、われわれにふさわ
しいことである」。そこでヨハネはイエ
スの言われるとおりにした。

ルカによる福音書 1:32 彼は大いなる者
となり、いと高き者の子と、となえられ
るでしょう。そして、主なる神は彼に父
ダビデの王座をお与えになり、

33 彼はとこしえにヤコブの家を支配し、そ
の支配は限りなく続くでしょう」。

ヨハネによる福音書 1:1 初めに言があっ
た。言は神と共にあった。言は神であっ
た。

使徒言行録 10:37 それは、ヨハネ
がバプテスマを説いた後、ガリラヤから
始まってユダヤ全土にひろまった福音を
述べたものです。

38 神はナザレのイエスに聖霊と力とを注が
れました。このイエスは、神が共におら
れるので、よい働きをしながら、また悪
魔に押えつけられている人々をことごと
くいやしながら、巡回されました。

ヘブライ人への手紙 1:8 御子について
は、／「神よ、あなたの御座は、世々限
りなく続き、／あなたの支配のつえは、
公平のつえである。

9 あなたは義を愛し、不法を憎まれた。そ
れゆえに、神、あなたの神は、喜びのあ
ぶらを、／あなたの友に注ぐよりも多
く、あなたに注がれた」／と言い、
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ヘブライ人への手紙 7:26 このように、聖
にして、悪も汚れもなく、罪人とは区別
され、かつ、もろもろの天よりも高くさ
れている大祭司こそ、わたしたちにとっ
てふさわしいかたである。

以下も参照されたい： #1; 詩編 33:5; 詩編 89:29,36,37; 詩
編 93:2; 詩編 145:13.

D04 救世主の王としての祈り。
E16 救世主は民を祝福するであろう。

詩編 45:9 あなたの愛する女たちのう
ちには王の娘たちがあり、王妃はオフルの
金を飾って、あなたの右に立つ。

13 王の娘は殿のうちで栄えをきわめ、こがね
を織り込んだ衣を着飾っている。

14 彼女は縫い取りした衣を着て王のもとに導
かれ、その供びとなるおとめらは彼女に従
ってその行列にある。

15 彼らは喜びと楽しみとをもって導かれ行
き、王の宮殿にはいる。

雅歌 1:4 あなたのあとについて、行かせて
ください。わたしたちは急いでまいりま
しょう。王はわたしをそのへやに連れて
行かれた。わたしたちは、あなたによっ
て喜び楽しみ、ぶどう酒にまさって、あ
なたの愛をほめたたえます。おとめたち
は真心をもってあなたを愛します。

雅歌 2:10 わが愛する者はわたしに
語って言う、「わが愛する者よ、わが麗
しき者よ、立って、出てきなさい。

雅歌 6:2 わが愛する者は園の中で、群れを
飼い、またゆりの花を取るために自分の
園に下り、かんばしい花の床へ行きまし
た。

3 わたしはわが愛する人のもの、わが愛す
る者はわたしのものです。彼はゆりの花
の中で、その群れを飼っています。

イザヤ記 61:10 わたしは主を大いに喜
び、わが魂はわが神を楽しむ。主がわた
しに救の衣を着せ、義の上衣をまとわせ
て、花婿が冠をいただき、花嫁が宝玉を
もって飾るようにされたからである。

ヨハネによる福音書 17:24 父よ、あ
なたがわたしに賜わった人々が、わた
しのいる所に一緒にいるようにして下さ
い。天地が造られる前からわたしを愛し
て下さって、わたしに賜わった栄光を、
彼らに見させて下さい。

コリントの信徒への手紙二 11:2 わたしは
神の熱情をもって、あなたがたを熱愛し
ている。あなたがたを、きよいおとめと
して、ただひとり男子キリストにささげ
るために、婚約させたのである。

テサロニケの信徒への手紙一 4:17 それから
生き残っているわたしたちが、彼らと共
に雲に包まれて引き上げられ、空中で主
に会い、こうして、いつも主と共にいる
であろう。

テサロニケの信徒への手紙二 1:10 その日
に、イエスは下ってこられ、聖徒たちの
中であがめられ、すべて信じる者たちの
間で驚嘆されるであろう――わたしたちの
このあかしは、あなたがたによって信じ
られているのである。

ヨハネの手紙一 3:2 愛する者たち
よ。わたしたちは今や神の子である。し
かし、わたしたちがどうなるのか、まだ
明らかではない。彼が現れる時、わたし
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たちは、自分たちが彼に似るものとなる
ことを知っている。そのまことの御姿を
見るからである。

ヨハネの黙示録 3:5 勝利を得る者
は、このように白い衣を着せられるので
ある。わたしは、その名をいのちの書か
ら消すようなことを、決してしない。ま
た、わたしの父と御使たちの前で、その
名を言いあらわそう。

ヨハネの黙示録 7:15 それだから彼ら
は、神の御座の前におり、昼も夜もその
聖所で神に仕えているのである。御座に
いますかたは、彼らの上に幕屋を張って
共に住まわれるであろう。

16 彼らは、もはや飢えることがなく、かわ
くこともない。太陽も炎暑も、彼らを侵
すことはない。

17 御座の正面にいます小羊は彼らの牧者
となって、いのちの水の泉に導いて下さ
るであろう。また神は、彼らの目から涙
をことごとくぬぐいとって下さるであろ
う」。

ヨハネの黙示録 19:7 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。

8 彼女は、光り輝く、汚れのない麻布の衣
を着ることを許された。この麻布の衣
は、聖徒たちの正しい行いである」。

以下も参照されたい： イザヤ記 35:10; イザヤ記 51:11; イ
ザヤ記 55:12,13; イザヤ記 60:19,20; エフェソの信徒への

手紙 2:4-6.

D04 救世主の王としての祈り。
E25 救世主は信じられ、讃えられるであろ

う。
H03 救世主の未来の御国。

詩編 45:16 あなたの子らは父祖に代っ
て立ち、あなたは彼らを全地に君とするで
あろう。

17 わたしはあなたの名をよろず代におぼえさ
せる。このゆえにもろもろの民は世々かぎ
りなくあなたをほめたたえるであろう。

マタイによる福音書 19:28 イエスは
彼らに言われた、「よく聞いておくがよ
い。世が改まって、人の子がその栄光の
座につく時には、わたしに従ってきたあ
なたがたもまた、十二の位に座してイス
ラエルの十二の部族をさばくであろう。

29 おおよそ、わたしの名のために、家、兄
弟、姉妹、父、母、子、もしくは畑を捨
てた者は、その幾倍もを受け、また永遠
の生命を受けつぐであろう。

マタイによる福音書 26:13 よく聞き
なさい。全世界のどこででも、この福音
が宣べ伝えられる所では、この女のした
事も記念として語られるであろう」。

マタイによる福音書 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、父と子と聖霊との名によ
って、彼らにバプテスマを施し、

ペトロの手紙一 2:9 しかし、あなた
がたは、選ばれた種族、祭司の国、聖な
る国民、神につける民である。それによ
って、暗やみから驚くべきみ光に招き入
れて下さったかたのみわざを、あなたが
たが語り伝えるためである。
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ヨハネの黙示録 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、封印を解くにふさわし
いかたであります。あなたはほふられ、
その血によって、神のために、あらゆる
部族、国語、民族、国民の中から人々を
あがない、

10 わたしたちの神のために、彼らを御国の
民とし、祭司となさいました。彼らは地
上を支配するに至るでしょう」。

以下も参照されたい： #1; #2; #4.

E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

E18 神は民の中に住むであろう。
H03 救世主の未来の御国。
H05 救世主の来たる栄光と権威。

詩編 46:4 一つの川がある。その流れ
は神の都を喜ばせ、いと高き者の聖なるす
まいを喜ばせる。

5 神がその中におられるので、都はゆるがな
い。神は朝はやく、これを助けられる。

6 もろもろの民は騒ぎたち、もろもろの国は
揺れ動く、神がその声を出されると地は溶
ける。

7 万軍の主はわれらと共におられる、ヤコブ
の神はわれらの避け所である。[セラ

8 来て、主のみわざを見よ、主は驚くべきこと
を地に行われた。

9 主は地のはてまでも戦いをやめさせ、弓を
折り、やりを断ち、戦車を火で焼かれる。

10 「静まって、わたしこそ神であることを知
れ。わたしはもろもろの国民のうちにあが
められ、全地にあがめられる」。

11 万軍の主はわれらと共におられる、ヤコブ
の神はわれらの避け所である。[セラ

イザヤ記 2:4 彼はもろもろの国のあい
だにさばきを行い、多くの民のために仲
裁に立たれる。こうして彼らはそのつる
ぎを打ちかえて、すきとし、そのやりを
打ちかえて、かまとし、国は国にむかっ
て、つるぎをあげず、彼らはもはや戦い
のことを学ばない。

ミカ記 4:3 彼は多くの民の間をさば
き、遠い所まで強い国々のために仲裁
される。そこで彼らはつるぎを打ちかえ
て、すきとし、そのやりを打ちかえて、
かまとし、国は国にむかってつるぎをあ
げず、再び戦いのことを学ばない。

4 彼らは皆そのぶどうの木の下に座し、そ
のいちじくの木の下にいる。彼らを恐れ
させる者はない。これは万軍の主がその
口で語られたことである。

ゼカリヤ記 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。

ヨハネによる福音書 3:14 そして、ちょう
どモーセが荒野でへびを上げたように、
人の子もまた上げられなければならな
い。

ヨハネによる福音書 12:32 そして、
わたしがこの地から上げられる時には、
すべての人をわたしのところに引きよせ
るであろう」。

ヨハネによる福音書 17:1 これらのことを
語り終えると、イエスは天を見あげて言
われた、「父よ、時がきました。あなた
の子があなたの栄光をあらわすように、
子の栄光をあらわして下さい。

2 あなたは、子に賜わったすべての者に、
永遠の命を授けさせるため、万民を支配
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する権威を子にお与えになったのですか
ら。

3 永遠の命とは、唯一の、まことの神でい
ますあなたと、また、あなたがつかわさ
れたイエス・キリストとを知ることであ
ります。

4 わたしは、わたしにさせるためにお授け
になったわざをなし遂げて、地上であな
たの栄光をあらわしました。

5 父よ、世が造られる前に、わたしがみそ
ばで持っていた栄光で、今み前にわたし
を輝かせて下さい。

使徒言行録 5:31 そして、イスラエルを悔
い改めさせてこれに罪のゆるしを与える
ために、このイエスを導き手とし救主と
して、ご自身の右に上げられたのであ
る。

ヨハネの黙示録 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。あなた
だけが聖なるかたであり、あらゆる国民
はきて、あなたを伏し拝むでしょう。あ
なたの正しいさばきが、あらわれるに至
ったからであります」。

以下も参照されたい： #2, #5; 詩編 66:7; 詩編 83:2-4; イ
ザヤ記 5:16; イザヤ記 8:9; エレミヤ記 16:19; ハバクク記 

2:20; ヨハネによる福音書 8:28; 使徒言行録 2:33; フィリピ
の信徒への手紙 2:9.

D04 救世主の王としての祈り。
G02 救世主の昇天は予言されている。
H03 救世主の未来の御国。
   
詩編 47:1 もろもろの民よ、手をうち、

喜びの声をあげ、神にむかって叫べ。
2 いと高き主は恐るべく、全地をしろしめす

大いなる王だからである。
3 主はもろもろの民をわれらに従わせ、もろ

もろの国をわれらの足の下に従わせられ
た。

4 主はその愛されたヤコブの誇をわれらの嗣
業として、われらのために選ばれた。[セラ

5 神は喜び叫ぶ声と共にのぼり、主はラッパ
の声と共にのぼられた。

6 神をほめうたえよ、ほめうたえよ、われらの
王をほめうたえよ、ほめうたえよ。

7 神は全地の王である。巧みな歌をもってほ
めうたえよ。

8 神はもろもろの国民を統べ治められる。神
はその聖なるみくらに座せられる。

9 もろもろの民の君たちはつどい来て、アブ
ラハムの神の民となる。地のもろもろの盾
は神のものである。神は大いにあがめられ
る。

ルカによる福音書 24:50 それから、イエ
スは彼らをベタニヤの近くまで連れて行
き、手をあげて彼らを祝福された。

51 祝福しておられるうちに、彼らを離れ
て、〔天にあげられた。〕

52 彼らは〔イエスを拝し、〕非常な喜びを
もってエルサレムに帰り、

53 絶えず宮にいて、神をほめたたえてい
た。

使徒言行録 1:6 さて、弟子たちが一緒に
集まったとき、イエスに問うて言った、
「主よ、イスラエルのために国を復興な
さるのは、この時なのですか」。
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7 彼らに言われた、「時期や場合は、父が
ご自分の権威によって定めておられるの
であって、あなたがたの知る限りではな
い。

8 ただ、聖霊があなたがたにくだる時、あ
なたがたは力を受けて、エルサレム、ユ
ダヤとサマリヤの全土、さらに地のはて
まで、わたしの証人となるであろう」。

9 こう言い終ると、イエスは彼らの見てい
る前で天に上げられ、雲に迎えられて、
その姿が見えなくなった。

10 イエスの上って行かれるとき、彼らが天
を見つめていると、見よ、白い衣を着た
ふたりの人が、彼らのそばに立っていて

11 言った、「ガリラヤの人たちよ、なぜ天
を仰いで立っているのか。あなたがたを
離れて天に上げられたこのイエスは、天
に上って行かれるのをあなたがたが見た
のと同じ有様で、またおいでになるであ
ろう」。

エフェソの信徒への手紙 4:8 そこで、
こう言われている、／「彼は高いとこ
ろに上った時、／とりこを捕えて引き行
き、／人々に賜物を分け与えた」。

9 さて「上った」と言う以上、また地下の
低い底にも降りてこられたわけではない
か。

10 降りてこられた者自身は、同時に、あら
ゆるものに満ちるために、もろもろの天
の上にまで上られたかたなのである。

テモテへの手紙一 3:16 確かに偉大なの
は、この信心の奥義である、／「キリス
トは肉において現れ、／霊において義と
せられ、／御使たちに見られ、／諸国
民の間に伝えられ、／世界の中で信じら
れ、／栄光のうちに天に上げられた」。

ヨハネの黙示録 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」。

以下も参照されたい： #1; #2; #4; #5; 申命記 33:29; 
ヨシュア記 21:44; 詩編 18:47; 詩編 24:7-10; 詩編 

68:17,18,24,25,33; ヨハネの黙示録 20.

E14 救世主は死と闇を制圧するであろう。
G01 救世主の復活は予言されている。

詩編 49:15 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。[セラ

ヨハネによる福音書 20:11 しかし、
マリヤは墓の外に立って泣いていた。そ
して泣きながら、身をかがめて墓の中を
のぞくと、

12 白い衣を着たふたりの御使が、イエスの
死体のおかれていた場所に、ひとりは頭
の方に、ひとりは足の方に、すわってい
るのを見た。

ヨハネによる福音書 20:15 イエスは
女に言われた、「女よ、なぜ泣いてい
るのか。だれを捜しているのか」。マ
リヤは、その人が園の番人だと思って言
った、「もしあなたが、あのかたを移し
たのでしたら、どこへ置いたのか、どう
ぞ、おっしゃって下さい。わたしがその
かたを引き取ります」。

16 イエスは彼女に「マリヤよ」と言われ
た。マリヤはふり返って、イエスにむか
ってヘブル語で「ラボニ」と言った。そ
れは、先生という意味である。

17 イエスは彼女に言われた、「わたしにさ
わってはいけない。わたしは、まだ父の
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みもとに上っていないのだから。ただ、
わたしの兄弟たちの所に行って、『わた
しは、わたしの父またあなたがたの父で
あって、わたしの神またあなたがたの神
であられるかたのみもとへ上って行く』
と、彼らに伝えなさい」。

使徒言行録 2:27 あなたは、わたしの魂を
黄泉に捨ておくことをせず、／あなたの
聖者が朽ち果てるのを、お許しにならな
い／であろう。

使徒言行録 13:35 だから、ほかの
箇所でもこう言っておられる、『あなた
の聖者が朽ち果てるようなことは、お許
しにならないであろう』。

使徒言行録 26:23 すなわち、キリ
ストが苦難を受けること、また、死人の
中から最初によみがえって、この国民と
異邦人とに、光を宣べ伝えるに至ること
を、あかししたのです」。

以下も参照されたい： 詩編 16:10; 詩編 30:3; 詩編 71:20; 
詩編 86:13; ヨナ記 2:4-6.

H01 救世主の再来は予言されている。
H02 将来の救世主による裁き。
H03 救世主の未来の御国。

詩編 50:2 神は麗しさのきわみである
シオンから光を放たれる。

3 われらの神は来て、もだされない。み前に
は焼きつくす火があり、そのまわりには、は
げしい暴風がある。

4 神はその民をさばくために、上なる天およ
び地に呼ばわれる、

5 「いけにえをもってわたしと契約を結んだ
わが聖徒をわたしのもとに集めよ」と。

6 天は神の義をあらわす、神はみずから、さ

ばきぬしだからである。[セラ

詩編 97:6 もろもろの天はその義を
あらわし、よろずの民はその栄光を見
た。

イザヤ記 12:6 シオンに住む者よ、声を
あげて、喜びうたえ。イスラエルの聖者
はあなたがたのうちで／大いなる者だか
ら」。

イザヤ記 33:22 主はわれわれのさばき
主、主はわれわれのつかさ、主はわれわ
れの王であって、われわれを救われる。

マタイによる福音書 24:31 また、彼
は大いなるラッパの音と共に御使たちを
つかわして、天のはてからはてに至るま
で、四方からその選民を呼び集めるであ
ろう。

ヨハネによる福音書 12:48 わたしを
捨てて、わたしの言葉を受けいれない人
には、その人をさばくものがある。わた
しの語ったその言葉が、終りの日にその
人をさばくであろう。

使徒言行録 17:31 神は、義をもっ
てこの世界をさばくためその日を定め、
お選びになったかたによってそれをなし
遂げようとされている。すなわち、この
かたを死人の中からよみがえらせ、その
確証をすべての人に示されたのである」
。

ローマの信徒への手紙 2:5 あなたのかたく
なな、悔改めのない心のゆえに、あなた
は、神の正しいさばきの現れる怒りの日
のために神の怒りを、自分の身に積んで
いるのである。
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ローマの信徒への手紙 2:16 そして、
これらのことは、わたしの福音によれ
ば、神がキリスト・イエスによって人々
の隠れた事がらをさばかれるその日に、
明らかにされるであろう。

テサロニケの信徒への手紙一 4:16 すなわ
ち、主ご自身が天使のかしらの声と神の
ラッパの鳴り響くうちに、合図の声で、
天から下ってこられる。その時、キリス
トにあって死んだ人々が、まず最初によ
みがえり、

17 それから生き残っているわたしたちが、
彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、
空中で主に会い、こうして、いつも主と
共にいるであろう。

テモテへの手紙二 4:1 神のみまえと、
生きている者と死んだ者とをさばくべき
キリスト・イエスのみまえで、キリスト
の出現とその御国とを思い、おごそかに
命じる。

ヘブライ人への手紙 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、

23 天に登録されている長子たちの教会、
万民の審判者なる神、全うされた義人の
霊、

24 新しい契約の仲保者イエス、ならびに、
アベルの血よりも力強く語るそそがれた
血である。

25 あなたがたは、語っておられるかたを
拒むことがないように、注意しなさい。
もし地上で御旨を告げた者を拒んだ人々
が、罰をのがれることができなかったな
ら、天から告げ示すかたを退けるわたし
たちは、なおさらそうなるのではない
か。

26 あの時には、御声が地を震わせた。しか
し今は、約束して言われた、「わたしは
もう一度、地ばかりでなく天をも震わそ
う」。

ヨハネの黙示録 15:4 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。あなただけが聖なるか
たであり、あらゆる国民はきて、あなた
を伏し拝むでしょう。あなたの正しいさ
ばきが、あらわれるに至ったからであり
ます」。

ヨハネの黙示録 16:5 それから、水を
つかさどる御使がこう言うのを、聞い
た、「今いまし、昔いませる聖なる者
よ。このようにお定めになったあなた
は、正しいかたであります。

6 聖徒と預言者との血を流した者たちに、
血をお飲ませになりましたが、それは当
然のことであります」。

7 わたしはまた祭壇がこう言うのを聞い
た、「全能者にして主なる神よ。しか
り、あなたのさばきは真実で、かつ正し
いさばきであります」。

ヨハネの黙示録 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」。

ヨハネの黙示録 22:20 これらのことを
あかしするかたが仰せになる、「しか
り、わたしはすぐに来る」。アァメン、
主イエスよ、きたりませ。

以下も参照されたい： #1; #6; 創世記 18:25; 詩編 7:11; 詩
編 94:2; コリントの信徒への手紙一 6:2,3; ヤコブの手紙 

5:9; ペトロの手紙一 4:5; ヨハネの黙示録 11:15; ヨハネの
黙示録 16:7; ヨハネの黙示録 19:2; ヨハネの黙示録 20.
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E23 救世主は民を回心させるであろう。
E27 新しい心と新しい精神を捧げる。
I04 和解の供物と酬恩祭の犠牲は救世主の働

きを表す。

詩編 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。

イザヤ記 57:15 いと高く、いと上なる
者、とこしえに住む者、その名を聖とと
なえられる者がこう言われる、「わたし
は高く、聖なる所に住み、また心砕け
て、へりくだる者と共に住み、へりくだ
る者の霊をいかし、砕ける者の心をいか
す。

マタイによる福音書 5:3 「こころの貧し
い人たちは、さいわいである、天国は彼
らのものである。

マルコによる福音書 12:33 また『心
をつくし、知恵をつくし、力をつくして
神を愛し、また自分を愛するように隣り
人を愛する』ということは、すべての§
祭や犠牲よりも、はるかに大事なことで
す」。

ルカによる福音書 15:10 よく聞きなさ
い。それと同じように、罪人がひとりで
も悔い改めるなら、神の御使たちの前で
よろこびがあるであろう」。

ルカによる福音書 18:11 パリサイ人は立
って、ひとりでこう祈った、『神よ、わ
たしはほかの人たちのような・欲な者、
不正な者、姦淫をする者ではなく、ま
た、この取税人のような人間でもないこ
とを感謝します。

12 わたしは一週に二度断食しており、全収

入の十分の一をささげています』。
13 ところが、取税人は遠く離れて立ち、目

を天にむけようともしないで、胸を打ち
ながら言った、『神様、罪人のわたしを
おゆるしください』と。

14 あなたがたに言っておく。神に義とされ
て自分の家に帰ったのは、この取税人で
あって、あのパリサイ人ではなかった。
おおよそ、自分を高くする者は低くさ
れ、自分を低くする者は高くされるであ
ろう」。

ローマの信徒への手紙 12:1 兄弟たち
よ。そういうわけで、神のあわれみによ
ってあなたがたに勧める。あなたがたの
からだを、神に喜ばれる、生きた、聖な
る供え物としてささげなさい。それが、
あなたがたのなすべき霊的な礼拝であ
る。

ペトロの手紙一 2:5 この主のみもと
にきて、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、
聖なる祭司となって、イエス・キリスト
により、神によろこばれる霊のいけにえ
を、ささげなさい。

以下も参照されたい： 詩編 22:24; 詩編 34:18; 詩編 
102:17; 詩編 147:3; イザヤ記 61:1-3; イザヤ記 66:2; ル
カによる福音書 15:2-7,21-32; フィリピの信徒への手紙 

4:18; ヘブライ人への手紙 3:16.

E26 救世主による贖罪の働き。
H03 救世主の未来の御国。

詩編 53:6 どうか、シオンからイスラエ
ルの救が出るように。神がその民の繁栄を
回復される時、ヤコブは喜び、イスラエル
は楽しむであろう。
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イザヤ記 59:20 主は言われる、「主は、
あがなう者としてシオンにきたり、ヤコ
ブのうちの、とがを離れる者に至る」
と。

マタイによる福音書 1:21 彼女は男の子を
産むであろう。その名をイエスと名づけ
なさい。彼は、おのれの民をそのもろも
ろの罪から救う者となるからである」。

ルカによる福音書 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、

ルカによる福音書 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」。

ルカによる福音書 21:28 これらの事が起
りはじめたら、身を起し頭をもたげなさ
い。あなたがたの救が近づいているのだ
から」。

ローマの信徒への手紙 11:26 こうし
て、イスラエル人は、すべて救われるで
あろう。すなわち、次のように書いてあ
る、／「救う者がシオンからきて、／ヤ
コブから不信心を追い払うであろう。

27 そして、これが、彼らの罪を除き去る時
に、／彼らに対して立てるわたしの契約
である」。

ヘブライ人への手紙 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。

以下も参照されたい： #1; # 2; #3; 詩編 14:7; 詩編 42:11; 
詩編 43:5; 詩編 44:4; 詩編 74:12; 詩編 78:35; 詩編 111:9; 
ハバクク記 3:13; ルカによる福音書 1:71; ルカによる福音
書 2:38; エフェソの信徒への手紙 1:7; コロサイの信徒へ

の手紙 1:14.

F05 救世主は裏切られるであろう。
F11 救世主の受難。

詩編 55:4 わたしの心はわがうちにも
だえ苦しみ、死の恐れがわたしの上に落ち
ました。

5 恐れとおののきがわたしに臨み、はなはだ
しい恐れがわたしをおおいました。

 
12 わたしをののしる者は敵ではありません。

もしそうであるならば忍ぶことができま
す。わたしにむかって高ぶる者はあだでは
ありません。もしそうであるならば身を隠し
て彼を避けることができます。

13 しかしそれはあなたです、わたしと同じ
者、わたしの同僚、わたしの親しい友で
す。

14 われらはたがいに楽しく語らい、つれだっ
て神の宮に上りました。

マタイによる福音書 26:31 そのと
き、イエスは弟子たちに言われた、「
今夜、あなたがたは皆わたしにつまずく
であろう。『わたしは羊飼を打つ。そし
て、羊の群れは散らされるであろう』
と、書いてあるからである。

32 しかしわたしは、よみがえってから、あ
なたがたより先にガリラヤへ行くであろ
う」。

33 するとペテロはイエスに答えて言った、
「たとい、みんなの者があなたにつまず
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いても、わたしは決してつまずきませ
ん」。

34 イエスは言われた、「よくあなたに言っ
ておく。今夜、鶏が鳴く前に、あなたは
三度わたしを知らないというだろう」。

35 ペテロは言った、「たといあなたと一緒
に死なねばならなくなっても、あなたを
知らないなどとは、決して申しません」
。弟子たちもみな同じように言った。

36 それから、イエスは彼らと一緒に、ゲツ
セマネという所へ行かれた。そして弟子
たちに言われた、「わたしが向こうへ行
って祈っている間、ここにすわっていな
さい」。

37 そしてペテロとゼベダイの子ふたりとを
連れて行かれたが、悲しみを催しまた悩
みはじめられた。

38 そのとき、彼らに言われた、「わたしは
悲しみのあまり死ぬほどである。ここに
待っていて、わたしと一緒に目をさまし
ていなさい」。

ヨハネによる福音書 13:21 イエスが
これらのことを言われた後、その心が騒
ぎ、おごそかに言われた、「よくよくあ
なたがたに言っておく。あなたがたのう
ちのひとりが、わたしを裏切ろうとして
いる」。

ヨハネによる福音書 13:27 この一き
れの食物を受けるやいなや、サタンがユ
ダにはいった。そこでイエスは彼に言わ
れた、「しようとしていることを、今す
ぐするがよい」。

ヨハネによる福音書 13:37 ペテロは
イエスに言った、「主よ、なぜ、今あ
なたについて行くことができないのです
か。あなたのためには、命も捨てます」
。

38 イエスは答えられた、「わたしのために
命を捨てると言うのか。よくよくあなた
に言っておく。鶏が鳴く前に、あなたは
わたしを三度知らないと言うであろう」
。

以下も参照されたい： 詩編 6:3; 詩編 69:20,21; 詩編 
102:3-5; マルコによる福音書 14:33,34.

H05 救世主の来たる栄光と権威。
H08 救世主は永遠の命を持つであろう。
     
詩編 61:6 どうか王のいのちを延ば

し、そのよわいをよろずよに至らせてくださ
い。

7 彼をとこしえに神の前に王たらしめ、いつ
くしみとまこととに命じて彼を守らせてく
ださい。

サムエル記下 7:16 あなたの家と王
国はわたしの前に長く保つであろう。あ
なたの位は長く堅うせられる』」。

ルカによる福音書 1:30 すると御使が言
った、「恐れるな、マリヤよ、あなたは
神から恵みをいただいているのです。

31 見よ、あなたはみごもって男の子を産む
でしょう。その子をイエスと名づけなさ
い。

32 彼は大いなる者となり、いと高き者の子
と、となえられるでしょう。そして、主
なる神は彼に父ダビデの王座をお与えに
なり、

33 彼はとこしえにヤコブの家を支配し、そ
の支配は限りなく続くでしょう」。

ヘブライ人への手紙 9:24 ところが、キリ
ストは、ほんとうのものの模型にすぎな
い、手で造った聖所にはいらないで、上
なる天にはいり、今やわたしたちのため
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に神のみまえに出て下さったのである。

以下も参照されたい： #1; 詩編 41:12; ヘブライ人への手
紙 7:21-25.

F03 救世主は拒否されるであろう。

詩編 62:3 あなたがたは、いつまで人
に押し迫るのか。あなたがたは皆、傾いた
石がきのように、揺り動くまがきのように人
を倒そうとするのか。

4 彼らは人を尊い地位から落そうとのみはか
り、偽りを喜び、その口では祝福し、心のう
ちではのろうのである。[セラ

詩編 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、

3 「われらは彼らのかせをこわし、彼らの
きずなを解き捨てるであろう」と。

マタイによる福音書 26:3 そのとき、祭司
長たちや民の長老たちが、カヤパという
大祭司の中庭に集まり、

4 策略をもってイエスを捕えて殺そうと相
談した。

マタイによる福音書 27:1 夜が明けると、
祭司長たち、民の長老たち一同は、イエ
スを殺そうとして協議をこらした上、

ヨハネによる福音書 11:49 彼らのう
ちのひとりで、その年の大祭司であった
カヤパが、彼らに言った、「あなたがた
は、何もわかっていないし、

50 ひとりの人が人民に代って死んで、全国
民が滅びないようになるのがわたしたち

にとって得だということを、考えてもい
ない」。

51 このことは彼が自分から言ったのではな
い。彼はこの年の大祭司であったので、
預言をして、イエスが国民のために、

使徒言行録 4:25 あなたは、わたしたちの
先祖、あなたの僕ダビデの口をとおし
て、聖霊によって、こう仰せになりまし
た、／『なぜ、異邦人らは、騒ぎ立ち、
／もろもろの民は、むなしいことを図
り、

26 地上の王たちは、立ちかまえ、／支配者
たちは、党を組んで、／主とそのキリス
トとに逆らったのか』。

27 まことに、ヘロデとポンテオ・ピラトと
は、異邦人らやイスラエルの民と一緒に
なって、この都に集まり、あなたから油
を注がれた聖なる僕イエスに逆らい、

28 み手とみ旨とによって、あらかじめ定め
られていたことを、なし遂げたのです。

以下も参照されたい： マタイによる福音書 2:14-16.

H03 救世主の未来の御国。

65:3  祈を聞かれる方よ、すべての肉なる者は
罪のゆえにあなたに来る。われらのとがが
われらに打ち勝つとき、あなたはこれをゆ
るされる。

詩編 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。

詩編 86:9 主よ、あなたが造られた
すべての国民はあなたの前に来て、伏し
拝み、み名をあがめるでしょう。
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イザヤ記 66:23 「新月ごとに、安息日ご
とに、すべての人はわが前に来て礼拝す
る」と／主は言われる。

ルカによる福音書 11:9 そこでわたしは
あなたがたに言う。求めよ、そうすれ
ば、与えられるであろう。捜せ、そうす
れば見いだすであろう。門をたたけ、そ
うすれば、あけてもらえるであろう。

10 すべて求める者は得、捜す者は見いだ
し、門をたたく者はあけてもらえるから
である。

ヨハネによる福音書 12:32 そして、
わたしがこの地から上げられる時には、
すべての人をわたしのところに引きよせ
るであろう」。

ヨハネの手紙一 5:14 わたしたちが神
に対していだいている確信は、こうであ
る。すなわち、わたしたちが何事でも神
の御旨に従って願い求めるなら、神はそ
れを聞きいれて下さるということであ
る。

15 そして、わたしたちが願い求めること
は、なんでも聞きいれて下さるとわかれ
ば、神に願い求めたことはすでにかなえ
られたことを、知るのである。

ヨハネの黙示録 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」。

以下も参照されたい： #1; 詩編 66:4; 詩編 145:18,19; イザ
ヤ記 49:6; イザヤ記 65:24; エレミヤ記 29:12,13.

H03 救世主の未来の御国。

詩編 67:1 どうか、神がわれらをあわ
れみ、われらを祝福し、そのみ顔をわれら
の上に照されるように。[セラ

2 これはあなたの道があまねく地に知られ、
あなたの救の力がもろもろの国民のうちに
知られるためです。

3 神よ、民らにあなたをほめたたえさせ、も
ろもろの民にあなたをほめたたえさせてく
ださい。

4 もろもろの国民を楽しませ、また喜び歌わ
せてください。あなたは公平をもってもろも
ろの民をさばき、地の上なるもろもろの国
民を導かれるからです。[セラ

5 神よ、民らにあなたをほめたたえさせ、も
ろもろの民にあなたをほめたたえさせてく
ださい。

6 地はその産物を出しました。神、われらの
神はわれらを祝福されました。

7 神はわれらを祝福されました。地のもろも
ろのはてにことごとく神を恐れさせてくだ
さい。

イザヤ記 2:2 終りの日に次のことが起
る。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。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。

4 彼はもろもろの国のあいだにさばきを行
い、多くの民のために仲裁に立たれる。
こうして彼らはそのつるぎを打ちかえ
て、すきとし、そのやりを打ちかえて、
かまとし、国は国にむかって、つるぎを
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あげず、彼らはもはや戦いのことを学ば
ない。

ダニエル記 7:14 彼に主権と光栄と国とを
賜い、諸民、諸族、諸国語の者を彼に仕
えさせた。その主権は永遠の主権であっ
て、なくなることがなく、その国は滅び
ることがない。

ヨハネの黙示録 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」。

ヨハネの黙示録 15:4 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。あなただけが聖なるか
たであり、あらゆる国民はきて、あなた
を伏し拝むでしょう。あなたの正しいさ
ばきが、あらわれるに至ったからであり
ます」。

以下も参照されたい： #1; #2; #4; #5; エレミヤ記 10:10.

H02 将来の救世主による裁き。
H03 救世主の未来の御国。

詩編 68:1 神よ、立ちあがって、その敵
を散らし、神を憎む者をみ前から逃げ去ら
せてください。

2 煙の追いやられるように彼らを追いやり、
ろうの火の前に溶けるように悪しき者を神
の前に滅ぼしてください。

3 しかし正しい者を喜ばせ、神の前に喜び踊
らせ、喜び楽しませてください。

4 神にむかって歌え、そのみ名をほめうた
え。雲に乗られる者にむかって歌声をあげ

よ。その名は主、そのみ前に喜び踊れ。

テサロニケの信徒への手紙二 1:8 その時、
主は神を認めない者たちや、わたしたち
の主イエスの福音に聞き従わない者たち
に報復し、

9 そして、彼らは主のみ顔とその力の栄光
から退けられて、永遠の滅びに至る刑罰
を受けるであろう。

ヨハネの黙示録 18:20 天よ、聖徒たち
よ、使徒たちよ、預言者たちよ。この都
について大いに喜べ。神は、あなたがた
のために、この都をさばかれたのであ
る」。

ヨハネの黙示録 19:7 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。

以下も参照されたい： #1; 出エジプト記 3:14; イザヤ記 
12:4-6; テサロニケの信徒への手紙一 5:16; ペトロの手紙

一 1:8; ヨハネの黙示録 6:16,17.

G02 救世主の昇天は予言されている。
G04 救世主は霊を注ぐであろう。

詩編 68:18 あなたはとりこを率い、人々
のうちから、またそむく者のうちから贈り物
をうけて、高い山に登られた。主なる神が
そこに住まわれるためである。

マルコによる福音書 16:19 主イエス
は彼らに語り終ってから、天にあげら
れ、神の右にすわられた。

ルカによる福音書 24:51 祝福しておられ
るうちに、彼らを離れて、〔天にあげら
れた。〕
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ヨハネによる福音書 7:39 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。すなわち、
イエスはまだ栄光を受けておられなかっ
たので、御霊がまだ下っていなかったの
である。

使徒言行録 1:2 お選びになった使徒たち
に、聖霊によって命じたのち、天に上げ
られた日までのことを、ことごとくしる
した。

使徒言行録 1:8 ただ、聖霊があなたがた
にくだる時、あなたがたは力を受けて、
エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、
さらに地のはてまで、わたしの証人とな
るであろう」。

9 こう言い終ると、イエスは彼らの見てい
る前で天に上げられ、雲に迎えられて、
その姿が見えなくなった。

使徒言行録 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。そして、あなたがたのむす
こ娘は預言をし、／若者たちは幻を見、
／老人たちは夢を見るであろう。

18 その時には、わたしの男女の僕たちに
も／わたしの霊を注ごう。そして彼らも
預言をするであろう。

ローマの信徒への手紙 12:6 このよう
に、わたしたちは与えられた恵みによっ
て、それぞれ異なった賜物を持っている
ので、もし、それが預言であれば、信仰
の程度に応じて預言をし、

7 奉仕であれば奉仕をし、また教える者で
あれば教え、

エフェソの信徒への手紙 1:3 ほむべき
かな、わたしたちの主イエス・キリスト

の父なる神。神はキリストにあって、天
上で霊のもろもろの祝福をもって、わた
したちを祝福し、

エフェソの信徒への手紙 4:8 そこで、
こう言われている、／「彼は高いとこ
ろに上った時、／とりこを捕えて引き行
き、／人々に賜物を分け与えた」。

9 さて「上った」と言う以上、また地下の
低い底にも降りてこられたわけではない
か。

ヘブライ人への手紙 4:14 さて、わたした
ちには、もろもろの天をとおって行かれ
た大祭司なる神の子イエスがいますので
あるから、わたしたちの告白する信仰を
かたく守ろうではないか。

ヘブライ人への手紙 6:20 その幕の内に、
イエスは、永遠にメルキゼデクに等しい
大祭司として、わたしたちのためにさき
がけとなって、はいられたのである。

ヘブライ人への手紙 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、

以下も参照されたい： 詩編 24:3,7-10; 詩編 47:5; 詩編 
72:17-19; 詩編 104:3; 詩編 110:1; コリントの信徒への手

紙一 12:4-10; ペトロの手紙一 3:22.

F11 救世主の受難。
F12 救世主は反対に抵抗にあうであろう。

詩編 69:4 ゆえなく、わたしを憎む者は
わたしの頭の毛よりも多く、偽ってわたしの
敵となり、わたしを滅ぼそうとする者は強
いのです。わたしは盗まなかった物をも償
わなければならないのですか。
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ヨハネによる福音書 15:25 それは、
『彼らは理由なしにわたしを憎んだ』と
書いてある彼らの律法の言葉が成就する
ためである。

ヨハネによる福音書 19:4 するとピラト
は、また出て行ってユダヤ人たちに言っ
た、「見よ、わたしはこの人をあなたが
たの前に引き出すが、それはこの人にな
んの罪も見いだせないことを、あなたが
たに知ってもらうためである」。

コリントの信徒への手紙二 5:21 神はわた
したちの罪のために、罪を知らないかた
を罪とされた。それは、わたしたちが、
彼にあって神の義となるためなのであ
る。

ペトロの手紙一 2:22 キリストは罪を
犯さず、その口には偽りがなかった。

ペトロの手紙一 2:24 さらに、わたし
たちが罪に死に、義に生きるために、十
字架にかかって、わたしたちの罪をご自
分の身に負われた。その傷によって、あ
なたがたは、いやされたのである。

ペトロの手紙一 3:18 キリストも、あ
なたがたを神に近づけようとして、自ら
は義なるかたであるのに、不義なる人
々のために、ひとたび罪のゆえに死なれ
た。ただし、肉においては殺されたが、
霊においては生かされたのである。

以下も参照されたい： 詩編 35:19; 詩編 109:3; イザヤ記 
53:4-7; マタイによる福音書 26:59.

F11 救世主の受難。

詩編 69:7 わたしはあなたのためにそ
しりを負い、恥がわたしの顔をおおったの
です。

8 わたしはわが兄弟には、知らぬ者となり、
わが母の子らには、のけ者となりました。

9 あなたの家を思う熱心がわたしを食いつく
し、あなたをそしる者のそしりがわたしに及
んだからです。

マタイによる福音書 26:48 イエスを
裏切った者が、あらかじめ彼らに、「わ
たしの接吻する者が、その人だ。その人
をつかまえろ」と合図をしておいた。

49 彼はすぐイエスに近寄り、「先生、い
かがですか」と言って、イエスに接吻し
た。

50 しかし、イエスは彼に言われた、「友
よ、なんのためにきたのか」。このと
き、人々は進み寄って、イエスに手をか
けてつかまえた。

マタイによる福音書 26:56 しかし、
すべてこうなったのは、預言者たちの書
いたことが、成就するためである」。そ
のとき、弟子たちは皆イエスを見捨てて
逃げ去った。

マタイによる福音書 26:74 彼は「そ
の人のことは何も知らない」と言って、
激しく誓いはじめた。するとすぐ鶏が鳴
いた。

ヨハネによる福音書 1:10 彼は世にいた。
そして、世は彼によってできたのである
が、世は彼を知らずにいた。

11 彼は自分のところにきたのに、自分の民
は彼を受けいれなかった。
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ヨハネによる福音書 2:16 はとを売る人々
には「これらのものを持って、ここから
出て行け。わたしの父の家を商売の家と
するな」と言われた。

17 弟子たちは、「あなたの家を思う熱心
が、わたしを食いつくすであろう」と書
いてあることを思い出した。

ヨハネによる福音書 7:5 こう言ったの
は、兄弟たちもイエスを信じていなかっ
たからである。

ヨハネによる福音書 15:21 彼らはわ
たしの名のゆえに、あなたがたに対して
すべてそれらのことをするであろう。そ
れは、わたしをつかわされたかたを彼ら
が知らないからである。

22 もしわたしがきて彼らに語らなかったな
らば、彼らは罪を犯さないですんだであ
ろう。しかし今となっては、彼らには、
その罪について言いのがれる道がない。

23 わたしを憎む者は、わたしの父をも憎
む。

24 もし、ほかのだれもがしなかったような
わざを、わたしが彼らの間でしなかった
ならば、彼らは罪を犯さないですんだで
あろう。しかし事実、彼らはわたしとわ
たしの父とを見て、憎んだのである。

ローマの信徒への手紙 15:8 わたしは
言う、キリストは神の真実を明らかに
するために、割礼のある者の僕となられ
た。それは父祖たちの受けた約束を保証
すると共に、

以下も参照されたい： 詩編 22:6-8; 詩編 31:11; 詩編 
119:139; マタイによる福音書 26:70-74; マルコによる福

音書 11:15-17.

F13 救世主の受難の詳細。

詩編 69:19 あなたはわたしの受けるそ
しりと、恥と、はずかしめとを知っておられ
ます。わたしのあだは皆あなたの前にあり
ます。

20 そしりがわたしの心を砕いたので、わたし
は望みを失いました。わたしは同情する者
を求めたけれども、ひとりもなく、慰める者
を求めたけれども、ひとりも見ませんでし
た。

21 彼らはわたしの食物に毒を入れ、わたしの
かわいた時に酢を飲ませました。

マタイによる福音書 27:34 彼らはに
がみをまぜたぶどう酒を飲ませようとし
たが、イエスはそれをなめただけで、飲
もうとされなかった。

マタイによる福音書 27:39 そこを通
りかかった者たちは、頭を振りながら、
イエスをののしって

40 言った、「神殿を打ちこわして三日のう
ちに建てる者よ。もし神の子なら、自分
を救え。そして十字架からおりてこい」
。

41 祭司長たちも同じように、律法学者、
長老たちと一緒になって、嘲弄して言っ
た、

42 「他人を救ったが、自分自身を救うこと
ができない。あれがイスラエルの王なの
だ。いま十字架からおりてみよ。そうし
たら信じよう。

43 彼は神にたよっているが、神のおぼしめ
しがあれば、今、救ってもらうがよい。
自分は神の子だと言っていたのだから」
。

44 一緒に十字架につけられた強盗どもまで
も、同じようにイエスをののしった。

45 さて、昼の十二時から地上の全面が暗く
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なって、三時に及んだ。
46 そして三時ごろに、イエスは大声で叫ん

で、「エリ、エリ、レマ、サバクタニ」
と言われた。それは「わが神、わが神、
どうしてわたしをお見捨てになったので
すか」という意味である。

47 すると、そこに立っていたある人々が、
これを聞いて言った、「あれはエリヤを
呼んでいるのだ」。

48 するとすぐ、彼らのうちのひとりが走り
寄って、海綿を取り、それに酢いぶどう
酒を含ませて葦の棒につけ、イエスに飲
ませようとした。

マルコによる福音書 15:23 そしてイ
エスに、没薬をまぜたぶどう酒をさし出
したが、お受けにならなかった。

ヨハネによる福音書 19:28 そのの
ち、イエスは今や万事が終ったことを
知って、「わたしは、かわく」と言われ
た。それは、聖書が全うされるためであ
った。

29 そこに、酢いぶどう酒がいっぱい入れて
ある器がおいてあったので、人々は、こ
のぶどう酒を含ませた海綿をヒソプの茎
に結びつけて、イエスの口もとにさし出
した。

30 すると、イエスはそのぶどう酒を受け
て、「すべてが終った」と言われ、首を
たれて息をひきとられた。

ヘブライ人への手紙 12:2 信仰の導き手で
あり、またその完成者であるイエスを仰
ぎ見つつ、走ろうではないか。彼は、自
分の前におかれている喜びのゆえに、恥
をもいとわないで十字架を忍び、神の御
座の右に座するに至ったのである。

ペトロの手紙一 2:23 ののしられて

も、ののしりかえさず、苦しめられて
も、おびやかすことをせず、正しいさば
きをするかたに、いっさいをゆだねてお
られた。

24 さらに、わたしたちが罪に死に、義に生
きるために、十字架にかかって、わたし
たちの罪をご自分の身に負われた。その
傷によって、あなたがたは、いやされた
のである。

以下も参照されたい： 詩編 22:6,7; イザヤ記 53:3-5.

F13 救世主の受難の詳細。

詩編 69:26 彼らはあなたが撃たれた者
を迫害し、あなたが傷つけられた者をさら
に苦しめるからです。

マルコによる福音書 15:28 〔こうし
て「彼は罪人たちのひとりに数えられ
た」と書いてある言葉が成就したのであ
る。〕

29 そこを通りかかった者たちは、頭を振り
ながら、イエスをののしって言った、「
ああ、神殿を打ちこわして三日のうちに
建てる者よ、

30 十字架からおりてきて自分を救え」。
31 祭司長たちも同じように、律法学者たち

と一緒になって、かわるがわる嘲弄して
言った、「他人を救ったが、自分自身を
救うことができない。

32 イスラエルの王キリスト、いま十字架か
らおりてみるがよい。それを見たら信じ
よう」。また、一緒に十字架につけられ
た者たちも、イエスをののしった。

以下も参照されたい： イザヤ記 53:4,10; ゼカリヤ記 13:7.
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G01 救世主の復活は予言されている。

詩編 71:20 あなたはわたしを多くの重
い悩みにあわされましたが、再びわたしを
生かし、地の深い所から引きあげられるで
しょう。

ルカによる福音書 24:6 そのかたは、こ
こにはおられない。よみがえられたの
だ。まだガリラヤにおられたとき、あな
たがたにお話しになったことを思い出し
なさい。

ルカによる福音書 24:34 「主は、ほんと
うによみがえって、シモンに現れなさっ
た」と言っていた。

ローマの信徒への手紙 14:9 なぜな
ら、キリストは、死者と生者との主とな
るために、死んで生き返られたからであ
る。

使徒言行録 2:27 あなたは、わたしの魂を
黄泉に捨ておくことをせず、／あなたの
聖者が朽ち果てるのを、お許しにならな
い／であろう。

以下も参照されたい： 詩編 16:10; 詩編 30:3; 詩編 49:15; 
詩編 86:13; ヨナ記 2:4-6; 使徒言行録 13:35.

D04 救世主の王としての祈り。
E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで

あろう。
H03 救世主の未来の御国。
H05 救世主の来たる栄光と権威。

詩編 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。

8 彼は海から海まで治め、川から地のはてま
で治めるように。

9 彼のあだは彼の前にかがみ、彼の敵はちり
をなめるように。

10 タルシシおよび島々の王たちはみつぎを納
め、シバとセバの王たちは贈り物を携えて
来るように。

11 もろもろの王は彼の前にひれ伏し、もろも
ろの国民は彼に仕えるように。

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、しえたげと暴力とからあ
がなう。彼らの血は彼の目に尊い。

15 彼は生きながらえ、シバの黄金が彼にさ
さげられ、彼のために絶えず祈がささげら
れ、ひねもす彼のために祝福が求められる
ように。

16 国のうちには穀物が豊かにみのり、その実
はレバノンのように山々の頂に波打ち、人々
は野の草のごとく町 に々栄えるように。

17 彼の名はとこしえに続き、その名声は日の
あらん限り、絶えることのないように。人々
は彼によって祝福を得、もろもろの国民は
彼をさいわいなる者ととなえるように。

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。

19 その光栄ある名はとこしえにほむべきか
な。全地はその栄光をもって満たされるよ
うに。アァメン、アァメン。

マタイによる福音書 2:11 そして、家には
いって、母マリヤのそばにいる幼な子に
会い、ひれ伏して拝み、また、宝の箱を
あけて、黄金・乳香・没薬などの贈り物
をささげた。

マタイによる福音書 28:18 イエスは
彼らに近づいてきて言われた、「わたし
は、天においても地においても、いっさ
いの権威を授けられた。
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マルコによる福音書 16:15 そして彼
らに言われた、「全世界に出て行って、
すべての造られたものに福音を宣べ伝え
よ。

16 信じてバプテスマを受ける者は救われ
る。しかし、不信仰の者は罪に定められ
る。

フィリピの信徒への手紙 2:10 それは、
イエスの御名によって、天上のもの、地
上のもの、地下のものなど、あらゆるも
のがひざをかがめ、

ヘブライ人への手紙 13:8 イエス・キリス
トは、きのうも、きょうも、いつまでも
変ることがない。

ヨハネの黙示録 1:18 また、生きてい
る者である。わたしは死んだことはある
が、見よ、世々限りなく生きている者で
ある。そして、死と黄泉とのかぎを持っ
ている。

ヨハネの黙示録 7:9 その後、わたし
が見ていると、見よ、あらゆる国民、部
族、民族、国語のうちから、数えきれな
いほどの大ぜいの群衆が、白い衣を身に
まとい、しゅろの枝を手に持って、御座
と小羊との前に立ち、

ヨハネの黙示録 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」。

ヨハネの黙示録 17:14 彼らは小羊に戦
いをいどんでくるが、小羊は、主の主、

王の王であるから、彼らにうち勝つ。ま
た、小羊と共にいる召された、選ばれ
た、忠実な者たちも、勝利を得る」。

以下も参照されたい： #1; #2; #5; 創世記 22:18; 詩編 21:4.

H02 将来の救世主による裁き。
     
詩編 75:7 それはさばきを行われる神

であって、神はこれを下げ、かれを上げられ
る。

8 主の手には杯があって、よく混ぜた酒があ
わだっている。主がこれを注ぎ出されると、
地のすべての悪しき者はこれを一滴も残さ
ずに飲みつくすであろう。

ルカによる福音書 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、

使徒言行録 17:31 神は、義をもっ
てこの世界をさばくためその日を定め、
お選びになったかたによってそれをなし
遂げようとされている。すなわち、この
かたを死人の中からよみがえらせ、その
確証をすべての人に示されたのである」
。

ローマの信徒への手紙 2:16 そして、
これらのことは、わたしの福音によれ
ば、神がキリスト・イエスによって人々
の隠れた事がらをさばかれるその日に、
明らかにされるであろう。

テモテへの手紙二 4:1 神のみまえと、
生きている者と死んだ者とをさばくべき
キリスト・イエスのみまえで、キリスト
の出現とその御国とを思い、おごそかに
命じる。
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ヨハネの黙示録 14:9 ほかの第三の御
使が彼らに続いてきて、大声で言った、
「おおよそ、獣とその像とを拝み、額や
手に刻印を受ける者は、

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。

11 その苦しみの煙は世々限りなく立ちのぼ
り、そして、獣とその像とを拝む者、ま
た、だれでもその名の刻印を受けている
者は、昼も夜も休みが得られない。

ヨハネの黙示録 16:19 大いなる都は三
つに裂かれ、諸国民の町々は倒れた。神
は大いなるバビロンを思い起し、これに
神の激しい怒りのぶどう酒の杯を与えら
れた。

以下も参照されたい： #1; #6; サムエル記上 2:7,8; イザヤ
記 51:17-22; エレミヤ記 25:15-17.

B19 救世主の謎。

詩編 78:2 わたしは口を開いて、たとえ
を語り、いにしえからの、なぞを語ろう。

マタイによる福音書 13:10 それか
ら、弟子たちがイエスに近寄ってきて言
った、「なぜ、彼らに・でお話しになる
のですか」。

11 そこでイエスは答えて言われた、「あ
なたがたには、天国の奥義を知ることが
許されているが、彼らには許されていな
い。

12 おおよそ、持っている人は与えられて、
いよいよ豊かになるが、持っていない人
は、持っているものまでも取り上げられ
るであろう。

13 だから、彼らには・で語るのである。そ
れは彼らが、見ても見ず、聞いても聞か
ず、また悟らないからである。

マタイによる福音書 13:34 イエスは
これらのことをすべて、・で群衆に語ら
れた。・によらないでは何事も彼らに語
られなかった。

35 これは預言者によって言われたことが、
成就するためである、「わたしは口を開
いて・を語り、世の初めから隠されてい
ることを語り出そう」。

マルコによる福音書 4:11 そこでイエスは
言われた、「あなたがたには神の国の奥
義が授けられているが、ほかの者たちに
は、すべてが・で語られる。

ヨハネによる福音書 16:25 わたしは
これらのことを比喩で話したが、もはや
比喩では話さないで、あからさまに、父
のことをあなたがたに話してきかせる時
が来るであろう。

コリントの信徒への手紙一 4:1 このよう
なわけだから、人はわたしたちを、キリ
ストに仕える者、神の奥義を管理してい
る者と見るがよい。

以下も参照されたい： 詩編 49:4; ホセア記 12:9; マタイに
よる福音書 21:45; マルコによる福音書 3:23; マルコによる
福音書 4:2,13,33; マルコによる福音書 12:1; ルカによる福
音書 8:10; コリントの信徒への手紙一 13:2; コリントの信

徒への手紙一 14:2.

B03 救世主は人の子である。
H07 救世主は神の右に座るであろう。

詩編 80:14 万軍の神よ、再び天から見
おろして、このぶどうの木をかえりみてくだ
さい。
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15 あなたの右の手の植えられた幹と、みずか
らのために強くされた枝とをかえりみてくだ
さい。

17 しかしあなたの手をその右の手の人の上に
おき、みずからのために強くされた人の子
の上においてください。

イザヤ記 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、

ゼカリヤ記 3:8 大祭司ヨシュアよ、あな
たも、あなたの前にすわっている同僚た
ちも聞きなさい。彼らはよいしるしとな
るべき人々だからである。見よ、わたし
はわたしのしもべなる枝を生じさせよ
う。

ヨハネによる福音書 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。

使徒言行録 10:38 神はナザレのイ
エスに聖霊と力とを注がれました。こ
のイエスは、神が共におられるので、よ
い働きをしながら、また悪魔に押えつけ
られている人々をことごとくいやしなが
ら、巡回されました。

使徒言行録 15:15 預言者たちの言
葉も、それと一致している。すなわち、
こう書いてある、

16 『その後、わたしは帰ってきて、／倒れ
たダビデの幕屋を建てかえ、／くずれた
箇所を修理し、／それを立て直そう。

17 残っている人々も、／わたしの名を唱え
ているすべての異邦人も、／主を尋ね求
めるようになるためである。

コロサイの信徒への手紙 1:15 御子は、
見えない神のかたちであって、すべての
造られたものに先だって生れたかたであ
る。

16 万物は、天にあるものも地にあるもの
も、見えるものも見えないものも、位も
主権も、支配も権威も、みな御子にあっ
て造られたからである。これらいっさい
のものは、御子によって造られ、御子の
ために造られたのである。

17 彼は万物よりも先にあり、万物は彼にあ
って成り立っている。

18 そして自らは、そのからだなる教会のか
しらである。彼は初めの者であり、死人
の中から最初に生れたかたである。それ
は、ご自身がすべてのことにおいて第一
の者となるためである。

19 神は、御旨によって、御子のうちにすべ
ての満ちみちた徳を宿らせ、

ヘブライ人への手紙 1:1 神は、むかし
は、預言者たちにより、いろいろな時
に、いろいろな方法で、先祖たちに語ら
れたが、

2 この終りの時には、御子によって、わた
したちに語られたのである。神は御子を
万物の相続者と定め、また、御子によっ
て、もろもろの世界を造られた。

3 御子は神の栄光の輝きであり、神の本質
の真の姿であって、その力ある言葉をも
って万物を保っておられる。そして罪の
きよめのわざをなし終えてから、いと高
き所にいます大能者の右に、座につかれ
たのである。

以下も参照されたい： #2; 詩編 7:7; 詩編 80:8; 詩編 90:13; 
イザヤ記 63:15,17; エレミヤ記 2:21; エレミヤ記 23:5,6; 

エゼキエル記 17:22-24; ダニエル記 9:16-19; ゼカリヤ記 
6:12; マルコによる福音書 12:1-9.
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E07 救世主による救いの申し出。

詩編 85:9 まことに、その救は神を恐
れる者に近く、その栄光はわれらの国にと
どまるでしょう。

ヨハネによる福音書 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。

使徒言行録 13:26 兄弟たち、アブ
ラハムの子孫のかたがた、ならびに皆さ
んの中の神を敬う人たちよ。この救の言
葉はわたしたちに送られたのである。

以下も参照されたい： #2; 詩編 24:4,5; 詩編 50:23; マル
コによる福音書 12:32-34; 使徒言行録 10:2-4; 使徒言行録 

13:14-16.

 

E08 救世主の公正。
H03 救世主の未来の御国。

詩編 85:10 いつくしみと、まこととは共
に会い、義と平和とは互に口づけし、

11 まことは地からはえ、義は天から見おろす
でしょう。

12 主が良い物を与えられるので、われらの国
はその産物を出し、

13 義は主のみ前に行き、その足跡を道とする
でしょう。

マタイによる福音書 3:15 しかし、イエス
は答えて言われた、「今は受けさせても
らいたい。このように、すべての正しい
ことを成就するのは、われわれにふさわ
しいことである」。そこでヨハネはイエ
スの言われるとおりにした。

マタイによる福音書 21:32 というの
は、ヨハネがあなたがたのところにき
て、義の道を説いたのに、あなたがたは
彼を信じなかった。ところが、取税人や
遊女は彼を信じた。あなたがたはそれを
見たのに、あとになっても、心をいれ変
えて彼を信じようとしなかった。

ヨハネによる福音書 14:6 イエスは彼に言
われた、「わたしは道であり、真理であ
り、命である。だれでもわたしによらな
いでは、父のみもとに行くことはできな
い。

ローマの信徒への手紙 5:1 このように、わ
たしたちは、信仰によって義とされたの
だから、わたしたちの主イエス・キリス
トにより、神に対して平和を得ている。

コリントの信徒への手紙二 5:21 神はわた
したちの罪のために、罪を知らないかた
を罪とされた。それは、わたしたちが、
彼にあって神の義となるためなのであ
る。

フィリピの信徒への手紙 1:10 それによ
って、あなたがたが、何が重要であるか
を判別することができ、キリストの日に
備えて、純真で責められるところのない
ものとなり、

11 イエス・キリストによる義の実に満たさ
れて、神の栄光とほまれとをあらわすに
至るように。

ペトロの手紙二 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。

ヨハネの手紙一 2:6 「彼におる」と
言う者は、彼が歩かれたように、その人
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自身も歩くべきである。

ヨハネの黙示録 19:11 またわたしが見
ていると、天が開かれ、見よ、そこに白
い馬がいた。それに乗っているかたは、
「忠実で真実な者」と呼ばれ、義によっ
てさばき、また、戦うかたである。

以下も参照されたい： #1; #2; ヨハネによる福音書 13:14-
16,34; ローマの信徒への手紙 3:25,26; エフェソの信徒への
手紙 5:1,2; フィリピの信徒への手紙 2:5-8; ヘブライ人への

手紙 12:1,2; ペトロの手紙一 2:18-24.

H03 救世主の未来の御国。

詩編 86:9 主よ、あなたが造られたす
べての国民はあなたの前に来て、伏し拝
み、み名をあがめるでしょう。

イザヤ記 66:23 「新月ごとに、安息日ご
とに、すべての人はわが前に来て礼拝す
る」と／主は言われる。

ゼカリヤ記 14:9 主は全地の王となられ
る。その日には、主ひとり、その名一つ
のみとなる。

ローマの信徒への手紙 11:25 兄弟たち
よ。あなたがたが知者だと自負すること
のないために、この奥義を知らないでい
てもらいたくない。一部のイスラエル人
がかたくなになったのは、異邦人が全部
救われるに至る時までのことであって、

ヨハネの黙示録 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」。

ヨハネの黙示録 15:4 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。あなただけが聖なるか
たであり、あらゆる国民はきて、あなた
を伏し拝むでしょう。あなたの正しいさ
ばきが、あらわれるに至ったからであり
ます」。

以下も参照されたい： #1; #4.

E14 救世主は死と闇を制圧するであろう。

詩編 86:12 わが神、主よ、わたしは心を
つくしてあなたに感謝し、とこしえに、み名
をあがめるでしょう。

13 わたしに示されたあなたのいつくしみは大
きく、わが魂を陰府の深い所から助け出さ
れたからです。

テサロニケの信徒への手紙一 1:10 そして、
死人の中からよみがえった神の御子、す
なわち、わたしたちをきたるべき怒りか
ら救い出して下さるイエスが、天から下
ってこられるのを待つようになったか
を、彼ら自身が言いひろめているのであ
る。

以下も参照されたい： 詩編 16:10; 詩編 56:13; ヨナ記 
2:3-6.

B22 神と救世主の善さ。
B23 神と救世主の恩寵。

詩編 86:15 しかし主よ、あなたはあわ
れみと恵みに富み、怒りをおそくし、いつく
しみと、まこととに豊かな神でいらせられ
ます。

ヨハネによる福音書 1:17 律法はモーセを
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とおして与えられ、めぐみとまことと
は、イエス・キリストをとおしてきたの
である。

ローマの信徒への手紙 5:20 律法がは
いり込んできたのは、罪過の増し加わる
ためである。しかし、罪の増し加わった
ところには、恵みもますます満ちあふれ
た。

21 それは、罪が死によって支配するに至
ったように、恵みもまた義によって支配
し、わたしたちの主イエス・キリストに
より、永遠のいのちを得させるためであ
る。

エフェソの信徒への手紙 1:9 御旨の奥
義を、自らあらかじめ定められた計画に
従って、わたしたちに示して下さったの
である。

エフェソの信徒への手紙 2:4 しかる
に、あわれみに富む神は、わたしたちを
愛して下さったその大きな愛をもって、

5 罪過によって死んでいたわたしたちを、
キリストと共に生かし――あなたがたの救
われたのは、恵みによるのである――

6 キリスト・イエスにあって、共によみが
えらせ、共に天上で座につかせて下さっ
たのである。

7 それは、キリスト・イエスにあってわた
したちに賜わった慈愛による神の恵みの
絶大な富を、きたるべき世々に示すため
であった。

以下も参照されたい： 詩編 86:5; 詩編 103:8; 詩編 111:4; 
詩編 130:4,7; 詩編 145:8; ヨエル記 2:13; ミカ記 7:18.

F06 救世主は一人残されるであろう。
F13 救世主の受難の詳細。

詩編 88:14 主よ、なぜ、あなたはわたし
を捨てられるのですか。なぜ、わたしにみ
顔を隠されるのですか。

15 わたしは若い時から苦しんで死ぬばかりで
す。あなたの脅かしにあって衰えはてまし
た。

16 あなたの激しい怒りがわたしを襲い、あな
たの恐ろしい脅かしがわたしを滅ぼしまし
た。

17 これらの事がひねもす大水のようにわたし
をめぐり、わたしを全く取り巻きました。

18 あなたは愛する者と友とをわたしから遠ざ
け、わたしの知り人を暗やみにおかれまし
た。

マタイによる福音書 26:37 そしてペ
テロとゼベダイの子ふたりとを連れて行
かれたが、悲しみを催しまた悩みはじめ
られた。

38 そのとき、彼らに言われた、「わたしは
悲しみのあまり死ぬほどである。ここに
待っていて、わたしと一緒に目をさまし
ていなさい」。

39 そして少し進んで行き、うつぶしにな
り、祈って言われた、「わが父よ、もし
できることでしたらどうか、この杯をわ
たしから過ぎ去らせてください。しか
し、わたしの思いのままにではなく、み
こころのままになさって下さい」。

40 それから、弟子たちの所にきてごらんに
なると、彼らが眠っていたので、ペテロ
に言われた、「あなたがたはそんなに、
ひと時もわたしと一緒に目をさましてい
ることが、できなかったのか。

マタイによる福音書 26:56 しかし、
すべてこうなったのは、預言者たちの書
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いたことが、成就するためである」。そ
のとき、弟子たちは皆イエスを見捨てて
逃げ去った。

マタイによる福音書 27:28 そしてそ
の上着をぬがせて、赤い外套を着せ、

29 また、いばらで冠を編んでその頭にかぶ
らせ、右の手には葦の棒を持たせ、それ
からその前にひざまずき、嘲弄して、「
ユダヤ人の王、ばんざい」と言った。

30 また、イエスにつばきをかけ、葦の棒を
取りあげてその頭をたたいた。

31 こうしてイエスを嘲弄したあげく、外套
をはぎ取って元の上着を着せ、それから
十字架につけるために引き出した。

マタイによる福音書 27:46 そして三
時ごろに、イエスは大声で叫んで、「エ
リ、エリ、レマ、サバクタニ」と言われ
た。それは「わが神、わが神、どうして
わたしをお見捨てになったのですか」と
いう意味である。

以下も参照されたい： 詩編 22:11-21; 詩編 31:11; 詩編 
38:10,11; 詩編 69:17-21; 詩編 88:8; 詩編 143:3,4; イザヤ
記 53:4-6,8,10,11; イザヤ記 63:3; ダニエル記 9:26; ゼカ

リヤ記 13:7; マタイによる福音書 27:39-44; マルコによる
福音書 14:33,34; ルカによる福音書 22:44; ローマの信徒
への手紙 8:32; ガラテヤの信徒への手紙 3:13; ペトロの手

紙一 2:24.

B01 救世主は神の子である。
H03 救世主の未来の御国。

詩編 89:3 あなたは言われました、「わ
たしはわたしの選んだ者と契約を結び、わ
たしのしもべダビデに誓った、

4 『わたしはあなたの子孫をとこしえに堅く
し、あなたの王座を建てて、よろずよに至ら
せる』」。[セラ

マタイによる福音書 12:18 「見よ、

わたしが選んだ僕、わたしの心にかな
う、愛する者。わたしは彼にわたしの霊
を授け、そして彼は正義を異邦人に宣べ
伝えるであろう。

19 彼は争わず、叫ばず、またその声を大路
で聞く者はない。

20 彼が正義に勝ちを得させる時まで、いた
められた葦を折ることがなく、煙ってい
る燈心を消すこともない。

21 異邦人は彼の名に望みを置くであろう」
。

ルカによる福音書 1:32 彼は大いなる者
となり、いと高き者の子と、となえられ
るでしょう。そして、主なる神は彼に父
ダビデの王座をお与えになり、

33 彼はとこしえにヤコブの家を支配し、そ
の支配は限りなく続くでしょう」。

使徒言行録 2:29 兄弟たちよ、族長ダビデ
については、わたしはあなたがたにむか
って大胆に言うことができる。彼は死ん
で葬られ、現にその墓が今日に至るま
で、わたしたちの間に残っている。

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、

以下も参照されたい： 詩編 89:28-34; エレミヤ記 30:9; エ
ゼキエル記 34:23,24; ホセア記 3:5; マタイによる福音書 

3:17; ヘブライ人への手紙 7:21.

E26 救世主による贖罪の働き。

詩編 89:19 昔あなたは幻をもってあな
たの聖徒に告げて言われました、「わたし
は勇士に栄冠を授け、民の中から選ばれた
者を高くあげた。

申命記 18:18 わたしは彼らの同胞のう
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ちから、おまえのようなひとりの預言者
を彼らのために起して、わたしの言葉を
その口に授けよう。彼はわたしが命じる
ことを、ことごとく彼らに告げるであろ
う。

19 彼がわたしの名によって、わたしの言葉
を語るのに、もしこれに聞き従わない者
があるならば、わたしはそれを罰するで
あろう。

ルカによる福音書 1:32 彼は大いなる者
となり、いと高き者の子と、となえられ
るでしょう。そして、主なる神は彼に父
ダビデの王座をお与えになり、

33 彼はとこしえにヤコブの家を支配し、そ
の支配は限りなく続くでしょう」。

ルカによる福音書 7:16 人々はみな恐れ
をいだき、「大預言者がわたしたちの間
に現れた」、また、「神はその民を顧み
てくださった」と言って、神をほめたた
えた。

使徒言行録 3:22 モーセは言った、『主な
る神は、わたしをお立てになったよう
に、あなたがたの兄弟の中から、ひとり
の預言者をお立てになるであろう。その
預言者があなたがたに語ることには、こ
とごとく聞きしたがいなさい。

フィリピの信徒への手紙 2:6 キリスト
は、神のかたちであられたが、神と等し
くあることを固守すべき事とは思わず、

7 かえって、おのれをむなしうして僕のか
たちをとり、人間の姿になられた。その
有様は人と異ならず、

8 おのれを低くして、死に至るまで、しか
も十字架の死に至るまで従順であられ
た。

9 それゆえに、神は彼を高く引き上げ、す

べての名にまさる名を彼に賜わった。
10 それは、イエスの御名によって、天上の

もの、地上のもの、地下のものなど、あ
らゆるものがひざをかがめ、

11 また、あらゆる舌が、「イエス・キリス
トは主である」と告白して、栄光を父な
る神に帰するためである。

ヨハネの黙示録 3:7 ヒラデルヒヤに
ある教会の御使に、こう書きおくりなさ
い。『聖なる者、まことなる者、ダビデ
のかぎを持つ者、開けばだれにも閉じら
れることがなく、閉じればだれにも開か
れることのない者が、次のように言われ
る。

以下も参照されたい： 申命記 33:29; マルコによる福音書 
1:24; ヘブライ人への手紙 2:9-17.

B05 救世主は聖霊に満ちている。
D01 救世主の塗油。

詩編 89:20 わたしはわがしもべダビデ
を得て、これにわが聖なる油をそそいだ。

21 わが手は常に彼と共にあり、わが腕はまた
彼を強くする。

ルカによる福音書 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、

ヨハネによる福音書 3:34 神がおつかわし
になったかたは、神の言葉を語る。神は
聖霊を限りなく賜うからである。

ヨハネによる福音書 12:3 その時、マリヤ
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は高価で純粋なナルドの香油一斤を持っ
てきて、イエスの足にぬり、自分の髪の
毛でそれをふいた。すると、香油のかお
りが家にいっぱいになった。

ヨハネによる福音書 12:7 イエスは言われ
た、「この女のするままにさせておきな
さい。わたしの葬りの日のために、それ
をとっておいたのだから。

使徒言行録 10:38 神はナザレのイ
エスに聖霊と力とを注がれました。こ
のイエスは、神が共におられるので、よ
い働きをしながら、また悪魔に押えつけ
られている人々をことごとくいやしなが
ら、巡回されました。

ヘブライ人への手紙 1:8 御子について
は、／「神よ、あなたの御座は、世々限
りなく続き、／あなたの支配のつえは、
公平のつえである。

9 あなたは義を愛し、不法を憎まれた。そ
れゆえに、神、あなたの神は、喜びのあ
ぶらを、／あなたの友に注ぐよりも多
く、あなたに注がれた」／と言い、

以下も参照されたい： #2; 詩編 89:13; イザヤ記 41:10; イ
ザヤ記 42:1; ゼカリヤ記 10:12; マタイによる福音書 26:12.

E13 神は救世主の任務を確認する。
   
詩編 89:22 敵は彼をだますことなく、悪

しき者は彼を卑しめることはない。

マタイによる福音書 4:1 さて、イエスは
御霊によって荒野に導かれた。悪魔に試
みられるためである。

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」
。

4 イエスは答えて言われた、「『人はパン
だけで生きるものではなく、神の口から
出る一つ一つの言で生きるものである』
と書いてある」。

5 それから悪魔は、イエスを聖なる都に連
れて行き、宮の頂上に立たせて

6 言った、「もしあなたが神の子であるな
ら、下へ飛びおりてごらんなさい。『神
はあなたのために御使たちにお命じにな
ると、あなたの足が石に打ちつけられな
いように、彼らはあなたを手でささえる
であろう』と書いてありますから」。

7 イエスは彼に言われた、「『主なるあな
たの神を試みてはならない』とまた書い
てある」。

8 次に悪魔は、イエスを非常に高い山に連
れて行き、この世のすべての国々とその
栄華とを見せて

9 言った、「もしあなたが、ひれ伏してわ
たしを拝むなら、これらのものを皆あな
たにあげましょう」。

10 するとイエスは彼に言われた、「サタン
よ、退け。『主なるあなたの神を拝し、
ただ神にのみ仕えよ』と書いてある」。

H03 救世主の未来の御国。

詩編 89:23 わたしは彼の前にもろもろ
のあだを打ち滅ぼし、彼を憎む者どもを打
ち倒す。

ヨハネによる福音書 15:23 わたしを
憎む者は、わたしの父をも憎む。

ルカによる福音書 19:27 しかしわたしが
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王になることを好まなかったあの敵ども
を、ここにひっぱってきて、わたしの前
で打ち殺せ』」。

以下も参照されたい： #1; 詩編 2:1-6; 詩編 21:8,9; 詩編 
110:1; 詩編 132:8.

E22 救世主の労働は祝福されるであろう。
H03 救世主の未来の御国。

詩編 89:24 わがまことと、わがいつくし
みは彼と共にあり、わが名によって彼の角
は高くあげられる。

ヨハネによる福音書 17:6 わたしは、あな
たが世から選んでわたしに賜わった人々
に、み名をあらわしました。彼らはあな
たのものでありましたが、わたしに下さ
いました。そして、彼らはあなたの言葉
を守りました。

ヨハネによる福音書 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。

ヨハネによる福音書 17:25 正しい父
よ、この世はあなたを知っていません。
しかし、わたしはあなたを知り、また彼
らも、あなたがわたしをおつかわしにな
ったことを知っています。

以下も参照されたい： #1; 詩編 89:16,17,28,33; 詩編 
91:14.

H03 救世主の未来の御国。

詩編 89:25 わたしは彼の手を海の上に
おき、彼の右の手を川の上におく。

出エジプト記 23:21 あなたはその前
に慎み、その言葉に聞き従い、彼にそむ
いてはならない。わたしの名が彼のうち
にあるゆえに、彼はあなたがたのとがを
ゆるさないであろう。

ヨハネの黙示録 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」。

以下も参照されたい： #1.

A05 救世主とその父の関係。
B01 救世主は神の子である。

詩編 89:26 彼はわたしにむかい『あな
たはわが父、わが神、わが救の岩』と呼ぶ
であろう。

マタイによる福音書 11:27 すべての
事は父からわたしに任せられています。
そして、子を知る者は父のほかにはな
く、父を知る者は、子と、父をあらわそ
うとして子が選んだ者とのほかに、だれ
もありません。

ルカによる福音書 23:46 そのとき、イエ
スは声高く叫んで言われた、「父よ、わ
たしの霊をみ手にゆだねます」。こう言
ってついに息を引きとられた。
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ヨハネによる福音書 14:7 もしあなたがた
がわたしを知っていたならば、わたしの
父をも知ったであろう。しかし、今は父
を知っており、またすでに父を見たので
ある」。

ヨハネによる福音書 14:23 イエスは
彼に答えて言われた、「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。

ヨハネによる福音書 20:17 イエスは
彼女に言われた、「わたしにさわっては
いけない。わたしは、まだ父のみもとに
上っていないのだから。ただ、わたしの
兄弟たちの所に行って、『わたしは、わ
たしの父またあなたがたの父であって、
わたしの神またあなたがたの神であられ
るかたのみもとへ上って行く』と、彼ら
に伝えなさい」。

コリントの信徒への手紙二 6:18 そしてわ
たしは、あなたがたの父となり、／あな
たがたは、／わたしのむすこ、むすめと
なるであろう。全能の主が、こう言われ
る」。

ヘブライ人への手紙 1:5 いったい、神は
御使たちのだれに対して、／「あなたこ
そは、わたしの子。きょう、わたしはあ
なたを生んだ」／と言い、さらにまた、
／「わたしは彼の父となり、／彼はわた
しの子となるであろう」／と言われたこ
とがあるか。

ヨハネの黙示録 3:21 勝利を得る者に
は、わたしと共にわたしの座につかせよ
う。それはちょうど、わたしが勝利を得

てわたしの父と共にその御座についたの
と同様である。

以下も参照されたい： サムエル記下 22:47; 代誌上 22:10; 
詩編 18:46; 詩編 62:2,6,7; 詩編 95:1; マタイによる福音書 
10:32,33; マタイによる福音書 26:39,42; ヨハネによる福
音書 8:54; ヨハネによる福音書 11:41; ガラテヤの信徒へ

の手紙 4:6.

A04 救世主は無限から存在している。
B01 救世主は神の子である。
E13 神は救世主の任務を確認する。
H03 救世主の未来の御国。

詩編 89:27 わたしはまた彼をわがうい
ごとし、地の王たちのうちの最も高い者と
する。

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。

29 わたしは彼の家系をとこしえに堅く定め、
その位を天の日数のようにながらえさせ
る。

使徒言行録 13:32 わたしたちは、
神が先祖たちに対してなされた約束を、
ここに宣べ伝えているのである。

33 神は、イエスをよみがえらせて、わた
したち子孫にこの約束を、お果しになっ
た。それは詩篇の第二篇にも、『あなた
こそは、わたしの子。きょう、わたしは
あなたを生んだ』と書いてあるとおりで
ある。

34 また、神がイエスを死人の中からよみが
えらせて、いつまでも朽ち果てることの
ないものとされたことについては、『わ
たしは、ダビデに約束した確かな聖なる
祝福を、あなたがたに授けよう』と言わ
れた。

ヘブライ人への手紙 1:5 いったい、神は
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御使たちのだれに対して、／「あなたこ
そは、わたしの子。きょう、わたしはあ
なたを生んだ」／と言い、さらにまた、
／「わたしは彼の父となり、／彼はわた
しの子となるであろう」／と言われたこ
とがあるか。

6 さらにまた、神は、その長子を世界に導
き入れるに当って、／「神の御使たちは
ことごとく、彼を拝すべきである」／と
言われた。

7 また、御使たちについては、／「神は、御使た
ちを風とし、／ご自分に仕える者たちを炎と
される」／と言われているが、

8 御子については、／「神よ、あなたの御
座は、世々限りなく続き、／あなたの支
配のつえは、公平のつえである。

コロサイの信徒への手紙 1:15 御子は、
見えない神のかたちであって、すべての
造られたものに先だって生れたかたであ
る。

16 万物は、天にあるものも地にあるもの
も、見えるものも見えないものも、位も
主権も、支配も権威も、みな御子にあっ
て造られたからである。これらいっさい
のものは、御子によって造られ、御子の
ために造られたのである。

17 彼は万物よりも先にあり、万物は彼にあ
って成り立っている。

18 そして自らは、そのからだなる教会のか
しらである。彼は初めの者であり、死人
の中から最初に生れたかたである。それ
は、ご自身がすべてのことにおいて第一
の者となるためである。

19 神は、御旨によって、御子のうちにすべ
ての満ちみちた徳を宿らせ、

ヨハネの黙示録 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」。

以下も参照されたい： #1; #2; #4; ローマの信徒への手
紙 8:20.

H03 救世主の未来の御国。

詩編 89:35 わたしはひとたびわが聖に
よって誓った。わたしはダビデに偽りを言わ
ない。

36 彼の家系はとこしえに続き、彼の位は太陽
のように常にわたしの前にある。

37 また月のようにとこしえに堅く定められ、大
空の続くかぎり堅く立つ」。[セラ

ルカによる福音書 1:32 彼は大いなる者
となり、いと高き者の子と、となえられ
るでしょう。そして、主なる神は彼に父
ダビデの王座をお与えになり、

33 彼はとこしえにヤコブの家を支配し、そ
の支配は限りなく続くでしょう」。

以下も参照されたい： イザヤ記 9:8; ヨハネの黙示録 1:5.

A04 救世主は無限から存在している。

詩編 90:2 山がまだ生れず、あなたが
まだ地と世界とを造られなかったとき、と
こしえからとこしえまで、あなたは神でい
らせられる。

ヨハネによる福音書 1:1 初めに言があっ
た。言は神と共にあった。言は神であっ
た。

以下も参照されたい： 箴言 8:22-26; イザヤ記 44:6; ヘブ
ライ人への手紙 1:10-12; ヘブライ人への手紙 13:8; ヨハネ

の黙示録 1:8.

雅歌



151

E03 救世主の誘惑。

詩編 91:11 これは主があなたのために
天使たちに命じて、あなたの歩むすべての
道であなたを守らせられるからである。

12 彼らはその手で、あなたをささえ、石に足を
打ちつけることのないようにする。

ルカによる福音書 4:9 それから悪魔は
イエスをエルサレムに連れて行き、宮の
頂上に立たせて言った、「もしあなたが
神の子であるなら、ここから下へ飛びお
りてごらんなさい。

10 『神はあなたのために、御使たちに命じ
てあなたを守らせるであろう』とあり、

11 また、『あなたの足が石に打ちつけられ
ないように、彼らはあなたを手でささえ
るであろう』とも書いてあります」。

12 イエスは答えて言われた、「『主なるあ
なたの神を試みてはならない』と言われ
ている」。

以下も参照されたい： マタイによる福音書 4:6; ヘブライ
人への手紙 1:14.

H09 民の将来の預言者。

詩編 91:13 あなたはししと、まむしとを
踏み、若いししと、へびとを足の下に踏み
にじるであろう。

 
マルコによる福音書 16:18 へびをつ

かむであろう。また、毒を飲んでも、決
して害を受けない。病人に手をおけば、
いやされる」。

使徒言行録 28:3 そのとき、パウロはひと
かかえの柴をたばねて火にくべたとこ
ろ、熱気のためにまむしが出てきて、彼
の手にかみついた。

4 土地の人々は、この生きものがパウロの
手からぶら下がっているのを見て、互に
言った、「この人は、きっと人殺しに違
いない。海からはのがれたが、ディケー
の神様が彼を生かしてはおかないのだ」
。

5 ところがパウロは、まむしを火の中に振
り落して、なんの害も被らなかった。

テモテへの手紙二 4:17 しかし、わたし
が御言を余すところなく宣べ伝えて、す
べての異邦人に聞かせるように、主はわ
たしを助け、力づけて下さった。そし
て、わたしは、ししの口から救い出され
たのである。

以下も参照されたい： イザヤ記 1:6-8; イザヤ記 35:9; イザ
ヤ記 65:25; ダニエル記 6:21; ヨハネの黙示録 5:5.

F01 救世主の死は予言されている。
G01 救世主の復活は予言されている。
G03 救世主の高挙は予言されている。

詩編 91:14 彼はわたしを愛して離れな
いゆえに、わたしは彼を助けよう。彼はわ
が名を知るゆえに、わたしは彼を守る。

15 彼がわたしを呼ぶとき、わたしは彼に答え
る。わたしは彼の悩みのときに、共にいて、
彼を救い、彼に光栄を与えよう。

16 わたしは長寿をもって彼を満ち足らせ、わ
が救を彼に示すであろう。

 
ヨハネによる福音書 12:28 父よ、み

名があがめられますように」。すると天
から声があった、「わたしはすでに栄光
をあらわした。そして、更にそれをあら
わすであろう」。

ヨハネによる福音書 13:32 彼によっ
て栄光をお受けになったのなら、神ご自
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身も彼に栄光をお授けになるであろう。
すぐにもお授けになるであろう。

ヨハネによる福音書 14:23 イエスは
彼に答えて言われた、「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。

ヨハネによる福音書 16:14 御霊はわ
たしに栄光を得させるであろう。わたし
のものを受けて、それをあなたがたに知
らせるからである。

ヨハネによる福音書 16:27 父ご自身
があなたがたを愛しておいでになるから
である。それは、あなたがたがわたしを
愛したため、また、わたしが神のみもと
からきたことを信じたためである。

ヨハネによる福音書 21:19 これは、
ペテロがどんな死に方で、神の栄光をあ
らわすかを示すために、お話しになった
のである。こう話してから、「わたしに
従ってきなさい」と言われた。

ヘブライ人への手紙 5:7 キリストは、そ
の肉の生活の時には、激しい叫びと涙と
をもって、ご自分を死から救う力のある
かたに、祈と願いとをささげ、そして、
その深い信仰のゆえに聞きいれられたの
である。

8 彼は御子であられたにもかかわらず、さ
まざまの苦しみによって従順を学び、

以下も参照されたい： ローマの信徒への手紙 8:28; 詩編 
18:3,4; 詩編 16:10; 詩編 21:4; 詩編 61:5,6.

A04 救世主は無限から存在している。
D04 救世主の王としての祈り。

詩編 93:1 主は王となり、威光の衣を
まとわれます。主は衣をまとい、力をもっ
て帯とされます。まことに、世界は堅く立っ
て、動かされることはありません。

2 あなたの位はいにしえより堅く立ち、あな
たはとこしえよりいらせられます。

箴言 8:22 主が昔そのわざをなし始
められるとき、そのわざの初めとして、
わたしを造られた。

23 いにしえ、地のなかった時、初めに、わ
たしは立てられた。

ヘブライ人への手紙 1:2 この終りの時に
は、御子によって、わたしたちに語られ
たのである。神は御子を万物の相続者と
定め、また、御子によって、もろもろの
世界を造られた。

3 御子は神の栄光の輝きであり、神の本質
の真の姿であって、その力ある言葉をも
って万物を保っておられる。そして罪の
きよめのわざをなし終えてから、いと高
き所にいます大能者の右に、座につかれ
たのである。

ヨハネの黙示録 19:6 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。

以下も参照されたい： #1; #2; ミカ記 5:2; ヘブライ人へ
の手紙 1:10-12; ヘブライ人への手紙 13:8; ヨハネの黙示

録 1:8,17,18.
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A08 救世主の名前と称号。
H05 救世主の来たる栄光と権威。

詩編 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。

2 われらは感謝をもって、み前に行き、主に
むかい、さんびの歌をもって、喜ばしい声を
あげよう。

3 主は大いなる神、すべての神にまさって大
いなる王だからである。

サムエル記下 22:2 彼は言った、／
「主はわが岩、わが城、わたしを救う
者、

サムエル記下 22:32 主のほかに、だ
れが神か、／われらの神のほか、だれが
岩であるか。

サムエル記下 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。

サムエル記下 23:3 イスラエルの神
は語られた、／イスラエルの岩はわたし
に言われた、／『人を正しく治める者、
／神を恐れて、治める者は、

コリントの信徒への手紙一 10:4 みな同じ
霊の飲み物を飲んだ。すなわち、彼らに
ついてきた霊の岩から飲んだのである
が、この岩はキリストにほかならない。

以下も参照されたい： #1; #4; 申命記 32:4,15,18; 詩編 
18:1,2,31,46; 詩編 19:14; 詩編 31:2,3; 詩編 62:2,6,7; 詩編 
71:3; 詩編 73:26; 詩編 78:35; 詩編 89:26; 詩編 92:15; 詩

編 94:22; 詩編 144:1; イザヤ記 26:4; イザヤ記 30:29; イザ
ヤ記 44:8.

B06 救世主は善き羊飼いである。
E26 救世主による贖罪の働き。

詩編 95:7 主はわれらの神であり、わ
れらはその牧の民、そのみ手の羊である。
どうか、あなたがたは、きょう、そのみ声を
聞くように。

8 あなたがたは、メリバにいた時のように、ま
た荒野のマッサにいた日のように、心をか
たくなにしてはならない。

9 あの時、あなたがたの先祖たちはわたしの
わざを見たにもかかわらず、わたしを試み、
わたしをためした。

10 わたしは四十年の間、その代をきらって言
った、「彼らは心の誤っている民であって、
わたしの道を知らない」と。

11 それゆえ、わたしは憤って、彼らはわが安息
に入ることができないと誓った。

マタイによる福音書 11:28 すべて重
荷を負うて苦労している者は、わたしの
もとにきなさい。あなたがたを休ませて
あげよう。

29 わたしは柔和で心のへりくだった者であ
るから、わたしのくびきを負うて、わた
しに学びなさい。そうすれば、あなたが
たの魂に休みが与えられるであろう。

ヨハネによる福音書 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。

15 それはちょうど、父がわたしを知ってお
られ、わたしが父を知っているのと同じ
である。そして、わたしは羊のために命
を捨てるのである。

16 わたしにはまた、この囲いにいない他の
羊がある。わたしは彼らをも導かねばな
らない。彼らも、わたしの声に聞き従う
であろう。そして、ついに一つの群れ、
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ひとりの羊飼となるであろう。

ヘブライ人への手紙 3:7 だから、聖霊が
言っているように、／「きょう、あなた
がたがみ声を聞いたなら、

8 荒野における試錬の日に、／神にそむい
た時のように、／あなたがたの心を、か
たくなにしてはいけない。

9 あなたがたの先祖たちは、／そこでわた
しを試みためし、

10 しかも、四十年の間わたしのわざを見た
のである。だから、わたしはその時代の
人々に対して、／いきどおって言った、
／彼らの心は、いつも迷っており、／彼
らは、わたしの道を認めなかった。

11 そこで、わたしは怒って、彼らをわたし
の安息に／はいらせることはしない、と
誓った」。

12 兄弟たちよ。気をつけなさい。あなたが
たの中には、あるいは、不信仰な悪い心
をいだいて、生ける神から離れ去る者が
あるかも知れない。

13 あなたがたの中に、罪の惑わしに陥っ
て、心をかたくなにする者がないよう
に、「きょう」といううちに、日々、互
に励まし合いなさい。

14 もし最初の確信を、最後までしっかりと
持ち続けるならば、わたしたちはキリス
トにあずかる者となるのである。

15 それについて、こう言われている、／「
きょう、み声を聞いたなら、／神にそむ
いた時のように、／あなたがたの心を、
かたくなにしてはいけない」。

16 すると、聞いたのにそむいたのは、だれ
であったのか。モーセに率いられて、エ
ジプトから出て行ったすべての人々では
なかったか。

17 また、四十年の間、神がいきどおられた
のはだれに対してであったか。罪を犯し
て、その死かばねを荒野にさらした者た

ちに対してではなかったか。
18 また、神が、わたしの安息に、はいらせ

ることはしない、と誓われたのは、だれ
に向かってであったか。不従順な者に向
かってではなかったか。

19 こうして、彼らがはいることのできなか
ったのは、不信仰のゆえであることがわ
かる。

ヘブライ人への手紙 4:1 それだから、神
の安息にはいるべき約束が、まだ存続し
ているにかかわらず、万一にも、はいり
そこなう者が、あなたがたの中から出る
ことがないように、注意しようではない
か。

2 というのは、彼らと同じく、わたしたち
にも福音が伝えられているのである。し
かし、その聞いた御言は、彼らには無益
であった。それが、聞いた者たちに、信
仰によって結びつけられなかったからで
ある。

3 ところが、わたしたち信じている者は、
安息にはいることができる。それは、／
「わたしが怒って、／彼らをわたしの安
息に、はいらせることはしないと、／誓
ったように」／と言われているとおりで
ある。しかも、みわざは世の初めに、で
き上がっていた。

4 すなわち、聖書のある箇所で、七日目の
ことについて、「神は、七日目にすべて
のわざをやめて休まれた」と言われてお
り、

5 またここで、「彼らをわたしの安息に、
はいらせることはしない」と言われてい
る。

6 そこで、その安息にはいる機会が、人々
になお残されているのであり、しかも、
初めに福音を伝えられた人々は、不従順
のゆえに、はいることをしなかったので
あるから、
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7 神は、あらためて、ある日を「きょう」
として定め、長く時がたってから、先に
引用したとおり、／「きょう、み声を聞
いたなら、／あなたがたの心を、かたく
なにしてはいけない」／とダビデをとお
して言われたのである。

8 もしヨシュアが彼らを休ませていたとす
れば、神はあとになって、ほかの日のこ
とについて語られたはずはない。

9 こういうわけで、安息日の休みが、神の
民のためにまだ残されているのである。

10 なぜなら、神の安息にはいった者は、神
がみわざをやめて休まれたように、自分
もわざを休んだからである。

11 したがって、わたしたちは、この安息に
はいるように努力しようではないか。そ
うでないと、同じような不従順の悪例に
ならって、落ちて行く者が出るかもしれ
ない。

ペトロの手紙一 2:25 あなたがたは、
羊のようにさ迷っていたが、今は、たま
しいの牧者であり監督であるかたのもと
に、たち帰ったのである。

ユダの手紙 1:5 あなたがたはみな、じゅ
うぶんに知っていることではあるが、主
が民をエジプトの地から救い出して後、
不信仰な者を滅ぼされたことを、思い起
してもらいたい。

以下も参照されたい： 創世記 2:2,3; 出エジプト記 17:2-7; 
民数記 14:11-30; 申命記 1:34,35; 申命記 2:14-16; 詩編 

78:17,18,40,41,56; 使徒言行録 20:28; コリントの信徒への
手紙一 10:9; ヘブライ人への手紙 11:16; ヘブライ人への手

紙 12:25; ヨハネの黙示録 14:13.

E15 救世主は嬉しい知らせをもたらすであろう。

詩編 96:1 新しい歌を主にむかってう
たえ。全地よ、主にむかってうたえ。

2 主にむかって歌い、そのみ名をほめよ。日
ごとにその救を宣べ伝えよ。

3 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そのくすしきみわざを
あらわせ。

マタイによる福音書 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、父と子と聖霊との名によ
って、彼らにバプテスマを施し、

ルカによる福音書 24:47 そして、その名
によって罪のゆるしを得させる悔改め
が、エルサレムからはじまって、もろも
ろの国民に宣べ伝えられる。

エフェソの信徒への手紙 1:3 ほむべき
かな、わたしたちの主イエス・キリスト
の父なる神。神はキリストにあって、天
上で霊のもろもろの祝福をもって、わた
したちを祝福し、

ヨハネの黙示録 5:13 またわたしは、
天と地、地の下と海の中にあるすべての
造られたもの、そして、それらの中にあ
るすべてのものの言う声を聞いた、「御
座にいますかたと小羊とに、さんびと、
ほまれと、栄光と、権力とが、世々限り
なくあるように」。

ヨハネの黙示録 14:6 わたしは、もう
ひとりの御使が中空を飛ぶのを見た。彼
は地に住む者、すなわち、あらゆる国
民、部族、国語、民族に宣べ伝えるため
に、永遠の福音をたずさえてきて、

7 大声で言った、「神をおそれ、神に栄光
を帰せよ。神のさばきの時がきたからで
ある。天と地と海と水の源とを造られた
かたを、伏し拝め」。
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H01 救世主の再来は予言されている。
H02 将来の救世主による裁き。
H03 救世主の未来の御国。

詩編 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。

9 聖なる装いをして主を拝め、全地よ、その
み前におののけ。

10 もろもろの国民の中に言え、「主は王とな
られた。世界は堅く立って、動かされること
はない。主は公平をもってもろもろの民を
さばかれる」と。

11 天は喜び、地は楽しみ、海とその中に満ち
るものとは鳴りどよめき、

12 田畑とその中のすべての物は大いに喜べ。
そのとき、林のもろもろの木も主のみ前に
喜び歌うであろう。

13 主は来られる、地をさばくために来られ
る。主は義をもって世界をさばき、まことを
もってもろもろの民をさばかれる。

ガラテヤの信徒への手紙 1:16 異邦人の
間に宣べ伝えさせるために、御子をわた
しの内に啓示して下さった時、わたしは
直ちに、血肉に相談もせず、

テサロニケの信徒への手紙一 4:16 すなわ
ち、主ご自身が天使のかしらの声と神の
ラッパの鳴り響くうちに、合図の声で、
天から下ってこられる。その時、キリス
トにあって死んだ人々が、まず最初によ
みがえり、

17 それから生き残っているわたしたちが、
彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、
空中で主に会い、こうして、いつも主と
共にいるであろう。

18 だから、あなたがたは、これらの言葉を
もって互に慰め合いなさい。

テサロニケの信徒への手紙二 1:10 その日
に、イエスは下ってこられ、聖徒たちの
中であがめられ、すべて信じる者たちの
間で驚嘆されるであろう――わたしたちの
このあかしは、あなたがたによって信じ
られているのである。

テモテへの手紙二 4:8 今や、義の冠が
わたしを待っているばかりである。かの
日には、公平な審判者である主が、それ
を授けて下さるであろう。わたしばかり
ではなく、主の出現を心から待ち望んで
いたすべての人にも授けて下さるであろ
う。

テトスへの手紙 2:13 祝福に満ちた望
み、すなわち、大いなる神、わたしたち
の救主キリスト・イエスの栄光の出現を
待ち望むようにと、教えている。

ペトロの手紙二 3:12 極力、きよく信
心深い行いをしていなければならない。
その日には、天は燃えくずれ、天体は焼
けうせてしまう。

ヨハネの黙示録 11:18 諸国民は怒り狂
いましたが、あなたも怒りをあらわされ
ました。そして、死人をさばき、あなた
の僕なる／預言者、聖徒、小さき者も、
大いなる者も、すべて御名をおそれる者
たちに報いを与え、また、地を滅ぼす者
どもを滅ぼして下さる時がきました」。

ヨハネの黙示録 19:11 またわたしが見
ていると、天が開かれ、見よ、そこに白
い馬がいた。それに乗っているかたは、
「忠実で真実な者」と呼ばれ、義によっ
てさばき、また、戦うかたである。

以下も参照されたい： #1; #2; #6.
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H02 将来の救世主による裁き。
H03 救世主の未来の御国。

詩編 97:1 主は王となられた。地は楽
しみ、海に沿った多くの国々は喜べ。

2 雲と暗やみとはそのまわりにあり、義と正
とはそのみくらの基である。

3 火はそのみ前に行き、そのまわりのあだを
焼きつくす。

4 主のいなずまは世界を照し、地は見ておの
のく。

5 もろもろの山は主のみ前に、全地の主のみ
前に、ろうのように溶けた。

6 もろもろの天はその義をあらわし、よろずの
民はその栄光を見た。

テサロニケの信徒への手紙二 1:8 その時、
主は神を認めない者たちや、わたしたち
の主イエスの福音に聞き従わない者たち
に報復し、

ヘブライ人への手紙 12:29 わたした
ちの神は、実に、焼きつくす火である。

ペトロの手紙二 3:10 しかし、主の日
は盗人のように襲って来る。その日に
は、天は大音響をたてて消え去り、天体
は焼けてくずれ、地とその上に造り出さ
れたものも、みな焼きつくされるであろ
う。

11 このように、これらはみなくずれ落ちて
いくものであるから、神の日の到来を熱
心に待ち望んでいるあなたがたは、

12 極力、きよく信心深い行いをしていなけ
ればならない。その日には、天は燃えく
ずれ、天体は焼けうせてしまう。

ヨハネの黙示録 1:7 見よ、彼は、雲
に乗ってこられる。すべての人の目、
ことに、彼を刺しとおした者たちは、彼

を仰ぎ見るであろう。また地上の諸族は
みな、彼のゆえに胸を打って嘆くであろ
う。しかり、アァメン。

ヨハネの黙示録 5:13 またわたしは、
天と地、地の下と海の中にあるすべての
造られたもの、そして、それらの中にあ
るすべてのものの言う声を聞いた、「御
座にいますかたと小羊とに、さんびと、
ほまれと、栄光と、権力とが、世々限り
なくあるように」。

ヨハネの黙示録 6:16 そして、山と岩
とにむかって言った、「さあ、われわれ
をおおって、御座にいますかたの御顔と
小羊の怒りとから、かくまってくれ。

17 御怒りの大いなる日が、すでにきたの
だ。だれが、その前に立つことができよ
うか」。

ヨハネの黙示録 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」。

ヨハネの黙示録 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」。

以下も参照されたい： #1; #6; #7.

E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

詩編 98:1 新しき歌を主にむかってう
たえ。主はくすしきみわざをなされたからで
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ある。その右の手と聖なる腕とは、おのれ
のために勝利を得られた。

2 主はその勝利を知らせ、その義をもろもろ
の国民の前にあらわされた。

3 主はそのいつくしみと、まこととをイスラエ
ルの家にむかって覚えられた。地のもろも
ろのはては、われらの神の勝利を見た。

イザヤ記 52:10 主はその聖なるかいな
を、もろもろの国びとの前にあらわされ
た。地のすべての果は、われわれの神の
救を見る。

イザヤ記 52:15 彼は多くの国民を驚か
す。王たちは彼のゆえに口をつむぐ。そ
れは彼らがまだ伝えられなかったことを
見、まだ聞かなかったことを悟るから
だ。

マタイによる福音書 28:18 イエスは
彼らに近づいてきて言われた、「わたし
は、天においても地においても、いっさ
いの権威を授けられた。

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、父と子と聖霊
との名によって、彼らにバプテスマを施
し、

マルコによる福音書 16:15 そして彼
らに言われた、「全世界に出て行って、
すべての造られたものに福音を宣べ伝え
よ。

ルカによる福音書 1:70 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、

71 わたしたちを敵から、またすべてわたし
たちを憎む者の手から、救い出すためで
ある。

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、
74 わたしたちを敵の手から救い出し、
75 生きている限り、きよく正しく、みま

えに恐れなく仕えさせてくださるのであ
る。

ルカによる福音書 2:30 わたしの目が今
あなたの救を見たのですから。

31 この救はあなたが万民のまえにお備えに
なったもので、

32 異邦人を照す啓示の光、み民イスラエル
の栄光であります」。

ローマの信徒への手紙 10:18 しかしわ
たしは言う、彼らには聞えなかったので
あろうか。否、むしろ／「その声は全地
にひびきわたり、／その言葉は世界のは
てにまで及んだ」。

ローマの信徒への手紙 15:8 わたしは
言う、キリストは神の真実を明らかに
するために、割礼のある者の僕となられ
た。それは父祖たちの受けた約束を保証
すると共に、

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」
／と書いてあるとおりである。

以下も参照されたい： レビ記 26:14-45; 詩編 106:45; イ
ザヤ記 45:21-23; イザヤ記 49:6; ミカ記 7:20; ルカによる

福音書 3:6.
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B13 救世主の権威。
H02 将来の救世主による裁き。
H03 救世主の未来の御国。

詩編 98:4 全地よ、主にむかって喜ば
しき声をあげよ。声を放って喜び歌え、ほめ
うたえ。

5 琴をもって主をほめうたえ。琴と歌の声を
もってほめうたえ。

6 ラッパと角笛の音をもって王なる主の前に
喜ばしき声をあげよ。

7 海とその中に満ちるもの、世界とそのうち
に住む者とは鳴りどよめけ。

8 大水はその手を打ち、もろもろの山は共に
主のみ前に喜び歌え。

9 主は地をさばくために来られるからであ
る。主は義をもって世界をさばき、公平を
もってもろもろの民をさばかれる。

マタイによる福音書 24:30 そのと
き、人の子のしるしが天に現れるであろ
う。またそのとき、地のすべての民族は
嘆き、そして力と大いなる栄光とをもっ
て、人の子が天の雲に乗って来るのを、
人々は見るであろう。

マタイによる福音書 26:64 イエスは
彼に言われた、「あなたの言うとおりで
ある。しかし、わたしは言っておく。あ
なたがたは、間もなく、人の子が力ある
者の右に座し、天の雲に乗って来るのを
見るであろう」。

ヨハネの黙示録 1:7 見よ、彼は、雲
に乗ってこられる。すべての人の目、
ことに、彼を刺しとおした者たちは、彼
を仰ぎ見るであろう。また地上の諸族は
みな、彼のゆえに胸を打って嘆くであろ
う。しかり、アァメン。

ヨハネの黙示録 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」。

ヨハネの黙示録 14:14 また見ている
と、見よ、白い雲があって、その雲の上
に人の子のような者が座しており、頭に
は金の冠をいただき、手には鋭いかまを
持っていた。

15 すると、もうひとりの御使が聖所から出
てきて、雲の上に座している者にむかっ
て大声で叫んだ、「かまを入れて刈り取
りなさい。地の穀物は全く実り、刈り取
るべき時がきた」。

16 雲の上に座している者は、そのかまを地
に投げ入れた。すると、地のものが刈り
取られた。

以下も参照されたい： #5; #6; 使徒言行録 1:9-11.

B18 救世主の高潔さ、美しさ、栄光。
H03 救世主の未来の御国。

詩編 99:1 主は王となられた。もろも
ろの民はおののけ。主はケルビムの上に座
せられる。地は震えよ。

2 主はシオンにおられて大いなる神、主はも
ろもろの民の上に高くいらせられる。

3 彼らはあなたの大いなる恐るべきみ名をほ
めたたえるであろう。主は聖でいらせられ
る。

4 大能の王であり、公義を愛する者であるあ
なたは堅く公平を立て、ヤコブの中に正と
義とを行われた。

5 われらの神、主をあがめ、その足台のもと
で拝みまつれ。主は聖でいらせられる。
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イザヤ記 14:32 その国の使者たちになん
と答えようか。「主はシオンの基をおか
れた、その民の苦しむ者は／この中に避
け所を得る」と答えよ。

マタイによる福音書 28:18 イエスは
彼らに近づいてきて言われた、「わたし
は、天においても地においても、いっさ
いの権威を授けられた。

ヘブライ人への手紙 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、

23 天に登録されている長子たちの教会、
万民の審判者なる神、全うされた義人の
霊、

24 新しい契約の仲保者イエス、ならびに、
アベルの血よりも力強く語るそそがれた
血である。

ヨハネの手紙一 3:3 彼についてこの
望みをいだいている者は皆、彼がきよく
あられるように、自らをきよくする。

ヨハネの黙示録 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」。

ヨハネの黙示録 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。また、十四万四千の人々が
小羊と共におり、その額に小羊の名とそ
の父の名とが書かれていた。

ヨハネの黙示録 19:11 またわたしが見
ていると、天が開かれ、見よ、そこに白

い馬がいた。それに乗っているかたは、
「忠実で真実な者」と呼ばれ、義によっ
てさばき、また、戦うかたである。

ヨハネの黙示録 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。

 
以下も参照されたい： #1; #2.

F11 救世主の受難。

詩編 102:1 主よ、わたしの祈をお聞き
ください。わたしの叫びをみ前に至らせて
ください。

2 わたしの悩みの日にみ顔を隠すことなく、
あなたの耳をわたしに傾け、わが呼ばわる
日に、すみやかにお答えください。

3 わたしの日は煙のように消え、わたしの骨
は炉のように燃えるからです。

4 わたしの心は草のように撃たれて、しおれ
ました。わたしはパンを食べることを忘れ
ました。

5 わが嘆きの声によってわたしの骨はわたし
の肉に着きます。

6 わたしは荒野のはげたかのごとく、荒れた
跡のふくろうのようです。

7 わたしは眠らずに屋根にひとりいるすずめ
のようです。

8 わたしの敵はひねもす、わたしをそしり、わ
たしをあざける者はわが名によってのろい
ます。

9 わたしは灰をパンのように食べ、わたしの
飲み物に涙を交えました。

10 これはあなたの憤りと怒りのゆえです。あ
なたはわたしをもたげて投げすてられまし
た。

11 わたしのよわいは夕暮の日影のようです。
わたしは草のようにしおれました。
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マルコによる福音書 14:33 そしてペ
テロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行
かれたが、恐れおののき、また悩みはじ
めて、彼らに言われた、

34 「わたしは悲しみのあまり死ぬほどであ
る。ここに待っていて、目をさましてい
なさい」。

ルカによる福音書 22:44 イエスは苦しみ
もだえて、ますます切に祈られた。そし
て、その汗が血のしたたりのように地に
落ちた。

ヘブライ人への手紙 5:7 キリストは、そ
の肉の生活の時には、激しい叫びと涙と
をもって、ご自分を死から救う力のある
かたに、祈と願いとをささげ、そして、
その深い信仰のゆえに聞きいれられたの
である。

E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

H03 救世主の未来の御国。
H05 救世主の来たる栄光と権威。

詩編 102:13 あなたは立ってシオンを
あわれまれるでしょう。これはシオンを恵
まれる時であり、定まった時が来たからで
す。

14 あなたのしもべはシオンの石をも喜び、そ
のちりをさえあわれむのです。

15 もろもろの国民は主のみ名を恐れ、地のも
ろもろの王はあなたの栄光を恐れるでしょ
う。

16 主はシオンを築き、その栄光をもって現
れ、

17 乏しい者の祈をかえりみ、彼らの願いをか
ろしめられないからです。

18 きたるべき代のために、この事を書きしる
しましょう。そうすれば新しく造られる民
は、主をほめたたえるでしょう。

19 主はその聖なる高き所から見おろし、天か
ら地を見られた。

20 これは捕われ人の嘆きを聞き、死に定めら
れた者を解き放ち、

21 人々 がシオンで主のみ名をあらわし、エル
サレムでその誉をあらわすためです。

22 その時もろもろの民、もろもろの国はとも
に集まって、主に仕えるでしょう。

ゼカリヤ記 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。

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。

12 あなたは万軍の主が、わたしをあなたに
つかわされたことを知る。主は聖地で、
ユダを自分の分として取り、エルサレム
を再び選ばれるであろう」。

ルカによる福音書 2:32 異邦人を照す啓
示の光、み民イスラエルの栄光でありま
す」。

使徒言行録 13:46 パウロとバルナ
バとは大胆に語った、「神の言は、ま
ず、あなたがたに語り伝えられなければ
ならなかった。しかし、あなたがたはそ
れを退け、自分自身を永遠の命にふさわ
しからぬ者にしてしまったから、さあ、
わたしたちはこれから方向をかえて、異
邦人たちの方に行くのだ。

47 主はわたしたちに、こう命じておられ
る、／『わたしは、あなたを立てて異邦
人の光とした。あなたが地の果までも救
をもたらすためである』」。

48 異邦人たちはこれを聞いてよろこび、主
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の御言をほめたたえてやまなかった。そ
して、永遠の命にあずかるように定めら
れていた者は、みな信じた。

ローマの信徒への手紙 11:25 兄弟たち
よ。あなたがたが知者だと自負すること
のないために、この奥義を知らないでい
てもらいたくない。一部のイスラエル人
がかたくなになったのは、異邦人が全部
救われるに至る時までのことであって、

26 こうして、イスラエル人は、すべて救
われるであろう。すなわち、次のように
書いてある、／「救う者がシオンからき
て、／ヤコブから不信心を追い払うであ
ろう。

27 そして、これが、彼らの罪を除き去る時
に、／彼らに対して立てるわたしの契約
である」。

ヨハネの黙示録 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。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4; 詩編 51:18; 使徒言
行録 10:45; 使徒言行録 11:1,18; 使徒言行録 13:42.

A06 救世主は創造主である。

詩編 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。

26 これらは滅びるでしょう。しかしあなたは
長らえられます。これらはみな衣のように
古びるでしょう。あなたがこれらを上着の
ように替えられると、これらは過ぎ去りま
す。

27 しかしあなたは変ることなく、あなたのよわ
いは終ることがありません。

ルカによる福音書 21:33 天地は滅びるで

あろう。しかしわたしの言葉は決して滅
びることがない。

ヘブライ人への手紙 1:1 神は、むかし
は、預言者たちにより、いろいろな時
に、いろいろな方法で、先祖たちに語ら
れたが、

2 この終りの時には、御子によって、わた
したちに語られたのである。神は御子を
万物の相続者と定め、また、御子によっ
て、もろもろの世界を造られた。

ヘブライ人への手紙 1:10 さらに、／「主
よ、あなたは初めに、地の基をおすえに
なった。もろもろの天も、み手のわざで
ある。

11 これらのものは滅びてしまうが、／あな
たは、いつまでもいますかたである。す
べてのものは衣のように古び、

12 それらをあなたは、外套のように巻か
れる。これらのものは、衣のように変る
が、／あなたは、いつも変ることがな
く、／あなたのよわいは、尽きることが
ない」／とも言われている。

ヘブライ人への手紙 13:8 イエス・キリス
トは、きのうも、きょうも、いつまでも
変ることがない。

以下も参照されたい： ペトロの手紙二 3:7-12; ヨハネの黙
示録 20:11; ヨハネの黙示録 21:1.

E21 救世主は罪を許すであろう。

詩編 103:3 主はあなたのすべての不義
をゆるし、あなたのすべての病をいやし、

12 東が西から遠いように、主はわれらのとが
をわれらから遠ざけられる。
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詩編 147:3 主は心の打ち砕かれた者
をいやし、その傷を包まれる。

イザヤ記 33:24 そこに住む者のうちに
は、「わたしは病気だ」と言う者はな
く、そこに住む民はその罪がゆるされ
る。

イザヤ記 43:25 わたしこそ、わたし自身
のために／あなたのとがを消す者であ
る。わたしは、あなたの罪を心にとめな
い。

イザヤ記 53:5 しかし彼はわれわれのと
がのために傷つけられ、われわれの不義
のために砕かれたのだ。彼はみずから懲
らしめをうけて、われわれに平安を与
え、その打たれた傷によって、われわれ
はいやされたのだ。

マルコによる福音書 2:5 イエスは彼らの
信仰を見て、中風の者に、「子よ、あな
たの罪はゆるされた」と言われた。

マルコによる福音書 2:10 しかし、人の子
は地上で罪をゆるす権威をもっているこ
とが、あなたがたにわかるために」と彼
らに言い、中風の者にむかって、

11 「あなたに命じる。起きよ、床を取りあ
げて家に帰れ」と言われた。

ヤコブの手紙 5:15 信仰による祈
は、病んでいる人を救い、そして、主は
その人を立ちあがらせて下さる。かつ、
その人が罪を犯していたなら、それもゆ
るされる。

ヨハネの手紙一 1:7 しかし、神が光
の中にいますように、わたしたちも光の
中を歩くならば、わたしたちは互に交わ

りをもち、そして、御子イエスの血が、
すべての罪からわたしたちをきよめるの
である。

E11 救世主は永遠の命を与えるであろう。
E26 救世主による贖罪の働き。

詩編 103:4 あなたのいのちを墓からあ
がないいだし、いつくしみと、あわれみとを
あなたにこうむらせ、

コリントの信徒への手紙一 9:25 しかし、
すべて競技をする者は、何ごとにも節制
をする。彼らは朽ちる冠を得るためにそ
うするが、わたしたちは朽ちない冠を得
るためにそうするのである。

コリントの信徒への手紙二 1:10 神はこの
ような死の危険から、わたしたちを救い
出して下さった、また救い出して下さる
であろう。わたしたちは、神が今後も救
い出して下さることを望んでいる。

ガラテヤの信徒への手紙 3:13 キリスト
は、わたしたちのためにのろいとなっ
て、わたしたちを律法ののろいからあが
ない出して下さった。聖書に、「木にか
けられる者は、すべてのろわれる」と書
いてある。

テモテへの手紙二 4:8 今や、義の冠が
わたしを待っているばかりである。かの
日には、公平な審判者である主が、それ
を授けて下さるであろう。わたしばかり
ではなく、主の出現を心から待ち望んで
いたすべての人にも授けて下さるであろ
う。

ヤコブの手紙 1:12 試錬を耐え忍ぶ
人は、さいわいである。それを忍びとお
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したなら、神を愛する者たちに約束され
たいのちの冠を受けるであろう。

ペトロの手紙一 5:4 そうすれば、大
牧者が現れる時には、しぼむことのない
栄光の冠を受けるであろう。

ヨハネの黙示録 2:10 あなたの受けよ
うとする苦しみを恐れてはならない。見
よ、悪魔が、あなたがたのうちのある者
をためすために、獄に入れようとしてい
る。あなたがたは十日の間、苦難にあう
であろう。死に至るまで忠実であれ。そ
うすれば、いのちの冠を与えよう。

ヨハネの黙示録 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、封印を解くにふさわし
いかたであります。あなたはほふられ、
その血によって、神のために、あらゆる
部族、国語、民族、国民の中から人々を
あがない、

E27 新しい心と新しい精神を捧げる。

詩編 103:5 あなたの生きながらえるか
ぎり、良き物をもってあなたを飽き足らせ
られる。こうしてあなたは若返って、わしの
ように新たになる。

コリントの信徒への手紙二 4:16 だから、
わたしたちは落胆しない。たといわたし
たちの外なる人は滅びても、内なる人は
日ごとに新しくされていく。

テモテへの手紙一 6:17 この世で富んで
いる者たちに、命じなさい。高慢になら
ず、たよりにならない富に望みをおか

ず、むしろ、わたしたちにすべての物を
豊かに備えて楽しませて下さる神に、の
ぞみをおくように、

B15 救世主は共苦に満ちている。

詩編 103:13 父がその子供をあわれむよ
うに、主はおのれを恐れる者をあわれまれ
る。

使徒言行録 13:26 兄弟たち、アブ
ラハムの子孫のかたがた、ならびに皆さ
んの中の神を敬う人たちよ。この救の言
葉はわたしたちに送られたのである。

以下も参照されたい： イザヤ記 63:15; エレミヤ記 
31:9,20; マラキ記 3:16,17.

B22 神と救世主の善さ。

詩編 103:11 天が地よりも高いように、主
がおのれを恐れる者に賜わるいつくしみは
大きい、

17 しかし主のいつくしみは、とこしえからとこ
しえまで、主を恐れる者の上にあり、その
義は子らの子に及び、

イザヤ記 54:8 あふれる憤りをもって、
しばしわが顔を隠したけれども、とこし
えのいつくしみをもって、あなたをあわ
れむ」と／あなたをあがなわれる主は言
われる。

エレミヤ記 31:3 主は遠くから彼に現れ
た。わたしは限りなき愛をもってあなた
を愛している。それゆえ、わたしは絶え
ずあなたに／真実をつくしてきた。
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ホセア記 2:20 わたしは真実をもって、
あなたとちぎりを結ぶ。そしてあなたは
主を知るであろう。

ローマの信徒への手紙 2:4 それとも、神の
慈愛があなたを悔改めに導くことも知ら
ないで、その慈愛と忍耐と寛容との富を
軽んじるのか。

ローマの信徒への手紙 11:22 神の慈愛
と峻厳とを見よ。神の峻厳は倒れた者た
ちに向けられ、神の慈愛は、もしあなた
がその慈愛にとどまっているなら、あな
たに向けられる。そうでないと、あなた
も切り取られるであろう。

コリントの信徒への手紙二 6:6 真実と知
識と寛容と、慈愛と聖霊と偽りのない愛
と、

コリントの信徒への手紙二 10:1 さて、「
あなたがたの間にいて面と向かってはお
となしいが、離れていると、気が強くな
る」このパウロが、キリストの優しさ、
寛大さをもって、あなたがたに勧める。

ガラテヤの信徒への手紙 5:22 しかし、
御霊の実は、愛、喜び、平和、寛容、慈
愛、善意、忠実、

エフェソの信徒への手紙 2:7 それは、
キリスト・イエスにあってわたしたち
に賜わった慈愛による神の恵みの絶大な
富を、きたるべき世々に示すためであっ
た。

コロサイの信徒への手紙 3:12 だから、
あなたがたは、神に選ばれた者、聖な
る、愛されている者であるから、あわれ
みの心、慈愛、謙そん、柔和、寛容を身

に着けなさい。

テトスへの手紙 3:4 ところが、わた
したちの救主なる神の慈悲と博愛とが現
れたとき、

5 わたしたちの行った義のわざによってで
はなく、ただ神のあわれみによって、再
生の洗いを受け、聖霊により新たにされ
て、わたしたちは救われたのである。

以下も参照されたい： 民数記 14:19; サムエル記下 7:15; 
サムエル記下 22:51; 代誌上 16:34,41; 代誌上 17:13; 歴代
誌下 20:21; ネヘミヤ記 1:5; ネヘミヤ記 13:22; 詩編 5:7; 
6:4; 13:5; 18:50; 21:7; 25:6,7,10; 26:3; 31:7,16,21; 32:10; 
33:5,18,22; 36:5,7,10; 42:7; 44:26; 51:1; 52:2,7; 57:3,10; 

59:10,16,17; 61:7; 62:12; 63:3; 66:20; 69:13,16; 77:8; 
85:7,10; 86:5,13,15; 88:11; 89:2,14,24,28,33,49; 90:14; 
92:2; 94:18; 98:3; 100:5; 101:1; 103:4,8,11; 106:1,7,45; 
107:1,8,15,21,31,43; 108:4; 109:21,26; 115:1; 117:1; 
118:1-4,29; 119:41,64,76,88,90,124,149,159; 130:7; 

136:(26 x); 138:2,8; 143:8,12; 144:2; 145:8; 147:11; 箴言 
3:3; 箴言 16:6; イザヤ記 16:5; イザヤ記 54:10; イザヤ記 

63:7; エレミヤ記 3:12; エレミヤ記 16:5; エレミヤ記 32:18; 
エレミヤ記 33:11; 哀歌 3:22,32; ヨエル記 2:13; ヨナ記 4:2; 
ミカ記 7:18,20; ゼカリヤ記 7:9; ヨハネによる福音書 3:16; 

エフェソの信徒への手紙 2:3-5.

E25 救世主は信じられ、讃えられるであろ
う。

詩編 103:22 主が造られたすべての物
よ、そのまつりごとの下にあるすべての所
で、主をほめよ。わがたましいよ、主をほめ
よ。

ヨハネの黙示録 5:12 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」。

13 またわたしは、天と地、地の下と海の中
にあるすべての造られたもの、そして、
それらの中にあるすべてのものの言う声
を聞いた、「御座にいますかたと小羊と
に、さんびと、ほまれと、栄光と、権力
とが、世々限りなくあるように」。

14 四つの生き物はアァメンと唱え、長老た
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ちはひれ伏して礼拝した。

E26 救世主による贖罪の働き。
H03 救世主の未来の御国。

詩編 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」と、

2 主にあがなわれた者は言え。主は彼らを悩
みからあがない、

3 もろもろの国から、東、西、北、南から彼ら
を集められた。

詩編 107:4-16

エレミヤ記 23:6 その日ユダは救を得、イ
スラエルは安らかにおる。その名は『主
はわれわれの正義』ととなえられる。

ルカによる福音書 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、

ルカによる福音書 1:74 わたしたちを敵
の手から救い出し、

ルカによる福音書 24:21 わたしたちは、
イスラエルを救うのはこの人であろう
と、望みをかけていました。しかもその
上に、この事が起ってから、きょうが三
日目なのです。

ガラテヤの信徒への手紙 3:13 キリスト
は、わたしたちのためにのろいとなっ
て、わたしたちを律法ののろいからあが
ない出して下さった。聖書に、「木にか
けられる者は、すべてのろわれる」と書
いてある。

テサロニケの信徒への手紙一 1:10 そして、
死人の中からよみがえった神の御子、す
なわち、わたしたちをきたるべき怒りか
ら救い出して下さるイエスが、天から下
ってこられるのを待つようになったか
を、彼ら自身が言いひろめているのであ
る。

テトスへの手紙 2:14 このキリスト
が、わたしたちのためにご自身をささげ
られたのは、わたしたちをすべての不法
からあがない出して、良いわざに熱心な
選びの民を、ご自身のものとして聖別す
るためにほかならない。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; 詩編 31:5; イザヤ記 
43:1; コリントの信徒への手紙二 1:10; ペトロの手紙一 

1:18; ユダの手紙 1:5.

B07 救世主の全能。

詩編 107:25 主が命じられると暴風が起
って、海の波をあげた。

26 彼らは天にのぼり、淵にくだり、悩みによっ
てその勇気は溶け去り、

27 酔った人のようによろめき、よろめいて途
方にくれる。

28 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救い出され
た。

29 主があらしを静められると、海の波は穏や
かになった。

マタイによる福音書 8:24 すると突然、海
上に激しい暴風が起って、舟は波にのま
れそうになった。ところが、イエスは眠
っておられた。

25 そこで弟子たちはみそばに寄ってきてイ
エスを起し、「主よ、お助けください、
わたしたちは死にそうです」と言った。
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26 するとイエスは彼らに言われた、「なぜ
こわがるのか、信仰の薄い者たちよ」。
それから起きあがって、風と海とをおし
かりになると、大なぎになった。

以下も参照されたい： ヨナ記 1:4; マルコによる福音書 
4:39-41; ルカによる福音書 8:23-25.

F07 救世主の非難と苦難。

詩編 109:1 わたしのほめたたえる神
よ、もださないでください。

2 彼らは悪しき口と欺きの口をあけて、わた
しにむかい、偽りの舌をもってわたしに語
り、

3 恨みの言葉をもってわたしを囲み、ゆえな
くわたしを攻めるのです。

4 彼らはわが愛にむくいて、わたしを非難し
ます。しかしわたしは彼らのために祈りま
す。

5 彼らは悪をもってわが善に報い、恨みをも
ってわが愛に報いるのです。

マタイによる福音書 26:59 さて、祭
司長たちと全議会とは、イエスを死刑に
するため、イエスに不利な偽証を求めよ
うとしていた。

60 そこで多くの偽証者が出てきたが、証拠
があがらなかった。しかし、最後にふた
りの者が出てきて、

61 言った、「この人は、わたしは神の宮を
打ちこわし、三日の後に建てることがで
きる、と言いました」。

62 すると、大祭司が立ち上がってイエスに
言った、「何も答えないのか。これらの
人々があなたに対して不利な証言を申し
立てているが、どうなのか」。

ヨハネによる福音書 10:32 するとイ
エスは彼らに答えられた、「わたしは、
父による多くのよいわざを、あなたがた

に示した。その中のどのわざのために、
わたしを石で打ち殺そうとするのか」。

ヨハネによる福音書 15:25 それは、
『彼らは理由なしにわたしを憎んだ』と
書いてある彼らの律法の言葉が成就する
ためである。

以下も参照されたい： 詩編 22:12; 詩編 31:13; 詩編 
35:7,12; 詩編 38:20; 詩編 64:3,4; 詩編 69:5; 詩編 88:17,18; 

詩編 140:3.

F05 救世主は裏切られるであろう。

詩編 109:8 その日を少なくし、その財産
をほかの人にとらせ、

ヨハネによる福音書 17:12 わたしが
彼らと一緒にいた間は、あなたからいた
だいた御名によって彼らを守り、また保
護してまいりました。彼らのうち、だれ
も滅びず、ただ滅びの子だけが滅びまし
た。それは聖書が成就するためでした。

使徒言行録 1:20 詩篇に、／『その屋敷は
荒れ果てよ、／そこにはひとりも住む者
がいなくなれ』／と書いてあり、また／
『その職は、ほかの者に取らせよ』／と
あるとおりである。

以下も参照されたい： マタイによる福音書 25:41; ルカ
による福音書 9:54-56; 13:27; コリントの信徒への手紙一 
16:22; ガラテヤの信徒への手紙 1:8; ヨハネの黙示録 6:10-

17; ヨハネの黙示録 19:1-6.

F11 救世主の受難。

詩編 109:25 わたしは彼らにそしられる
者となりました。彼らはわたしを見ると、頭
を振ります。
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マタイによる福音書 27:39 そこを通
りかかった者たちは、頭を振りながら、
イエスをののしって

40 言った、「神殿を打ちこわして三日のう
ちに建てる者よ。もし神の子なら、自分
を救え。そして十字架からおりてこい」
。

ローマの信徒への手紙 15:3 キリスト
さえ、ご自身を喜ばせることはなさらな
かった。むしろ「あなたをそしる者のそ
しりが、わたしに降りかかった」と書い
てあるとおりであった。

ヘブライ人への手紙 12:2 信仰の導き手で
あり、またその完成者であるイエスを仰
ぎ見つつ、走ろうではないか。彼は、自
分の前におかれている喜びのゆえに、恥
をもいとわないで十字架を忍び、神の御
座の右に座するに至ったのである。

以下も参照されたい： 詩編 22:6,7; 詩編 69:9-12,19-21; ヘ
ブライ人への手紙 13:13.

B13 救世主の権威。
E14 救世主は死と闇を制圧するであろう。
H02 将来の救世主による裁き。
H03 救世主の未来の御国。
H07 救世主は神の右に座るであろう。
 
詩編 110:1 主はわが主に言われる、「

わたしがあなたのもろもろの敵をあなたの
足台とするまで、わたしの右に座せよ」と。

2 主はあなたの力あるつえをシオンから出さ
れる。あなたはもろもろの敵のなかで治め
よ。

マタイによる福音書 22:41 パリサイ
人たちが集まっていたとき、イエスは彼
らにお尋ねになった、

42 「あなたがたはキリストをどう思うか。
だれの子なのか」。彼らは「ダビデの子
です」と答えた。

43 イエスは言われた、「それではどうし
て、ダビデが御霊に感じてキリストを主
と呼んでいるのか。

44 すなわち『主はわが主に仰せになった、
あなたの敵をあなたの足もとに置くとき
までは、わたしの右に座していなさい』
。

45 このように、ダビデ自身がキリストを主
と呼んでいるなら、キリストはどうして
ダビデの子であろうか」。

46 イエスにひと言でも答えうる者は、なか
ったし、その日からもはや、進んでイエ
スに質問する者も、いなくなった。

使徒言行録 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』。

コリントの信徒への手紙一 15:24 それから
終末となって、その時に、キリストはす
べての君たち、すべての権威と権力とを
打ち滅ぼして、国を父なる神に渡される
のである。

25 なぜなら、キリストはあらゆる敵をその
足もとに置く時までは、支配を続けるこ
とになっているからである。

26 最後の敵として滅ぼされるのが、死であ
る。

27 「神は万物を彼の足もとに従わせた」
からである。ところが、万物を従わせた
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と言われる時、万物を従わせたかたがそ
れに含まれていないことは、明らかであ
る。

28 そして、万物が神に従う時には、御子自
身もまた、万物を従わせたそのかたに従
うであろう。それは、神がすべての者に
あって、すべてとなられるためである。

エフェソの信徒への手紙 1:20 神はその
力をキリストのうちに働かせて、彼を死
人の中からよみがえらせ、天上において
ご自分の右に座せしめ、

21 彼を、すべての支配、権威、権力、権勢
の上におき、また、この世ばかりでなく
きたるべき世においても唱えられる、あ
らゆる名の上におかれたのである。

22 そして、万物をキリストの足の下に従わ
せ、彼を万物の上にかしらとして教会に
与えられた。

23 この教会はキリストのからだであって、
すべてのものを、すべてのもののうちに
満たしているかたが、満ちみちているも
のに、ほかならない。

ヘブライ人への手紙 1:1 神は、むかし
は、預言者たちにより、いろいろな時
に、いろいろな方法で、先祖たちに語ら
れたが、

2 この終りの時には、御子によって、わた
したちに語られたのである。神は御子を
万物の相続者と定め、また、御子によっ
て、もろもろの世界を造られた。

3 御子は神の栄光の輝きであり、神の本質
の真の姿であって、その力ある言葉をも
って万物を保っておられる。そして罪の
きよめのわざをなし終えてから、いと高
き所にいます大能者の右に、座につかれ
たのである。

ヘブライ人への手紙 1:13 神は、御使たち

のだれに対して、／「あなたの敵を、あ
なたの足台とするときまでは、／わたし
の右に座していなさい」／と言われたこ
とがあるか。

ヘブライ人への手紙 10:13 それか
ら、敵をその足台とするときまで、待っ
ておられる。

14 彼は一つのささげ物によって、きよめ
られた者たちを永遠に全うされたのであ
る。

以下も参照されたい： #1; マルコによる福音書 12:35-37; 
マルコによる福音書 16:19; ルカによる福音書 20:41-44; 
使徒言行録 2:34-37; ヘブライ人への手紙 12:2; ペトロの

手紙一 3:22.

B07 救世主の全能。
H03 救世主の未来の御国。

詩編 110:3 あなたの民は、あなたがそ
の軍勢を聖なる山 に々導く日に心から喜ん
でおのれをささげるであろう。あなたの若
者は朝の胎から出る露のようにあなたに来
るであろう。

使徒言行録 2:41 そこで、彼の勧めの言葉
を受けいれた者たちは、バプテスマを受
けたが、その日、仲間に加わったものが
三千人ほどあった。

使徒言行録 19:20 このようにし
て、主の言はますます盛んにひろまり、
また力を増し加えていった。

使徒言行録 21:20 一同はこれを聞
いて神をほめたたえ、そして彼に言っ
た、「兄弟よ、ご承知のように、ユダヤ
人の中で信者になった者が、数万にもの
ぼっているが、みんな律法に熱心な人た
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ちである。

エフェソの信徒への手紙 1:4 みまえに
きよく傷のない者となるようにと、天地
の造られる前から、キリストにあってわ
たしたちを選び、

フィリピの信徒への手紙 2:13 あなたが
たのうちに働きかけて、その願いを起さ
せ、かつ実現に至らせるのは神であっ
て、それは神のよしとされるところだか
らである。

ヘブライ人への手紙 13:21 イエス・
キリストによって、みこころにかなうこ
とをわたしたちにして下さり、あなたが
たが御旨を行うために、すべての良きも
のを備えて下さるようにこい願う。栄光
が、世々限りなく神にあるように、アァ
メン。

ヨハネの黙示録 7:9 その後、わたし
が見ていると、見よ、あらゆる国民、部
族、民族、国語のうちから、数えきれな
いほどの大ぜいの群衆が、白い衣を身に
まとい、しゅろの枝を手に持って、御座
と小羊との前に立ち、

以下も参照されたい： #1; #2; #4; 使徒言行録 1:8; 使徒言
行録 4:4,30-35; コリントの信徒への手紙二 8:3; コリント
の信徒への手紙二 13:4; テサロニケの信徒への手紙一 4:7; 

テトスへの手紙 2:14.

D03 救世主の司祭としての祈り。

詩編 110:4 主は誓いを立てて、み心を
変えられることはない、「あなたはメルキ
ゼデクの位にしたがってとこしえに祭司で
ある」。

ヘブライ人への手紙 5:5 同様に、キリス
トもまた、大祭司の栄誉を自分で得たの
ではなく、／「あなたこそは、わたしの
子。きょう、わたしはあなたを生んだ」
／と言われたかたから、お受けになった
のである。

6 また、ほかの箇所でこう言われている、
／「あなたこそは、永遠に、／メルキゼ
デクに等しい祭司である」。

ヘブライ人への手紙 6:20 その幕の内に、
イエスは、永遠にメルキゼデクに等しい
大祭司として、わたしたちのためにさき
がけとなって、はいられたのである。

ヘブライ人への手紙 7:21 この人の場合
は、次のような誓いをもってされたので
ある。すなわち、彼について、こう言わ
れている、「主は誓われたが、心を変え
ることをされなかった。あなたこそは、
永遠に祭司である」。

22 このようにして、イエスは更にすぐれた
契約の保証となられたのである。

ヘブライ人への手紙 7:28 律法は、弱さを
身に負う人間を立てて大祭司とするが、
律法の後にきた誓いの御言は、永遠に全
うされた御子を立てて、大祭司としたの
である。

以下も参照されたい： 創世記 14:18; ゼカリヤ記 6:13; ヘ
ブライ人への手紙 5:7-10; ヘブライ人への手紙 7:1-28; ヘ

ブライ人への手紙 10:1-11.

H02 将来の救世主による裁き。
H03 救世主の未来の御国。

詩編 110:5 主はあなたの右におられ
て、その怒りの日に王たちを打ち破られ
る。
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6 主はもろもろの国のなかでさばきを行い、
しかばねをもって満たし、広い地を治める
首領たちを打ち破られる。

マルコによる福音書 16:19 主イエス
は彼らに語り終ってから、天にあげら
れ、神の右にすわられた。

ヨハネによる福音書 5:22 父はだれをもさ
ばかない。さばきのことはすべて、子に
ゆだねられたからである。

使徒言行録 2:34 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』。

36 だから、イスラエルの全家は、この事を
しかと知っておくがよい。あなたがたが
十字架につけたこのイエスを、神は、主
またキリストとしてお立てになったので
ある」。

ヘブライ人への手紙 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、

13 それから、敵をその足台とするときま
で、待っておられる。

14 彼は一つのささげ物によって、きよめ
られた者たちを永遠に全うされたのであ
る。

以下も参照されたい： #1; #4; #6; 詩編 16:8; イザヤ記 2:4; 
イザヤ記 42:1; イザヤ記 51:5; 使徒言行録 7:56.

F11 救世主の受難。
G03 救世主の高挙は予言されている。

詩編 110:7 彼は道のほとりの川からく

んで飲み、それによって、そのこうべをあげ
るであろう。

詩編 27:6 今わたしのこうべはわた
しをめぐる敵の上に高くあげられる。そ
れゆえ、わたしは主の幕屋で喜びの声を
あげて、いけにえをささげ、歌って、主
をほめたたえるであろう。

マタイによる福音書 20:22 イエスは
答えて言われた、「あなたがたは、自
分が何を求めているのか、わかっていな
い。わたしの飲もうとしている杯を飲む
ことができるか」。彼らは「できます」
と答えた。

マタイによる福音書 26:42 また二度
目に行って、祈って言われた、「わが父
よ、この杯を飲むほかに道がないのでし
たら、どうか、みこころが行われますよ
うに」。

ルカによる福音書 24:26 キリストは必
ず、これらの苦難を受けて、その栄光に
入るはずではなかったのか」。

以下も参照されたい： 詩編 3:3; 詩編 102:9; イザヤ記 
53:11,12; ヨハネによる福音書 18:11; フィリピの信徒へ

の手紙 2:7-11; ヘブライ人への手紙 2:9,10; ペトロの手紙
一 1:11.

B15 救世主は共苦に満ちている。
E09 救世主の義。

詩編 112:4 光は正しい者のために暗黒
の中にもあらわれる。主は恵み深く、あわ
れみに満ち、正しくいらせられる。

ルカによる福音書 6:36 あなたがたの父
なる神が慈悲深いように、あなたがたも
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慈悲深い者となれ。

ヨハネによる福音書 12:46 わたしは
光としてこの世にきた。それは、わたし
を信じる者が、やみのうちにとどまらな
いようになるためである。

コリントの信徒への手紙二 8:8 こう言っ
ても、わたしは命令するのではない。た
だ、他の人たちの熱情によって、あなた
がたの愛の純真さをためそうとするので
ある。

9 あなたがたは、わたしたちの主イエス・
キリストの恵みを知っている。すなわ
ち、主は富んでおられたのに、あなたが
たのために貧しくなられた。それは、あ
なたがたが、彼の貧しさによって富む者
になるためである。

ヨハネの手紙一 2:29 彼の義なるかた
であることがわかれば、義を行う者はみ
な彼から生れたものであることを、知る
であろう。

以下も参照されたい： コロサイの信徒への手紙 1:12,13; 
ヨハネによる福音書 3:7,10.

E17 救世主は神のために神殿を建てるであ
ろう。

F03 救世主は拒否されるであろう。
      
詩編 118:22 家造りらの捨てた石は隅の

かしら石となった。
23 これは主のなされた事でわれらの目には驚

くべき事である。
24 これは主が設けられた日であって、われら

はこの日に喜び楽しむであろう。

イザヤ記 28:16 それゆえ、主なる神はこ
う言われる、「見よ、わたしはシオン

に／一つの石をすえて基とした。これは
試みを経た石、堅くすえた尊い隅の石で
ある。『信ずる者はあわてることはな
い』。

マタイによる福音書 21:42 イエスは
彼らに言われた、「あなたがたは、聖
書でまだ読んだことがないのか、『家造
りらの捨てた石が／隅のかしら石になっ
た。これは主がなされたことで、わたし
たちの目には不思議に見える』。

ルカによる福音書 20:17 そこで、イエス
は彼らを見つめて言われた、「それで
は、『家造りらの捨てた石が／隅のかし
ら石になった』と書いてあるのは、どう
いうことか。

使徒言行録 2:23 このイエスが渡されたの
は神の定めた計画と予知とによるのであ
るが、あなたがたは彼を不法の人々の手
で十字架につけて殺した。

使徒言行録 3:13 アブラハム、イサク、ヤ
コブの神、わたしたちの先祖の神は、そ
の僕イエスに栄光を賜わったのである
が、あなたがたは、このイエスを引き渡
し、ピラトがゆるすことに決めていたの
に、それを彼の面前で拒んだ。

使徒言行録 4:10 あなたがたご一同も、ま
たイスラエルの人々全体も、知っていて
もらいたい。この人が元気になってみん
なの前に立っているのは、ひとえに、あ
なたがたが十字架につけて殺したのを、
神が死人の中からよみがえらせたナザレ
人イエス・キリストの御名によるのであ
る。

11 このイエスこそは『あなたがた家造りら
に捨てられたが、隅のかしら石となった
石』なのである。
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ローマの信徒への手紙 9:33 「見よ、
わたしはシオンに、／つまずきの石、
さまたげの岩を置く。それにより頼む者
は、失望に終ることがない」／と書いて
あるとおりである。

エフェソの信徒への手紙 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。

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、

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。

ペトロの手紙一 2:6 聖書にこう書い
てある、／「見よ、わたしはシオンに、
／選ばれた尊い石、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」。

以下も参照されたい： ダニエル記 2:34; ゼカリヤ記 3:9; 
ゼカリヤ記 4:7; ゼカリヤ記 12:3; マタイによる福音書 

28:1-8; マルコによる福音書 12:10,11; 使徒言行録 5:31,32; 
コリントの信徒への手紙一 3:11; エフェソの信徒への手紙 

1:19-22; ペトロの手紙一 2:4-8.

F02 救世主のエルサレム入城は予言されて
いる。

詩編 118:26 主のみ名によってはいる者
はさいわいである。われらは主の家からあ
なたをたたえます。

27 主は神であって、われらを照された。枝を
携えて祭の行列を祭壇の角にまで進ませ
よ。

マタイによる福音書 21:9 そして群衆は、
前に行く者も、あとに従う者も、共に叫

びつづけた、「ダビデの子に、ホサナ。
主の御名によってきたる者に、祝福あ
れ。いと高き所に、ホサナ」。

10 イエスがエルサレムにはいって行かれた
とき、町中がこぞって騒ぎ立ち、「これ
は、いったい、どなただろう」と言っ
た。

11 そこで群衆は、「この人はガリラヤのナ
ザレから出た預言者イエスである」と言
った。

マタイによる福音書 23:39 わたしは
言っておく、『主の御名によってきたる
者に、祝福あれ』とおまえたちが言う時
までは、今後ふたたび、わたしに会うこ
とはないであろう」。

ルカによる福音書 19:36 そして進んで行
かれると、人々は自分たちの上着を道に
敷いた。

37 いよいよオリブ山の下り道あたりに近づ
かれると、大ぜいの弟子たちはみな喜ん
で、彼らが見たすべての力あるみわざに
ついて、声高らかに神をさんびして言い
はじめた、

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」。

ヨハネによる福音書 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」。

エフェソの信徒への手紙 1:3 ほむべき
かな、わたしたちの主イエス・キリスト
の父なる神。神はキリストにあって、天
上で霊のもろもろの祝福をもって、わた
したちを祝福し、
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以下も参照されたい： マルコによる福音書 11:9,10.

E12 救世主は神の律法を守る。

詩編 119:97 いかにわたしはあなたのお
きてを愛することでしょう。わたしはひねも
すこれを深く思います。

98 あなたの戒めは常にわたしと共にあるの
で、わたしをわが敵にまさって賢くします。

99 わたしはあなたのあかしを深く思うので、
わがすべての師にまさって知恵がありま
す。

100 わたしはあなたのさとしを守るので、
老いた者にまさって事をわきまえます。

101 わたしはみ言葉を守るために、わが
足をとどめて、すべての悪い道に行かせま
せん。

102 あなたがわたしを教えられたので、
わたしはあなたのおきてを離れません。

103 あなたのみ言葉はいかにわがあごに
甘いことでしょう。蜜にまさってわが口に甘
いのです。

マタイによる福音書 11:25 そのとき
イエスは声をあげて言われた、「天地の
主なる父よ。あなたをほめたたえます。
これらの事を知恵のある者や賢い者に隠
して、幼な子にあらわしてくださいまし
た。

ルカによる福音書 2:46 そして三日の後
に、イエスが宮の中で教師たちのまん中
にすわって、彼らの話を聞いたり質問し
たりしておられるのを見つけた。

47 聞く人々はみな、イエスの賢さやその答
に驚嘆していた。

ヨハネによる福音書 3:2 この人が夜イエ
スのもとにきて言った、「先生、わたし

たちはあなたが神からこられた教師であ
ることを知っています。神がご一緒でな
いなら、あなたがなさっておられるよう
なしるしは、だれにもできはしません」
。

ヨハネによる福音書 4:34 イエスは彼らに
言われた、「わたしの食物というのは、
わたしをつかわされたかたのみこころを
行い、そのみわざをなし遂げることであ
る。

ヨハネによる福音書 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。

ローマの信徒への手紙 13:10 愛は隣り
人に害を加えることはない。だから、愛
は律法を完成するものである。

ヨハネの手紙一 2:5 しかし、彼の御
言を守る者があれば、その人のうちに、
神の愛が真に全うされるのである。それ
によって、わたしたちが彼にあることを
知るのである。

ヨハネの手紙一 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。そして、その戒めはむずかしいもの
ではない。

以下も参照されたい： 申命記 4:6-8; エレミヤ記 2:8; エレ
ミヤ記 8:9; ヨエル記 2:23; マタイによる福音書 13:11; マタ

イによる福音書 15:6-9,14; ヘブライ人への手紙 5:12.
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F13 救世主の受難の詳細。

詩編 129:3 耕す者はわたしの背の上を
たがやして、そのうねみぞを長くした」と。

イザヤ記 50:6 わたしを打つ者に、わた
しの背をまかせ、わたしのひげを抜く者
に、わたしのほおをまかせ、恥とつばき
とを避けるために、顔をかくさなかっ
た。

イザヤ記 53:5 しかし彼はわれわれのと
がのために傷つけられ、われわれの不義
のために砕かれたのだ。彼はみずから懲
らしめをうけて、われわれに平安を与
え、その打たれた傷によって、われわれ
はいやされたのだ。

マタイによる福音書 20:19 そして彼
をあざけり、むち打ち、十字架につけさ
せるために、異邦人に引きわたすであろ
う。そして彼は三日目によみがえるであ
ろう」。

マタイによる福音書 27:26 そこで、
ピラトはバラバをゆるしてやり、イエス
をむち打ったのち、十字架につけるため
に引きわたした。

以下も参照されたい： イザヤ記 51:23; マルコによる福
音書 10:34; マルコによる福音書 15:15; ルカによる福音

書 18:33.

D09 メシアは救い主となるであろう。
E26 救世主による贖罪の働き。
H03 救世主の未来の御国。

詩編 130:7 イスラエルよ、主によって望
みをいだけ。主には、いつくしみがあり、ま
た豊かなあがないがあるからです。

8 主はイスラエルをそのもろもろの不義から
あがなわれます。

詩編 103:3 主はあなたのすべての不
義をゆるし、あなたのすべての病をいや
し、

4 あなたのいのちを墓からあがないいだ
し、いつくしみと、あわれみとをあなた
にこうむらせ、

マタイによる福音書 1:21 彼女は男の子を
産むであろう。その名をイエスと名づけ
なさい。彼は、おのれの民をそのもろも
ろの罪から救う者となるからである」。

ルカによる福音書 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、

ローマの信徒への手紙 3:24 彼らは、
価なしに、神の恵みにより、キリスト・
イエスによるあがないによって義とされ
るのである。

ローマの信徒への手紙 6:14 なぜな
ら、あなたがたは律法の下にあるのでは
なく、恵みの下にあるので、罪に支配さ
れることはないからである。

ローマの信徒への手紙 11:26 こうし
て、イスラエル人は、すべて救われるで
あろう。すなわち、次のように書いてあ
る、／「救う者がシオンからきて、／ヤ
コブから不信心を追い払うであろう。

エフェソの信徒への手紙 1:7 わたした
ちは、御子にあって、神の豊かな恵みの
ゆえに、その血によるあがない、すなわ
ち、罪過のゆるしを受けたのである。
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テトスへの手紙 2:14 このキリスト
が、わたしたちのためにご自身をささげ
られたのは、わたしたちをすべての不法
からあがない出して、良いわざに熱心な
選びの民を、ご自身のものとして聖別す
るためにほかならない。

ヘブライ人への手紙 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。

ヨハネの手紙一 3:5 あなたがたが知
っているとおり、彼は罪をとり除くため
に現れたのであって、彼にはなんらの罪
がない。

6 すべて彼におる者は、罪を犯さない。す
べて罪を犯す者は彼を見たこともなく、
知ったこともない者である。

7 子たちよ。だれにも惑わされてはならな
い。彼が義人であると同様に、義を行う
者は義人である。

8 罪を犯す者は、悪魔から出た者である。
悪魔は初めから罪を犯しているからであ
る。神の子が現れたのは、悪魔のわざを
滅ぼしてしまうためである。

以下も参照されたい： #2; #3; マルコによる福音書 15:31; 
ルカによる福音書 2:38; ルカによる福音書 21:28; ルカによ
る福音書 24:21; コリントの信徒への手紙一 1:30; エフェソ

の信徒への手紙 1:14; コロサイの信徒への手紙 1:14.

C01 救世主の誕生は予言されている。
H03 救世主の未来の御国。

詩編 132:11 主はまことをもってダビデに
誓われたので、それにそむくことはない。す
なわち言われた、「わたしはあなたの身か
ら出た子のひとりを、あなたの位につかせ

る。
12 もしあなたの子らがわたしの教える契約

と、あかしとを守るならば、その子らもま
た、とこしえにあなたの位に座するであろ
う」。

ルカによる福音書 1:30 すると御使が言
った、「恐れるな、マリヤよ、あなたは
神から恵みをいただいているのです。

31 見よ、あなたはみごもって男の子を産む
でしょう。その子をイエスと名づけなさ
い。

32 彼は大いなる者となり、いと高き者の子
と、となえられるでしょう。そして、主
なる神は彼に父ダビデの王座をお与えに
なり、

33 彼はとこしえにヤコブの家を支配し、そ
の支配は限りなく続くでしょう」。

ルカによる福音書 1:69 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、

使徒言行録 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、

以下も参照されたい： #1; #2; 詩編 102:28; イザヤ記 
59:21.

E16 救世主は民を祝福するであろう。
H03 救世主の未来の御国。

詩編 132:13 主はシオンを選び、それを
ご自分のすみかにしようと望んで言われ
た、
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ヘブライ人への手紙 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、

23 天に登録されている長子たちの教会、
万民の審判者なる神、全うされた義人の
霊、

24 新しい契約の仲保者イエス、ならびに、
アベルの血よりも力強く語るそそがれた
血である。

以下も参照されたい： #1; 詩編 68:16; 詩編 78:68,69; 詩編 
87:2; イザヤ記 14:32.

E16 救世主は民を祝福するであろう。

詩編 132:14 「これはとこしえにわが安
息所である。わたしはこれを望んだゆえ、こ
こに住む。

マタイによる福音書 11:28 すべて重
荷を負うて苦労している者は、わたしの
もとにきなさい。あなたがたを休ませて
あげよう。

29 わたしは柔和で心のへりくだった者であ
るから、わたしのくびきを負うて、わた
しに学びなさい。そうすれば、あなたが
たの魂に休みが与えられるであろう。

ヨハネによる福音書 14:23 イエスは
彼に答えて言われた、「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。

ヘブライ人への手紙 4:3 ところが、わた
したち信じている者は、安息にはいるこ
とができる。それは、／「わたしが怒っ

て、／彼らをわたしの安息に、はいらせ
ることはしないと、／誓ったように」／
と言われているとおりである。しかも、
みわざは世の初めに、でき上がってい
た。

以下も参照されたい： #1; #2; 詩編 68:16; 詩編 76:1,2; 詩
編 132:8,9; 詩編 135:21; イザヤ記 57:15; イザヤ記 66:1; エ
ゼキエル記 38:8; 43:7,9; コリントの信徒への手紙二 6:16; 

ヘブライ人への手紙 4:1-11.

E16 救世主は民を祝福するであろう。

詩編 132:15 わたしはシオンの糧食を豊
かに祝福し、食物をもってその貧しい者を
飽かせる。

マタイによる福音書 5:6 義に飢えかわい
ている人たちは、さいわいである、彼ら
は飽き足りるようになるであろう。

マタイによる福音書 6:32 これらのものは
みな、異邦人が切に求めているものであ
る。あなたがたの天の父は、これらのも
のが、ことごとくあなたがたに必要であ
ることをご存じである。

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。

マルコによる福音書 8:6 そこでイエスは
群衆に地にすわるように命じられた。そ
して七つのパンを取り、感謝してこれを
さき、人々に配るように弟子たちに渡
されると、弟子たちはそれを群衆に配っ
た。

7 また小さい魚が少しばかりあったので、
祝福して、それをも人々に配るようにと
言われた。

8 彼らは食べて満腹した。そして残ったパ
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ンくずを集めると、七かごになった。
9 人々の数はおよそ四千人であった。それ

からイエスは彼らを解散させ、

ルカによる福音書 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。

ヨハネによる福音書 6:35 イエスは彼らに
言われた、「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。

使徒言行録 2:44 信者たちはみな一緒にい
て、いっさいの物を共有にし、

45 資産や持ち物を売っては、必要に応じて
みんなの者に分け与えた。

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、

以下も参照されたい： 詩編 34:9,10; イザヤ記 33:16; エレ
ミヤ記 31:14; マタイによる福音書 14:19-21.

E16 救世主は民を祝福するであろう。

詩編 132:16 またわたしはその祭司たち
に救を着せる。その聖徒たちは声高らかに
喜び呼ばわるであろう。

ガラテヤの信徒への手紙 3:27 キリスト
に合うバプテスマを受けたあなたがた
は、皆キリストを着たのである。

ヨハネの黙示録 1:6 わたしたちを、
その父なる神のために、御国の民とし、
祭司として下さったかたに、世々限り
なく栄光と権力とがあるように、アァメ

ン。
以下も参照されたい： #1; #2; 歴代誌下 6:41; 詩編 132:9; 
イザヤ記 61:10; ヨハネの黙示録 3:5; ヨハネの黙示録 4:4; 

ヨハネの黙示録 7:9-14; ヨハネの黙示録 20:6.

D04 救世主の王としての祈り。
H03 救世主の未来の御国。

詩編 132:17 わたしはダビデのためにそ
こに一つの角をはえさせる。わたしはわが
油そそがれた者のために一つのともしびを
備えた。

18 わたしは彼の敵に恥を着せる。しかし彼の
上にはその冠が輝くであろう」。

ルカによる福音書 1:67 父ザカリヤは聖
霊に満たされ、預言して言った、

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、

71 わたしたちを敵から、またすべてわたし
たちを憎む者の手から、救い出すためで
ある。

ルカによる福音書 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。また
聖霊が彼に宿っていた。

26 そして主のつかわす救主に会うまでは死
ぬことはないと、聖霊の示しを受けてい
た。

27 この人が御霊に感じて宮にはいった。す
ると律法に定めてあることを行うため、
両親もその子イエスを連れてはいってき
たので、
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28 シメオンは幼な子を腕に抱き、神をほめ
たたえて言った、

29 「主よ、今こそ、あなたはみ言葉のとお
りに／この僕を安らかに去らせてくださ
います、

30 わたしの目が今あなたの救を見たのです
から。

31 この救はあなたが万民のまえにお備えに
なったもので、

32 異邦人を照す啓示の光、み民イスラエル
の栄光であります」。

ルカによる福音書 20:42 ダビデ自身が詩
篇の中で言っている、『主はわが主に仰
せになった、

43 あなたの敵をあなたの足台とする時まで
は、わたしの右に座していなさい』。

ヨハネの黙示録 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」。

以下も参照されたい： #1; #2; #5; 詩編 21:8,9; 詩編 
109:29; 詩編 148:14; エゼキエル記 29:21.

H03 救世主の未来の御国。

詩編 138:4 主よ、地のすべての王はあ
なたに感謝するでしょう。彼らはあなたの
口のもろもろの言葉を聞いたからです。

5 彼らは主のもろもろの道について歌うでし
ょう。主の栄光は大きいからです。

イザヤ記 49:22 主なる神はこう言われ
る、「見よ、わたしは手をもろもろの国
にむかってあげ、旗をもろもろの民にむ
かって立てる。彼らはそのふところにあ

なたの子らを携え、その肩にあなたの娘
たちを載せて来る。

23 もろもろの王は、あなたの養父となり、
その王妃たちは、あなたの乳母となり、
彼らはその顔を地につけて、あなたにひ
れ伏し、あなたの足のちりをなめる。こ
うして、あなたはわたしが主であること
を知る。わたしを待ち望む者は恥をこう
むることがない」。

ヨハネの黙示録 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」。

以下も参照されたい： #1; #5.

B08 救世主の全知。

詩編 139:1 主よ、あなたはわたしを探
り、わたしを知りつくされました。

2 あなたはわがすわるをも、立つをも知り、
遠くからわが思いをわきまえられます。

3 あなたはわが歩むをも、伏すをも探り出
し、わがもろもろの道をことごとく知ってお
られます。

4 わたしの舌に一言もないのに、主よ、あな
たはことごとくそれを知られます。

マタイによる福音書 9:4 イエスは彼らの
考えを見抜いて、「なぜ、あなたがたは
心の中で悪いことを考えているのか。

マタイによる福音書 12:36 あなたが
たに言うが、審判の日には、人はその語
る無益な言葉に対して、言い開きをしな
ければならないであろう。
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37 あなたは、自分の言葉によって正しいと
され、また自分の言葉によって罪ありと
されるからである」。

ルカによる福音書 9:47 イエスは彼らの
心の思いを見抜き、ひとりの幼な子を取
りあげて自分のそばに立たせ、彼らに言
われた、

ルカによる福音書 10:22 すべての事は父
からわたしに任せられています。そし
て、子がだれであるかは、父のほか知っ
ている者はありません。また父がだれで
あるかは、子と、父をあらわそうとして
子が選んだ者とのほか、だれも知ってい
る者はいません」。

ヨハネによる福音書 2:24 しかしイエスご
自身は、彼らに自分をお任せにならなか
った。それは、すべての人を知っておら
れ、

25 また人についてあかしする者を、必要と
されなかったからである。それは、ご自
身人の心の中にあることを知っておられ
たからである。

ヨハネによる福音書 13:21 イエスが
これらのことを言われた後、その心が騒
ぎ、おごそかに言われた、「よくよくあ
なたがたに言っておく。あなたがたのう
ちのひとりが、わたしを裏切ろうとして
いる」。

ヨハネによる福音書 16:30 あなたは
すべてのことをご存じであり、だれもあ
なたにお尋ねする必要のないことが、今
わかりました。このことによって、わた
したちはあなたが神からこられたかたで
あると信じます」。

ヨハネによる福音書 21:17 イエスは
三度目に言われた、「ヨハネの子シモ
ンよ、わたしを愛するか」。ペテロは
「わたしを愛するか」とイエスが三度も
言われたので、心をいためてイエスに言
った、「主よ、あなたはすべてをご存じ
です。わたしがあなたを愛していること
は、おわかりになっています」。イエス
は彼に言われた、「わたしの羊を養いな
さい。

コリントの信徒への手紙一 4:5 だから、
主がこられるまでは、何事についても、
先走りをしてさばいてはいけない。主は
暗い中に隠れていることを明るみに出
し、心の中で企てられていることを、あ
らわにされるであろう。その時には、神
からそれぞれほまれを受けるであろう。

ヘブライ人への手紙 4:13 そして、神のみ
まえには、あらわでない被造物はひとつ
もなく、すべてのものは、神の目には裸
であり、あらわにされているのである。
この神に対して、わたしたちは言い開き
をしなくてはならない。

ヨハネの黙示録 3:8 わたしは、あな
たのわざを知っている。見よ、わたし
は、あなたの前に、だれも閉じることの
できない門を開いておいた。なぜなら、
あなたには少ししか力がなかったにもか
かわらず、わたしの言葉を守り、わたし
の名を否まなかったからである。

以下も参照されたい： 詩編 17:3; 詩編 44:21; 詩編 94:11; 
詩編 121:3-8; 詩編 139:23; 箴言 5:21; コヘレトの言葉 

12:14; イザヤ記 29:15; イザヤ記 37:28; エレミヤ記 12:3; 
エレミヤ記 17:9,10; エレミヤ記 23:24; ダニエル記 2:22; マ

ラキ記 3:16; ヨハネによる福音書 4:16-19,28.
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B09 救世主の遍在。

詩編 139:7 わたしはどこへ行って、あな
たのみたまを離れましょうか。わたしはど
こへ行って、あなたのみ前をのがれましょ
うか。

8 わたしが天にのぼっても、あなたはそこに
おられます。わたしが陰府に床を設けて
も、あなたはそこにおられます。

9 わたしがあけぼのの翼をかって海のはてに
住んでも、

10 あなたのみ手はその所でわたしを導き、
あなたの右のみ手はわたしをささえられま
す。

マタイによる福音書 18:20 ふたりま
たは三人が、わたしの名によって集まっ
ている所には、わたしもその中にいるの
である」。

マタイによる福音書 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」。

ヨハネによる福音書 1:1 初めに言があっ
た。言は神と共にあった。言は神であっ
た。

ヨハネによる福音書 14:20 その日に
は、わたしはわたしの父におり、あな
たがたはわたしにおり、また、わたしが
あなたがたにおることが、わかるであろ
う。

コロサイの信徒への手紙 1:17 彼は万物
よりも先にあり、万物は彼にあって成り
立っている。

以下も参照されたい： エレミヤ記 23:23,24; ミカ記 5:2; ヨ
ハネの黙示録 21:2,3,10,22,23.

H03 救世主の未来の御国。

詩編 145:10 主よ、あなたのすべてのみ
わざはあなたに感謝し、あなたの聖徒はあ
なたをほめまつるでしょう。

11 彼らはみ国の栄光を語り、あなたのみ力を
宣べ、

12 あなたの大能のはたらきと、み国の光栄あ
る輝きとを人の子に知らせるでしょう。

13 あなたの国はとこしえの国です。あなたの
まつりごとはよろずよに絶えることはありま
せん。

エフェソの信徒への手紙 3:7 わたし
は、神の力がわたしに働いて、自分に与
えられた神の恵みの賜物により、福音の
僕とされたのである。

8 すなわち、聖徒たちのうちで最も小さい
者であるわたしにこの恵みが与えられた
が、それは、キリストの無尽蔵の富を異
邦人に宣べ伝え、

テモテへの手紙一 1:17 世々の支配者、
不朽にして見えざる唯一の神に、世々限
りなく、ほまれと栄光とがあるように、
アァメン。

ヘブライ人への手紙 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。

ヨハネの黙示録 5:12 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」。
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13 またわたしは、天と地、地の下と海の中
にあるすべての造られたもの、そして、
それらの中にあるすべてのものの言う声
を聞いた、「御座にいますかたと小羊と
に、さんびと、ほまれと、栄光と、権力
とが、世々限りなくあるように」。

ヨハネの黙示録 7:9 その後、わたし
が見ていると、見よ、あらゆる国民、部
族、民族、国語のうちから、数えきれな
いほどの大ぜいの群衆が、白い衣を身に
まとい、しゅろの枝を手に持って、御座
と小羊との前に立ち、

10 大声で叫んで言った、「救は、御座にい
ますわれらの神と／小羊からきたる」。

11 御使たちはみな、御座と長老たちと四つ
の生き物とのまわりに立っていたが、御
座の前にひれ伏し、神を拝して言った、

12 「アァメン、さんび、栄光、知恵、感
謝、ほまれ、力、勢いが、世々限りな
く、われらの神にあるように、アァメ
ン」。

ヨハネの黙示録 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」。

16 そして、神のみまえで座についている二
十四人の長老は、ひれ伏し、神を拝して
言った、

17 「今いまし、昔いませる、全能者にして
主なる神よ。大いなる御力をふるって支
配なさったことを、感謝します。

ヨハネの黙示録 12:10 その時わたし
は、大きな声が天でこう言うのを聞い
た、「今や、われらの神の救と力と国
と、神のキリストの権威とは、現れた。

われらの兄弟らを訴える者、夜昼われら
の神のみまえで彼らを訴える者は、投げ
落された。

ヨハネの黙示録 19:5 その時、御座か
ら声が出て言った、「すべての神の僕た
ちよ、神をおそれる者たちよ。小さき者
も大いなる者も、共に、われらの神をさ
んびせよ」。

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。

以下も参照されたい： #1; #2; コリントの信徒への手紙
一 15:21-28.

E05 救世主の奇跡。

詩編 146:8 主は盲人の目を開かれる。
主はかがむ者を立たせられる。主は正しい
者を愛される。

イザヤ記 35:5 その時、見えない人の目
は開かれ、聞えない人の耳は聞えるよう
になる。

マタイによる福音書 9:30 すると彼らの目
が開かれた。イエスは彼らをきびしく戒
めて言われた、「だれにも知れないよう
に気をつけなさい」。

マタイによる福音書 11:5 盲人は見え、足
なえは歩き、らい病人はきよまり、耳し
いは聞え、死人は生きかえり、貧しい人
々は福音を聞かされている。

ルカによる福音書 18:42 そこでイエスは
言われた、「見えるようになれ。あなた
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の信仰があなたを救った」。

ヨハネによる福音書 9:10 そこで人々は彼
に言った、「では、おまえの目はどうし
てあいたのか」。

11 彼は答えた、「イエスというかたが、ど
ろをつくって、わたしの目に塗り、『シ
ロアムに行って洗え』と言われました。
それで、行って洗うと、見えるようにな
りました」。

使徒言行録 26:18 それは、彼らの
目を開き、彼らをやみから光へ、悪魔の
支配から神のみもとへ帰らせ、また、彼
らが罪のゆるしを得、わたしを信じる信
仰によって、聖別された人々に加わるた
めである』。

エフェソの信徒への手紙 1:18 あなたが
たの心の目を明らかにして下さるよう
に、そして、あなたがたが神に召されて
いだいている望みがどんなものである
か、聖徒たちがつぐべき神の国がいかに
栄光に富んだものであるか、

ペトロの手紙一 2:9 しかし、あなた
がたは、選ばれた種族、祭司の国、聖な
る国民、神につける民である。それによ
って、暗やみから驚くべきみ光に招き入
れて下さったかたのみわざを、あなたが
たが語り伝えるためである。

以下も参照されたい： イザヤ記 42:16,18.

E26 救世主による贖罪の働き。

詩編 147:3 主は心の打ち砕かれた者を
いやし、その傷を包まれる。

6 主はしえたげられた者をささえ、悪しき者
を地に投げ捨てられる。

マタイによる福音書 5:5 柔和な人たち
は、さいわいである、彼らは地を受けつ
ぐであろう。

ルカによる福音書 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、

以下も参照されたい： ペトロの手紙一 5:6.

H03 救世主の未来の御国。

詩編 147:2 主はエルサレムを築き、イ
スラエルの追いやられた者を集められる。

13 主はあなたの門の貫の木を堅くし、あな
たのうちにいる子らを祝福されるからであ
る。

14 主はあなたの国境を安らかにし、最も良い
麦をもってあなたを飽かせられる。

20 主はいずれの国民をも、このようにはあし
らわれなかった。彼らは主のもろもろのお
きてを知らない。主をほめたたえよ。

イザヤ記 11:12 主は国々のために旗をあ
げて、イスラエルの追いやられた者を集
め、ユダの散らされた者を地の四方から
集められる。

ゼカリヤ記 8:3 主はこう仰せられる、『
わたしはシオンに帰って、エルサレムの
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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』。

ローマの信徒への手紙 3:1 では、ユダヤ人
のすぐれている点は何か。また割礼の益
は何か。

2 それは、いろいろの点で数多くある。ま
ず第一に、神の言が彼らにゆだねられた
ことである。

ローマの信徒への手紙 11:25 兄弟たち
よ。あなたがたが知者だと自負すること
のないために、この奥義を知らないでい
てもらいたくない。一部のイスラエル人
がかたくなになったのは、異邦人が全部
救われるに至る時までのことであって、

26 こうして、イスラエル人は、すべて救
われるであろう。すなわち、次のように
書いてある、／「救う者がシオンからき
て、／ヤコブから不信心を追い払うであ
ろう。

27 そして、これが、彼らの罪を除き去る時
に、／彼らに対して立てるわたしの契約
である」。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; 詩編 102:13-16; マタイ
による福音書 16:18; マタイによる福音書 19:13,14; エフェ
ソの信徒への手紙 1:10; エフェソの信徒への手紙 2:17-19; 

ローマの信徒への手紙 11:25.

H03 救世主の未来の御国。

詩編 149:1 主をほめたたえよ。主にむ
かって新しい歌をうたえ。聖徒のつどいで、
主の誉を歌え。

2 イスラエルにその造り主を喜ばせ、シオン
の子らにその王を喜ばせよ。

3 彼らに踊りをもって主のみ名をほめたた
えさせ、鼓と琴とをもって主をほめ歌わせ

よ。
4 主はおのが民を喜び、へりくだる者を勝利

をもって飾られるからである。
5 聖徒を栄光によって喜ばせ、その床の上で

喜び歌わせよ。

マタイによる福音書 21:5 すなわち、「シ
オンの娘に告げよ、見よ、あなたの王が
おいでになる、柔和なおかたで、ろば
に乗って、くびきを負うろばの子に乗っ
て」。

ルカによる福音書 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」。

ヘブライ人への手紙 2:12 すなわち、／「
わたしは、御名をわたしの兄弟たちに告
げ知らせ、／教会の中で、あなたをほめ
歌おう」／と言い、

ペトロの手紙一 1:8 あなたがたは、
イエス・キリストを見たことはないが、
彼を愛している。現在、見てはいけない
けれども、信じて、言葉につくせない、
輝きにみちた喜びにあふれている。

ペトロの手紙一 3:4 かくれた内なる
人、柔和で、しとやかな霊という朽ちる
ことのない飾りを、身につけるべきであ
る。これこそ、神のみまえに、きわめて
尊いものである。

ヨハネの黙示録 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、封印を解くにふさわし
いかたであります。あなたはほふられ、
その血によって、神のために、あらゆる
部族、国語、民族、国民の中から人々を
あがない、
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10 わたしたちの神のために、彼らを御国の
民とし、祭司となさいました。彼らは地
上を支配するに至るでしょう」。

ヨハネの黙示録 19:6 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。

以下も参照されたい： #1; #2; 申命記 7:6,7; サムエル記
上 12:22; 詩編 22:22,25; 詩編 33:2,3; 詩編 96:1; 詩編 98:1; 
詩編 100:1-3; 詩編 111:1; 詩編 116:18; 詩編 135:3,4; 詩編 
144:9; 詩編 150:4; イザヤ記 42:10; イザヤ記 54:5; イザヤ

記 62:4,5; ペトロの手紙一 5:5.

H02 将来の救世主による裁き。

詩編 149:6 そののどには神をあがめる
歌があり、その手にはもろ刃のつるぎがあ
る。

7 これはもろもろの国にあだを返し、もろも
ろの民を懲らし、

8 彼らの王たちを鎖で縛り、彼らの貴人たち
を鉄のかせで縛りつけ、

9 しるされたさばきを彼らに行うためであ
る。これはそのすべての聖徒に与えられる
誉である。主をほめたたえよ。

ゼカリヤ記 14:17 地の諸族のう
ち、王なる万軍の主を拝むために、エル
サレムに上らない者の上には、雨が降ら
ない。

18 エジプトの人々が、もし上ってこない時
には、主が仮庵の祭を守るために、上っ
てこないすべての国びとを撃たれるその
災が、彼らの上に臨む。

19 これが、エジプトびとの受ける罰、およ
びすべて仮庵の祭を守るために上ってこ
ない国びとの受ける罰である。

コリントの信徒への手紙一 6:2 それと
も、聖徒は世をさばくものであること
を、あなたがたは知らないのか。そし
て、世があなたがたによってさばかれる
べきであるのに、きわめて小さい事件で
もさばく力がないのか。

3 あなたがたは知らないのか、わたしたち
は御使をさえさばく者である。ましてこ
の世の事件などは、いうまでもないでは
ないか。

ヘブライ人への手紙 4:12 というのは、神
の言は生きていて、力があり、もろ刃の
つるぎよりも鋭くて、精神と霊魂と、関
節と骨髄とを切り離すまでに刺しとおし
て、心の思いと志とを見分けることがで
きる。

ヨハネの黙示録 1:16 その右手に七つ
の星を持ち、口からは、鋭いもろ刃のつ
るぎがつき出ており、顔は、強く照り輝
く太陽のようであった。

ヨハネの黙示録 3:21 勝利を得る者に
は、わたしと共にわたしの座につかせよ
う。それはちょうど、わたしが勝利を得
てわたしの父と共にその御座についたの
と同様である。

以下も参照されたい： #1; #6; 詩編 96:14; 詩編 145:3-5; 
詩編 148:14; ダニエル記 7:18,22; ルカによる福音書 2:14; 

ヨハネの黙示録 19:11-21.

诗篇
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G04 救世主は霊を注ぐであろう。

箴言 1:23 わたしの戒めに心をとめ
よ、見よ、わたしは自分の思いを、あなたが
たに告げ、わたしの言葉を、あなたがたに
知らせる。

ヨエル記 2:28 その後わたしはわが霊
を／すべての肉なる者に注ぐ。あなたが
たのむすこ、娘は預言をし、あなたがた
の老人たちは夢を見、あなたがたの若者
たちは幻を見る。

ゼカリヤ記 12:10 わたしはダビデ
の家およびエルサレムの住民に、恵みと
祈の霊とを注ぐ。彼らはその刺した者を
見る時、ひとり子のために嘆くように彼
のために嘆き、ういごのために悲しむよ
うに、彼のためにいたく悲しむ。

使徒言行録 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。

使徒言行録 2:38 すると、ペテロが答え
た、「悔い改めなさい。そして、あなた
がたひとりびとりが罪のゆるしを得るた
めに、イエス・キリストの名によって、
バプテスマを受けなさい。そうすれば、
あなたがたは聖霊の賜物を受けるであろ
う。

以下も参照されたい： イザヤ記 32:15.

A04 救世主は無限から存在している。
D01 救世主の塗油。

箴言 8:22 主が昔そのわざをなし始め
られるとき、そのわざの初めとして、わたし

を造られた。
23 いにしえ、地のなかった時、初めに、わたし

は立てられた。
24 まだ海もなく、また大いなる水の泉もなか

った時、わたしはすでに生れ、
25 山もまだ定められず、丘もまだなかった

時、わたしはすでに生れた。
26 すなわち神がまだ地をも野をも、地のちり

のもとをも造られなかった時である。
27 彼が天を造り、海のおもてに、大空を張ら

れたとき、わたしはそこにあった。
28 彼が上に空を堅く立たせ、淵の泉をつよく

定め、
29 海にその限界をたて、水にその岸を越え

ないようにし、また地の基を定められたと
き、

ヨハネによる福音書 1:1 初めに言があっ
た。言は神と共にあった。言は神であっ
た。

2 この言は初めに神と共にあった。
3 すべてのものは、これによってできた。

できたもののうち、一つとしてこれによ
らないものはなかった。

4 この言に命があった。そしてこの命は人
の光であった。

ヨハネによる福音書 17:5 父よ、世が造ら
れる前に、わたしがみそばで持っていた
栄光で、今み前にわたしを輝かせて下さ
い。

ヨハネによる福音書 17:24 父よ、あ
なたがわたしに賜わった人々が、わた
しのいる所に一緒にいるようにして下さ
い。天地が造られる前からわたしを愛し
て下さって、わたしに賜わった栄光を、
彼らに見させて下さい。

コロサイの信徒への手紙 1:15 御子は、

箴言
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見えない神のかたちであって、すべての
造られたものに先だって生れたかたであ
る。

16 万物は、天にあるものも地にあるもの
も、見えるものも見えないものも、位も
主権も、支配も権威も、みな御子にあっ
て造られたからである。これらいっさい
のものは、御子によって造られ、御子の
ために造られたのである。

17 彼は万物よりも先にあり、万物は彼にあ
って成り立っている。

18 そして自らは、そのからだなる教会のか
しらである。彼は初めの者であり、死人
の中から最初に生れたかたである。それ
は、ご自身がすべてのことにおいて第一
の者となるためである。

19 神は、御旨によって、御子のうちにすべ
ての満ちみちた徳を宿らせ、

ヘブライ人への手紙 1:1 神は、むかし
は、預言者たちにより、いろいろな時
に、いろいろな方法で、先祖たちに語ら
れたが、

2 この終りの時には、御子によって、わた
したちに語られたのである。神は御子を
万物の相続者と定め、また、御子によっ
て、もろもろの世界を造られた。

3 御子は神の栄光の輝きであり、神の本質
の真の姿であって、その力ある言葉をも
って万物を保っておられる。そして罪の
きよめのわざをなし終えてから、いと高
き所にいます大能者の右に、座につかれ
たのである。

4 御子は、その受け継がれた名が御使たち
の名にまさっているので、彼らよりもす
ぐれた者となられた。

5 いったい、神は御使たちのだれに対し
て、／「あなたこそは、わたしの子。き
ょう、わたしはあなたを生んだ」／と言
い、さらにまた、／「わたしは彼の父と

なり、／彼はわたしの子となるであろ
う」／と言われたことがあるか。

以下も参照されたい： 創世記 1:26; 詩編 2:6; ミカ記 5:2; 
エフェソの信徒への手紙 1:10,11; ヨハネによる福音書 

1:1,2.

A05 救世主とその父の関係。

箴言 8:29 海にその限界をたて、水に
その岸を越えないようにし、また地の基を
定められたとき、

30 わたしは、そのかたわらにあって、名匠とな
り、日 に々喜び、常にその前に楽しみ、

31 その地で楽しみ、また世の人を喜んだ。

マタイによる福音書 3:16 イエスはバプテ
スマを受けるとすぐ、水から上がられ
た。すると、見よ、天が開け、神の御霊
がはとのように自分の上に下ってくるの
を、ごらんになった。

17 また天から声があって言った、「これは
わたしの愛する子、わたしの心にかなう
者である」。

ヨハネによる福音書 1:1 初めに言があっ
た。言は神と共にあった。言は神であっ
た。

2 この言は初めに神と共にあった。
3 すべてのものは、これによってできた。

できたもののうち、一つとしてこれによ
らないものはなかった。

ヨハネによる福音書 1:18 神を見た者はま
だひとりもいない。ただ父のふところに
いるひとり子なる神だけが、神をあらわ
したのである。

ヨハネによる福音書 4:34 イエスは彼らに
言われた、「わたしの食物というのは、

箴言
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わたしをつかわされたかたのみこころを
行い、そのみわざをなし遂げることであ
る。

ヨハネによる福音書 5:19 さて、イエスは
彼らに答えて言われた、「よくよくあな
たがたに言っておく。子は父のなさるこ
とを見てする以外に、自分からは何事も
することができない。父のなさることで
あればすべて、子もそのとおりにするの
である。

20 なぜなら、父は子を愛して、みずからな
さることは、すべて子にお示しになるか
らである。そして、それよりもなお大き
なわざを、お示しになるであろう。あな
たがたが、それによって不思議に思うた
めである。

以下も参照されたい： 詩編 40:6-8; イザヤ記 42:1; マタイ
による福音書 17:5; ヨハネによる福音書 12:28; ヨハネによ
る福音書 13:1; ヨハネによる福音書 16:28; コリントの信徒

への手紙二 8:9.

B01 救世主は神の子である。

箴言 30:4 天にのぼったり、下ったりし
たのはだれか、風をこぶしの中に集めたの
はだれか、水を着物に包んだのはだれか、
地のすべての限界を定めた者はだれか、そ
の名は何か、その子の名は何か、あなたは
確かにそれを知っている。

イザヤ記 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。

エレミヤ記 23:6 その日ユダは救を得、イ

スラエルは安らかにおる。その名は『主
はわれわれの正義』ととなえられる。

ヨハネによる福音書 1:1 初めに言があっ
た。言は神と共にあった。言は神であっ
た。

ヨハネによる福音書 1:18 神を見た者はま
だひとりもいない。ただ父のふところに
いるひとり子なる神だけが、神をあらわ
したのである。

ヨハネによる福音書 3:13 天から下ってき
た者、すなわち人の子のほかには、だれ
も天に上った者はない。

エフェソの信徒への手紙 4:9 さて「上
った」と言う以上、また地下の低い底に
も降りてこられたわけではないか。

10 降りてこられた者自身は、同時に、あら
ゆるものに満ちるために、もろもろの天
の上にまで上られたかたなのである。

以下も参照されたい： 申命記 30:3; 士師記 13:18; ヨブ
記 38:4; 詩編 2:7; エレミヤ記 7:14; マタイによる福音書 
1:21-23; ヨハネによる福音書 6:46; ローマの信徒への手

紙 10:6,7.

     

箴言
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B18 救世主の高潔さ、美しさ、栄光。

雅歌 5:16 その言葉は、はなはだ美し
く、彼はことごとく麗しい。エルサレムの娘
たちよ、これがわが愛する者、これがわが
友なのです。

詩編 45:1 わたしの心はうるわしい
言葉であふれる。わたしは王についてよ
んだわたしの詩を語る。わたしの舌はす
みやかに物書く人の筆のようだ。

ヨハネによる福音書 3:29 花嫁をもつ者は
花婿である。花婿の友人は立って彼の声
を聞き、その声を聞いて大いに喜ぶ。こ
うして、この喜びはわたしに満ち足りて
いる。

ガラテヤの信徒への手紙 2:20 生きてい
るのは、もはや、わたしではない。キリ
ストが、わたしのうちに生きておられる
のである。しかし、わたしがいま肉にあ
って生きているのは、わたしを愛し、わ
たしのためにご自身をささげられた神の
御子を信じる信仰によって、生きている
のである。

ヨハネの手紙一 4:16 わたしたちは、
神がわたしたちに対して持っておられる
愛を知り、かつ信じている。神は愛であ
る。愛のうちにいる者は、神におり、神
も彼にいます。

以下も参照されたい： 雅歌 1:2; 雅歌 2:16; 雅歌 6:3; マタ
イによる福音書 11:19; マタイによる福音書 26:50; ルカに

よる福音書 7:34; ヤコブの手紙 2:23.

雅歌



190

E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

H03 救世主の未来の御国。

イザヤ記 2:2 終りの日に次のことが起
る。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。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。

詩編 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。

イザヤ記 49:22 主なる神はこう言われ
る、「見よ、わたしは手をもろもろの国
にむかってあげ、旗をもろもろの民にむ
かって立てる。彼らはそのふところにあ
なたの子らを携え、その肩にあなたの娘
たちを載せて来る。

23 もろもろの王は、あなたの養父となり、
その王妃たちは、あなたの乳母となり、
彼らはその顔を地につけて、あなたにひ
れ伏し、あなたの足のちりをなめる。こ
うして、あなたはわたしが主であること
を知る。わたしを待ち望む者は恥をこう
むることがない」。

エレミヤ記 3:17 そのときエルサレムは主
のみ位ととなえられ、万国の民はここに
集まる。すなわち主の名のもとにエルサ
レムに集まり、かさねて、かたくなに自
分の悪い心に従うことはしない。

ゼカリヤ記 8:20 万軍の主は、こう仰せら
れる、もろもろの民および多くの町の住
民、すなわち、一つの町の住民は、他の
町の人々のところに行き、

21 『われわれは、ただちに行って、主の恵
みを請い、万軍の主に呼び求めよう』と
言うと、『わたしも行こう』と言う。

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」。

ヨハネによる福音書 6:45 預言者の書に、
『彼らはみな神に教えられるであろう』
と書いてある。父から聞いて学んだ者
は、みなわたしに来るのである。

使徒言行録 1:8 ただ、聖霊があなたがた
にくだる時、あなたがたは力を受けて、
エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、
さらに地のはてまで、わたしの証人とな
るであろう」。

ローマの信徒への手紙 15:18 わたし
は、異邦人を従順にするために、キリス
トがわたしを用いて、言葉とわざ、

ヨハネの手紙一 2:27 あなたがたのう
ちには、キリストからいただいた油がと
どまっているので、だれにも教えてもら
う必要はない。この油が、すべてのこと
をあなたがたに教える。それはまことで
あって、偽りではないから、その油が教
えたように、あなたがたは彼のうちにと
どまっていなさい。

イザヤ記
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ヨハネの黙示録 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」。

ヨハネの黙示録 12:10 その時わたし
は、大きな声が天でこう言うのを聞い
た、「今や、われらの神の救と力と国
と、神のキリストの権威とは、現れた。
われらの兄弟らを訴える者、夜昼われら
の神のみまえで彼らを訴える者は、投げ
落された。

ヨハネの黙示録 15:4 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。あなただけが聖なるか
たであり、あらゆる国民はきて、あなた
を伏し拝むでしょう。あなたの正しいさ
ばきが、あらわれるに至ったからであり
ます」。

ヨハネの黙示録 17:14 彼らは小羊に戦
いをいどんでくるが、小羊は、主の主、
王の王であるから、彼らにうち勝つ。ま
た、小羊と共にいる召された、選ばれ
た、忠実な者たちも、勝利を得る」。

ヨハネの黙示録 21:10 この御使は、わ
たしを御霊に感じたまま、大きな高い山
に連れて行き、聖都エルサレムが、神の
栄光のうちに、神のみもとを出て天から
下って来るのを見せてくれた。

以下も参照されたい： 詩編 2:8; 詩編 72:8,11,17-19; 詩編 
86:9; 詩編 89:15-17; 詩編 110:2; イザヤ記 2:2,3; イザヤ記 
11:10; イザヤ記 27:15; イザヤ記 30:29; イザヤ記 49:6,7; 
イザヤ記 50:4,5; イザヤ記 51:4,5; イザヤ記 54:13; イザ

ヤ記 55:5; イザヤ記 60:3-14; エレミヤ記 16:19; エレミヤ
記 31:6; エレミヤ記 50:4,5; ダニエル記 2:44,45; ダニエル
記 7:14,18,22,27; ホセア記 2:23; アモス記 9:11,12; ミカ

記 4:1-3; ゼファニヤ記 3:9,10; ゼカリヤ記 2:11; ゼカリヤ
記 8:3; ゼカリヤ記 14:9; マラキ記 1:11; マラキ記 3:12; 使

徒言行録 13:46-48; ローマの信徒への手紙 10:18; ヨハネ
の黙示録 20.

H02 将来の救世主による裁き。
H03 救世主の未来の御国。

イザヤ記 2:4 彼はもろもろの国のあいだ
にさばきを行い、多くの民のために仲裁に
立たれる。こうして彼らはそのつるぎを打
ちかえて、すきとし、そのやりを打ちかえて、
かまとし、国は国にむかって、つるぎをあげ
ず、彼らはもはや戦いのことを学ばない。

イザヤ記 60:18 暴虐は、もはやあなたの
地に聞かれず、荒廃と滅亡は、もはやあ
なたの境のうちに聞かれず、あなたはそ
の城壁を「救」ととなえ、その門を「
誉」ととなえる。

ゼカリヤ記 9:10 わたしはエフライムから
戦車を断ち、エルサレムから軍馬を断
つ。また、いくさ弓も断たれる。彼は国
々の民に平和を告げ、その政治は海から
海に及び、大川から地の果にまで及ぶ。

ヨハネによる福音書 5:22 父はだれをもさ
ばかない。さばきのことはすべて、子に
ゆだねられたからである。

23 それは、すべての人が父を敬うと同様
に、子を敬うためである。子を敬わない
者は、子をつかわされた父をも敬わな
い。

使徒言行録 17:31 神は、義をもっ
てこの世界をさばくためその日を定め、
お選びになったかたによってそれをなし
遂げようとされている。すなわち、この
かたを死人の中からよみがえらせ、その
確証をすべての人に示されたのである」
。
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ヨハネの黙示録 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」。

ヨハネの黙示録 19:11 またわたしが見
ていると、天が開かれ、見よ、そこに白
い馬がいた。それに乗っているかたは、
「忠実で真実な者」と呼ばれ、義によっ
てさばき、また、戦うかたである。

以下も参照されたい： サムエル記上 2:10; 詩編 46:9; 詩編 
72:3-7; 詩編 82:8; 詩編 96:13; 詩編 110:6; イザヤ記 9:7; イ

ザヤ記 11:3-9; イザヤ記 60:17; ホセア記 2:19; ヨエル記 
3:10; ミカ記 4:3; ヨハネの黙示録 20.

B21 救世主は光である。
H03 救世主の未来の御国。

イザヤ記 2:5 ヤコブの家よ、さあ、われわ
れは主の光に歩もう。

イザヤ記 30:26 さらに主がその民の傷を
包み、その打たれた傷をいやされる日に
は、月の光は日の光のようになり、日の
光は七倍となり、七つの日の光のように
になる。

イザヤ記 49:6 主は言われる、「あなた
がわがしもべとなって、ヤコブのもろも
ろの部族をおこし、イスラエルのうちの
残った者を帰らせることは、いとも軽い
事である。わたしはあなたを、もろもろ
の国びとの光となして、わが救を地の果
にまでいたらせよう」と。

ルカによる福音書 1:79 暗黒と死の陰と
に住む者を照し、わたしたちの足を平和

の道へ導くであろう」。

ヨハネによる福音書 8:12 イエスは、また
人々に語ってこう言われた、「わたしは
世の光である。わたしに従って来る者
は、やみのうちを歩くことがなく、命の
光をもつであろう」。

ヨハネによる福音書 12:35 そこでイ
エスは彼らに言われた、「もうしばらく
の間、光はあなたがたと一緒にここにあ
る。光がある間に歩いて、やみに追いつ
かれないようにしなさい。やみの中を歩
く者は、自分がどこへ行くのかわかって
いない。

36 光のある間に、光の子となるために、光
を信じなさい」。イエスはこれらのこと
を話してから、そこを立ち去って、彼ら
から身をお隠しになった。

ローマの信徒への手紙 13:12 夜はふ
け、日が近づいている。それだから、わ
たしたちは、やみのわざを捨てて、光の
武具を着けようではないか。

エフェソの信徒への手紙 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――

9 光はあらゆる善意と正義と真実との実を
結ばせるものである――

テサロニケの信徒への手紙一 5:5 あなたが
たはみな光の子であり、昼の子なのであ
る。わたしたちは、夜の者でもやみの者
でもない。

6 だから、ほかの人々のように眠っていな
いで、目をさまして慎んでいよう。

ヨハネの手紙一 1:7 しかし、神が光
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の中にいますように、わたしたちも光の
中を歩くならば、わたしたちは互に交わ
りをもち、そして、御子イエスの血が、
すべての罪からわたしたちをきよめるの
である。

ヨハネの黙示録 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。

以下も参照されたい： 詩編 18:29; 詩編 89:15; イザヤ記 
2:3; イザヤ記 42:6,16; イザヤ記 50:10; イザヤ記 51:4; イザ

ヤ記 60:1,3,19,20; ゼカリヤ記 14:6,7.

A07 彼はイスラエルの救世主となるであろ
う。

B14 救世主は神の栄光を知らせる。
E16 救世主は民を祝福するであろう。
H03 救世主の未来の御国。
H11 救世主は栄光を受けるであろう。
     
イザヤ記 4:2 その日、主の枝は麗しく栄

え、地の産物はイスラエルの生き残った者
の誇、また光栄となる。

エレミヤ記 23:5 主は仰せられる、見よ、
わたしがダビデのために一つの正しい枝
を起す日がくる。彼は王となって世を治
め、栄えて、公平と正義を世に行う。

6 その日ユダは救を得、イスラエルは安ら
かにおる。その名は『主はわれわれの正
義』ととなえられる。

ヨエル記 3:18 その日もろもろの山にう
まい酒がしたたり、もろもろの丘は乳を
流し、ユダのすべての川は水を流す。泉

は主の家から出て、シッテムの谷を潤
す。

ゼカリヤ記 6:12 彼に言いなさい、『万軍
の主は、こう仰せられる、見よ、その名
を枝という人がある。彼は自分の場所で
成長して、主の宮を建てる。

13 すなわち彼は主の宮を建て、王として
の光栄を帯び、その位に座して治める。
その位のかたわらに、ひとりの祭司がい
て、このふたりの間に平和の一致があ
る』。

ルカによる福音書 1:30 すると御使が言
った、「恐れるな、マリヤよ、あなたは
神から恵みをいただいているのです。

31 見よ、あなたはみごもって男の子を産む
でしょう。その子をイエスと名づけなさ
い。

32 彼は大いなる者となり、いと高き者の子
と、となえられるでしょう。そして、主
なる神は彼に父ダビデの王座をお与えに
なり、

33 彼はとこしえにヤコブの家を支配し、そ
の支配は限りなく続くでしょう」。

ヨハネによる福音書 15:5 わたしはぶどう
の木、あなたがたはその枝である。もし
人がわたしにつながっており、またわた
しがその人とつながっておれば、その人
は実を豊かに結ぶようになる。わたしか
ら離れては、あなたがたは何一つできな
いからである。

ガラテヤの信徒への手紙 5:22 しかし、
御霊の実は、愛、喜び、平和、寛容、慈
愛、善意、忠実、

ヨハネの黙示録 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
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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。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; マタイによる福音書 
24:22; ヨハネによる福音書 1:14; ヨハネによる福音書 

15:2-4,8,16; コリントの信徒への手紙二 4:6; コロサイの
信徒への手紙 1:10; ペトロの手紙二 1:16; ヨハネの黙示

録 7:9-14.

H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

イザヤ記 4:3 そして主が審判の霊と滅亡
の霊とをもって、シオンの娘らの汚れを洗
い、エルサレムの血をその中から除き去ら
れるとき、シオンに残る者、エルサレムにと
どまる者、すべてエルサレムにあって、生命
の書にしるされた者は聖なる者ととなえら
れる。

ヨエル記 3:16 主はシオンから大声で叫
び、エルサレムから声を出される。天も
地もふるい動く。しかし主はその民の避
け所、イスラエルの人々のとりでであ
る。

17 「そこであなたがたは知るであろう、わ
たしはあなたがたの神、主であって、わ
が聖なる山シオンに住むことを。エルサ
レムは聖所となり、他国人は重ねてその
中を通ることがない。

ゼカリヤ記 14:20 その日には、馬
の鈴の上に「主に聖なる者」と、しるす
のである。また主の宮のなべは、祭壇の
前の鉢のように、聖なる物となる。

21 エルサレムおよびユダのすべてのなべ
は、万軍の主に対して聖なる物となり、
すべて犠牲をささげる者は来てこれを取
り、その中で犠牲の肉を煮ることができ
る。その日には、万軍の主の宮に、もは

や商人はいない。

ローマの信徒への手紙 11:16 もし、麦
粉の初穂がきよければ、そのかたまりも
きよい。もし根がきよければ、その枝も
きよい。

ローマの信徒への手紙 11:26 こうし
て、イスラエル人は、すべて救われるで
あろう。すなわち、次のように書いてあ
る、／「救う者がシオンからきて、／ヤ
コブから不信心を追い払うであろう。

27 そして、これが、彼らの罪を除き去る時
に、／彼らに対して立てるわたしの契約
である」。

エフェソの信徒への手紙 1:4 みまえに
きよく傷のない者となるようにと、天地
の造られる前から、キリストにあってわ
たしたちを選び、

エフェソの信徒への手紙 5:26 キリスト
がそうなさったのは、水で洗うことによ
り、言葉によって、教会をきよめて聖な
るものとするためであり、

27 また、しみも、しわも、そのたぐいのも
のがいっさいなく、清くて傷のない栄光
の姿の教会を、ご自分に迎えるためであ
る。

ヘブライ人への手紙 12:14 すべての
人と相和し、また、自らきよくなるよう
に努めなさい。きよくならなければ、だ
れも主を見ることはできない。

ヘブライ人への手紙 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、
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ヨハネの黙示録 3:5 勝利を得る者
は、このように白い衣を着せられるので
ある。わたしは、その名をいのちの書か
ら消すようなことを、決してしない。ま
た、わたしの父と御使たちの前で、その
名を言いあらわそう。

ヨハネの黙示録 13:8 地に住む者で、
ほふられた小羊のいのちの書に、その名
を世の初めからしるされていない者はみ
な、この獣を拝むであろう。

ヨハネの黙示録 17:8 あなたの見た獣
は、昔はいたが、今はおらず、そして、
やがて底知れぬ所から上ってきて、つい
には滅びに至るものである。地に住む者
のうち、世の初めからいのちの書に名を
しるされていない者たちは、この獣が、
昔はいたが今はおらず、やがて来るのを
見て、驚きあやしむであろう。

ヨハネの黙示録 20:15 このいのちの書
に名がしるされていない者はみな、火の
池に投げ込まれた。

ヨハネの黙示録 21:27 しかし、汚れた
者や、忌むべきこと及び偽りを行う者
は、その中に決してはいれない。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。

ヨハネの黙示録 22:15 犬ども、まじな
いをする者、姦淫を行う者、人殺し、偶
像を拝む者、また、偽りを好みかつこれ
を行う者はみな、外に出されている。

以下も参照されたい： #1; #2; 出エジプト記 32:32,33; 申
命記 12:7,12; エゼキエル記 13:9; エゼキエル記 43:12; エ
ゼキエル記 44:9; ゼカリヤ記 1:17; マタイによる福音書 
21:12,13; ルカによる福音書 10:20; ヨハネによる福音書 

17:17; 使徒言行録 13:48; コリントの信徒への手紙一 3:16; 
コリントの信徒への手紙一 6:9-11; エフェソの信徒への
手紙 2:19-22; フィリピの信徒への手紙 4:3; コロサイの

信徒への手紙 3:12; ペトロの手紙一 2:9; ヨハネの黙示録 
18:11-15.

H03 救世主の未来の御国。

イザヤ記 4:4 （３節に合節）
5 その時、主はシオンの山のすべての場所

と、そのもろもろの集会との上に、昼は雲
をつくり、夜は煙と燃える火の輝きとをつく
られる。これはすべての栄光の上にある天
蓋であり、あずまやであって、

6 昼は暑さをふせぐ陰となり、また暴風と雨
を避けて隠れる所となる。

詩編 87:2 主はヤコブのすべてのす
まいにまさって、シオンのもろもろの門
を愛される。

3 神の都よ、あなたについて、もろもろの
栄光ある事が語られる。[セラ

イザヤ記 31:5 鳥がひなを守るように、
万軍の主はエルサレムを守り、これを守
って救い、これを惜しんで助けられる」
。

イザヤ記 33:20 定めの祭の町シオンを見
よ。あなたの目は平和なすまい、移され
ることのない幕屋エルサレムを見る。そ
の杭はとこしえに抜かれず、その綱は、
ひとすじも断たれることはない。

エゼキエル記 36:25 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
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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。

28 あなたがたは、わたしがあなたがたの先
祖に与えた地に住んで、わが民となり、
わたしはあなたがたの神となる。

29 わたしはあなたがたをそのすべての汚
れから救い、穀物を呼びよせてこれを増
し、ききんをあなたがたに臨ませない。

ゼカリヤ記 12:8 その日、主はエルサレム
の住民を守られる。彼らの中の弱い者
も、その日には、ダビデのようになる。
またダビデの家は神のように、彼らに先
だつ主の使のようになる。

ゼカリヤ記 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。

2 万軍の主は言われる、その日には、わた
しは地から偶像の名を取り除き、重ねて
人に覚えられることのないようにする。
わたしはまた預言者および汚れの霊を、
地から去らせる。

マタイによる福音書 3:11 わたしは悔改め
のために、水でおまえたちにバプテスマ
を授けている。しかし、わたしのあと
から来る人はわたしよりも力のあるかた
で、わたしはそのくつをぬがせてあげる
値うちもない。このかたは、聖霊と火と
によっておまえたちにバプテスマをお授
けになるであろう。

12 また、箕を手に持って、打ち場の麦をふ
るい分け、麦は倉に納め、からは消えな
い火で焼き捨てるであろう」。

ヨハネによる福音書 16:8 それがきたら、
罪と義とさばきとについて、世の人の目
を開くであろう。

9 罪についてと言ったのは、彼らがわたし

を信じないからである。
10 義についてと言ったのは、わたしが父の

みもとに行き、あなたがたは、もはやわ
たしを見なくなるからである。

11 さばきについてと言ったのは、この世の
君がさばかれるからである。

コリントの信徒への手紙一 6:11 あなたが
たの中には、以前はそんな人もいた。し
かし、あなたがたは、主イエス・キリス
トの名によって、またわたしたちの神の
霊によって、洗われ、きよめられ、義と
されたのである。

ヨハネの黙示録 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
から、恵みと平安とが、あなたがたにあ
るように。わたしたちを愛し、その血に
よってわたしたちを罪から解放し、

ヨハネの黙示録 7:14 わたしは彼に答
えた、「わたしの主よ、それはあなたが
ご存じです」。すると、彼はわたしに言
った、「彼らは大きな患難をとおってき
た人たちであって、その衣を小羊の血で
洗い、それを白くしたのである。

ヨハネの黙示録 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。また、十四万四千の人々が
小羊と共におり、その額に小羊の名とそ
の父の名とが書かれていた。

以下も参照されたい： #1; #2; #5; 出エジプト記 13:21,22; 
詩編 27:5; 詩編 78:14; 詩編 91:1; 箴言 18:10; イザヤ記 

25:4; イザヤ記 26:20; イザヤ記 37:35; エレミヤ記 16:19; 
エゼキエル記 11:16; エゼキエル記 16:6-9; エゼキエル記 

22:15,18-22; エゼキエル記 24:7-14; ヨエル記 3:16-21; ゼ
カリヤ記 2:5-10; マタイによる福音書 18:20; マタイによる
福音書 23:37; マタイによる福音書 28:20; ヨハネの黙示録 

7:15,16; ヨハネの黙示録 11:15; ヨハネの黙示録 20.
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A08 救世主の名前と称号。
F03 救世主は拒否されるであろう。

イザヤ記 5:1 わたしはわが愛する者のた
めに、そのぶどう畑についてのわが愛の歌
をうたおう。わが愛する者は土肥えた小山
の上に、一つのぶどう畑をもっていた。

2 彼はそれを掘りおこし、石を除き、それに
良いぶどうを植え、その中に物見やぐらを
建て、またその中に酒ぶねを掘り、良いぶ
どうの結ぶのを待ち望んだ。ところが結ん
だものは野ぶどうであった。

詩編 80:14 万軍の神よ、再び天から
見おろして、このぶどうの木をかえりみ
てください。

15 あなたの右の手の植えられた幹と、みず
からのために強くされた枝とをかえりみ
てください。

エレミヤ記 2:21 わたしはあなたを、まっ
たく良い種の／すぐれたぶどうの木とし
て植えたのに、どうしてあなたは変っ
て、悪い野ぶどうの木となったのか。

マタイによる福音書 21:33 もう一つ
の・を聞きなさい。ある所に、ひとりの
家の主人がいたが、ぶどう園を造り、か
きをめぐらし、その中に酒ぶねの穴を掘
り、やぐらを立て、それを農夫たちに貸
して、旅に出かけた。

34 収穫の季節がきたので、その分け前を受
け取ろうとして、僕たちを農夫のところ
へ送った。

35 すると、農夫たちは、その僕たちをつか
まえて、ひとりを袋だたきにし、ひとり
を殺し、もうひとりを石で打ち殺した。

36 また別に、前よりも多くの僕たちを送っ
たが、彼らをも同じようにあしらった。

37 しかし、最後に、わたしの子は敬ってく

れるだろうと思って、主人はその子を彼
らの所につかわした。

38 すると農夫たちは、その子を見て互に言
った、『あれはあと取りだ。さあ、これ
を殺して、その財産を手に入れよう』。

39 そして彼をつかまえて、ぶどう園の外に
引き出して殺した。

ヨハネによる福音書 3:29 花嫁をもつ者は
花婿である。花婿の友人は立って彼の声
を聞き、その声を聞いて大いに喜ぶ。こ
うして、この喜びはわたしに満ち足りて
いる。

ヨハネによる福音書 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。

以下も参照されたい： 申命記 32:32,33; 詩編 80:7; 雅
歌 2:8,16; 雅歌 5:2,16; 雅歌 6:3; イザヤ記 5:7; イザヤ記 

27:2,3; ホセア記 10:1; マルコによる福音書 12:1-9; ルカに
よる福音書 13:7; ヨハネによる福音書 2:1-11; ローマの信

徒への手紙 9:4,5.

H03 救世主の未来の御国。

イザヤ記 6:1 ウジヤ王の死んだ年、わた
しは主が高くあげられたみくらに座し、そ
の衣のすそが神殿に満ちているのを見た。

2 その上にセラピムが立ち、おのおの六つの
翼をもっていた。その二つをもって顔をおお
い、二つをもって足をおおい、二つをもって
飛びかけり、

3 互に呼びかわして言った。「聖なるかな、聖
なるかな、聖なるかな、万軍の主、その栄光
は全地に満つ」。

4 その呼ばわっている者の声によって敷居の
基が震い動き、神殿の中に煙が満ちた。

マタイによる福音書 25:31 人の子が
栄光の中にすべての御使たちを従えて来
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るとき、彼はその栄光の座につくであろ
う。

ヨハネの黙示録 4:11 「われらの主な
る神よ、あなたこそは、栄光とほまれと
力とを受けるにふさわしいかた。あなた
は万物を造られました。御旨によって、
万物は存在し、また造られたのでありま
す」。

ヨハネの黙示録 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。あなた
だけが聖なるかたであり、あらゆる国民
はきて、あなたを伏し拝むでしょう。あ
なたの正しいさばきが、あらわれるに至
ったからであります」。

以下も参照されたい： #1; 出エジプト記 24:10,11; 民数記 
12:8; 列王記上 8:10,11; 詩編 24:7-10; エゼキエル記 1:25-
28; ダニエル記 7:9; ヨハネによる福音書 1:18; テモテへの

手紙一 6:16; ヨハネの黙示録 4:1-11; ヨハネの黙示録 5:1,7; 
ヨハネの黙示録 6:16; ヨハネの黙示録 7:11,12.

F14 救世主は信じられないであろう。

イザヤ記 6:9 主は言われた、「あなたは
行って、この民にこう言いなさい、『あなた
がたはくりかえし聞くがよい、しかし悟って
はならない。あなたがたはくりかえし見るが
よい、しかしわかってはならない』と。

10 あなたはこの民の心を鈍くし、その耳を聞
えにくくし、その目を閉ざしなさい。これは
彼らがその目で見、その耳で聞き、その心
で悟り、悔い改めていやされることのない
ためである」。

ヨハネによる福音書 12:39 こういう
わけで、彼らは信じることができなかっ
た。イザヤはまた、こうも言った、

40 「神は彼らの目をくらまし、心をかた
くなになさった。それは、彼らが目で見
ず、心で悟らず、悔い改めていやされる
ことがないためである」。

41 イザヤがこう言ったのは、イエスの栄光
を見たからであって、イエスのことを語
ったのである。

使徒言行録 28:24 ある者はパウロ
の言うことを受けいれ、ある者は信じよ
うともしなかった。

25 互に意見が合わなくて、みんなの者が帰
ろうとしていた時、パウロはひとこと述
べて言った、「聖霊はよくも預言者イザ
ヤによって、あなたがたの先祖に語った
ものである。

26 『この民に行って言え、／あなたがたは
聞くには聞くが、決して悟らない。見る
には見るが、決して認めない。

27 この民の心は鈍くなり、／その耳は聞
えにくく、／その目は閉じている。それ
は、彼らが目で見ず、／耳で聞かず、／
心で悟らず、悔い改めて／いやされるこ
とがないためである』。

以下も参照されたい： 申命記 2:30; イザヤ記 6:5; イザヤ記 
29:10,13; イザヤ記 30:8-11; イザヤ記 63:17; エゼキエル

記 3:6-11; ホセア記 1:9; マタイによる福音書 13:14,15; マ
ルコによる福音書 4:12; ルカによる福音書 8:10; 使徒言行
録 28:26,27; ローマの信徒への手紙 11:8; コリントの信徒

への手紙二 2:16.

B03 救世主は人の子である。
C04 最初の出現までの救世主の人生。
     
イザヤ記 7:14 それゆえ、主はみずから一

つのしるしをあなたがたに与えられる。見
よ、おとめがみごもって男の子を産む。そ
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の名はインマヌエルととなえられる。
15 その子が悪を捨て、善を選ぶことを知るこ

ろになって、凝乳と、蜂蜜とを食べる。
16 それはこの子が悪を捨て、善を選ぶことを

知る前に、あなたが恐れているふたりの王
の地は捨てられるからである。

マタイによる福音書 1:20 彼がこのことを
思いめぐらしていたとき、主の使が夢に
現れて言った、「ダビデの子ヨセフよ、
心配しないでマリヤを妻として迎えるが
よい。その胎内に宿っているものは聖霊
によるのである。

21 彼女は男の子を産むであろう。その名を
イエスと名づけなさい。彼は、おのれの
民をそのもろもろの罪から救う者となる
からである」。

22 すべてこれらのことが起ったのは、主が
預言者によって言われたことの成就する
ためである。すなわち、

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。

マタイによる福音書 16:15 そこでイ
エスは彼らに言われた、「それでは、あ
なたがたはわたしをだれと言うか」。

16 シモン・ペテロが答えて言った、「あな
たこそ、生ける神の子キリストです」。

マタイによる福音書 18:20 ふたりま
たは三人が、わたしの名によって集まっ
ている所には、わたしもその中にいるの
である」。

マタイによる福音書 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」。

ルカによる福音書 1:30 すると御使が言
った、「恐れるな、マリヤよ、あなたは
神から恵みをいただいているのです。

31 見よ、あなたはみごもって男の子を産む
でしょう。その子をイエスと名づけなさ
い。

32 彼は大いなる者となり、いと高き者の子
と、となえられるでしょう。そして、主
なる神は彼に父ダビデの王座をお与えに
なり、

33 彼はとこしえにヤコブの家を支配し、そ
の支配は限りなく続くでしょう」。

34 そこでマリヤは御使に言った、「どうし
て、そんな事があり得ましょうか。わた
しにはまだ夫がありませんのに」。

35 御使が答えて言った、「聖霊があなたに
臨み、いと高き者の力があなたをおおう
でしょう。それゆえに、生れ出る子は聖
なるものであり、神の子と、となえられ
るでしょう。

ヨハネによる福音書 1:15 ヨハネは彼につ
いてあかしをし、叫んで言った、「『わ
たしのあとに来るかたは、わたしよりも
すぐれたかたである。わたしよりも先に
おられたからである』とわたしが言った
のは、この人のことである」。

ヨハネによる福音書 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。

16 わたしは父にお願いしよう。そうすれ
ば、父は別に助け主を送って、いつまで
もあなたがたと共におらせて下さるであ
ろう。

17 それは真理の御霊である。この世はそれ
を見ようともせず、知ろうともしないの
で、それを受けることができない。あな
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たがたはそれを知っている。なぜなら、
それはあなたがたと共におり、またあな
たがたのうちにいるからである。

ヨハネの黙示録 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、

以下も参照されたい： 創世記 3:15; イザヤ記 9:6; ルカによ
る福音書 2:40-52; ヨハネによる福音書 1:1,2,14; テモテへ

の手紙一 3:16.

E25 救世主は信じられ、讃えられるであろ
う。

F03 救世主は拒否されるであろう。

イザヤ記 8:13 あなたがたは、ただ万軍の
主を聖として、彼をかしこみ、彼を恐れな
ければならない。

14 主はイスラエルの二つの家には聖所とな
り、またさまたげの石、つまずきの岩とな
り、エルサレムの住民には網となり、わなと
なる。

15 多くの者はこれにつまずき、かつ倒れ、破
られ、わなにかけられ、捕えられる」。

マタイによる福音書 11:6 わたしにつまず
かない者は、さいわいである」。

マタイによる福音書 13:57 こうして
人々はイエスにつまずいた。しかし、イ
エスは言われた、「預言者は、自分の郷
里や自分の家以外では、どこででも敬わ
れないことはない」。

ルカによる福音書 2:34 するとシメオン
は彼らを祝し、そして母マリヤに言っ
た、「ごらんなさい、この幼な子は、イ

スラエルの多くの人を倒れさせたり立
ちあがらせたりするために、また反対を
受けるしるしとして、定められていま
す。――

ルカによる福音書 20:17 そこで、イエス
は彼らを見つめて言われた、「それで
は、『家造りらの捨てた石が／隅のかし
ら石になった』と書いてあるのは、どう
いうことか。

18 すべてその石の上に落ちる者は打ち砕
かれ、それがだれかの上に落ちかかるな
ら、その人はこなみじんにされるであろ
う」。

ルカによる福音書 21:35 その日は地の全
面に住むすべての人に臨むのであるか
ら。

ローマの信徒への手紙 9:31 しかし、
義の律法を追い求めていたイスラエル
は、その律法に達しなかった。

32 なぜであるか。信仰によらないで、行い
によって得られるかのように、追い求め
たからである。彼らは、つまずきの石に
つまずいたのである。

33 「見よ、わたしはシオンに、／つまずき
の石、さまたげの岩を置く。それにより
頼む者は、失望に終ることがない」／と
書いてあるとおりである。

ペトロの手紙一 2:7 この石は、より
頼んでいるあなたがたには尊いものであ
るが、不信仰な人々には「家造りらの捨
てた石で、隅のかしら石となったもの」
、

以下も参照されたい： エゼキエル記 11:16; マタイによる
福音書 15:14; マタイによる福音書 21:43-45; コリントの

信徒への手紙一 1:23,24.
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E02 救世主の任務の場所。

イザヤ記 9:1 しかし、苦しみにあった地
にも、やみがなくなる。さきにはゼブルンの
地、ナフタリの地にはずかしめを与えられた
が、後には海に至る道、ヨルダンの向こうの
地、異邦人のガリラヤに光栄を与えられる。

マタイによる福音書 2:22 しかし、アケラ
オがその父ヘロデに代ってユダヤを治め
ていると聞いたので、そこへ行くこと
を恐れた。そして夢でみ告げを受けたの
で、ガリラヤの地方に退き、

23 ナザレという町に行って住んだ。これは
預言者たちによって、「彼はナザレ人と
呼ばれるであろう」と言われたことが、
成就するためである。

マタイによる福音書 4:12 さて、イエスは
ヨハネが捕えられたと聞いて、ガリラヤ
へ退かれた。

13 そしてナザレを去り、ゼブルンとナフタ
リとの地方にある海べの町カペナウムに
行って住まわれた。

14 これは預言者イザヤによって言われた言
が、成就するためである。

15 「ゼブルンの地、ナフタリの地、海に沿
う地方、ヨルダンの向こうの地、異邦人
のガリラヤ、

ヨハネによる福音書 1:45 このピリポがナ
タナエルに出会って言った、「わたした
ちは、モーセが律法の中にしるしてお
り、預言者たちがしるしていた人、ヨ
セフの子、ナザレのイエスにいま出会っ
た」。

46 ナタナエルは彼に言った、「ナザレか
ら、なんのよいものが出ようか」。ピリ
ポは彼に言った、「きて見なさい」。

B21 救世主は光である。
E15 救世主は嬉しい知らせをもたらすであ

ろう。

イザヤ記 9:2 暗やみの中に歩んでいた民
は大いなる光を見た。暗黒の地に住んでい
た人々 の上に光が照った。

3 あなたが国民を増し、その喜びを大きくさ
れたので、彼らは刈入れ時に喜ぶように、
獲物を分かつ時に楽しむように、あなたの
前に喜んだ。

4 これはあなたが彼らの負っているくびき
と、その肩のつえと、しえたげる者のむちと
を、ミデアンの日になされたように折られ
たからだ。

マタイによる福音書 4:16 暗黒の中に住ん
でいる民は大いなる光を見、死の地、死
の陰に住んでいる人々に、光がのぼっ
た」。

ルカによる福音書 1:76 幼な子よ、あな
たは、いと高き者の預言者と呼ばれるで
あろう。主のみまえに先立って行き、そ
の道を備え、

77 罪のゆるしによる救を／その民に知らせ
るのであるから。

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、

79 暗黒と死の陰とに住む者を照し、わたし
たちの足を平和の道へ導くであろう」。

ヨハネによる福音書 1:1 初めに言があっ
た。言は神と共にあった。言は神であっ
た。

2 この言は初めに神と共にあった。
3 すべてのものは、これによってできた。

できたもののうち、一つとしてこれによ
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らないものはなかった。
4 この言に命があった。そしてこの命は人

の光であった。
5 光はやみの中に輝いている。そして、や

みはこれに勝たなかった。

ヨハネによる福音書 8:12 イエスは、また
人々に語ってこう言われた、「わたしは
世の光である。わたしに従って来る者
は、やみのうちを歩くことがなく、命の
光をもつであろう」。

ヨハネによる福音書 12:35 そこでイ
エスは彼らに言われた、「もうしばらく
の間、光はあなたがたと一緒にここにあ
る。光がある間に歩いて、やみに追いつ
かれないようにしなさい。やみの中を歩
く者は、自分がどこへ行くのかわかって
いない。

36 光のある間に、光の子となるために、光
を信じなさい」。イエスはこれらのこと
を話してから、そこを立ち去って、彼ら
から身をお隠しになった。

46 わたしは光としてこの世にきた。それ
は、わたしを信じる者が、やみのうちに
とどまらないようになるためである。

エフェソの信徒への手紙 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――

以下も参照されたい： イザヤ記 50:10; イザヤ記 60:1-
3,19; ルカによる福音書 2:32; ペトロの手紙一 2:9; ヨハネ

による福音書 1:5-7.

A08 救世主の名前と称号。
B03 救世主は人の子である。
C01 救世主の誕生は予言されている。
H04 救世主の御座。
H10 永遠の平和の御国の預言者。

イザヤ記 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。

マタイによる福音書 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。

マタイによる福音書 9:15 するとイエスは
言われた、「婚礼の客は、花婿が一緒に
いる間は、悲しんでおられようか。しか
し、花婿が奪い去られる日が来る。その
時には断食をするであろう。

マタイによる福音書 28:18 イエスは
彼らに近づいてきて言われた、「わたし
は、天においても地においても、いっさ
いの権威を授けられた。

マルコによる福音書 10:33 「見よ、
わたしたちはエルサレムへ上って行く
が、人の子は祭司長、律法学者たちの手
に引きわたされる。そして彼らは死刑を
宣告した上、彼を異邦人に引きわたすで
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あろう。

ルカによる福音書 1:32 彼は大いなる者
となり、いと高き者の子と、となえられ
るでしょう。そして、主なる神は彼に父
ダビデの王座をお与えになり、

33 彼はとこしえにヤコブの家を支配し、そ
の支配は限りなく続くでしょう」。

ルカによる福音書 1:35 御使が答えて言
った、「聖霊があなたに臨み、いと高き
者の力があなたをおおうでしょう。それ
ゆえに、生れ出る子は聖なるものであ
り、神の子と、となえられるでしょう。

ルカによる福音書 2:10 御使は言った、
「恐れるな。見よ、すべての民に与えら
れる大きな喜びを、あなたがたに伝え
る。

11 きょうダビデの町に、あなたがたのため
に救主がお生れになった。このかたこそ
主なるキリストである。

ヨハネによる福音書 1:1 初めに言があっ
た。言は神と共にあった。言は神であっ
た。

ヨハネによる福音書 1:18 神を見た者はま
だひとりもいない。ただ父のふところに
いるひとり子なる神だけが、神をあらわ
したのである。

ヨハネによる福音書 1:29 その翌日、ヨハ
ネはイエスが自分の方にこられるのを見
て言った、「見よ、世の罪を取り除く神
の小羊。

ヨハネによる福音書 4:25 女はイエスに言
った、「わたしは、キリストと呼ばれる
メシヤがこられることを知っています。

そのかたがこられたならば、わたしたち
に、いっさいのことを知らせて下さるで
しょう」。

26 イエスは女に言われた、「あなたと話を
しているこのわたしが、それである」。

ヨハネによる福音書 10:11 わたしは
よい羊飼である。よい羊飼は、羊のため
に命を捨てる。

使徒言行録 4:26 地上の王たちは、立ちか
まえ、／支配者たちは、党を組んで、／
主とそのキリストとに逆らったのか』。

コリントの信徒への手紙一 15:45 聖書に「
最初の人アダムは生きたものとなった」
と書いてあるとおりである。しかし最後
のアダムは命を与える霊となった。

コリントの信徒への手紙二 4:4 彼らの場
合、この世の神が不信の者たちの思いを
くらませて、神のかたちであるキリスト
の栄光の福音の輝きを、見えなくしてい
るのである。

エフェソの信徒への手紙 1:20 神はその
力をキリストのうちに働かせて、彼を死
人の中からよみがえらせ、天上において
ご自分の右に座せしめ、

21 彼を、すべての支配、権威、権力、権勢
の上におき、また、この世ばかりでなく
きたるべき世においても唱えられる、あ
らゆる名の上におかれたのである。

22 そして、万物をキリストの足の下に従わ
せ、彼を万物の上にかしらとして教会に
与えられた。

エフェソの信徒への手紙 2:14 キリスト
はわたしたちの平和であって、二つのも
のを一つにし、敵意という隔ての中垣を
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取り除き、ご自分の肉によって、

フィリピの信徒への手紙 2:7 かえっ
て、おのれをむなしうして僕のかたちを
とり、人間の姿になられた。その有様は
人と異ならず、

テサロニケの信徒への手紙二 3:16 どうか、
平和の主ご自身が、いついかなる場合に
も、あなたがたに平和を与えて下さるよ
うに。主があなたがた一同と共におられ
るように。

テモテへの手紙一 2:5 神は唯一であ
り、神と人との間の仲保者もただひとり
であって、それは人なるキリスト・イエ
スである。

テモテへの手紙二 4:8 今や、義の冠が
わたしを待っているばかりである。かの
日には、公平な審判者である主が、それ
を授けて下さるであろう。わたしばかり
ではなく、主の出現を心から待ち望んで
いたすべての人にも授けて下さるであろ
う。

ヘブライ人への手紙 1:3 御子は神の栄光
の輝きであり、神の本質の真の姿であっ
て、その力ある言葉をもって万物を保っ
ておられる。そして罪のきよめのわざを
なし終えてから、いと高き所にいます大
能者の右に、座につかれたのである。

ヘブライ人への手紙 4:14 さて、わたした
ちには、もろもろの天をとおって行かれ
た大祭司なる神の子イエスがいますので
あるから、わたしたちの告白する信仰を
かたく守ろうではないか。

ヘブライ人への手紙 5:6 また、ほかの箇

所でこう言われている、／「あなたこそ
は、永遠に、／メルキゼデクに等しい祭
司である」。

ヘブライ人への手紙 12:2 信仰の導き手で
あり、またその完成者であるイエスを仰
ぎ見つつ、走ろうではないか。彼は、自
分の前におかれている喜びのゆえに、恥
をもいとわないで十字架を忍び、神の御
座の右に座するに至ったのである。

ペトロの手紙一 2:6 聖書にこう書い
てある、／「見よ、わたしはシオンに、
／選ばれた尊い石、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」。

ヨハネの黙示録 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
から、恵みと平安とが、あなたがたにあ
るように。わたしたちを愛し、その血に
よってわたしたちを罪から解放し、

ヨハネの黙示録 1:8 今いまし、昔い
まし、やがてきたるべき者、全能者にし
て主なる神が仰せになる、「わたしはア
ルパであり、オメガである」。

ヨハネの黙示録 19:11 またわたしが見
ていると、天が開かれ、見よ、そこに白
い馬がいた。それに乗っているかたは、
「忠実で真実な者」と呼ばれ、義によっ
てさばき、また、戦うかたである。

ヨハネの黙示録 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。

ヨハネの黙示録 22:16 わたしイエス
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は、使をつかわして、諸教会のために、
これらのことをあなたがたにあかしし
た。わたしは、ダビデの若枝また子孫で
あり、輝く明けの明星である」。

以下も参照されたい： 士師記 13:18; サムエル記上 7:16; 
詩編 2:8; 詩編 72:8-11; 詩編 89:35-37; イザヤ記 7:14; エ
レミヤ記 33:15-17; ダニエル記 2:44; ダニエル記 7:14,27; 

ヨハネによる福音書 18:37; コリントの信徒への手紙一 
15:24-28; エフェソの信徒への手紙 1:20-22.

H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

イザヤ記 10:20 その日にはイスラエルの残
りの者と、ヤコブの家の生き残った者と
は、もはや自分たちを撃った者にたよら
ず、真心をもってイスラエルの聖者、主にた
より、

21 残りの者、すなわちヤコブの残りの者は大
能の神に帰る。

22 あなたの民イスラエルは海の砂のようであ
っても、そのうちの残りの者だけが帰って
来る。滅びはすでに定まり、義であふれて
いる。

詩編 53:6 どうか、シオンからイス
ラエルの救が出るように。神がその民の
繁栄を回復される時、ヤコブは喜び、イ
スラエルは楽しむであろう。

イザヤ記 1:9 もし万軍の主が、われわ
れに少しの生存者を残されなかったな
ら、われわれはソドムのようになり、ま
たゴモラと同じようになったであろう。

イザヤ記 12:6 シオンに住む者よ、声を
あげて、喜びうたえ。イスラエルの聖者
はあなたがたのうちで／大いなる者だか
ら」。

ホセア記 1:9 主は言われた、「その子
の名をロアンミと名づけよ。あなたがた
は、わたしの民ではなく、わたしは、あ
なたがたの神ではないからである」。

10 しかしイスラエルの人々の数は海の砂の
ように量ることも、数えることもできな
いほどになって、さきに彼らが「あなた
がたは、わたしの民ではない」と言われ
たその所で、「あなたがたは生ける神の
子である」と言われるようになる。

ゼカリヤ記 10:9 わたしは彼らを国々の民
の中に散らした。しかし彼らは遠い国々
でわたしを覚え、その子供らと共に生き
ながらえて帰ってくる。

ローマの信徒への手紙 9:25 それは、
ホセアの書でも言われているとおりであ
る、／「わたしは、わたしの民でない者
を、／わたしの民と呼び、／愛されなか
った者を、愛される者と呼ぶであろう。

26 あなたがたはわたしの民ではないと、／
彼らに言ったその場所で、／彼らは生け
る神の子らであると、／呼ばれるであろ
う」。

27 また、イザヤはイスラエルについて叫
んでいる、／「たとい、イスラエルの子
らの数は、／浜の砂のようであっても、
／救われるのは、残された者だけであろ
う。

28 主は、御言をきびしくまたすみやかに、
／地上になしとげられるであろう」。

29 さらに、イザヤは預言した、／「もし、
万軍の主がわたしたちに／子孫を残され
なかったなら、／わたしたちはソドムの
ようになり、／ゴモラと同じようになっ
たであろう」。

ローマの信徒への手紙 11:5 それと同
じように、今の時にも、恵みの選びによ
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って残された者がいる。
ローマの信徒への手紙 11:25 兄弟たち

よ。あなたがたが知者だと自負すること
のないために、この奥義を知らないでい
てもらいたくない。一部のイスラエル人
がかたくなになったのは、異邦人が全部
救われるに至る時までのことであって、

26 こうして、イスラエル人は、すべて救
われるであろう。すなわち、次のように
書いてある、／「救う者がシオンからき
て、／ヤコブから不信心を追い払うであ
ろう。

27 そして、これが、彼らの罪を除き去る時
に、／彼らに対して立てるわたしの契約
である」。

コリントの信徒への手紙二 3:14 実際、彼
らの思いは鈍くなっていた。今日に至る
まで、彼らが古い契約を朗読する場合、
その同じおおいが取り去られないままで
残っている。それは、キリストにあって
はじめて取り除かれるのである。

15 今日に至るもなお、モーセの書が朗読さ
れるたびに、おおいが彼らの心にかかっ
ている。

16 しかし主に向く時には、そのおおいは取
り除かれる。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4.

A03 救世主はダビデの子孫である。
B04 救世主の神聖な属性。
B05 救世主は聖霊に満ちている。
C01 救世主の誕生は予言されている。

イザヤ記 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、

マタイによる福音書 3:16 イエスはバプテ
スマを受けるとすぐ、水から上がられ
た。すると、見よ、天が開け、神の御霊
がはとのように自分の上に下ってくるの
を、ごらんになった。

17 また天から声があって言った、「これは
わたしの愛する子、わたしの心にかなう
者である」。

ルカによる福音書 2:52 イエスはますま
す知恵が加わり、背たけも伸び、そして
神と人から愛された。

ヨハネによる福音書 3:34 神がおつかわし
になったかたは、神の言葉を語る。神は
聖霊を限りなく賜うからである。

35 父は御子を愛して、万物をその手にお与
えになった。

36 御子を信じる者は永遠の命をもつ。御子
に従わない者は、命にあずかることがな
いばかりか、神の怒りがその上にとどま
るのである」。

ヨハネによる福音書 16:13 けれども
真理の御霊が来る時には、あなたがたを
あらゆる真理に導いてくれるであろう。
それは自分から語るのではなく、その聞
くところを語り、きたるべき事をあなた
がたに知らせるであろう。

使徒言行録 10:37 それは、ヨハネ
がバプテスマを説いた後、ガリラヤから
始まってユダヤ全土にひろまった福音を
述べたものです。

イザヤ記



207

38 神はナザレのイエスに聖霊と力とを注が
れました。このイエスは、神が共におら
れるので、よい働きをしながら、また悪
魔に押えつけられている人々をことごと
くいやしながら、巡回されました。

使徒言行録 13:21 その時、人々が
王を要求したので、神はベニヤミン族の
人、キスの子サウロを四十年間、彼らに
おつかわしになった。

22 それから神はサウロを退け、ダビデを立
てて王とされたが、彼についてあかしを
して、『わたしはエッサイの子ダビデを
見つけた。彼はわたしの心にかなった人
で、わたしの思うところを、ことごとく
実行してくれるであろう』と言われた。

23 神は約束にしたがって、このダビデの子
孫の中から救主イエスをイスラエルに送
られたが、

コリントの信徒への手紙一 1:30 あなたが
たがキリスト・イエスにあるのは、神に
よるのである。キリストは神に立てられ
て、わたしたちの知恵となり、義と聖と
あがないとになられたのである。

ヨハネの黙示録 4:5 御座からは、い
なずまと、もろもろの声と、雷鳴とが、
発していた。また、七つのともし火が、
御座の前で燃えていた。これらは、神の
七つの霊である。

ヨハネの黙示録 5:6 わたしはまた、
御座と四つの生き物との間、長老たちの
間に、ほふられたとみえる小羊が立って
いるのを見た。それに七つの角と七つの
目とがあった。これらの目は、全世界に
つかわされた、神の七つの霊である。

以下も参照されたい： イザヤ記 42:1; イザヤ記 59:21; イ
ザヤ記 61:1; マタイによる福音書 12:25; マタイによる福

音書 13:54; ルカによる福音書 2:40,52; ルカによる福音書 
3:21,22; ヨハネによる福音書 1:32,33; エフェソの信徒への
手紙 1:17,18; テモテへの手紙二 1:7; ヨハネの黙示録 3:1.

H02 将来の救世主による裁き。
H03 救世主の未来の御国。

イザヤ記 11:4 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。

5 正義はその腰の帯となり、忠信はその身の
帯となる。

エレミヤ記 23:5 主は仰せられる、見よ、
わたしがダビデのために一つの正しい枝
を起す日がくる。彼は王となって世を治
め、栄えて、公平と正義を世に行う。

6 その日ユダは救を得、イスラエルは安ら
かにおる。その名は『主はわれわれの正
義』ととなえられる。

コリントの信徒への手紙二 6:7 真理の言
葉と神の力とにより、左右に持っている
義の武器により、

エフェソの信徒への手紙 6:14 すなわ
ち、立って真理の帯を腰にしめ、正義の
胸当を胸につけ、

テサロニケの信徒への手紙二 2:8 その時に
なると、不法の者が現れる。この者を、
主イエスは口の息をもって殺し、来臨の
輝きによって滅ぼすであろう。

ヨハネの黙示録 1:16 その右手に七つ
の星を持ち、口からは、鋭いもろ刃のつ
るぎがつき出ており、顔は、強く照り輝
く太陽のようであった。
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ヨハネの黙示録 19:11 またわたしが見
ていると、天が開かれ、見よ、そこに白
い馬がいた。それに乗っているかたは、
「忠実で真実な者」と呼ばれ、義によっ
てさばき、また、戦うかたである。

ヨハネの黙示録 19:15 その口からは、
諸国民を打つために、鋭いつるぎが出て
いた。彼は、鉄のつえをもって諸国民を
治め、また、全能者なる神の激しい怒り
の酒ぶねを踏む。

ヨハネの黙示録 20:11 また見ている
と、大きな白い御座があり、そこにいま
すかたがあった。天も地も御顔の前から
逃げ去って、あとかたもなくなった。

12 また、死んでいた者が、大いなる者も
小さき者も共に、御座の前に立っている
のが見えた。かずかずの書物が開かれた
が、もう一つの書物が開かれた。これは
いのちの書であった。死人はそのしわざ
に応じ、この書物に書かれていることに
したがって、さばかれた。

以下も参照されたい： #1; #2; #5; ペトロの手紙一 4:1; ヨ
ハネの黙示録 1:13.

H03 救世主の未来の御国。
H10 永遠の平和の御国の預言者。
     
イザヤ記 11:6 おおかみは小羊と共にやど

り、ひょうは子やぎと共に伏し、子牛、若じ
し、肥えたる家畜は共にいて、小さいわら
べに導かれ、

7 雌牛と熊とは食い物を共にし、牛の子と熊
の子と共に伏し、ししは牛のようにわらを
食い、

8 乳のみ子は毒蛇のほらに戯れ、乳離れの
子は手をまむしの穴に入れる。

9 彼らはわが聖なる山のどこにおいても、そ

こなうことなく、やぶることがない。水が海
をおおっているように、主を知る知識が地
に満ちるからである。

ハバクク記 2:14 海が水でおおわれている
ように、地は主の栄光の知識で満たされ
るからである。

ゼカリヤ記 14:8 その日には、生ける水が
エルサレムから流れ出て、その半ばは東
の海に、その半ばは西の海に流れ、夏も
冬もやむことがない。

9 主は全地の王となられる。その日には、
主ひとり、その名一つのみとなる。

マタイによる福音書 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。

45 こうして、天にいますあなたがたの父の
子となるためである。天の父は、悪い者
の上にも良い者の上にも、太陽をのぼら
せ、正しい者にも正しくない者にも、雨
を降らして下さるからである。

使徒言行録 2:44 信者たちはみな一緒にい
て、いっさいの物を共有にし、

45 資産や持ち物を売っては、必要に応じて
みんなの者に分け与えた。

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、

47 神をさんびし、すべての人に好意を持た
れていた。そして主は、救われる者を日
々仲間に加えて下さったのである。

ローマの信徒への手紙 14:17 神の国は
飲食ではなく、義と、平和と、聖霊にお
ける喜びとである。
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ヨハネの黙示録 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」。

以下も参照されたい： #1; #5; #6; #7; ヨブ記 5:23; コリン
トの信徒への手紙一 6:9-11; テサロニケの信徒への手紙一 

5:15; ヨハネの黙示録 5:9,10; ヨハネの黙示録 20:2-6.

E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

H03 救世主の未来の御国。
     
イザヤ記 11:10 その日、エッサイの根が立っ

て、もろもろの民の旗となり、もろもろの国
びとはこれに尋ね求め、その置かれる所に
栄光がある。

11 その日、主は再び手を伸べて、その民の残
れる者をアッスリヤ、エジプト、パテロス、エ
チオピヤ、エラム、シナル、ハマテおよび海
沿いの国々からあがなわれる。

12 主は国々のために旗をあげて、イスラエル
の追いやられた者を集め、ユダの散らされ
た者を地の四方から集められる。

雅歌 5:10 わが愛する者は白く輝
き、かつ赤く、万人にぬきんで、

イザヤ記 59:19 こうして、人々は西の方
から主の名を恐れ、日の出る方からその
栄光を恐れる。主は、せき止めた川を、
そのいぶきで押し流すように、こられる
からである。

ヨハネによる福音書 11:51 このこと
は彼が自分から言ったのではない。彼は
この年の大祭司であったので、預言をし
て、イエスが国民のために、

52 ただ国民のためだけではなく、また散
在している神の子らを一つに集めるため
に、死ぬことになっていると、言ったの
である。

ローマの信徒への手紙 11:15 もし彼ら
の捨てられたことが世の和解となったと
すれば、彼らの受けいれられることは、
死人の中から生き返ることではないか。

ローマの信徒への手紙 11:22 神の慈愛
と峻厳とを見よ。神の峻厳は倒れた者た
ちに向けられ、神の慈愛は、もしあなた
がその慈愛にとどまっているなら、あな
たに向けられる。そうでないと、あなた
も切り取られるであろう。

23 しかし彼らも、不信仰を続けなければ、
つがれるであろう。神には彼らを再びつ
ぐ力がある。

24 なぜなら、もしあなたが自然のままの
野生のオリブから切り取られ、自然の性
質に反して良いオリブにつがれたとすれ
ば、まして、これら自然のままの良い枝
は、もっとたやすく、元のオリブにつが
れないであろうか。

25 兄弟たちよ。あなたがたが知者だと自負
することのないために、この奥義を知ら
ないでいてもらいたくない。一部のイス
ラエル人がかたくなになったのは、異邦
人が全部救われるに至る時までのことで
あって、

26 こうして、イスラエル人は、すべて救
われるであろう。すなわち、次のように
書いてある、／「救う者がシオンからき
て、／ヤコブから不信心を追い払うであ
ろう。

ローマの信徒への手紙 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
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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」／と書
いてあるとおりである。

10 また、こう言っている、／「異邦人よ、
主の民と共に喜べ」。

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」。

12 またイザヤは言っている、／「エッサイ
の根から芽が出て、／異邦人を治めるた
めに立ち上がる者が来る。異邦人は彼に
望みをおくであろう」。

コリントの信徒への手紙二 3:16 しかし主
に向く時には、そのおおいは取り除かれ
る。

ヘブライ人への手紙 4:9 こういうわけ
で、安息日の休みが、神の民のためにま
だ残されているのである。

ヨハネの黙示録 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、封印を解くにふさわし
いかたであります。あなたはほふられ、
その血によって、神のために、あらゆる
部族、国語、民族、国民の中から人々を
あがない、

10 わたしたちの神のために、彼らを御国の
民とし、祭司となさいました。彼らは地
上を支配するに至るでしょう」。

ヨハネの黙示録 22:16 わたしイエス
は、使をつかわして、諸教会のために、
これらのことをあなたがたにあかしし
た。わたしは、ダビデの若枝また子孫で
あり、輝く明けの明星である」。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4; #5.

B14 救世主は神の栄光を知らせる。
E18 神は民の中に住むであろう。
H03 救世主の未来の御国。

イザヤ記 12:1 その日あなたは言う、「主
よ、わたしはあなたに感謝します。あなた
は、さきにわたしにむかって怒られたが、そ
の怒りはやんで、わたしを慰められたから
です。

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」。

3 あなたがたは喜びをもって、救の井戸から
水をくむ。

4 その日、あなたがたは言う、「主に感謝せ
よ。そのみ名を呼べ。そのみわざをもろも
ろの民の中につたえよ。そのみ名のあがむ
べきことを語りつげよ。

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。

6 シオンに住む者よ、声をあげて、喜びうた
え。イスラエルの聖者はあなたがたのうち
で／大いなる者だから」。

詩編 132:13 主はシオンを選び、それ
をご自分のすみかにしようと望んで言わ
れた、

14 「これはとこしえにわが安息所である。
わたしはこれを望んだゆえ、ここに住
む。

イザヤ記 66:13 母のその子を慰めるよう
に、わたしもあなたがたを慰める。あな
たがたはエルサレムで慰めを得る。

エレミヤ記 23:6 その日ユダは救を得、イ
スラエルは安らかにおる。その名は『主
はわれわれの正義』ととなえられる。

イザヤ記
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ゼファニヤ記 3:15 主はあなたを訴
える者を取り去り、あなたの敵を追い払
われた。イスラエルの王なる主はあなた
のうちにいます。あなたはもはや災を恐
れることはない。

16 その日、人々はエルサレムに向かって言
う、「シオンよ、恐れるな。あなたの手
を弱々しくたれるな。

17 あなたの神、主はあなたのうちにいま
し、勇士であって、勝利を与えられる。
彼はあなたのために喜び楽しみ、その愛
によってあなたを新にし、祭の日のよう
にあなたのために喜び呼ばわられる」。

ゼカリヤ記 2:5 主は仰せられます、わた
しはその周囲で火の城壁となり、その中
で栄光となる』と」。

ヨハネによる福音書 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」
。

ヨハネによる福音書 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」。

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。すなわち、イエスはまだ栄光を受け
ておられなかったので、御霊がまだ下っ
ていなかったのである。

ヨハネの黙示録 7:17 御座の正面にい
ます小羊は彼らの牧者となって、いのち

の水の泉に導いて下さるであろう。また
神は、彼らの目から涙をことごとくぬぐ
いとって下さるであろう」。

ヨハネの黙示録 15:4 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。あなただけが聖なるか
たであり、あらゆる国民はきて、あなた
を伏し拝むでしょう。あなたの正しいさ
ばきが、あらわれるに至ったからであり
ます」。

ヨハネの黙示録 21:6 そして、わたし
に仰せられた、「事はすでに成った。わ
たしは、アルパでありオメガである。初
めであり終りである。かわいている者に
は、いのちの水の泉から価なしに飲ませ
よう。

ヨハネの黙示録 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、

ヨハネの黙示録 22:17 御霊も花嫁も共
に言った、「きたりませ」。また、聞く
者も「きたりませ」と言いなさい。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。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4.
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H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

イザヤ記 14:1 主はヤコブをあわれみ、イ
スラエルを再び選んで、これをおのれの地
に置かれる。異邦人はこれに加わって、ヤ
コブの家に結びつらなり、

2 もろもろの民は彼らを連れてその所に導い
て来る。そしてイスラエルの家は、主の地で
彼らを男女の奴隷とし、さきに自分たちを
捕虜にした者を捕虜にし、自分たちをしえ
たげた者を治める。

3 主があなたの苦労と不安とを除き、またあ
なたが服した苦役を除いて、安息をお与え
になるとき、

詩編 102:13 あなたは立ってシオンを
あわれまれるでしょう。これはシオンを
恵まれる時であり、定まった時が来たか
らです。

イザヤ記 61:5 外国人は立ってあなたが
たの群れを飼い、異邦人はあなたがたの
畑を耕す者となり、ぶどうを作る者とな
る。

エゼキエル記 28:24 イスラエルの家
には、もはや刺すいばらはなく、これを
卑しめたその周囲の人々のうちには、苦
しめるとげもなくなる。こうして彼らは
わたしが主であることを知るようにな
る。

ゼカリヤ記 1:17 あなたはまた呼ばわって
言いなさい。万軍の主はこう仰せられま
す、わが町々は再び良い物で満ちあふ
れ、主は再びシオンを慰め、再びエルサ
レムを選ぶ』と」。

ルカによる福音書 1:72 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、

74 わたしたちを敵の手から救い出し、

ルカによる福音書 2:32 異邦人を照す啓
示の光、み民イスラエルの栄光でありま
す」。

ローマの信徒への手紙 15:27 たしか
に、彼らは賛成した。しかし同時に、彼
らはかの人々に負債がある。というの
は、もし異邦人が彼らの霊の物にあずか
ったとすれば、肉の物をもって彼らに仕
えるのは、当然だからである。

ヨハネの黙示録 15:4 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。あなただけが聖なるか
たであり、あらゆる国民はきて、あなた
を伏し拝むでしょう。あなたの正しいさ
ばきが、あらわれるに至ったからであり
ます」。

以下も参照されたい： #2; #3; #4; イザヤ記 14:4-18; 使徒
言行録 15:14-17; エフェソの信徒への手紙 2:12-19.

A03 救世主はダビデの子孫である。
E09 救世主の義。
H03 救世主の未来の御国。

イザヤ記 16:5 一つの玉座がいつくしみに
よって堅く立てられ、ダビデの幕屋にあっ
て、さばきをなし、公平を求め、正義を行う
に、すみやかなる者が／真実をもってその上
に座する」。

ルカによる福音書 1:33 彼はとこしえに
ヤコブの家を支配し、その支配は限りな
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く続くでしょう」。

ルカによる福音書 1:69 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、

ヨハネによる福音書 12:48 わたしを
捨てて、わたしの言葉を受けいれない人
には、その人をさばくものがある。わた
しの語ったその言葉が、終りの日にその
人をさばくであろう。

使徒言行録 15:16 『その後、わた
しは帰ってきて、／倒れたダビデの幕屋
を建てかえ、／くずれた箇所を修理し、
／それを立て直そう。

17 残っている人々も、／わたしの名を唱え
ているすべての異邦人も、／主を尋ね求
めるようになるためである。

以下も参照されたい： #1; 詩編 89:14.

H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

イザヤ記 17:7 その日、人々 はその造り主
を仰ぎのぞみ、イスラエルの聖者に目をと
め、

イザヤ記 10:20 その日にはイスラエルの
残りの者と、ヤコブの家の生き残った者
とは、もはや自分たちを撃った者にたよ
らず、真心をもってイスラエルの聖者、
主にたより、

21 残りの者、すなわちヤコブの残りの者は
大能の神に帰る。

22 あなたの民イスラエルは海の砂のようで

あっても、そのうちの残りの者だけが帰
って来る。滅びはすでに定まり、義であ
ふれている。

ホセア記 3:5 そしてその後イスラエルの
子らは帰って来て、その神、主と、その王ダ
ビデとをたずね求め、終りの日におののい
て、主とその恵みに向かって来る。

ミカ記 7:7 しかし、わたしは主を仰
ぎ見、わが救の神を待つ。わが神はわた
しの願いを聞かれる。

8 わが敵よ、わたしについて喜ぶな。たと
いわたしが倒れるとも起きあがる。たと
いわたしが暗やみの中にすわるとも、主
はわが光となられる。

使徒言行録 15:16 『その後、わた
しは帰ってきて、／倒れたダビデの幕屋
を建てかえ、／くずれた箇所を修理し、
／それを立て直そう。

17 残っている人々も、／わたしの名を唱え
ているすべての異邦人も、／主を尋ね求
めるようになるためである。

ヨハネの手紙一 3:2 愛する者たち
よ。わたしたちは今や神の子である。し
かし、わたしたちがどうなるのか、まだ
明らかではない。彼が現れる時、わたし
たちは、自分たちが彼に似るものとなる
ことを知っている。そのまことの御姿を
見るからである。

ヨハネの黙示録 1:7 見よ、彼は、雲
に乗ってこられる。すべての人の目、
ことに、彼を刺しとおした者たちは、彼
を仰ぎ見るであろう。また地上の諸族は
みな、彼のゆえに胸を打って嘆くであろ
う。しかり、アァメン。
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E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

H03 救世主の未来の御国。
 
イザヤ記 19:23 その日、エジプトからアッス

リヤに通う大路があって、アッスリヤびとは
エジプトに、エジプトびとはアッスリヤに行
き、エジプトびとはアッスリヤびとと共に主
に仕える。

24 その日、イスラエルはエジプトとアッスリヤ
と共に三つ相並び、全地のうちで祝福をう
けるものとなる。

25 万軍の主は、これを祝福して言われる、「さ
いわいなるかな、わが民なるエジプト、わが
手のわざなるアッスリヤ、わが嗣業なるイス
ラエル」と。

イザヤ記 66:12 主はこう言われる、「見
よ、わたしは川のように彼女に繁栄を与
え、みなぎる流れのように、もろもろの
国の富を与える。あなたがたは乳を飲
み、腰に負われ、ひざの上であやされ
る。

ゼカリヤ記 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。

ゼカリヤ記 10:11 彼らはエジプト
の海を通る。海の波は撃たれ、ナイルの
淵はことごとくかれた。アッスリヤの高
ぶりは低くされ、エジプトのつえは移り
去る。

ゼカリヤ記 14:18 エジプトの人々
が、もし上ってこない時には、主が仮庵
の祭を守るために、上ってこないすべて
の国びとを撃たれるその災が、彼らの上
に臨む。

ルカによる福音書 2:32 異邦人を照す啓
示の光、み民イスラエルの栄光でありま
す」。

ローマの信徒への手紙 3:29 それと
も、神はユダヤ人だけの神であろうか。
また、異邦人の神であるのではないか。
確かに、異邦人の神でもある。

ローマの信徒への手紙 9:24 神は、こ
のあわれみの器として、またわたしたち
をも、ユダヤ人の中からだけではなく、
異邦人の中からも召されたのである。

25 それは、ホセアの書でも言われていると
おりである、／「わたしは、わたしの民
でない者を、／わたしの民と呼び、／愛
されなかった者を、愛される者と呼ぶで
あろう。

ローマの信徒への手紙 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。

エフェソの信徒への手紙 2:18 というの
は、彼によって、わたしたち両方の者が
一つの御霊の中にあって、父のみもとに
近づくことができるからである。

19 そこであなたがたは、もはや異国人でも
宿り人でもなく、聖徒たちと同じ国籍の
者であり、神の家族なのである。

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
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しら石である。
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、
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。

以下も参照されたい： #1; #4; #5; 申命記 32:43; イザヤ記 
19:16-22; イザヤ記 49:6; ローマの信徒への手紙 15:9; エフ

ェソの信徒への手紙 3:6-8; ペトロの手紙一 2:10.

B07 救世主の全能。

イザヤ記 22:22 わたしはまたダビデの家の
かぎを彼の肩に置く。彼が開けば閉じる者
なく、彼が閉じれば開く者はない。

マタイによる福音書 16:18 そこで、
わたしもあなたに言う。あなたはペテロ
である。そして、わたしはこの岩の上に
わたしの教会を建てよう。黄泉の力もそ
れに打ち勝つことはない。

19 わたしは、あなたに天国のかぎを授けよ
う。そして、あなたが地上でつなぐこと
は、天でもつながれ、あなたが地上で解
くことは天でも解かれるであろう」。

マタイによる福音書 18:18 よく言っ
ておく。あなたがたが地上でつなぐこと
は、天でも皆つながれ、あなたがたが地
上で解くことは、天でもみな解かれるで
あろう。

19 また、よく言っておく。もしあなたがた
のうちのふたりが、どんな願い事につい
ても地上で心を合わせるなら、天にいま
すわたしの父はそれをかなえて下さるで
あろう。

ヨハネの黙示録 1:18 また、生きてい
る者である。わたしは死んだことはある

が、見よ、世々限りなく生きている者で
ある。そして、死と黄泉とのかぎを持っ
ている。

ヨハネの黙示録 3:7 ヒラデルヒヤに
ある教会の御使に、こう書きおくりなさ
い。『聖なる者、まことなる者、ダビデ
のかぎを持つ者、開けばだれにも閉じら
れることがなく、閉じればだれにも開か
れることのない者が、次のように言われ
る。

E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

H03 救世主の未来の御国。

イザヤ記 24:13 地のうちで、もろもろの民の
なかで残るものは、オリブの木の打たれた
後の実のように、ぶどうの収穫の終った後
にその採り残りを／集めるときのようにな
る。

14 彼らは声をあげて喜び歌う。主の威光のゆ
えに、西から喜び呼ばわる。

15 それゆえ、東で主をあがめ、海沿いの国々
でイスラエルの神、主の名をあがめよ。

16 われわれは地の果から、さんびの歌を聞い
た、「栄光は正しい者にある」と。しかし、
わたしは言う、「わたしはやせ衰える、わた
しはやせ衰える、わたしはわざわいだ。欺
く者はあざむき、欺く者は、はなはだしくあ
ざむく」。

イザヤ記 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。

6 シオンに住む者よ、声をあげて、喜びう
たえ。イスラエルの聖者はあなたがたの
うちで／大いなる者だから」。
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イザヤ記 42:10 主にむかって新しき歌を
うたえ。地の果から主をほめたたえよ。
海とその中に満ちるもの、海沿いの国々
とそれに住む者とは鳴りどよめ。

11 荒野とその中のもろもろの町と、ケダ
ルびとの住むもろもろの村里は声をあげ
よ。セラの民は喜びうたえ。山の頂から
呼ばわり叫べ。

12 栄光を主に帰し、その誉を海沿いの国々
で語り告げよ。

使徒言行録 13:47 主はわたしたち
に、こう命じておられる、／『わたし
は、あなたを立てて異邦人の光とした。
あなたが地の果までも救をもたらすため
である』」。

ペトロの手紙一 1:7 こうして、あな
たがたの信仰はためされて、火で精錬さ
れても朽ちる外はない金よりもはるかに
尊いことが明らかにされ、イエス・キリ
ストの現れるとき、さんびと栄光とほま
れとに変るであろう。

ペトロの手紙一 4:12 愛する者たち
よ。あなたがたを試みるために降りかか
って来る火のような試錬を、何か思いが
けないことが起ったかのように驚きあや
しむことなく、

13 むしろ、キリストの苦しみにあずかれば
あずかるほど、喜ぶがよい。それは、キ
リストの栄光が現れる際に、よろこびに
あふれるためである。

14 キリストの名のためにそしられるなら、
あなたがたはさいわいである。その時に
は、栄光の霊、神の霊が、あなたがたに
宿るからである。

ヨハネの黙示録 15:2 またわたしは、
火のまじったガラスの海のようなものを

見た。そして、このガラスの海のそば
に、獣とその像とその名の数字とにうち
勝った人々が、神の立琴を手にして立っ
ているのを見た。

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。あなた
だけが聖なるかたであり、あらゆる国民
はきて、あなたを伏し拝むでしょう。あ
なたの正しいさばきが、あらわれるに至
ったからであります」。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4.

H02 将来の救世主による裁き。
H03 救世主の未来の御国。

イザヤ記 24:18 恐れの声をのがれる者は落
し穴に陥り、落し穴から出る者はわなに捕
えられる。天の窓は開け、地の基が震い動
くからである。

19 地は全く砕け、地は裂け、地は激しく震
い、

20 地は酔いどれのようによろめき、仮小屋の
ようにゆり動く。そのとがはその上に重く、
ついに倒れて再び起きあがることはない。

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。

22 彼らは囚人が土ろうの中に／集められるよ
うに集められて、獄屋の中に閉ざされ、多
くの日を経て後、罰せられる。

23 こうして万軍の主がシオンの山／およびエ
ルサレムで統べ治め、かつその長老たちの
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前に／その栄光をあらわされるので、月は
あわて、日は恥じる。

ゼカリヤ記 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。そしてオリブ山は、非常に広い
一つの谷によって、東から西に二つに裂
け、その山の半ばは北に、半ばは南に移
り、

マタイによる福音書 24:29 しかし、
その時に起る患難の後、たちまち日は暗
くなり、月はその光を放つことをやめ、
星は空から落ち、天体は揺り動かされる
であろう。

ヘブライ人への手紙 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、

23 天に登録されている長子たちの教会、
万民の審判者なる神、全うされた義人の
霊、

24 新しい契約の仲保者イエス、ならびに、
アベルの血よりも力強く語るそそがれた
血である。

ヨハネの黙示録 6:12 小羊が第六の封
印を解いた時、わたしが見ていると、大
地震が起って、太陽は毛織の荒布のよ
うに黒くなり、月は全面、血のようにな
り、

ヨハネの黙示録 6:14 天は巻物が巻か
れるように消えていき、すべての山と島
とはその場所から移されてしまった。

15 地の王たち、高官、千卒長、富める者、
勇者、奴隷、自由人らはみな、ほら穴や
山の岩かげに、身をかくした。

16 そして、山と岩とにむかって言った、「

さあ、われわれをおおって、御座にいま
すかたの御顔と小羊の怒りとから、かく
まってくれ。

17 御怒りの大いなる日が、すでにきたの
だ。だれが、その前に立つことができよ
うか」。

以下も参照されたい： #1; #2; #5; #6; 詩編 149:6-9; イザ
ヤ記 4:1,2; イザヤ記 5:30; イザヤ記 13:9-11; マルコによ

る福音書 13:24-37; ルカによる福音書 21:25-36; ヨハネの
黙示録 18:9.

D09 メシアは救い主となるであろう。
E11 救世主は永遠の命を与えるであろう。
H01 救世主の再来は予言されている。
H03 救世主の未来の御国。
H05 救世主の来たる栄光と権威。

イザヤ記 25:6 万軍の主はこの山で、すべ
ての民のために肥えたものをもって祝宴を
設け、久しくたくわえたぶどう酒をもって祝
宴を設けられる。すなわち髄の多い肥えた
ものと、よく澄んだ長くたくわえたぶどう酒
をもって祝宴を設けられる。

7 また主はこの山で、すべての民のかぶって
いる顔おおいと、すべての国のおおってい
るおおい物とを破られる。

8 主はとこしえに死を滅ぼし、主なる神はす
べての顔から涙をぬぐい、その民のはずか
しめを全地の上から除かれる。これは主の
語られたことである。

9 その日、人は言う、「見よ、これはわれわ
れの神である。わたしたちは彼を待ち望ん
だ。彼はわたしたちを救われる。これは主
である。わたしたちは彼を待ち望んだ。わ
たしたちはその救を喜び楽しもう」と。

10 主の手はこの山にとどまり、モアブは肥だ
めの中に踏まれるわらのように、おのれの
所で踏みにじられる。

11 彼はその中で泳ぐ物が泳ごうとして手を伸
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ばすように、その手を伸ばす。しかし主はそ
の高ぶりを、その手の巧みなわざと共に低
くされる。

12 その石がきの高い城郭を主は傾け倒し、地
に投げうって、ちりにかえされる。

エレミヤ記 33:10 主はこう言われ
る、あなたがたが、『それは荒れて、人
もおらず獣もいない』というこの所、す
なわち、荒れて、人もおらず住む者もな
く、獣もいないユダの町とエルサレムの
ちまたに、

11 再び喜びの声、楽しみの声、花婿の声、
花嫁の声、および／『万軍の主に感謝せ
よ、主は恵みふかく、そのいつくしみ
は、いつまでも絶えることがない』とい
って、感謝の供え物を主の宮に携えてく
る者の声が聞える。それは、わたしがこ
の地を再び栄えさせて初めのようにする
からであると主は言われる。

マタイによる福音書 8:11 なお、あなたが
たに言うが、多くの人が東から西からき
て、天国で、アブラハム、イサク、ヤコ
ブと共に宴会の席につくが、

マタイによる福音書 26:29 あなたが
たに言っておく。わたしの父の国であ
なたがたと共に、新しく飲むその日まで
は、わたしは今後決して、ぶどうの実か
ら造ったものを飲むことをしない」。

マタイによる福音書 28:5 この御使は女た
ちにむかって言った、「恐れることはな
い。あなたがたが十字架におかかりにな
ったイエスを捜していることは、わたし
にわかっているが、

6 もうここにはおられない。かねて言われ
たとおりに、よみがえられたのである。
さあ、イエスが納められていた場所をご

らんなさい。

コリントの信徒への手紙一 15:26 最後の敵
として滅ぼされるのが、死である。

コリントの信徒への手紙一 15:54 この朽ち
るものが朽ちないものを着、この死ぬも
のが死なないものを着るとき、聖書に書
いてある言葉が成就するのである。

55 「死は勝利にのまれてしまった。死よ、
おまえの勝利は、どこにあるのか。死
よ、おまえのとげは、どこにあるのか」
。

56 死のとげは罪である。罪の力は律法であ
る。

57 しかし感謝すべきことには、神はわたし
たちの主イエス・キリストによって、わ
たしたちに勝利を賜わったのである。

コリントの信徒への手紙二 3:13 そしてモ
ーセが、消え去っていくものの最後をイ
スラエルの子らに見られまいとして、顔
におおいをかけたようなことはしない。

14 実際、彼らの思いは鈍くなっていた。
今日に至るまで、彼らが古い契約を朗読
する場合、その同じおおいが取り去られ
ないままで残っている。それは、キリス
トにあってはじめて取り除かれるのであ
る。

15 今日に至るもなお、モーセの書が朗読さ
れるたびに、おおいが彼らの心にかかっ
ている。

16 しかし主に向く時には、そのおおいは取
り除かれる。

17 主は霊である。そして、主の霊のあると
ころには、自由がある。

18 わたしたちはみな、顔おおいなしに、主
の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光か
ら栄光へと、主と同じ姿に変えられてい
く。これは霊なる主の働きによるのであ
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る。

テモテへの手紙二 1:10 そして今や、わ
たしたちの救主キリスト・イエスの出現
によって明らかにされた恵みによるので
ある。キリストは死を滅ぼし、福音によ
っていのちと不死とを明らかに示された
のである。

ヘブライ人への手紙 2:14 このように、子
たちは血と肉とに共にあずかっているの
で、イエスもまた同様に、それらをそ
なえておられる。それは、死の力を持つ
者、すなわち悪魔を、ご自分の死によっ
て滅ぼし、

15 死の恐怖のために一生涯、奴隷となって
いた者たちを、解き放つためである。

ヨハネの黙示録 7:15 それだから彼ら
は、神の御座の前におり、昼も夜もその
聖所で神に仕えているのである。御座に
いますかたは、彼らの上に幕屋を張って
共に住まわれるであろう。

16 彼らは、もはや飢えることがなく、かわ
くこともない。太陽も炎暑も、彼らを侵
すことはない。

17 御座の正面にいます小羊は彼らの牧者
となって、いのちの水の泉に導いて下さ
るであろう。また神は、彼らの目から涙
をことごとくぬぐいとって下さるであろ
う」。

ヨハネの黙示録 19:7 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。

8 彼女は、光り輝く、汚れのない麻布の衣
を着ることを許された。この麻布の衣
は、聖徒たちの正しい行いである」。

9 それから、御使はわたしに言った、「書

きしるせ。小羊の婚宴に招かれた者は、
さいわいである」。またわたしに言っ
た、「これらは、神の真実の言葉であ
る」。

ヨハネの黙示録 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、

4 人の目から涙を全くぬぐいとって下さ
る。もはや、死もなく、悲しみも、叫び
も、痛みもない。先のものが、すでに過
ぎ去ったからである」。

以下も参照されたい： #1; #2; #5; イザヤ記 61:10,11; 
エレミヤ記 25:10; ヨエル記 2:16; マタイによる福音書 

22:1-14; マタイによる福音書 25:1-13; マタイによる福音
書 27:51,52; ヨハネによる福音書 3:29; ヨハネによる福音
書 11:25,26; エフェソの信徒への手紙 3:5,6; ヘブライ人へ
の手紙 12:22-26; ヨハネの黙示録 1:7,17,18; ヨハネの黙

示録 20:14.

H03 救世主の未来の御国。

イザヤ記 26:1 その日ユダの国で、この歌
をうたう、「われわれは堅固な町をもつ。
主は救をその石がきとし、またとりでとされ
る。

2 門を開いて、信仰を守る正しい国民を入れ
よ。

3 あなたは全き平安をもって／こころざしの
堅固なものを守られる。彼はあなたに信頼
しているからである。

4 とこしえに主に信頼せよ、主なる神はとこ
しえの岩だからである。

イザヤ記 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
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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。

イザヤ記 57:19 遠い者にも近い者にも平
安あれ、平安あれ、わたしは彼をいやそ
う」と主は言われる。

20 しかし悪しき者は波の荒い海のようだ。
静まることができないで、その水はつい
に泥と汚物とを出す。

21 わが神は言われる、「よこしまな者には
平安がない」と。

ヨハネによる福音書 14:27 わたしは
平安をあなたがたに残して行く。わたし
の平安をあなたがたに与える。わたしが
与えるのは、世が与えるようなものとは
異なる。あなたがたは心を騒がせるな、
またおじけるな。

使徒言行録 2:47 神をさんびし、すべての
人に好意を持たれていた。そして主は、
救われる者を日々仲間に加えて下さった
のである。

ローマの信徒への手紙 5:1 このように、わ
たしたちは、信仰によって義とされたの
だから、わたしたちの主イエス・キリス
トにより、神に対して平和を得ている。

エフェソの信徒への手紙 2:14 キリスト
はわたしたちの平和であって、二つのも
のを一つにし、敵意という隔ての中垣を
取り除き、ご自分の肉によって、

15 数々の規定から成っている戒めの律法
を廃棄したのである。それは、彼にあっ

て、二つのものをひとりの新しい人に造
りかえて平和をきたらせ、

16 十字架によって、二つのものを一つのか
らだとして神と和解させ、敵意を十字架
にかけて滅ぼしてしまったのである。

以下も参照されたい： #1; #2; #4; #7; 申命記 32:4,15; サ
ムエル記上 2:2; 詩編 18:1; 詩編 106:5; イザヤ記 50:10; エ
レミヤ記 17:7,8; フィリピの信徒への手紙 4:7; ペトロの手

紙一 2:9.

H02 将来の救世主による裁き。

イザヤ記 26:19 あなたの死者は生き、彼ら
のなきがらは起きる。ちりに伏す者よ、さめ
て喜びうたえ。あなたの露は光の露であっ
て、それを亡霊の国の上に降らされるから
である。

20 さあ、わが民よ、あなたのへやにはいり、あ
なたのうしろの戸を閉じて、憤りの過ぎ去
るまで、しばらく隠れよ。

21 見よ、主はそのおられる所を出て、地に住
む者の不義を罰せられる。地はその上に流
された血をあらわして、殺された者を、もは
やおおうことがない。

詩編 71:20 あなたはわたしを多くの
重い悩みにあわされましたが、再びわた
しを生かし、地の深い所から引きあげら
れるでしょう。

イザヤ記 25:8 主はとこしえに死を滅ぼ
し、主なる神はすべての顔から涙をぬぐ
い、その民のはずかしめを全地の上から
除かれる。これは主の語られたことであ
る。

ダニエル記 12:2 また地のちりの中に眠っ
ている者のうち、多くの者は目をさます
でしょう。そのうち永遠の生命にいたる
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者もあり、また恥と、限りなき恥辱をう
ける者もあるでしょう。

ヨハネによる福音書 5:28 このことを驚く
には及ばない。墓の中にいる者たちがみ
な神の子の声を聞き、

29 善をおこなった人々は、生命を受ける
ためによみがえり、悪をおこなった人々
は、さばきを受けるためによみがえっ
て、それぞれ出てくる時が来るであろ
う。

ヨハネによる福音書 11:25 イエスは
彼女に言われた、「わたしはよみがえ
りであり、命である。わたしを信じる者
は、たとい死んでも生きる。

26 また、生きていて、わたしを信じる者
は、いつまでも死なない。あなたはこれ
を信じるか」。

使徒言行録 24:15 また、正しい者
も正しくない者も、やがてよみがえると
の希望を、神を仰いでいだいているもの
です。この希望は、彼ら自身も持ってい
るのです。

テサロニケの信徒への手紙一 4:14 わたした
ちが信じているように、イエスが死んで
復活されたからには、同様に神はイエス
にあって眠っている人々をも、イエスと
一緒に導き出して下さるであろう。

15 わたしたちは主の言葉によって言うが、
生きながらえて主の来臨の時まで残るわ
たしたちが、眠った人々より先になるこ
とは、決してないであろう。

ヨハネの黙示録 20:5 （それ以外の死
人は、千年の期間が終るまで生きかえら
なかった。）これが第一の復活である。

6 この第一の復活にあずかる者は、さいわ

いな者であり、また聖なる者である。こ
の人たちに対しては、第二の死はなんの
力もない。彼らは神とキリストとの祭司
となり、キリストと共に千年の間、支配
する。

ヨハネの黙示録 20:12 また、死んでい
た者が、大いなる者も小さき者も共に、
御座の前に立っているのが見えた。かず
かずの書物が開かれたが、もう一つの書
物が開かれた。これはいのちの書であっ
た。死人はそのしわざに応じ、この書物
に書かれていることにしたがって、さば
かれた。

13 海はその中にいる死人を出し、死も黄泉
もその中にいる死人を出し、そして、お
のおのそのしわざに応じて、さばきを受
けた。

以下も参照されたい： #5; #6; エゼキエル記 37:1-14.

H02 将来の救世主による裁き。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

イザヤ記 27:1 その日、主は堅く大いなる
強いつるぎで逃げるへびレビヤタン、曲り
くねるへびレビヤタンを罰し、また海におる
龍を殺される。

2 その日／「麗しきぶどう畑よ、このことを歌
え。

3 主なるわたしはこれを守り、常に水をそそ
ぎ、夜も昼も守って、そこなう者のないよう
にする。

6 後になれば、ヤコブは根をはり、イスラエ
ルは芽を出して花咲き、その実を全世界に
満たす。
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12 イスラエルの人々 よ、その日、主はユフラテ
川からエジプトの川にいたるまで穀物の穂
を打ち落される。そしてあなたがたは、ひと
りびとり集められる。

13 その日大いなるラッパが鳴りひびき、アッス
リヤの地にある失われた者と、エジプトの
地に追いやられた者とがきて、エルサレム
の聖山で主を拝む。

イザヤ記 4:2 その日、主の枝は麗しく
栄え、地の産物はイスラエルの生き残っ
た者の誇、また光栄となる。

ルカによる福音書 3:8 だから、悔改め
にふさわしい実を結べ。自分たちの父に
はアブラハムがあるなどと、心の中で
思ってもみるな。おまえたちに言ってお
く。神はこれらの石ころからでも、アブ
ラハムの子を起すことができるのだ。

ヨハネによる福音書 10:27 わたしの
羊はわたしの声に聞き従う。わたしは彼
らを知っており、彼らはわたしについて
来る。

28 わたしは、彼らに永遠の命を与える。だ
から、彼らはいつまでも滅びることがな
く、また、彼らをわたしの手から奪い去
る者はない。

29 わたしの父がわたしに下さったものは、
すべてにまさるものである。そしてだれ
も父のみ手から、それを奪い取ることは
できない。

30 わたしと父とは一つである」。

ヨハネによる福音書 15:5 わたしはぶどう
の木、あなたがたはその枝である。もし
人がわたしにつながっており、またわた
しがその人とつながっておれば、その人
は実を豊かに結ぶようになる。わたしか
ら離れては、あなたがたは何一つできな

いからである。

ヨハネによる福音書 15:8 あなたがたが実
を豊かに結び、そしてわたしの弟子とな
るならば、それによって、わたしの父は
栄光をお受けになるであろう。

ヨハネによる福音書 15:16 あなたが
たがわたしを選んだのではない。わた
しがあなたがたを選んだのである。そし
て、あなたがたを立てた。それは、あな
たがたが行って実をむすび、その実がい
つまでも残るためであり、また、あなた
がたがわたしの名によって父に求めるも
のはなんでも、父が与えて下さるためで
ある。

ヨハネの黙示録 20:2 彼は、悪魔であ
りサタンである龍、すなわち、かの年を
経たへびを捕えて千年の間つなぎおき、

ヨハネの黙示録 20:7 千年の期間が終
ると、サタンはその獄から解放される。

ヨハネの黙示録 20:10 そして、彼らを
惑わした悪魔は、火と硫黄との池に投げ
込まれた。そこには、獣もにせ預言者も
いて、彼らは世々限りなく日夜、苦しめ
られるのである。

ヨハネの黙示録 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。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; イザヤ記 5:1-7; イザヤ
記 26:1; イザヤ記 46:4; マタイによる福音書 21:28-46; コ

ロサイの信徒への手紙 1:5,6.
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E01 救世主の任務の種類。
     
イザヤ記 28:15 あなたがたは言った、「われ

われは死と契約をなし、陰府と協定を結ん
だ。みなぎりあふれる災の過ぎる時にも、
それはわれわれに来ない。われわれはうそ
を避け所となし、偽りをもって身をかくした
からである」。

16 それゆえ、主なる神はこう言われる、「見
よ、わたしはシオンに／一つの石をすえて
基とした。これは試みを経た石、堅くすえ
た尊い隅の石である。『信ずる者はあわて
ることはない』。

詩編 118:22 家造りらの捨てた石は隅
のかしら石となった。

マタイによる福音書 21:42 イエスは
彼らに言われた、「あなたがたは、聖
書でまだ読んだことがないのか、『家造
りらの捨てた石が／隅のかしら石になっ
た。これは主がなされたことで、わたし
たちの目には不思議に見える』。

使徒言行録 4:11 このイエスこそは『あな
たがた家造りらに捨てられたが、隅のか
しら石となった石』なのである。

12 この人による以外に救はない。わたした
ちを救いうる名は、これを別にしては、
天下のだれにも与えられていないからで
ある」。

ローマの信徒への手紙 9:31 しかし、
義の律法を追い求めていたイスラエル
は、その律法に達しなかった。

32 なぜであるか。信仰によらないで、行い
によって得られるかのように、追い求め
たからである。彼らは、つまずきの石に
つまずいたのである。

33 「見よ、わたしはシオンに、／つまずき

の石、さまたげの岩を置く。それにより
頼む者は、失望に終ることがない」／と
書いてあるとおりである。

コリントの信徒への手紙一 3:11 なぜな
ら、すでにすえられている土台以外のも
のをすえることは、だれにもできない。
そして、この土台はイエス・キリストで
ある。

エフェソの信徒への手紙 2:17 それから
彼は、こられた上で、遠く離れているあ
なたがたに平和を宣べ伝え、また近くに
いる者たちにも平和を宣べ伝えられたの
である。

18 というのは、彼によって、わたしたち
両方の者が一つの御霊の中にあって、父
のみもとに近づくことができるからであ
る。

19 そこであなたがたは、もはや異国人でも
宿り人でもなく、聖徒たちと同じ国籍の
者であり、神の家族なのである。

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。

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、

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。

ペトロの手紙一 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 この主のみもとにきて、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、聖なる祭司となって、イエ
ス・キリストにより、神によろこばれる
霊のいけにえを、ささげなさい。
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6 聖書にこう書いてある、／「見よ、わた
しはシオンに、／選ばれた尊い石、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」。

7 この石は、より頼んでいるあなたがたに
は尊いものであるが、不信仰な人々には
「家造りらの捨てた石で、隅のかしら石
となったもの」、

8 また「つまずきの石、妨げの岩」であ
る。しかし、彼らがつまずくのは、御言
に従わないからであって、彼らは、実
は、そうなるように定められていたので
ある。

以下も参照されたい： 創世記 49:24; イザヤ記 8:14; ホセ
ア記 2:19-21; ゼカリヤ記 3:9; マルコによる福音書 12:10; 

ルカによる福音書 20:17,18.

F03 救世主は拒否されるであろう。

イザヤ記 29:10 主が深い眠りの霊をあなた
がたの上にそそぎ、あなたがたの目である
預言者を閉じこめ、あなたがたの頭である
先見者を／おおわれたからである。

13 主は言われた、「この民は口をもってわたし
に近づき、くちびるをもってわたしを敬うけ
れども、その心はわたしから遠く離れ、彼ら
のわたしをかしこみ恐れるのは、そらで覚
えた人の戒めによるのである。

14 それゆえ、見よ、わたしはこの民に、再び驚
くべきわざを行う、それは不思議な驚くべ
きわざである。彼らのうちの賢い人の知恵
は滅び、さとい人の知識は隠される」。

詩編 69:22 彼らの前の食卓を網と
し、彼らが犠牲をささげる祭を、わなと
してください。

エゼキエル記 33:32 見よ、あなたは

彼らには、美しい声で愛の歌をうたう者
のように、また楽器をよく奏する者のよ
うに思われる。彼らはあなたの言葉は聞
くが、それを行おうとはしない。

33 この事が起る時――これは必ず起る――その
とき彼らの中にひとりの預言者がいたこ
とを彼らは悟る」。

マタイによる福音書 15:7 偽善者たちよ、
イザヤがあなたがたについて、こういう
適切な預言をしている、

8 『この民は、口さきではわたしを敬う
が、その心はわたしから遠く離れてい
る。

9 人間のいましめを教として教え、無意味
にわたしを拝んでいる』」。

マルコによる福音書 4:11 そこでイエスは
言われた、「あなたがたには神の国の奥
義が授けられているが、ほかの者たちに
は、すべてが・で語られる。

12 それは／『彼らは見るには見るが、認め
ず、聞くには聞くが、悟らず、悔い改め
てゆるされることがない』ためである」
。

マルコによる福音書 7:6 イエスは言われ
た、「イザヤは、あなたがた偽善者につ
いて、こう書いているが、それは適切な
預言である、『この民は、口さきではわ
たしを敬うが、その心はわたしから遠く
離れている。

7 人間のいましめを教として教え、無意味
にわたしを拝んでいる』。

8 あなたがたは、神のいましめをさしおい
て、人間の言伝えを固執している」。

使徒言行録 28:26 『この民に行っ
て言え、／あなたがたは聞くには聞く
が、決して悟らない。見るには見るが、

イザヤ記



225

決して認めない。
27 この民の心は鈍くなり、／その耳は聞

えにくく、／その目は閉じている。それ
は、彼らが目で見ず、／耳で聞かず、／
心で悟らず、悔い改めて／いやされるこ
とがないためである』。

ローマの信徒への手紙 11:7 では、ど
うなるのか。イスラエルはその追い求め
ているものを得ないで、ただ選ばれた者
が、それを得た。そして、他の者たちは
かたくなになった。

8 「神は、彼らに鈍い心と、／見えない目
と、聞えない耳とを与えて、／きょう、
この日に及んでいる」／と書いてあると
おりである。

9 ダビデもまた言っている、／「彼らの食
卓は、彼らのわなとなれ、網となれ、／
つまずきとなれ、報復となれ。

10 彼らの目は、くらんで見えなくなれ、／
彼らの背は、いつまでも曲っておれ」。

以下も参照されたい： イザヤ記 6:9,10; イザヤ記 30:10; イ
ザヤ記 35:5; イザヤ記 44:18; エレミヤ記 12:2; エゼキエル
記 33:31; ミカ記 3:6; マタイによる福音書 15:2-6; マルコに
よる福音書 7:1,2; コリントの信徒への手紙二 4:4; テサロニ

ケの信徒への手紙二 2:9-12.

E05 救世主の奇跡。

イザヤ記 29:18 その日、耳しいは書物の言
葉を聞き、目しいの目はその暗やみから、
見ることができる。

マタイによる福音書 11:5 盲人は見え、足
なえは歩き、らい病人はきよまり、耳し
いは聞え、死人は生きかえり、貧しい人
々は福音を聞かされている。

マタイによる福音書 13:14 こうして
イザヤの言った預言が、彼らの上に成就

したのである。『あなたがたは聞くには
聞くが、決して悟らない。見るには見る
が、決して認めない。

15 この民の心は鈍くなり、その耳は聞え
にくく、その目は閉じている。それは、
彼らが目で見ず、耳で聞かず、心で悟ら
ず、悔い改めていやされることがないた
めである』。

16 しかし、あなたがたの目は見ており、耳
は聞いているから、さいわいである。

ルカによる福音書 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」。

ルカによる福音書 7:22 答えて言われ
た、「行って、あなたがたが見聞きした
ことを、ヨハネに報告しなさい。盲人は
見え、足なえは歩き、らい病人はきよま
り、耳しいは聞え、死人は生きかえり、
貧しい人々は福音を聞かされている。

使徒言行録 26:18 それは、彼らの
目を開き、彼らをやみから光へ、悪魔の
支配から神のみもとへ帰らせ、また、彼
らが罪のゆるしを得、わたしを信じる信
仰によって、聖別された人々に加わるた
めである』。

コリントの信徒への手紙二 3:14 実際、彼
らの思いは鈍くなっていた。今日に至る
まで、彼らが古い契約を朗読する場合、
その同じおおいが取り去られないままで
残っている。それは、キリストにあって
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はじめて取り除かれるのである。
15 今日に至るもなお、モーセの書が朗読さ

れるたびに、おおいが彼らの心にかかっ
ている。

16 しかし主に向く時には、そのおおいは取
り除かれる。

17 主は霊である。そして、主の霊のあると
ころには、自由がある。

18 わたしたちはみな、顔おおいなしに、主
の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光か
ら栄光へと、主と同じ姿に変えられてい
く。これは霊なる主の働きによるのであ
る。

エフェソの信徒への手紙 1:17 どうか、
わたしたちの主イエス・キリストの神、
栄光の父が、知恵と啓示との霊をあなた
がたに賜わって神を認めさせ、

18 あなたがたの心の目を明らかにして下さ
るように、そして、あなたがたが神に召
されていだいている望みがどんなもので
あるか、聖徒たちがつぐべき神の国がい
かに栄光に富んだものであるか、

ヤコブの手紙 1:21 だから、すべて
の汚れや、はなはだしい悪を捨て去っ
て、心に植えつけられている御言を、す
なおに受け入れなさい。御言には、あな
たがたのたましいを救う力がある。

ヨハネの黙示録 3:18 そこで、あなた
に勧める。富む者となるために、わたし
から火で精錬された金を買い、また、あ
なたの裸の恥をさらさないため身に着け
るように、白い衣を買いなさい。また、
見えるようになるため、目にぬる目薬を
買いなさい。

以下も参照されたい： 申命記 29:4; 詩編 12:5; イザヤ
記 29:10-12,16; イザヤ記 42:16-19; マルコによる福音

書 7:37; コリントの信徒への手紙二 4:2-6; ペトロの手紙
一 2:9.

B17 救世主の優しさと弱さ。
B24 神と救世主は楽しみと喜びを義と信者

に与える。

イザヤ記 29:19 柔和な者は主によって新た
なる喜びを得、人のなかの貧しい者は／イ
スラエルの聖者によって楽しみを得る。

レビ記 23:40 初めの日に、美しい木の
実と、なつめやしの枝と、茂った木の枝
と、谷のはこやなぎの枝を取って、七日
の間あなたがたの神、主の前に楽しまな
ければならない。

申命記 16:11 こうしてあなたはむす
こ、娘、しもべ、はしためおよび町の内
におるレビびと、ならびにあなたがたの
うちにおる寄留の他国人と孤児と寡婦と
共に、あなたの神、主がその名を置くた
めに選ばれる場所で、あなたの神、主の
前に喜び楽しまなければならない。

詩編 5:11 しかし、すべてあなたに
寄り頼む者を喜ばせ、とこしえに喜び
呼ばわらせてください。また、み名を愛
する者があなたによって喜びを得るよう
に、彼らをお守りください。

詩編 32:11 正しき者よ、主によって
喜び楽しめ、すべて心の直き者よ、喜び
の声を高くあげよ。

詩編 64:10 正しい人は主にあって喜
び、かつ主に寄り頼む。すべて心の直き
者は誇ることができる。

詩編 68:3 しかし正しい者を喜ば
せ、神の前に喜び踊らせ、喜び楽しませ
てください。
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詩編 107:30 こうして彼らは波の静ま
ったのを喜び、主は彼らをその望む港へ
導かれた。

詩編 118:24 これは主が設けられた日
であって、われらはこの日に喜び楽しむ
であろう。

詩編 149:2 イスラエルにその造り主
を喜ばせ、シオンの子らにその王を喜ば
せよ。

雅歌 1:4 あなたのあとについて、行かせて
ください。わたしたちは急いでまいりま
しょう。王はわたしをそのへやに連れて
行かれた。わたしたちは、あなたによっ
て喜び楽しみ、ぶどう酒にまさって、あ
なたの愛をほめたたえます。おとめたち
は真心をもってあなたを愛します。

イザヤ記 9:3 あなたが国民を増し、そ
の喜びを大きくされたので、彼らは刈入
れ時に喜ぶように、獲物を分かつ時に楽
しむように、あなたの前に喜んだ。

イザヤ記 25:9 その日、人は言う、「見
よ、これはわれわれの神である。わたし
たちは彼を待ち望んだ。彼はわたしたち
を救われる。これは主である。わたした
ちは彼を待ち望んだ。わたしたちはその
救を喜び楽しもう」と。

エレミヤ記 31:12 彼らは来てシオ
ンの山で声高く歌い、主から賜わった良
い物のために、穀物と酒と油および若き
羊と牛のために、喜びに輝く。その魂は
潤う園のようになり、彼らは重ねて憂え
ることがない。

13 その時おとめたちは舞って楽しみ、若い
者も老いた者も共に楽しむ。わたしは彼

らの悲しみを喜びにかえ、彼らを慰め、
憂いの代りに喜びを与える。

ハバクク記 3:18 しかし、わたしは主によ
って楽しみ、わが救の神によって喜ぶ。

ゼカリヤ記 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。

マタイによる福音書 5:3 「こころの貧し
い人たちは、さいわいである、天国は彼
らのものである。

マタイによる福音書 5:5 柔和な人たち
は、さいわいである、彼らは地を受けつ
ぐであろう。

マタイによる福音書 11:29 わたしは
柔和で心のへりくだった者であるから、
わたしのくびきを負うて、わたしに学び
なさい。そうすれば、あなたがたの魂に
休みが与えられるであろう。

ルカによる福音書 1:14 彼はあなたに喜
びと楽しみとをもたらし、多くの人々も
その誕生を喜ぶであろう。

ルカによる福音書 2:10 御使は言った、
「恐れるな。見よ、すべての民に与えら
れる大きな喜びを、あなたがたに伝え
る。

ヨハネによる福音書 3:29 花嫁をもつ者は
花婿である。花婿の友人は立って彼の声
を聞き、その声を聞いて大いに喜ぶ。こ
うして、この喜びはわたしに満ち足りて
いる。

ヨハネによる福音書 16:22 このよう
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に、あなたがたにも今は不安がある。し
かし、わたしは再びあなたがたと会うで
あろう。そして、あなたがたの心は喜び
に満たされるであろう。その喜びをあな
たがたから取り去る者はいない。

ヨハネによる福音書 20:20 そう言っ
て、手とわきとを、彼らにお見せになっ
た。弟子たちは主を見て喜んだ。

使徒言行録 5:41 使徒たちは、御名のため
に恥を加えられるに足る者とされたこと
を喜びながら、議会から出てきた。

使徒言行録 13:48 異邦人たちはこ
れを聞いてよろこび、主の御言をほめた
たえてやまなかった。そして、永遠の命
にあずかるように定められていた者は、
みな信じた。

使徒言行録 13:52 弟子たちは、ま
すます喜びと聖霊とに満たされていた。

フィリピの信徒への手紙 2:17 そして、
たとい、あなたがたの信仰の供え物をさ
さげる祭壇に、わたしの血をそそぐこと
があっても、わたしは喜ぼう。あなたが
た一同と共に喜ぼう。

18 同じように、あなたがたも喜びなさい。
わたしと共に喜びなさい。

フィリピの信徒への手紙 4:4 あなたが
たは、主にあっていつも喜びなさい。繰
り返して言うが、喜びなさい。

テサロニケの信徒への手紙一 3:9 ほんとう
に、わたしたちの神のみまえで、あなた
がたのことで喜ぶ大きな喜びのために、
どんな感謝を神にささげたらよいだろう
か。

ペトロの手紙一 4:13 むしろ、キリス
トの苦しみにあずかればあずかるほど、
喜ぶがよい。それは、キリストの栄光が
現れる際に、よろこびにあふれるためで
ある。

ヨハネの手紙一 1:4 これを書きおく
るのは、わたしたちの喜びが満ちあふれ
るためである。

以下も参照されたい： 民数記 10:10; 申命記 12:7,12,18; 
申命記 14:26; 申命記 16:14; 申命記 26:11; 申命記 27:7; サ
ムエル記上 2:1; 列王記上 1:39,40; 代誌上 15:16; 歴代誌下 
29:30; 歴代誌下 30:23,26; ネヘミヤ記 8:9,11,16; ネヘミ

ヤ記 12:43,44; エステル記 9:22; 詩編 2:11; 詩編 9:2,14; 詩
編 13:5; 詩編 14:7; 詩編 16:9,11; 詩編 28:7; 詩編 31:7; 詩編 
32:7; 詩編 33:1,3,21; 詩編 34:2; 詩編 35:9,27; 詩編 40:16; 
詩編 43:4; 詩編 45:8,15; 詩編 48:11; 詩編 51:8,12,14; 詩編 
53:6; 詩編 59:16; 詩編 63:5,7,11; 詩編 66:6; 詩編 67:4; 詩
編 69:32; 詩編 70:4; 詩編 81:1; 詩編 89:16; 詩編 90:14,15; 

詩編 92:4; 詩編 95:1; 詩編 96:11,12; 詩編 97:1,8,11,12; 
詩編 98:4; 詩編 100:2; 詩編 104:34; 詩編 105:3,43; 詩編 
106:5; 詩編 107:42; 詩編 119:14,62,74,111; 詩編 122:1; 
詩編 126:3; 詩編 149:5; 箴言 10:28; 箴言 15:15; イザヤ

記 9:3; イザヤ記 12:3,6; イザヤ記 24:14; イザヤ記 30:29; 
イザヤ記 35:1,2,10; イザヤ記 41:16; イザヤ記 44:23; イ
ザヤ記 51:5,13; イザヤ記 54:1; イザヤ記 55:12; イザヤ
記 56:7; イザヤ記 60:15; イザヤ記 61:3,7,10; イザヤ記 

62:5; イザヤ記 65:18,19; イザヤ記 66:2,10,14; エレミヤ
記 15:16; エレミヤ記 33:9,11; エレミヤ記 49:25; ヨエル
記 2:21,23; ゼファニヤ記 3:14,17; ゼカリヤ記 8:19; ゼカ

リヤ記 9:9; ゼカリヤ記 10:7; マタイによる福音書 2:10; マ
タイによる福音書 5:12; マタイによる福音書 13:44; ルカ
による福音書 1:47,58; ルカによる福音書 6:23; ルカによ
る福音書 10:17,20; ルカによる福音書 15:7,23,32; ルカに
よる福音書 19:6,37; ルカによる福音書 24:41,52; ヨハネ

による福音書 4:36; ヨハネによる福音書 8:56; ヨハネによ
る福音書 14:28; ヨハネによる福音書 15:11; ヨハネによる
福音書 16:20,24; ヨハネによる福音書 17:13; 使徒言行録 
2:26,28,46,47; 使徒言行録 8:8,39; 使徒言行録 11:23; 使徒
言行録 14:17; 使徒言行録 15:3,31; 使徒言行録 16:34; 使徒
言行録 20:24; ローマの信徒への手紙 12:12,15; ローマの
信徒への手紙 14:17; ローマの信徒への手紙 15:10,13; コ
リントの信徒への手紙一 12:26; コリントの信徒への手紙
二 1:24; コリントの信徒への手紙二 2:3; コリントの信徒
への手紙二 7:4; コリントの信徒への手紙二 8:2; ガラテヤ
の信徒への手紙 5:22; フィリピの信徒への手紙 1:4,18,25; 
フィリピの信徒への手紙 2:2,29; フィリピの信徒への手紙 
3:1; フィリピの信徒への手紙 4:1; コロサイの信徒への手紙 
1:11; テサロニケの信徒への手紙一 1:6; テサロニケの信徒
への手紙一 2:20; テサロニケの信徒への手紙一 3:9; テモテ
への手紙二 1:4; ヘブライ人への手紙 10:34; ペトロの手紙
一 1:6,8; ヨハネによる福音書 1:12,4; ヨハネの黙示録 14:3; 

ヨハネの黙示録 19:7.
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H03 救世主の未来の御国。

イザヤ記 29:22 それゆえ、昔アブラハムを
あがなわれた主は、ヤコブの家についてこ
う言われる、「ヤコブは、もはやはずかしめ
を受けず、その顔は、もはや色を失うこと
はない。

23 彼の子孫が、その中にわが手のわざを見る
とき、彼らはわが名を聖とし、ヤコブの聖
者を聖として、イスラエルの神を恐れる。

24 心のあやまれる者も、悟りを得、つぶやく者
も教をうける」。

使徒言行録 2:37 人々はこれを聞いて、強
く心を刺され、ペテロやほかの使徒たち
に、「兄弟たちよ、わたしたちは、どう
したらよいのでしょうか」と言った。

エフェソの信徒への手紙 2:10 わたした
ちは神の作品であって、良い行いをする
ように、キリスト・イエスにあって造ら
れたのである。神は、わたしたちが、良
い行いをして日を過ごすようにと、あら
かじめ備えて下さったのである。

テモテへの手紙一 1:13 わたしは以前に
は、神をそしる者、迫害する者、不遜な
者であった。しかしわたしは、これらの
事を、信仰がなかったとき、無知なため
にしたのだから、あわれみをこうむった
のである。

以下も参照されたい： #1; #2; #4; イザヤ記 5:16; イザ
ヤ記 8:13; マタイによる福音書 5:9; ルカによる福音書 

15:17-19; ヨハネによる福音書 6:45; コリントの信徒への
手紙二 4:2-6; ガラテヤの信徒への手紙 5:22,23; ペトロの

手紙一 2:9.

D09 メシアは救い主となるであろう。
H03 救世主の未来の御国。

イザヤ記 30:18 それゆえ、主は待っていて、
あなたがたに恵を施される。それゆえ、主
は立ちあがって、あなたがたをあわれまれ
る。主は公平の神でいらせられる。すべて
主を待ち望む者はさいわいである。

19 シオンにおり、エルサレムに住む民よ、あな
たはもはや泣くことはない。主はあなたの
呼ばわる声に応じて、必ずあなたに恵みを
施される。主がそれを聞かれるとき、直ち
に答えられる。

20 たとい主はあなたがたに悩みのパンと苦し
みの水を与えられても、あなたの師は再び
隠れることはなく、あなたの目はあなたの
師を見る。

イザヤ記 30:21-25 
イザヤ記 30:26 さらに主がその民の傷を包

み、その打たれた傷をいやされる日には、
月の光は日の光のようになり、日の光は七
倍となり、七つの日の光のようにになる。

イザヤ記 30:27-28 
イザヤ記 30:29 あなたがたは、聖なる祭を

守る夜のように歌をうたう。また笛をならし
て主の山にきたり、イスラエルの岩なる主
にまみえる時のように心に喜ぶ。

イザヤ記 30:30-33

ローマの信徒への手紙 11:25 兄弟たち
よ。あなたがたが知者だと自負すること
のないために、この奥義を知らないでい
てもらいたくない。一部のイスラエル人
がかたくなになったのは、異邦人が全部
救われるに至る時までのことであって、

26 こうして、イスラエル人は、すべて救
われるであろう。すなわち、次のように
書いてある、／「救う者がシオンからき
て、／ヤコブから不信心を追い払うであ
ろう。
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27 そして、これが、彼らの罪を除き去る時
に、／彼らに対して立てるわたしの契約
である」。

ヘブライ人への手紙 8:10 わたしが、それ
らの日の後、イスラエルの家と立て／よ
うとする契約はこれである、と主が言
われる。すなわち、わたしの律法を彼ら
の思いの中に入れ、／彼らの心に書きつ
けよう。こうして、わたしは彼らの神と
なり、／彼らはわたしの民となるであろ
う。

ヨハネの黙示録 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」。

以下も参照されたい： #1; #2; #5.

E08 救世主の公正。
H03 救世主の未来の御国。

イザヤ記 32:1 見よ、ひとりの王が／正義を
もって統べ治め、君たちは公平をもってつ
かさどり、

2 おのおの風をさける所、暴風雨をのがれる
所のようになり、かわいた所にある水の流
れのように、疲れた地にある大きな岩の陰
のようになる。

イザヤ記 32:3,4

イザヤ記 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。

マタイによる福音書 5:6 義に飢えかわい
ている人たちは、さいわいである、彼ら
は飽き足りるようになるであろう。

マタイによる福音書 11:28 すべて重
荷を負うて苦労している者は、わたしの
もとにきなさい。あなたがたを休ませて
あげよう。

ヨハネによる福音書 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」
。

以下も参照されたい： #1; #2; イザヤ記 7:14; ミカ記 5:4,5.

G04 救世主は霊を注ぐであろう。
H03 救世主の未来の御国。

イザヤ記 32:15 しかし、ついには霊が上か
ら／われわれの上にそそがれて、荒野は良
き畑となり、良き畑は林のごとく見られる
ようになる。

16 その時、公平は荒野に住み、正義は良き畑
にやどる。

17 正義は平和を生じ、正義の結ぶ実はとこし
えの平安と信頼である。

18 わが民は平和の家におり、安らかなすみか
におり、静かな休み所におる。
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イザヤ記 44:3 わたしは、かわいた地に
水を注ぎ、干からびた地に流れをそそ
ぎ、わが霊をあなたの子らにそそぎ、わ
が恵みをあなたの子孫に与えるからであ
る。

ヨハネによる福音書 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」。

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。すなわち、イエスはまだ栄光を受け
ておられなかったので、御霊がまだ下っ
ていなかったのである。

使徒言行録 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。そして、あなたがたのむす
こ娘は預言をし、／若者たちは幻を見、
／老人たちは夢を見るであろう。

18 その時には、わたしの男女の僕たちに
も／わたしの霊を注ごう。そして彼らも
預言をするであろう。

使徒言行録 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。

ガラテヤの信徒への手紙 5:22 しかし、
御霊の実は、愛、喜び、平和、寛容、慈
愛、善意、忠実、

コリントの信徒への手紙二 3:8 まして霊
の務は、はるかに栄光あるものではなか

ろうか。

テトスへの手紙 3:5 わたしたちの行
った義のわざによってではなく、ただ
神のあわれみによって、再生の洗いを受
け、聖霊により新たにされて、わたした
ちは救われたのである。

6 この聖霊は、わたしたちの救主イエス・
キリストをとおして、わたしたちの上に
豊かに注がれた。

以下も参照されたい： #1; #2; #5; 箴言 1:23; 詩編 104:30; 
ルカによる福音書 24:49.

B18 救世主の高潔さ、美しさ、栄光。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。
     
イザヤ記 33:17 あなたの目は麗しく飾った

王を見、遠く広い国を見る。
イザヤ記 33:18-19
イザヤ記 33:20 定めの祭の町シオンを見

よ。あなたの目は平和なすまい、移される
ことのない幕屋エルサレムを見る。その杭
はとこしえに抜かれず、その綱は、ひとすじ
も断たれることはない。

21 主は威厳をもってかしこにいまし、われわ
れのために広い川と流れのある所となり、
その中には、こぐ舟も入らず、大きな船も過
ぎることはない。

22 主はわれわれのさばき主、主はわれわれの
つかさ、主はわれわれの王であって、われ
われを救われる。

23 あなたの船綱は解けて、帆柱のもとを結び
かためることができず、帆を張ることもで
きない。その時多くの獲物とぶんどり品は
分けられ、足なえまでも獲物を取る。

24 そこに住む者のうちには、「わたしは病気
だ」と言う者はなく、そこに住む民はその罪
がゆるされる。
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エレミヤ記 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。

マタイによる福音書 17:2 ところが、彼ら
の目の前でイエスの姿が変り、その顔は
日のように輝き、その衣は光のように白
くなった。

マタイによる福音書 21:5 すなわち、「シ
オンの娘に告げよ、見よ、あなたの王が
おいでになる、柔和なおかたで、ろば
に乗って、くびきを負うろばの子に乗っ
て」。

ルカによる福音書 1:33 彼はとこしえに
ヤコブの家を支配し、その支配は限りな
く続くでしょう」。

ヨハネによる福音書 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。

ヨハネによる福音書 17:24 父よ、あ
なたがわたしに賜わった人々が、わた
しのいる所に一緒にいるようにして下さ
い。天地が造られる前からわたしを愛し
て下さって、わたしに賜わった栄光を、
彼らに見させて下さい。

ヨハネによる福音書 18:37 そこでピ
ラトはイエスに言った、「それでは、あ
なたは王なのだな」。イエスは答えられ
た、「あなたの言うとおり、わたしは王

である。わたしは真理についてあかしを
するために生れ、また、そのためにこの
世にきたのである。だれでも真理につく
者は、わたしの声に耳を傾ける」

使徒言行録 10:42 それから、イエ
スご自身が生者と死者との審判者として
神に定められたかたであることを、人々
に宣べ伝え、またあかしするようにと、
神はわたしたちにお命じになったので
す。

コリントの信徒への手紙一 15:24 それから
終末となって、その時に、キリストはす
べての君たち、すべての権威と権力とを
打ち滅ぼして、国を父なる神に渡される
のである。

25 なぜなら、キリストはあらゆる敵をその
足もとに置く時までは、支配を続けるこ
とになっているからである。

テモテへの手紙一 6:13 わたしはすべて
のものを生かして下さる神のみまえと、
またポンテオ・ピラトの面前でりっぱな
あかしをなさったキリスト・イエスのみ
まえで、あなたに命じる。

14 わたしたちの主イエス・キリストの出
現まで、その戒めを汚すことがなく、ま
た、それを非難のないように守りなさ
い。

15 時がくれば、祝福に満ちた、ただひとり
の力あるかた、もろもろの王の王、もろ
もろの主の主が、キリストを出現させて
下さるであろう。

ヨハネの手紙一 3:2 愛する者たち
よ。わたしたちは今や神の子である。し
かし、わたしたちがどうなるのか、まだ
明らかではない。彼が現れる時、わたし
たちは、自分たちが彼に似るものとなる
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ことを知っている。そのまことの御姿を
見るからである。

ヨハネの黙示録 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」。

ヨハネの黙示録 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。

ヨハネの黙示録 17:14 彼らは小羊に戦
いをいどんでくるが、小羊は、主の主、
王の王であるから、彼らにうち勝つ。ま
た、小羊と共にいる召された、選ばれ
た、忠実な者たちも、勝利を得る」。

以下も参照されたい： #1; #2; #5; #6; #7; 詩編 45:2; 雅歌 
5:10; イザヤ記 32:1,2; ゼカリヤ記 9:17.

E05 救世主の奇跡。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

イザヤ記 35:1 荒野と、かわいた地とは楽
しみ、さばくは喜びて花咲き、さふらんの
ように、

2 さかんに花咲き、かつ喜び楽しみ、かつ歌
う。これにレバノンの栄えが与えられ、カ
ルメルおよびシャロンの麗しさが与えられ
る。彼らは主の栄光を見、われわれの神の
麗しさを見る。

3 あなたがたは弱った手を強くし、よろめくひ
ざを健やかにせよ。

4 心おののく者に言え、「強くあれ、恐れては
ならない。見よ、あなたがたの神は報復を
もって臨み、神の報いをもってこられる。神
は来て、あなたがたを救われる」と。

5 その時、見えない人の目は開かれ、聞えな
い人の耳は聞えるようになる。

6 その時、足の不自由な人は、しかのように
飛び走り、口のきけない人の舌は喜び歌
う。それは荒野に水がわきいで、さばくに
川が流れるからである。

7 焼けた砂は池となり、かわいた地は水の源
となり、山犬の伏したすみかは、葦、よしの
茂りあう所となる。

8 そこに大路があり、その道は聖なる道とと
なえられる。汚れた者はこれを通り過ぎる
ことはできない、愚かなる者はそこに迷い
入ることはない。

イザヤ記
9 そこには、ししはおらず、飢えた獣も、その

道にのぼることはなく、その所でこれに会
うことはない。ただ、あがなわれた者のみ、
そこを歩む。

10 主にあがなわれた者は帰ってきて、その頭
に、とこしえの喜びをいただき、歌うたいつ
つ、シオンに来る。彼らは楽しみと喜びとを
得、悲しみと嘆きとは逃げ去る。

マタイによる福音書 11:4 イエスは答えて
言われた、「行って、あなたがたが見聞
きしていることをヨハネに報告しなさ
い。

5 盲人は見え、足なえは歩き、らい病人は
きよまり、耳しいは聞え、死人は生きか
えり、貧しい人々は福音を聞かされてい
る。

6 わたしにつまずかない者は、さいわいで
ある」。

マタイによる福音書 12:22 そのと
き、人々が悪霊につかれた盲人で口のき
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けない人を連れてきたので、イエスは彼
をいやして、物を言い、また目が見える
ようにされた。

23 すると群衆はみな驚いて言った、「この
人が、あるいはダビデの子ではあるまい
か」。

ルカによる福音書 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、

ヨハネによる福音書 9:39 そこでイエスは
言われた、「わたしがこの世にきたの
は、さばくためである。すなわち、見え
ない人たちが見えるようになり、見え
る人たちが見えないようになるためであ
る」。

ヨハネによる福音書 10:28 わたし
は、彼らに永遠の命を与える。だから、
彼らはいつまでも滅びることがなく、ま
た、彼らをわたしの手から奪い去る者は
ない。

29 わたしの父がわたしに下さったものは、
すべてにまさるものである。そしてだれ
も父のみ手から、それを奪い取ることは
できない。

30 わたしと父とは一つである」。

ヨハネによる福音書 14:6 イエスは彼に言
われた、「わたしは道であり、真理であ
り、命である。だれでもわたしによらな
いでは、父のみもとに行くことはできな
い。

ヨハネの黙示録 21:4 人の目から涙を

全くぬぐいとって下さる。もはや、死も
なく、悲しみも、叫びも、痛みもない。
先のものが、すでに過ぎ去ったからであ
る」。

ヨハネの黙示録 22:14 いのちの木にあ
ずかる特権を与えられ、また門をとおっ
て都にはいるために、自分の着物を洗う
者たちは、さいわいである。

以下も参照されたい： #1; #2; #5; #7; 詩編 146:8; イザ
ヤ記 29:18; イザヤ記 32:3,4; イザヤ記 42:7,16; イザヤ記 
43:8; イザヤ記 44:3,4; マタイによる福音書 9:27-33; マタ
イによる福音書 15:29-31; マタイによる福音書 20:30-34; 
マタイによる福音書 21:14; マルコによる福音書 7:32-35; 
マルコによる福音書 8:22-25; ヨハネによる福音書 4:14; 
ヨハネによる福音書 5:2-9; ヨハネによる福音書 7:38; ヨ
ハネによる福音書 9:1-7; 使徒言行録 9:17,18; 使徒言行録 

14:8-10; 使徒言行録 26:18.

C02 救世主の前身が告げられた
E26 救世主による贖罪の働き。
H03 救世主の未来の御国。

イザヤ記 40:1 あなたがたの神は言われ
る、「慰めよ、わが民を慰めよ、

2 ねんごろにエルサレムに語り、これに呼ば
われ、その服役の期は終り、そのとがはす
でにゆるされ、そのもろもろの罪のために
二倍の刑罰を／主の手から受けた」。

3 呼ばわる者の声がする、「荒野に主の道を
備え、さばくに、われわれの神のために、大
路をまっすぐにせよ。

4 もろもろの谷は高くせられ、もろもろの山
と丘とは低くせられ、高底のある地は平ら
になり、険しい所は平地となる。

5 こうして主の栄光があらわれ、人は皆とも
にこれを見る。これは主の口が語られたの
である」。

マタイによる福音書 3:1 そのころ、バプ
テスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で
教を宣べて言った、
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2 「悔い改めよ、天国は近づいた」。
3 預言者イザヤによって、「荒野で呼ばわ

る者の声がする、『主の道を備えよ、そ
の道筋をまっすぐにせよ』」と言われた
のは、この人のことである。

マルコによる福音書 1:1 神の子イエス・
キリストの福音のはじめ。

2 預言者イザヤの書に、「見よ、わたしは
使をあなたの先につかわし、あなたの道
を整えさせるであろう。

3 荒野で呼ばわる者の声がする、『主の道
を備えよ、その道筋をまっすぐにせよ』
」と書いてあるように、

4 バプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪
のゆるしを得させる悔改めのバプテスマ
を宣べ伝えていた。

ルカによる福音書 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、

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。

ルカによる福音書 3:2 アンナスとカヤ
パとが大祭司であったとき、神の言が荒
野でザカリヤの子ヨハネに臨んだ。

3 彼はヨルダンのほとりの全地方に行っ
て、罪のゆるしを得させる悔改めのバプ
テスマを宣べ伝えた。

4 それは、預言者イザヤの言葉の書に書い
てあるとおりである。すなわち／「荒野
で呼ばわる者の声がする、『主の道を備
えよ、その道筋をまっすぐにせよ』。

5 すべての谷は埋められ、すべての山と丘
とは、平らにされ、曲ったところはまっ
すぐに、わるい道はならされ、

6 人はみな神の救を見るであろう」。

ヨハネによる福音書 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。

コリントの信徒への手紙二 3:18 わたした
ちはみな、顔おおいなしに、主の栄光を
鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へ
と、主と同じ姿に変えられていく。これ
は霊なる主の働きによるのである。

ヘブライ人への手紙 1:3 御子は神の栄光
の輝きであり、神の本質の真の姿であっ
て、その力ある言葉をもって万物を保っ
ておられる。そして罪のきよめのわざを
なし終えてから、いと高き所にいます大
能者の右に、座につかれたのである。

ヨハネの黙示録 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。

以下も参照されたい： #1; #2; #5; #7; イザヤ記 42:11-16; 
イザヤ記 57:15-19; エゼキエル記 17:24; ホセア記 2:15; ル
カによる福音書 18:14; コリントの信徒への手紙二 1:4; テ

サロニケの信徒への手紙一 4:15-18.

B06 救世主は善き羊飼いである。
B07 救世主の全能。
B16 救世主の権威と強さ。
E22 救世主の労働は祝福されるであろう。
H03 救世主の未来の御国。

イザヤ記 40:9 よきおとずれをシオンに伝
える者よ、高い山にのぼれ。よきおとずれ
をエルサレムに伝える者よ、強く声をあげ
よ、声をあげて恐れるな。ユダのもろもろの
町に言え、「あなたがたの神を見よ」と。
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10 見よ、主なる神は大能をもってこられ、その
腕は世を治める。見よ、その報いは主と共
にあり、そのはたらきの報いは、そのみ前
にある。

11 主は牧者のようにその群れを養い、そのか
いなに小羊をいだき、そのふところに入れ
て携えゆき、乳を飲ませているものをやさ
しく導かれる。

イザヤ記 62:11 見よ、主は地の果にまで
告げて言われた、「シオンの娘に言え、
『見よ、あなたの救は来る。見よ、その
報いは主と共にあり、その働きの報い
は、その前にある』と。

エゼキエル記 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。

ミカ記 4:1 末の日になって、主の家
の山はもろもろの山のかしらとして／
堅く立てられ、もろもろの峰よりも高く
あげられ、もろもろの民はこれに流れく
る。

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。

マタイによる福音書 9:36 また群衆が飼う
者のない羊のように弱り果てて、倒れて
いるのをごらんになって、彼らを深くあ
われまれた。

ヨハネによる福音書 10:11 わたしは
よい羊飼である。よい羊飼は、羊のため
に命を捨てる。

12 羊飼ではなく、羊が自分のものでもない
雇人は、おおかみが来るのを見ると、羊
をすてて逃げ去る。そして、おおかみは
羊を奪い、また追い散らす。

13 彼は雇人であって、羊のことを心にかけ
ていないからである。

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。

15 それはちょうど、父がわたしを知ってお
られ、わたしが父を知っているのと同じ
である。そして、わたしは羊のために命
を捨てるのである。

16 わたしにはまた、この囲いにいない他の
羊がある。わたしは彼らをも導かねばな
らない。彼らも、わたしの声に聞き従う
であろう。そして、ついに一つの群れ、
ひとりの羊飼となるであろう。

ローマの信徒への手紙 10:18 しかしわ
たしは言う、彼らには聞えなかったので
あろうか。否、むしろ／「その声は全地
にひびきわたり、／その言葉は世界のは
てにまで及んだ」。

エフェソの信徒への手紙 1:20 神はその
力をキリストのうちに働かせて、彼を死
人の中からよみがえらせ、天上において
ご自分の右に座せしめ、

21 彼を、すべての支配、権威、権力、権勢
の上におき、また、この世ばかりでなく
きたるべき世においても唱えられる、あ
らゆる名の上におかれたのである。

22 そして、万物をキリストの足の下に従わ
せ、彼を万物の上にかしらとして教会に
与えられた。

23 この教会はキリストのからだであって、
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すべてのものを、すべてのもののうちに
満たしているかたが、満ちみちているも
のに、ほかならない。

ヘブライ人への手紙 2:14 このように、子
たちは血と肉とに共にあずかっているの
で、イエスもまた同様に、それらをそ
なえておられる。それは、死の力を持つ
者、すなわち悪魔を、ご自分の死によっ
て滅ぼし、

15 死の恐怖のために一生涯、奴隷となって
いた者たちを、解き放つためである。

ペトロの手紙一 5:4 そうすれば、大
牧者が現れる時には、しぼむことのない
栄光の冠を受けるであろう。

ヨハネの黙示録 7:17 御座の正面にい
ます小羊は彼らの牧者となって、いのち
の水の泉に導いて下さるであろう。また
神は、彼らの目から涙をことごとくぬぐ
いとって下さるであろう」。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; 詩編 23:1; 詩編 
78:71,72; 詩編 80:1; イザヤ記 9:6,7; イザヤ記 41:27; イザ
ヤ記 49:9,10; イザヤ記 52:7; ヨハネによる福音書 12:13-

15; 使徒言行録 2:7-11; ヘブライ人への手紙 13:20; ペトロ
の手紙一 2:25.

D05 救世主は贖い主となるであろう。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

イザヤ記 41:8 しかし、わがしもべイスラエ
ルよ、わたしの選んだヤコブ、わが友アブ
ラハムの子孫よ、

9 わたしは地の果から、あなたを連れてき、
地のすみずみから、あなたを召して、あなた
に言った、「あなたは、わたしのしもべ、わ
たしは、あなたを選んで捨てなかった」と。

10 恐れてはならない、わたしはあなたと共に

いる。驚いてはならない、わたしはあなた
の神である。わたしはあなたを強くし、あな
たを助け、わが勝利の右の手をもって、あ
なたをささえる。

イザヤ記 41:11-13
イザヤ記 41:14 主は言われる、「虫にひと

しいヤコブよ、イスラエルの人々 よ、恐れて
はならない。わたしはあなたを助ける。あ
なたをあがなう者はイスラエルの聖者であ
る。

15 見よ、わたしはあなたを鋭い歯のある／新
しい打穀機とする。あなたは山を打って、こ
れを粉 に々し、丘をもみがらのようにする。

16 あなたがあおげば風はこれを巻き去り、つ
むじ風がこれを吹き散らす。あなたは主に
よって喜び／イスラエルの聖者によって誇
る。

17 貧しい者と乏しい者とは水を求めても、
水がなく、その舌がかわいて焼けていると
き、主なるわたしは彼らに答える、イスラエ
ルの神なるわたしは／彼らを捨てることが
ない。

18 わたしは裸の山に川を開き、谷の中に泉を
いだし、荒野を池となし、かわいた地を水の
源とする。

19 わたしは荒野に香柏、アカシヤ、ミルトス
およびオリブの木を植え、さばくに、いとす
ぎ、すずかけ、からまつをともに置く。

20 人々 はこれを見て、主のみ手がこれをなし、
イスラエルの聖者がこれを創造されたこと
を知り、かつ、よく考えて共に悟る」。

イザヤ記 10:17 イスラエルの光は火とな
り、その聖者は炎となり、そのいばら
と、おどろとを一日のうちに焼き滅ぼ
す。

イザヤ記 10:20 その日にはイスラエルの
残りの者と、ヤコブの家の生き残った者
とは、もはや自分たちを撃った者にたよ

イザヤ記
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らず、真心をもってイスラエルの聖者、
主にたより、

イザヤ記 43:15 わたしは主、あなたがた
の聖者、イスラエルの創造者、あなたが
たの王である」。

イザヤ記 47:4 われわれをあがなう者
は／その名を万軍の主といい、イスラエ
ルの聖者である。

イザヤ記 49:7 イスラエルのあがない
主、イスラエルの聖者なる主は、人に侮
られる者、民に忌みきらわれる者、つか
さたちのしもべにむかってこう言われ
る、「もろもろの王は見て、立ちあが
り、もろもろの君は立って、拝する。こ
れは真実なる主、イスラエルの聖者が、
あなたを選ばれたゆえである」。

マルコによる福音書 1:24 「ナザレのイエ
スよ、あなたはわたしたちとなんの係わ
りがあるのです。わたしたちを滅ぼしに
こられたのですか。あなたがどなたであ
るか、わかっています。神の聖者です」
。

ヨハネによる福音書 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」
。

ヨハネによる福音書 6:35 イエスは彼らに
言われた、「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。

ヨハネの黙示録 3:7 ヒラデルヒヤに

ある教会の御使に、こう書きおくりなさ
い。『聖なる者、まことなる者、ダビデ
のかぎを持つ者、開けばだれにも閉じら
れることがなく、閉じればだれにも開か
れることのない者が、次のように言われ
る。

ヨハネの黙示録 7:16 彼らは、もはや
飢えることがなく、かわくこともない。
太陽も炎暑も、彼らを侵すことはない。

17 御座の正面にいます小羊は彼らの牧者
となって、いのちの水の泉に導いて下さ
るであろう。また神は、彼らの目から涙
をことごとくぬぐいとって下さるであろ
う」。

ヨハネの黙示録 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、

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #5; イザヤ記 17:7,13; 
イザヤ記 21:10.

E02 救世主の任務の場所。

イザヤ記 41:25 わたしはひとりを起して北
からこさせ、わが名を呼ぶ者を東からこさ
せる。彼はもろもろのつかさを踏みつけて
しっくいのようにし、陶器師が粘土を踏む
ようにする。

イザヤ記 9:1 しかし、苦しみにあった
地にも、やみがなくなる。さきにはゼブ
ルンの地、ナフタリの地にはずかしめを
与えられたが、後には海に至る道、ヨル
ダンの向こうの地、異邦人のガリラヤに
光栄を与えられる。

マタイによる福音書 4:13 そしてナザレを
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去り、ゼブルンとナフタリとの地方にあ
る海べの町カペナウムに行って住まわれ
た。

14 これは預言者イザヤによって言われた言
が、成就するためである。

15 「ゼブルンの地、ナフタリの地、海に沿
う地方、ヨルダンの向こうの地、異邦人
のガリラヤ、

E15 救世主は嬉しい知らせをもたらすであ
ろう。

イザヤ記 41:26 だれか、初めからこの事
を／われわれに告げ知らせたか。だれか、
あらかじめわれわれに告げて、「彼は正し
い」と言わせたか。ひとりもこの事を告げ
た者はない。ひとりも聞かせた者はない。
ひとりもあなたがたの言葉を聞いた者はな
い。

27 わたしははじめてこれをシオンに告げた。
わたしは、よきおとずれを伝える者を／エル
サレムに与える。

イザヤ記 61:1 主なる神の霊がわたしに
臨んだ。これは主がわたしに油を注い
で、貧しい者に福音を宣べ伝えることを
ゆだね、わたしをつかわして心のいため
る者をいやし、捕われ人に放免を告げ、
縛られている者に解放を告げ、

ルカによる福音書 1:30 すると御使が言
った、「恐れるな、マリヤよ、あなたは
神から恵みをいただいているのです。

31 見よ、あなたはみごもって男の子を産む
でしょう。その子をイエスと名づけなさ
い。

32 彼は大いなる者となり、いと高き者の子
と、となえられるでしょう。そして、主

なる神は彼に父ダビデの王座をお与えに
なり、

33 彼はとこしえにヤコブの家を支配し、そ
の支配は限りなく続くでしょう」。

ルカによる福音書 2:10 御使は言った、
「恐れるな。見よ、すべての民に与えら
れる大きな喜びを、あなたがたに伝え
る。

11 きょうダビデの町に、あなたがたのため
に救主がお生れになった。このかたこそ
主なるキリストである。

ローマの信徒への手紙 10:15 つかわさ
れなくては、どうして宣べ伝えることが
あろうか。「ああ、麗しいかな、良きお
とずれを告げる者の足は」と書いてある
とおりである。

ヨハネの黙示録 2:8 スミルナにある
教会の御使に、こう書きおくりなさい。
『初めであり、終りである者、死んだこ
とはあるが生き返った者が、次のように
言われる。

以下も参照されたい： イザヤ記 40:9; イザヤ記 43:9,10; イ
ザヤ記 44:6,7; イザヤ記 48:12; イザヤ記 52:9.

B05 救世主は聖霊に満ちている。
E13 神は救世主の任務を確認する。

イザヤ記 42:1 わたしの支持するわがしも
べ、わたしの喜ぶわが選び人を見よ。わた
しはわが霊を彼に与えた。彼はもろもろの
国びとに道をしめす。

マタイによる福音書 3:16 イエスはバプテ
スマを受けるとすぐ、水から上がられ
た。すると、見よ、天が開け、神の御霊
がはとのように自分の上に下ってくるの
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を、ごらんになった。
17 また天から声があって言った、「これは

わたしの愛する子、わたしの心にかなう
者である」。

マタイによる福音書 12:16 そして自
分のことを人々にあらわさないように
と、彼らを戒められた。

17 これは預言者イザヤの言った言葉が、成
就するためである、

18 「見よ、わたしが選んだ僕、わたしの心
にかなう、愛する者。わたしは彼にわた
しの霊を授け、そして彼は正義を異邦人
に宣べ伝えるであろう。

マタイによる福音書 17:5 彼がまだ話し終
えないうちに、たちまち、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」。

ヨハネによる福音書 3:34 神がおつかわし
になったかたは、神の言葉を語る。神は
聖霊を限りなく賜うからである。

エフェソの信徒への手紙 1:4 みまえに
きよく傷のない者となるようにと、天地
の造られる前から、キリストにあってわ
たしたちを選び、

フィリピの信徒への手紙 2:7 かえっ
て、おのれをむなしうして僕のかたちを
とり、人間の姿になられた。その有様は
人と異ならず、

以下も参照されたい： 詩編 89:19,20; イザヤ記 11:2-5; イ
ザヤ記 43:10; イザヤ記 49:3-8; イザヤ記 50:4-9; イザヤ

記 52:13; イザヤ記 61:1; マラキ記 1:11; マルコによる福音
書 1:10,11; ルカによる福音書 3:22; ヨハネによる福音書 

1:32-34; ヨハネによる福音書 6:27; 使徒言行録 9:15; 使徒
言行録 10:38; 使徒言行録 11:18; 使徒言行録 26:17,18,28; 
ローマの信徒への手紙 15:8-16; エフェソの信徒への手紙 
3:8; コロサイの信徒への手紙 1:13; ペトロの手紙二 1:17.

B10 救世主の謙虚さと貧しさ。
E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで

あろう。
E12 救世主は神の律法を守る。
H03 救世主の未来の御国。

イザヤ記 42:2 彼は叫ぶことなく、声をあげ
ることなく、その声をちまたに聞えさせず、

3 また傷ついた葦を折ることなく、ほのぐらい
灯心を消すことなく、真実をもって道をしめ
す。

4 彼は衰えず、落胆せず、ついに道を地に確
立する。海沿いの国々はその教を待ち望
む。

マタイによる福音書 11:28 すべて重
荷を負うて苦労している者は、わたしの
もとにきなさい。あなたがたを休ませて
あげよう。

29 わたしは柔和で心のへりくだった者であ
るから、わたしのくびきを負うて、わた
しに学びなさい。そうすれば、あなたが
たの魂に休みが与えられるであろう。

30 わたしのくびきは負いやすく、わたしの
荷は軽いからである」。

マタイによる福音書 12:19 彼は争わ
ず、叫ばず、またその声を大路で聞く者
はない。

20 彼が正義に勝ちを得させる時まで、いた
められた葦を折ることがなく、煙ってい
る燈心を消すこともない。

21 異邦人は彼の名に望みを置くであろう」
。

ヨハネによる福音書 17:4 わたしは、わた
しにさせるためにお授けになったわざを
なし遂げて、地上であなたの栄光をあら
わしました。

5 父よ、世が造られる前に、わたしがみそ
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ばで持っていた栄光で、今み前にわたし
を輝かせて下さい。

ヘブライ人への手紙 2:17 そこで、イエス
は、神のみまえにあわれみ深い忠実な大
祭司となって、民の罪をあがなうため
に、あらゆる点において兄弟たちと同じ
ようにならねばならなかった。

18 主ご自身、試錬を受けて苦しまれたから
こそ、試練の中にある者たちを助けるこ
とができるのである。

ヘブライ人への手紙 12:2 信仰の導き手で
あり、またその完成者であるイエスを仰
ぎ見つつ、走ろうではないか。彼は、自
分の前におかれている喜びのゆえに、恥
をもいとわないで十字架を忍び、神の御
座の右に座するに至ったのである。

3 あなたがたは、弱り果てて意気そそうし
ないために、罪人らのこのような反抗を
耐え忍んだかたのことを、思いみるべき
である。

ペトロの手紙一 2:22 キリストは罪を
犯さず、その口には偽りがなかった。

23 ののしられても、ののしりかえさず、苦
しめられても、おびやかすことをせず、
正しいさばきをするかたに、いっさいを
ゆだねておられた。

以下も参照されたい： #1; #4; 詩編 147:3; イザヤ記 53:2-
12; イザヤ記 57:15; イザヤ記 61:1-3; イザヤ記 66:2; エレ
ミヤ記 31:25; エゼキエル記 34:16; マタイによる福音書 

18:11-14.

B21 救世主は光である。
E01 救世主の任務の種類。
H03 救世主の未来の御国。

イザヤ記 42:6 「主なるわたしは正義をも
ってあなたを召した。わたしはあなたの手
をとり、あなたを守った。わたしはあなたを
民の契約とし、もろもろの国びとの光とし
て与え、

7 盲人の目を開き、囚人を地下の獄屋から出
し、暗きに座する者を獄屋から出させる。

16 わたしは目しいを／彼らのまだ知らない大
路に行かせ、まだ知らない道に導き、暗き
をその前に光とし、高低のある所を平らに
する。わたしはこれらの事をおこなって彼
らを捨てない。

イザヤ記 29:18 その日、耳しいは書物の
言葉を聞き、目しいの目はその暗やみか
ら、見ることができる。

マタイによる福音書 11:5 盲人は見え、足
なえは歩き、らい病人はきよまり、耳し
いは聞え、死人は生きかえり、貧しい人
々は福音を聞かされている。

ルカによる福音書 2:28 シメオンは幼な
子を腕に抱き、神をほめたたえて言っ
た、

29 「主よ、今こそ、あなたはみ言葉のとお
りに／この僕を安らかに去らせてくださ
います、

30 わたしの目が今あなたの救を見たのです
から。

31 この救はあなたが万民のまえにお備えに
なったもので、

32 異邦人を照す啓示の光、み民イスラエル
の栄光であります」。
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ルカによる福音書 3:5 すべての谷は埋
められ、すべての山と丘とは、平らにさ
れ、曲ったところはまっすぐに、わるい
道はならされ、

ルカによる福音書 4:17 すると預言者イ
ザヤの書が手渡されたので、その書を開
いて、こう書いてある所を出された、

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」。

20 イエスは聖書を巻いて係りの者に返し、
席に着かれると、会堂にいるみんなの者
の目がイエスに注がれた。

21 そこでイエスは、「この聖句は、あなた
がたが耳にしたこの日に成就した」と説
きはじめられた。

ルカによる福音書 24:45 そこでイエス
は、聖書を悟らせるために彼らの心を開
いて

ヨハネによる福音書 9:39 そこでイエスは
言われた、「わたしがこの世にきたの
は、さばくためである。すなわち、見え
ない人たちが見えるようになり、見え
る人たちが見えないようになるためであ
る」。

使徒言行録 13:46 パウロとバルナ
バとは大胆に語った、「神の言は、ま
ず、あなたがたに語り伝えられなければ
ならなかった。しかし、あなたがたはそ
れを退け、自分自身を永遠の命にふさわ

しからぬ者にしてしまったから、さあ、
わたしたちはこれから方向をかえて、異
邦人たちの方に行くのだ。

47 主はわたしたちに、こう命じておられ
る、／『わたしは、あなたを立てて異邦
人の光とした。あなたが地の果までも救
をもたらすためである』」。

使徒言行録 26:18 それは、彼らの
目を開き、彼らをやみから光へ、悪魔の
支配から神のみもとへ帰らせ、また、彼
らが罪のゆるしを得、わたしを信じる信
仰によって、聖別された人々に加わるた
めである』。

コリントの信徒への手紙二 4:6 「やみの
中から光が照りいでよ」と仰せになった
神は、キリストの顔に輝く神の栄光の知
識を明らかにするために、わたしたちの
心を照して下さったのである。

ヨハネの黙示録 3:18 そこで、あなた
に勧める。富む者となるために、わたし
から火で精錬された金を買い、また、あ
なたの裸の恥をさらさないため身に着け
るように、白い衣を買いなさい。また、
見えるようになるため、目にぬる目薬を
買いなさい。

以下も参照されたい： #1; #2; 詩編 107:10-16; 詩編 
146:7,8; イザヤ記 9:2; イザヤ記 29:18; イザヤ記 32:3; イザ
ヤ記 35:5,8; イザヤ記 40:4; イザヤ記 42:1; イザヤ記 45:13; 
イザヤ記 48:17; イザヤ記 49:6,8,9; イザヤ記 51:4,5; イザ
ヤ記 60:1-3; イザヤ記 61:1; エレミヤ記 31:8; エレミヤ記 
32:39,41; ルカによる福音書 1:69-72,78,79; ヨハネによ
る福音書 8:12; 使徒言行録 26:23; ローマの信徒への手紙 
3:25,26; ローマの信徒への手紙 15:8,9; ガラテヤの信徒へ
の手紙 3:15-17; エフェソの信徒への手紙 1:17,18; エフェ
ソの信徒への手紙 5:8; テモテへの手紙二 2:26; ヘブライ人
への手紙 1:8,9; ヘブライ人への手紙 8:6; ヘブライ人への

手紙 9:15; ヘブライ人への手紙 12:24; ヘブライ人への手紙 
13:5,20; ペトロの手紙一 2:9.
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A05 救世主とその父の関係。
B18 救世主の高潔さ、美しさ、栄光。

イザヤ記 42:21 主はおのれの義のために、
その教を大いなるものとし、かつ光栄ある
ものとすることを喜ばれた。

マタイによる福音書 3:17 また天から声が
あって言った、「これはわたしの愛する
子、わたしの心にかなう者である」。

マタイによる福音書 5:17 わたしが律法や
預言者を廃するためにきた、と思っては
ならない。廃するためではなく、成就す
るためにきたのである。

ヨハネによる福音書 8:29 わたしをつかわ
されたかたは、わたしと一緒におられ
る。わたしは、いつも神のみこころにか
なうことをしているから、わたしをひと
り置きざりになさることはない」。

ヨハネによる福音書 13:31 さて、彼
が出て行くと、イエスは言われた、「今
や人の子は栄光を受けた。神もまた彼に
よって栄光をお受けになった。

ヨハネによる福音書 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。

ヨハネによる福音書 17:4 わたしは、わた
しにさせるためにお授けになったわざを
なし遂げて、地上であなたの栄光をあら
わしました。

5 父よ、世が造られる前に、わたしがみそ
ばで持っていた栄光で、今み前にわたし

を輝かせて下さい。

ローマの信徒への手紙 10:4 キリスト
は、すべて信じる者に義を得させるため
に、律法の終りとなられたのである。

以下も参照されたい： 詩編 40:8; マタイによる福音書 
5:18-20; マタイによる福音書 17:5; ローマの信徒への手紙 
3:26,31; ローマの信徒への手紙 7:12; ローマの信徒への手
紙 8:3; ガラテヤの信徒への手紙 3:13,21; ガラテヤの信徒
への手紙 5:22,23; フィリピの信徒への手紙 3:9; ヘブライ

人への手紙 8:10.

B01 救世主は神の子である。
D09 メシアは救い主となるであろう。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。
H11 救世主は栄光を受けるであろう。

イザヤ記 43:1 ヤコブよ、あなたを創造さ
れた主はこう言われる。イスラエルよ、あな
たを造られた主はいまこう言われる、「恐
れるな、わたしはあなたをあがなった。わた
しはあなたの名を呼んだ、あなたはわたし
のものだ。

2 あなたが水の中を過ぎるとき、わたしはあ
なたと共におる。川の中を過ぎるとき、水
はあなたの上にあふれることがない。あな
たが火の中を行くとき、焼かれることもな
く、炎もあなたに燃えつくことがない。

イザヤ記 43:3-4
イザヤ記 43:5 恐れるな、わたしはあなた

と共におる。わたしは、あなたの子孫を東
からこさせ、西からあなたを集める。

6 わたしは北にむかって『ゆるせ』と言い、南
にむかって『留めるな』と言う。わが子らを
遠くからこさせ、わが娘らを地の果からこ
させよ。

7 すべてわが名をもってとなえられる者をこ
させよ。わたしは彼らをわが栄光のために
創造し、これを造り、これを仕立てた」。

イザヤ記
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イザヤ記 43:8-9
イザヤ記 43:10 主は言われる、「あなたが

たはわが証人、わたしが選んだわがしもべ
である。それゆえ、あなたがたは知って、わ
たしを信じ、わたしが主であることを悟るこ
とができる。わたしより前に造られた神は
なく、わたしより後にもない。

11 ただわたしのみ主である。わたしのほかに
救う者はいない。

12 わたしはさきに告げ、かつ救い、かつ聞か
せた。あなたがたのうちには、ほかの神は
なかった。あなたがたはわが証人である」
と主は言われる。

イザヤ記 43:13-17
イザヤ記 43:18 「あなたがたは、さきの事

を思い出してはならない、また、いにしえの
ことを考えてはならない。

19 見よ、わたしは新しい事をなす。やがてそ
れは起る、あなたがたはそれを知らないの
か。わたしは荒野に道を設け、さばくに川
を流れさせる。

20 野の獣はわたしをあがめ、山犬および、だ
ちょうもわたしをあがめる。わたしが荒野
に水をいだし、さばくに川を流れさせて、わ
たしの選んだ民に飲ませるからだ。

21 この民は、わが誉を述べさせるために／わ
たしが自分のために造ったものである。

マタイによる福音書 12:18 「見よ、
わたしが選んだ僕、わたしの心にかな
う、愛する者。わたしは彼にわたしの霊
を授け、そして彼は正義を異邦人に宣べ
伝えるであろう。

マタイによる福音書 16:16 シモン・
ペテロが答えて言った、「あなたこそ、
生ける神の子キリストです」。

ルカによる福音書 1:47 わたしの霊は救
主なる神をたたえます。

ルカによる福音書 2:11 きょうダビデの
町に、あなたがたのために救主がお生れ
になった。このかたこそ主なるキリスト
である。

ヨハネによる福音書 1:7 この人はあかし
のためにきた。光についてあかしをし、
彼によってすべての人が信じるためであ
る。

8 彼は光ではなく、ただ、光についてあか
しをするためにきたのである。

ヨハネによる福音書 6:69 わたしたちは、
あなたが神の聖者であることを信じ、ま
た知っています」。

ヨハネによる福音書 15:27 あなたが
たも、初めからわたしと一緒にいたので
あるから、あかしをするのである。

使徒言行録 1:8 ただ、聖霊があなたがた
にくだる時、あなたがたは力を受けて、
エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、
さらに地のはてまで、わたしの証人とな
るであろう」。

使徒言行録 4:12 この人による以外に救は
ない。わたしたちを救いうる名は、これ
を別にしては、天下のだれにも与えられ
ていないからである」。

ヨハネの手紙一 4:14 わたしたちは、
父が御子を世の救主としておつかわしに
なったのを見て、そのあかしをするので
ある。

以下も参照されたい： #1; #2; イザヤ記 12:2; イザヤ記 
44:7,8; イザヤ記 45:21,22; イザヤ記 46:10; ホセア記 13:4; 
ルカによる福音書 4:41; ヨハネによる福音書 11:27; ヨハ
ネによる福音書 16:14; テトスへの手紙 3:4-6; ペトロの手

紙二 3:18.
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D05 救世主は贖い主となるであろう。

イザヤ記 44:1 しかし、わがしもべヤコブ
よ、わたしが選んだイスラエルよ、いま聞
け。

2 あなたを造り、あなたを胎内に形造り、あ
なたを助ける主はこう言われる、『わがしも
べヤコブよ、わたしが選んだエシュルンよ、
恐れるな。

詩編 105:6 そのしもべアブラハムの
子孫よ、その選ばれた者であるヤコブの
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。

詩編 105:43 こうして主はその民を導
いて喜びつつ出て行かせ、その選ばれた
民を導いて歌いつつ出て行かせられた。

マタイによる福音書 24:31 また、彼
は大いなるラッパの音と共に御使たちを
つかわして、天のはてからはてに至るま
で、四方からその選民を呼び集めるであ
ろう。

ローマの信徒への手紙 2:28 というの
は、外見上のユダヤ人がユダヤ人ではな
く、また、外見上の肉における割礼が割
礼でもない。

29 かえって、隠れたユダヤ人がユダヤ人で
あり、また、文字によらず霊による心の
割礼こそ割礼であって、そのほまれは人
からではなく、神から来るのである。

ローマの信徒への手紙 11:7 では、ど
うなるのか。イスラエルはその追い求め
ているものを得ないで、ただ選ばれた者
が、それを得た。そして、他の者たちは
かたくなになった。

ローマの信徒への手紙 11:28 福音につ
いて言えば、彼らは、あなたがたのゆえ
に、神の敵とされているが、選びについ
て言えば、父祖たちのゆえに、神に愛せ
られる者である。

29 神の賜物と召しとは、変えられることが
ない。

コロサイの信徒への手紙 3:12 だから、
あなたがたは、神に選ばれた者、聖な
る、愛されている者であるから、あわれ
みの心、慈愛、謙そん、柔和、寛容を身
に着けなさい。

テサロニケの信徒への手紙一 1:4 神に愛さ
れている兄弟たちよ。わたしたちは、あ
なたがたが神に選ばれていることを知っ
ている。

テサロニケの信徒への手紙二 2:13 しかし、
主に愛されている兄弟たちよ。わたした
ちはいつもあなたがたのことを、神に感
謝せずにはおられない。それは、神があ
なたがたを初めから選んで、御霊による
きよめと、真理に対する信仰とによっ
て、救を得させようとし、

ペトロの手紙一 2:9 しかし、あなた
がたは、選ばれた種族、祭司の国、聖な
る国民、神につける民である。それによ
って、暗やみから驚くべきみ光に招き入
れて下さったかたのみわざを、あなたが
たが語り伝えるためである。

ペトロの手紙二 1:10 兄弟たちよ。そ
れだから、ますます励んで、あなたがた
の受けた召しと選びとを、確かなものに
しなさい。そうすれば、決してあやまち
に陥ることはない。
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以下も参照されたい： 詩編 106:5; イザヤ記 41:8,9; イザヤ
記 45:4; エレミヤ記 31:3; アモス記 3:1,2; マルコによる福

音書 13:27; ローマの信徒への手紙 8:33.

G04 救世主は霊を注ぐであろう。
H03 救世主の未来の御国。

イザヤ記 44:3 わたしは、かわいた地に水
を注ぎ、干からびた地に流れをそそぎ、わ
が霊をあなたの子らにそそぎ、わが恵みを
あなたの子孫に与えるからである。

4 こうして、彼らは水の中の草のように、流れ
のほとりの柳のように、生え育つ。

5 ある人は「わたしは主のものである」と言
い、ある人はヤコブの名をもって自分を呼
び、またある人は「主のものである」と手に
しるして、イスラエルの名をもって自分を呼
ぶ』」。

6 主、イスラエルの王、イスラエルをあがなう
者、万軍の主はこう言われる、「わたしは初
めであり、わたしは終りである。わたしのほ
かに神はない。

イザヤ記 44:7-8

イザヤ記 41:4 だれがこの事を行った
か、なしたか。だれが初めから世々の人
々を呼び出したか。主なるわたしは初め
であって、また終りと共にあり、わたし
がそれだ。

イザヤ記 49:10 彼らは飢えることがな
く、かわくこともない。また熱い風も、
太陽も彼らを撃つことはない。彼らをあ
われむ者が彼らを導き、泉のほとりに彼
らを導かれるからだ。

エゼキエル記 39:29 わたしは、わが
霊をイスラエルの家に注ぐ時、重ねてわ
が顔を彼らに隠さないと、主なる神は言
われる」。

ヨハネによる福音書 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」。

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。すなわち、イエスはまだ栄光を受け
ておられなかったので、御霊がまだ下っ
ていなかったのである。

使徒言行録 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。そして、あなたがたのむす
こ娘は預言をし、／若者たちは幻を見、
／老人たちは夢を見るであろう。

使徒言行録 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。

使徒言行録 5:14 しかし、主を信じて仲間
に加わる者が、男女とも、ますます多く
なってきた。

ヨハネの黙示録 21:6 そして、わたしに仰
せられた、「事はすでに成った。わたしは、
アルパでありオメガである。初めであり終り
である。かわいている者には、いのちの水
の泉から価なしに飲ませよう。

以下も参照されたい： #1; #2; イザヤ記 32:15; イザヤ記 
35:6,7; イザヤ記 41:17; イザヤ記 43:10,11,19,20; イザヤ
記 48:12; イザヤ記 59:20,21; エゼキエル記 34:26; ヨエル

記 2:28; ヨエル記 3:18; ミカ記 4:2; ゼカリヤ記 8:20-23; ゼ
カリヤ記 12:10; マタイによる福音書 25:34; マタイによる
福音書 27:37; 使徒言行録 2:41-47; 使徒言行録 4:4; 使徒言
行録 10:45; テモテへの手紙一 3:16; テトスへの手紙 3:5,6; 
ヨハネの黙示録 1:8,11,17; ヨハネの黙示録 2:8; ヨハネの黙

示録 22:13,17.
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A06 救世主は創造主である。
H03 救世主の未来の御国。
H11 救世主は栄光を受けるであろう。

イザヤ記 44:21 ヤコブよ、イスラエルよ、こ
れらの事を心にとめよ。あなたはわがしも
べだから。わたしはあなたを造った、あな
たはわがしもべだ。イスラエルよ、わたしは
あなたを忘れない。

22 わたしはあなたのとがを雲のように吹き払
い、あなたの罪を霧のように消した。わた
しに立ち返れ、わたしはあなたをあがなっ
たから。

23 天よ、歌え、主がこの事をなされたから。地
の深き所よ、呼ばわれ。もろもろの山よ、林
およびその中のもろもろの木よ、声を放っ
て歌え。主はヤコブをあがない、イスラエル
のうちに栄光をあらわされたから。

24 あなたをあがない、あなたを胎内に造られ
た主はこう言われる、「わたしは主である。
わたしはよろずの物を造り、ただわたしだ
けが天をのべ、地をひらき、――だれがわたし
と共にいたか――

25 偽る物のしるしをむなしくし、占う者を狂わ
せ、賢い者をうしろに退けて、その知識を
愚かにする。

26 わたしは、わがしもべの言葉を遂げさせ、
わが使の計りごとを成らせ、エルサレムに
ついては、『これは民の住む所となる』と言
い、ユダのもろもろの町については、『ふた
たび建てられる、わたしはその荒れ跡を興
そう』と言い、

アモス記 9:14 わたしはわが民イスラエ
ルの幸福をもとに返す。彼らは荒れた町
々を建てて住み、ぶどう畑を作ってその
酒を飲み、園を作ってその実を食べる。

ヨハネによる福音書 1:3 すべてのもの
は、これによってできた。できたものの

うち、一つとしてこれによらないものは
なかった。

ローマの信徒への手紙 11:26 こうし
て、イスラエル人は、すべて救われるで
あろう。すなわち、次のように書いてあ
る、／「救う者がシオンからきて、／ヤ
コブから不信心を追い払うであろう。

コリントの信徒への手紙一 8:6 わたした
ちには、父なる唯一の神のみがいますの
である。万物はこの神から出て、わたし
たちもこの神に帰する。また、唯一の主
イエス・キリストのみがいますのであ
る。万物はこの主により、わたしたちも
この主によっている。

ヘブライ人への手紙 1:1 神は、むかし
は、預言者たちにより、いろいろな時
に、いろいろな方法で、先祖たちに語ら
れたが、

2 この終りの時には、御子によって、わた
したちに語られたのである。神は御子を
万物の相続者と定め、また、御子によっ
て、もろもろの世界を造られた。

ペトロの手紙一 1:18 あなたがたのよ
く知っているとおり、あなたがたが先祖
伝来の空疎な生活からあがない出された
のは、銀や金のような朽ちる物によった
のではなく、

19 きずも、しみもない小羊のようなキリス
トの尊い血によったのである。

ペトロの手紙一 4:11 語る者は、神の
御言を語る者にふさわしく語り、奉仕す
る者は、神から賜わる力による者にふさ
わしく奉仕すべきである。それは、すべ
てのことにおいてイエス・キリストによ
って、神があがめられるためである。栄
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光と力とが世々限りなく、彼にあるよう
に、アァメン。

ヨハネの黙示録 5:11 さらに見ている
と、御座と生き物と長老たちとのまわり
に、多くの御使たちの声が上がるのを聞
いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍
もあって、

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」。

13 またわたしは、天と地、地の下と海の中
にあるすべての造られたもの、そして、
それらの中にあるすべてのものの言う声
を聞いた、「御座にいますかたと小羊と
に、さんびと、ほまれと、栄光と、権力
とが、世々限りなくあるように」。

以下も参照されたい： #1; #2; 詩編 103:12; イザヤ記 1:18; 
イザヤ記 40:22; イザヤ記 43:25; イザヤ記 45:12,13; イザ
ヤ記 49:13; イザヤ記 51:13; イザヤ記 61:4; エレミヤ記 

3:12-14; エレミヤ記 33:8; エゼキエル記 36:10; 使徒言行録 
3:19; ローマの信徒への手紙 11:28,29; エフェソの信徒へ
の手紙 3:9; コロサイの信徒への手紙 1:12-18; ヘブライ人
への手紙 1:10-12; ヨハネの黙示録 12:12; ヨハネの黙示録 

18:20; ヨハネの黙示録 19:1-6.

D05 救世主は贖い主となるであろう。
H03 救世主の未来の御国。

イザヤ記 45:17 しかし、イスラエルは主に救
われて、とこしえの救を得る。あなたがたは
世々かぎりなく、恥を負わず、はずかしめを
受けない。

18 天を創造された主、すなわち神であって／
また地をも造り成し、これを堅くし、いたず
らにこれを創造されず、これを人のすみか
に造られた主はこう言われる、「わたしは
主である、わたしのほかに神はない。

使徒言行録 13:39 信じる者はもれ

なく、イエスによって義とされるのであ
る。

ローマの信徒への手紙 2:28 というの
は、外見上のユダヤ人がユダヤ人ではな
く、また、外見上の肉における割礼が割
礼でもない。

29 かえって、隠れたユダヤ人がユダヤ人で
あり、また、文字によらず霊による心の
割礼こそ割礼であって、そのほまれは人
からではなく、神から来るのである。

ローマの信徒への手紙 8:1 こういうわけ
で、今やキリスト・イエスにある者は罪
に定められることがない。

ローマの信徒への手紙 11:25 兄弟たち
よ。あなたがたが知者だと自負すること
のないために、この奥義を知らないでい
てもらいたくない。一部のイスラエル人
がかたくなになったのは、異邦人が全部
救われるに至る時までのことであって、

26 こうして、イスラエル人は、すべて救
われるであろう。すなわち、次のように
書いてある、／「救う者がシオンからき
て、／ヤコブから不信心を追い払うであ
ろう。

コリントの信徒への手紙二 5:21 神はわた
したちの罪のために、罪を知らないかた
を罪とされた。それは、わたしたちが、
彼にあって神の義となるためなのであ
る。

以下も参照されたい： #1; #2; イザヤ記 26:4; ローマの信
徒への手紙 3:24,25; ローマの信徒への手紙 5:1,18,19; コ
リントの信徒への手紙一 1:30,31; コリントの信徒への手

紙一 6:11; フィリピの信徒への手紙 3:8,9; ヨハネによる福
音書 4:15.
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D09 メシアは救い主となるであろう。
E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで

あろう。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

イザヤ記 45:21 あなたがたの言い分を持っ
てきて述べよ。また共に相談せよ。この事
をだれがいにしえから示したか。だれが昔
から告げたか。わたし、すなわち主ではな
かったか。わたしのほかに神はない。わた
しは義なる神、救主であって、わたしのほか
に神はない。

22 地の果なるもろもろの人よ、わたしを仰ぎ
のぞめ、そうすれば救われる。わたしは神
であって、ほかに神はないからだ。

23 わたしは自分をさして誓った、わたしの口
から出た正しい言葉は帰ることがない、『
すべてのひざはわが前にかがみ、すべての
舌は誓いをたてる』。

24 人はわたしについて言う、『正義と力とは
主にのみある』と。人々 は主にきたり、主に
むかって怒る者は皆恥を受ける。

25 しかしイスラエルの子孫は／皆主によって
勝ち誇ることができる」。

ヨハネによる福音書 3:16 神はそのひとり
子を賜わったほどに、この世を愛して下
さった。それは御子を信じる者がひとり
も滅びないで、永遠の命を得るためであ
る。

ヨハネによる福音書 6:40 わたしの父のみ
こころは、子を見て信じる者が、ことご
とく永遠の命を得ることなのである。そ
して、わたしはその人々を終りの日によ
みがえらせるであろう」。

ローマの信徒への手紙 9:33 「見よ、
わたしはシオンに、／つまずきの石、

さまたげの岩を置く。それにより頼む者
は、失望に終ることがない」／と書いて
あるとおりである。

ローマの信徒への手紙 11:26 こうし
て、イスラエル人は、すべて救われるで
あろう。すなわち、次のように書いてあ
る、／「救う者がシオンからきて、／ヤ
コブから不信心を追い払うであろう。

ローマの信徒への手紙 14:10 それだの
に、あなたは、なぜ兄弟をさばくのか。
あなたは、なぜ兄弟を軽んじるのか。わ
たしたちはみな、神のさばきの座の前に
立つのである。

11 すなわち、／「主が言われる。わたしは
生きている。すべてのひざは、わたしに
対してかがみ、／すべての舌は、神にさ
んびをささげるであろう」／と書いてあ
る。

12 だから、わたしたちひとりびとりは、神
に対して自分の言いひらきをすべきであ
る。

以下も参照されたい： #1; #2; 創世記 22:15-18; 詩編 65:5; 
ゼカリヤ記 12:10; ヘブライ人への手紙 12:2.

E08 救世主の公正。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

イザヤ記 46:3 「ヤコブの家よ、イスラエル
の家の残ったすべての者よ、生れ出た時か
ら、わたしに負われ、胎を出た時から、わた
しに持ち運ばれた者よ、わたしに聞け。

4 わたしはあなたがたの年老いるまで変ら
ず、白髪となるまで、あなたがたを持ち運
ぶ。わたしは造ったゆえ、必ず負い、持ち運
び、かつ救う。
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13 わたしはわが救を近づかせるゆえ、その来
ることは遠くない。わが救はおそくない。わ
たしは救をシオンに与え、わが栄光をイス
ラエルに与える」。

ローマの信徒への手紙 1:17 神の義
は、その福音の中に啓示され、信仰に始
まり信仰に至らせる。これは、「信仰に
よる義人は生きる」と書いてあるとおり
である。

ローマの信徒への手紙 3:21 しかし今
や、神の義が、律法とは別に、しかも律
法と預言者とによってあかしされて、現
された。

22 それは、イエス・キリストを信じる信仰
による神の義であって、すべて信じる人
に与えられるものである。そこにはなん
らの差別もない。

ローマの信徒への手紙 10:3 なぜな
ら、彼らは神の義を知らないで、自分の
義を立てようと努め、神の義に従わなか
ったからである。

4 キリストは、すべて信じる者に義を得さ
せるために、律法の終りとなられたので
ある。

5 モーセは、律法による義を行う人は、そ
の義によって生きる、と書いている。

6 しかし、信仰による義は、こう言ってい
る、「あなたは心のうちで、だれが天に
上るであろうかと言うな」。それは、キ
リストを引き降ろすことである。

ローマの信徒への手紙 11:26 こうし
て、イスラエル人は、すべて救われるで
あろう。すなわち、次のように書いてあ
る、／「救う者がシオンからきて、／ヤ
コブから不信心を追い払うであろう。

以下も参照されたい： #1; #2.

D05 救世主は贖い主となるであろう。

イザヤ記 47:4 われわれをあがなう者は／
その名を万軍の主といい、イスラエルの聖
者である。

イザヤ記 44:6 主、イスラエルの王、イ
スラエルをあがなう者、万軍の主はこう
言われる、「わたしは初めであり、わた
しは終りである。わたしのほかに神はな
い。

ローマの信徒への手紙 11:26 こうし
て、イスラエル人は、すべて救われるで
あろう。すなわち、次のように書いてあ
る、／「救う者がシオンからきて、／ヤ
コブから不信心を追い払うであろう。

ヨハネの黙示録 1:8 今いまし、昔い
まし、やがてきたるべき者、全能者にし
て主なる神が仰せになる、「わたしはア
ルパであり、オメガである」。

以下も参照されたい： 創世記 32:24-31; サムエル記
下 22:3; ヨブ記 19:25; 詩編 19:14; 詩編 78:35; イザヤ記 

41:14; イザヤ記 44:24; イザヤ記 48:17; イザヤ記 49:7,26; 
イザヤ記 54:5,8; イザヤ記 59:20; イザヤ記 60:16; イザヤ

記 63:16; ヨハネの黙示録 1:11; ヨハネの黙示録 21:6; ヨハ
ネの黙示録 22:13.
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E01 救世主の任務の種類。

イザヤ記 48:15 語ったのは、ただわたしであ
って、わたしは彼を召した。わたしは彼をこ
させた。彼はその道に栄える。

16 あなたがたはわたしに近寄って、これを聞
け。わたしは初めから、ひそかに語らなか
った。それが成った時から、わたしはそこに
いたのだ」。いま主なる神は、わたしとその
霊とをつかわされた。

17 あなたのあがない主、イスラエルの聖者、
主はこう言われる、「わたしはあなたの神、
主である。わたしは、あなたの利益のため
に、あなたを教え、あなたを導いて、その行
くべき道に行かせる。

ルカによる福音書 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、

ヨハネによる福音書 3:34 神がおつかわし
になったかたは、神の言葉を語る。神は
聖霊を限りなく賜うからである。

ヨハネによる福音書 6:45 預言者の書に、
『彼らはみな神に教えられるであろう』
と書いてある。父から聞いて学んだ者
は、みなわたしに来るのである。

ヨハネによる福音書 18:20 イエスは
答えられた、「わたしはこの世に対して
公然と語ってきた。すべてのユダヤ人が
集まる会堂や宮で、いつも教えていた。
何事も隠れて語ったことはない。

ヨハネによる福音書 20:21 イエスは

また彼らに言われた、「安かれ。父がわ
たしをおつかわしになったように、わた
しもまたあなたがたをつかわす」。

22 そう言って、彼らに息を吹きかけて仰せ
になった、「聖霊を受けよ。

エフェソの信徒への手紙 4:21 あなたが
たはたしかに彼に聞き、彼にあって教え
られて、イエスにある真理をそのまま学
んだはずである。

以下も参照されたい： 詩編 32:8; イザヤ記 49:9,10.

C01 救世主の誕生は予言されている。

イザヤ記 49:1 海沿いの国 よ々、わたしに
聞け。遠いところのもろもろの民よ、耳を傾
けよ。主はわたしを生れ出た時から召し、
母の胎を出た時からわが名を語り告げられ
た。

マタイによる福音書 1:20 彼がこのことを
思いめぐらしていたとき、主の使が夢に
現れて言った、「ダビデの子ヨセフよ、
心配しないでマリヤを妻として迎えるが
よい。その胎内に宿っているものは聖霊
によるのである。

21 彼女は男の子を産むであろう。その名を
イエスと名づけなさい。彼は、おのれの
民をそのもろもろの罪から救う者となる
からである」。

ヨハネによる福音書 10:36 父が聖別
して、世につかわされた者が、『わたし
は神の子である』と言ったからとて、ど
うして『あなたは神を汚す者だ』と言う
のか。

エフェソの信徒への手紙 2:17 それから
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彼は、こられた上で、遠く離れているあ
なたがたに平和を宣べ伝え、また近くに
いる者たちにも平和を宣べ伝えられたの
である。

ヘブライ人への手紙 12:25 あなたが
たは、語っておられるかたを拒むことが
ないように、注意しなさい。もし地上で
御旨を告げた者を拒んだ人々が、罰をの
がれることができなかったなら、天から
告げ示すかたを退けるわたしたちは、な
おさらそうなるのではないか。

ペトロの手紙一 1:19 きずも、しみも
ない小羊のようなキリストの尊い血によ
ったのである。

20 キリストは、天地が造られる前から、あ
らかじめ知られていたのであるが、この
終りの時に至って、あなたがたのために
現れたのである。

以下も参照されたい： 詩編 71:5,6; イザヤ記 42:1-4,12; イ
ザヤ記 45:22; イザヤ記 49:5; イザヤ記 51:5; イザヤ記 55:3; 
ゼファニヤ記 2:11; ルカによる福音書 1:15,31; ルカによる

福音書 2:10,11.

B16 救世主の権威と強さ。

イザヤ記 49:2 主はわが口を鋭利なつるぎ
となし、わたしをみ手の陰にかくし、とぎす
ました矢となして、・にわたしを隠された。

詩編 27:5 それは主が悩みの日に、
その仮屋のうちにわたしを潜ませ、その
幕屋の奥にわたしを隠し、岩の上にわた
しを高く置かれるからである。

詩編 45:5 あなたの矢は鋭くて、王
の敵の胸をつらぬき、もろもろの民はあ
なたのもとに倒れる。

詩編 91:15 彼がわたしを呼ぶとき、
わたしは彼に答える。わたしは彼の悩み
のときに、共にいて、彼を救い、彼に光
栄を与えよう。

ヘブライ人への手紙 4:12 というのは、神
の言は生きていて、力があり、もろ刃の
つるぎよりも鋭くて、精神と霊魂と、関
節と骨髄とを切り離すまでに刺しとおし
て、心の思いと志とを見分けることがで
きる。

ヨハネの黙示録 1:16 その右手に七つ
の星を持ち、口からは、鋭いもろ刃のつ
るぎがつき出ており、顔は、強く照り輝
く太陽のようであった。

ヨハネの黙示録 2:12 ペルガモにある
教会の御使に、こう書きおくりなさい。
『鋭いもろ刃のつるぎを持っているかた
が、次のように言われる。

ヨハネの黙示録 19:15 その口からは、
諸国民を打つために、鋭いつるぎが出て
いた。彼は、鉄のつえをもって諸国民を
治め、また、全能者なる神の激しい怒り
の酒ぶねを踏む。

以下も参照されたい： 詩編 45:2-5; 詩編 91:11; イザヤ記 
50:4; イザヤ記 51:16; イザヤ記 61:1-3; イザヤ記 66:19.

B14 救世主は神の栄光を知らせる。
H11 救世主は栄光を受けるであろう。

イザヤ記 49:3 また、わたしに言われた、「
あなたはわがしもべ、わが栄光をあらわす
べきイスラエルである」と。

ヨハネによる福音書 12:28 父よ、み
名があがめられますように」。すると天
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から声があった、「わたしはすでに栄光
をあらわした。そして、更にそれをあら
わすであろう」。

ヨハネによる福音書 17:1 これらのことを
語り終えると、イエスは天を見あげて言
われた、「父よ、時がきました。あなた
の子があなたの栄光をあらわすように、
子の栄光をあらわして下さい。

ヨハネによる福音書 17:4 わたしは、わた
しにさせるためにお授けになったわざを
なし遂げて、地上であなたの栄光をあら
わしました。

以下も参照されたい： ヨハネによる福音書 13:31,32; フィ
リピの信徒への手紙 2:6-11.

E22 救世主の労働は祝福されるであろう。
F03 救世主は拒否されるであろう。

イザヤ記 49:4 しかし、わたしは言った、「
わたしはいたずらに働き、益なく、むなしく
力を費した。しかもなお、まことにわが正し
きは主と共にあり、わが報いはわが神と共
にある」と。

マタイによる福音書 17:17 イエスは
答えて言われた、「ああ、なんという
不信仰な、曲った時代であろう。いつま
で、わたしはあなたがたと一緒におられ
ようか。いつまであなたがたに我慢がで
きようか。その子をここに、わたしのと
ころに連れてきなさい」。

マタイによる福音書 23:37 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たちを石で
打ち殺す者よ。ちょうど、めんどりが翼
の下にそのひなを集めるように、わたし

はおまえの子らを幾たび集めようとした
ことであろう。それだのに、おまえたち
は応じようとしなかった。

ヨハネによる福音書 1:11 彼は自分のとこ
ろにきたのに、自分の民は彼を受けいれ
なかった。

ヨハネによる福音書 17:4 わたしは、わた
しにさせるためにお授けになったわざを
なし遂げて、地上であなたの栄光をあら
わしました。

5 父よ、世が造られる前に、わたしがみそ
ばで持っていた栄光で、今み前にわたし
を輝かせて下さい。

ローマの信徒への手紙 10:21 そして、
イスラエルについては、／「わたしは服
従せずに反抗する民に、／終日わたしの
手をさし伸べていた」／と言っている。

コリントの信徒への手紙二 12:15 そこでわ
たしは、あなたがたの魂のためには、大
いに喜んで費用を使い、また、わたし自
身をも使いつくそう。わたしがあなたが
たを愛すれば愛するほど、あなたがたか
らますます愛されなくなるのであろう
か。

ガラテヤの信徒への手紙 4:11 わたし
は、あなたがたのために努力してきたこ
とが、あるいは、むだになったのではな
いかと、あなたがたのことが心配でなら
ない。

フィリピの信徒への手紙 2:9 それゆえ
に、神は彼を高く引き上げ、すべての名
にまさる名を彼に賜わった。

ヘブライ人への手紙 12:2 信仰の導き手で
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あり、またその完成者であるイエスを仰
ぎ見つつ、走ろうではないか。彼は、自
分の前におかれている喜びのゆえに、恥
をもいとわないで十字架を忍び、神の御
座の右に座するに至ったのである。

以下も参照されたい： 詩編 22:22-31; イザヤ記 40:10; イ
ザヤ記 53:10-12; イザヤ記 62:11; イザヤ記 65:2.

A05 救世主とその父の関係。
F03 救世主は拒否されるであろう。

イザヤ記 49:5 ヤコブをおのれに帰らせ、
イスラエルをおのれのもとに集めるため
に、わたしを腹の中からつくって／そのしも
べとされた主は言われる。（わたしは主の
前に尊ばれ、わが神はわが力となられた）

マタイによる福音書 15:24 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」。

マタイによる福音書 23:37 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たちを石で
打ち殺す者よ。ちょうど、めんどりが翼
の下にそのひなを集めるように、わたし
はおまえの子らを幾たび集めようとした
ことであろう。それだのに、おまえたち
は応じようとしなかった。

ヨハネによる福音書 1:11 彼は自分のとこ
ろにきたのに、自分の民は彼を受けいれ
なかった。

12 しかし、彼を受けいれた者、すなわち、
その名を信じた人々には、彼は神の子と
なる力を与えたのである。

ヨハネによる福音書 3:35 父は御子を愛し

て、万物をその手にお与えになった。

ヨハネによる福音書 13:31 さて、彼
が出て行くと、イエスは言われた、「今
や人の子は栄光を受けた。神もまた彼に
よって栄光をお受けになった。

32 彼によって栄光をお受けになったのな
ら、神ご自身も彼に栄光をお授けになる
であろう。すぐにもお授けになるであろ
う。

使徒言行録 10:36 あなたがたは、
神がすべての者の主なるイエス・キリス
トによって平和の福音を宣べ伝えて、イ
スラエルの子らにお送り下さった御言を
ご存じでしょう。

ヨハネの黙示録 5:12 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」。

以下も参照されたい： 詩編 110:1-3; イザヤ記 49:1; マタ
イによる福音書 3:17; マタイによる福音書 11:27; マタイに
よる福音書 17:5; マタイによる福音書 21:37-41; マタイに
よる福音書 28:18; ルカによる福音書 19:42; ローマの信徒
への手紙 15:8; エフェソの信徒への手紙 1:20-22; テサロニ
ケの信徒への手紙一 2:15,16; ヤコブの手紙 5:20-27; ペト

ロの手紙一 3:22.

A07 彼はイスラエルの救世主となるであろ
う。

D09 メシアは救い主となるであろう。
E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで

あろう。
E26 救世主による贖罪の働き。
H03 救世主の未来の御国。

イザヤ記 49:6 主は言われる、「あなたが
わがしもべとなって、ヤコブのもろもろの部
族をおこし、イスラエルのうちの残った者を
帰らせることは、いとも軽い事である。わた
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しはあなたを、もろもろの国びとの光とな
して、わが救を地の果にまでいたらせよう」
と。

ルカによる福音書 2:32 異邦人を照す啓
示の光、み民イスラエルの栄光でありま
す」。

ルカによる福音書 24:46 言われた、「こ
う、しるしてある。キリストは苦しみを
受けて、三日目に死人の中からよみがえ
る。

47 そして、その名によって罪のゆるしを
得させる悔改めが、エルサレムからはじ
まって、もろもろの国民に宣べ伝えられ
る。

使徒言行録 13:46 パウロとバルナ
バとは大胆に語った、「神の言は、ま
ず、あなたがたに語り伝えられなければ
ならなかった。しかし、あなたがたはそ
れを退け、自分自身を永遠の命にふさわ
しからぬ者にしてしまったから、さあ、
わたしたちはこれから方向をかえて、異
邦人たちの方に行くのだ。

47 主はわたしたちに、こう命じておられ
る、／『わたしは、あなたを立てて異邦
人の光とした。あなたが地の果までも救
をもたらすためである』」。

48 異邦人たちはこれを聞いてよろこび、主
の御言をほめたたえてやまなかった。そ
して、永遠の命にあずかるように定めら
れていた者は、みな信じた。

ヘブライ人への手紙 8:10 わたしが、それ
らの日の後、イスラエルの家と立て／よ
うとする契約はこれである、と主が言
われる。すなわち、わたしの律法を彼ら
の思いの中に入れ、／彼らの心に書きつ
けよう。こうして、わたしは彼らの神と

なり、／彼らはわたしの民となるであろ
う。

以下も参照されたい： #1; #2; イザヤ記 42:6; ヨハネによ
る福音書 1:4-9; 使徒言行録 26:18,32.

B16 救世主の権威と強さ。
F03 救世主は拒否されるであろう。
H03 救世主の未来の御国。

イザヤ記 49:7 イスラエルのあがない主、
イスラエルの聖者なる主は、人に侮られる
者、民に忌みきらわれる者、つかさたちの
しもべにむかってこう言われる、「もろもろ
の王は見て、立ちあがり、もろもろの君は
立って、拝する。これは真実なる主、イスラ
エルの聖者が、あなたを選ばれたゆえであ
る」。

詩編 35:19 偽ってわたしの敵となっ
た者どものわたしについて喜ぶことを許
さないでください。ゆえなく、わたしを
憎む者どものたがいに目くばせすること
を許さないでください。

マタイによる福音書 27:22 ピラトは
言った、「それではキリストといわれ
るイエスは、どうしたらよいか」。彼ら
はいっせいに「十字架につけよ」と言っ
た。

23 しかし、ピラトは言った、「あの人は、
いったい、どんな悪事をしたのか」。す
ると彼らはいっそう激しく叫んで、「十
字架につけよ」と言った。

ヨハネによる福音書 7:47 パリサイ人たち
が彼らに答えた、「あなたがたまでが、
だまされているのではないか。

48 役人たちやパリサイ人たちの中で、ひと
りでも彼を信じた者があっただろうか。
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49 律法をわきまえないこの群衆は、のろわ
れている」。

ヨハネによる福音書 15:22 もしわた
しがきて彼らに語らなかったならば、彼
らは罪を犯さないですんだであろう。し
かし今となっては、彼らには、その罪に
ついて言いのがれる道がない。

23 わたしを憎む者は、わたしの父をも憎
む。

24 もし、ほかのだれもがしなかったような
わざを、わたしが彼らの間でしなかった
ならば、彼らは罪を犯さないですんだで
あろう。しかし事実、彼らはわたしとわ
たしの父とを見て、憎んだのである。

25 それは、『彼らは理由なしにわたしを憎
んだ』と書いてある彼らの律法の言葉が
成就するためである。

ローマの信徒への手紙 14:11 すなわ
ち、／「主が言われる。わたしは生きて
いる。すべてのひざは、わたしに対して
かがみ、／すべての舌は、神にさんびを
ささげるであろう」／と書いてある。

フィリピの信徒への手紙 2:10 それは、
イエスの御名によって、天上のもの、地
上のもの、地下のものなど、あらゆるも
のがひざをかがめ、

11 また、あらゆる舌が、「イエス・キリス
トは主である」と告白して、栄光を父な
る神に帰するためである。

以下も参照されたい： #1; #2; #4; 詩編 22:6-8; 詩編 
69:7-9; 詩編 109:3; イザヤ記 42:1; イザヤ記 52:15; イザヤ
記 53:13; マタイによる福音書 20:28; マタイによる福音書 
26:67; マタイによる福音書 27:38-44; ルカによる福音書 

22:27; ルカによる福音書 23:18,23,35; ヨハネによる福音書 
18:40; ヨハネによる福音書 19:6,15; ペトロの手紙一 2:4.

E20 救世主は新しい契約を結ぶであろう。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

イザヤ記 49:8 主はこう言われる、「わたし
は恵みの時に、あなたに答え、救の日にあ
なたを助けた。わたしはあなたを守り、あ
なたを与えて民の契約とし、国を興し、荒れ
すたれた地を嗣業として継がせる。

9 わたしは捕えられた人に『出よ』と言い、暗
きにおる者に『あらわれよ』と言う。彼らは
道すがら食べることができ、すべての裸の
山にも牧草を得る。

10 彼らは飢えることがなく、かわくこともな
い。また熱い風も、太陽も彼らを撃つこと
はない。彼らをあわれむ者が彼らを導き、
泉のほとりに彼らを導かれるからだ。

11 わたしは、わがもろもろの山を道とし、わが
大路を高くする。

12 見よ、人々 は遠くから来る。見よ、人々 は北
から西から、またスエネの地から来る」。

13 天よ、歌え、地よ、喜べ。もろもろの山よ、
声を放って歌え。主はその民を慰め、その
苦しむ者をあわれまれるからだ。

イザヤ記 49:14-15
イザヤ記 49:16 見よ、わたしは、たなごころ

にあなたを彫り刻んだ。あなたの石がきは
常にわが前にある。

イザヤ記 49:17-21
イザヤ記 49:22 主なる神はこう言われる、「

見よ、わたしは手をもろもろの国にむかっ
てあげ、旗をもろもろの民にむかって立て
る。彼らはそのふところにあなたの子らを
携え、その肩にあなたの娘たちを載せて来
る。

イザヤ記 49:23-26

ミカ記 7:19 再びわれわれをあわれ
み、われわれの不義を足で踏みつけられ
る。あなたはわれわれのもろもろの罪
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を／海の深みに投げ入れ、

マタイによる福音書 5:6 義に飢えかわい
ている人たちは、さいわいである、彼ら
は飽き足りるようになるであろう。

マタイによる福音書 12:18 「見よ、
わたしが選んだ僕、わたしの心にかな
う、愛する者。わたしは彼にわたしの霊
を授け、そして彼は正義を異邦人に宣べ
伝えるであろう。

ルカによる福音書 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」。

ルカによる福音書 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、

ルカによる福音書 12:32 恐れるな、小さ
い群れよ。御国を下さることは、あなた
がたの父のみこころなのである。

ヨハネによる福音書 6:35 イエスは彼らに
言われた、「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。

ヨハネによる福音書 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。

コリントの信徒への手紙二 6:2 神はこう
言われる、／「わたしは、恵みの時にあ
なたの願いを聞きいれ、／救の日にあな
たを助けた」。見よ、今は恵みの時、見
よ、今は救の日である。

ヘブライ人への手紙 5:7 キリストは、そ
の肉の生活の時には、激しい叫びと涙と
をもって、ご自分を死から救う力のある
かたに、祈と願いとをささげ、そして、
その深い信仰のゆえに聞きいれられたの
である。

8 彼は御子であられたにもかかわらず、さ
まざまの苦しみによって従順を学び、

9 そして、全き者とされたので、彼に従順
であるすべての人に対して、永遠の救の
源となり、

ヨハネの黙示録 7:15 それだから彼ら
は、神の御座の前におり、昼も夜もその
聖所で神に仕えているのである。御座に
いますかたは、彼らの上に幕屋を張って
共に住まわれるであろう。

16 彼らは、もはや飢えることがなく、かわ
くこともない。太陽も炎暑も、彼らを侵
すことはない。

17 御座の正面にいます小羊は彼らの牧者
となって、いのちの水の泉に導いて下さ
るであろう。また神は、彼らの目から涙
をことごとくぬぐいとって下さるであろ
う」。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; 詩編 23:1-6; 詩編 
102:13; 詩編 107:10-14; 詩編 146:7; イザヤ記 42:7; ヨハネ
による福音書 10:1-16; コロサイの信徒への手紙 1:13; ペト

ロの手紙一 2:9.
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F11 救世主の受難。

イザヤ記 50:3 わたしは黒い衣を天に着
せ、荒布をもってそのおおいとする」。

マタイによる福音書 27:45 さて、昼
の十二時から地上の全面が暗くなって、
三時に及んだ。

以下も参照されたい： ルカによる福音書 23:44,45; ヨハネ
の黙示録 6:12.

D02 救世主の預言者としての祈り。

イザヤ記 50:4 主なる神は教をうけた者の
舌をわたしに与えて、疲れた者を言葉をも
って助けることを知らせ、また朝ごとにさま
し、わたしの耳をさまして、教をうけた者の
ように聞かせられる。

マタイによる福音書 11:28 すべて重
荷を負うて苦労している者は、わたしの
もとにきなさい。あなたがたを休ませて
あげよう。

マタイによる福音書 13:54 そして郷
里に行き、会堂で人々を教えられたとこ
ろ、彼らは驚いて言った、「この人は、
この知恵とこれらの力あるわざとを、ど
こで習ってきたのか。

ルカによる福音書 4:22 すると、彼らは
みなイエスをほめ、またその口から出て
来るめぐみの言葉に感嘆して言った、「
この人はヨセフの子ではないか」。

ルカによる福音書 21:15 あなたの反対者
のだれもが抗弁も否定もできないような
言葉と知恵とを、わたしが授けるから。

ヨハネによる福音書 5:19 さて、イエスは
彼らに答えて言われた、「よくよくあな
たがたに言っておく。子は父のなさるこ
とを見てする以外に、自分からは何事も
することができない。父のなさることで
あればすべて、子もそのとおりにするの
である。

ヨハネによる福音書 7:15 すると、ユダヤ
人たちは驚いて言った、「この人は学問
をしたこともないのに、どうして律法の
知識をもっているのだろう」。

16 そこでイエスは彼らに答えて言われた、
「わたしの教はわたし自身の教ではな
く、わたしをつかわされたかたの教であ
る。

17 神のみこころを行おうと思う者であれ
ば、だれでも、わたしの語っているこの
教が神からのものか、それとも、わたし
自身から出たものか、わかるであろう。

ヨハネによる福音書 7:46 下役どもは答え
た、「この人の語るように語った者は、
これまでにありませんでした」。

以下も参照されたい： 出エジプト記 4:11,12; 詩編 45:2; エ
レミヤ記 1:9.

F13 救世主の受難の詳細。

イザヤ記 50:5 主なる神はわたしの耳を開
かれた。わたしは、そむくことをせず、退く
ことをしなかった。

6 わたしを打つ者に、わたしの背をまかせ、わ
たしのひげを抜く者に、わたしのほおをま
かせ、恥とつばきとを避けるために、顔をか
くさなかった。

マタイによる福音書 26:39 そして少
し進んで行き、うつぶしになり、祈って
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言われた、「わが父よ、もしできること
でしたらどうか、この杯をわたしから過
ぎ去らせてください。しかし、わたしの
思いのままにではなく、みこころのまま
になさって下さい」。

マルコによる福音書 14:65 そして、
ある者はイエスにつばきをかけ、目隠し
をし、こぶしでたたいて、「言いあてて
みよ」と言いはじめた。また下役どもは
イエスを引きとって、手のひらでたたい
た。

ヨハネによる福音書 8:29 わたしをつかわ
されたかたは、わたしと一緒におられ
る。わたしは、いつも神のみこころにか
なうことをしているから、わたしをひと
り置きざりになさることはない」。

ヨハネによる福音書 14:31 しかし、
わたしが父を愛していることを世が知
るように、わたしは父がお命じになった
とおりのことを行うのである。立て。さ
あ、ここから出かけて行こう。

ヨハネによる福音書 19:1 そこでピラト
は、イエスを捕え、むちで打たせた。

2 兵卒たちは、いばらで冠をあんで、イエ
スの頭にかぶらせ、紫の上着を着せ、

3 それから、その前に進み出て、「ユダヤ
人の王、ばんざい」と言った。そして平
手でイエスを打ちつづけた。

フィリピの信徒への手紙 2:7 かえっ
て、おのれをむなしうして僕のかたちを
とり、人間の姿になられた。その有様は
人と異ならず、

8 おのれを低くして、死に至るまで、しか
も十字架の死に至るまで従順であられ
た。

9 それゆえに、神は彼を高く引き上げ、す
べての名にまさる名を彼に賜わった。

以下も参照されたい： 詩編 40:6-8; 哀歌 3:30; ミカ記 5:1; 
マタイによる福音書 5:39; マタイによる福音書 26:67,68; 
マルコによる福音書 15:19; ルカによる福音書 22:63; ヘブ

ライ人への手紙 5:8; ヘブライ人への手紙 10:5-9.

F13 救世主の受難の詳細。

イザヤ記 50:7 しかし主なる神はわたしを
助けられる。それゆえ、わたしは恥じること
がなかった。それゆえ、わたしは顔を火打
石のようにした。わたしは決してはずかし
められないことを知る。

8 わたしを義とする者が近くおられる。だれ
がわたしと争うだろうか、われわれは共に
立とう。わたしのあだはだれか、わたしの所
へ近くこさせよ。

9 見よ、主なる神はわたしを助けられる。だ
れがわたしを罪に定めるだろうか。見よ、彼
らは皆衣のようにふるび、しみのために食
いつくされる。

マタイによる福音書 27:19 また、ピ
ラトが裁判の席についていたとき、その
妻が人を彼のもとにつかわして、「あの
義人には関係しないでください。わたし
はきょう夢で、あの人のためにさんざん
苦しみましたから」と言わせた。

ルカによる福音書 9:51 さて、イエスが
天に上げられる日が近づいたので、エル
サレムへ行こうと決意して、その方へ顔
をむけられ、

ルカによる福音書 23:4 そこでピラトは
祭司長たちと群衆とにむかって言った、
「わたしはこの人になんの罪もみとめな
い」。
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ルカによる福音書 23:14 「おまえたち
は、この人を民衆を惑わすものとしてわ
たしのところに連れてきたので、おまえ
たちの面前でしらべたが、訴え出ている
ような罪は、この人に少しもみとめられ
なかった。

ヨハネによる福音書 8:46 あなたがたのう
ち、だれがわたしに罪があると責めうる
のか。わたしは真理を語っているのに、
なぜあなたがたは、わたしを信じないの
か。

ローマの信徒への手紙 8:33 だれが、
神の選ばれた者たちを訴えるのか。神は
彼らを義とされるのである。

ヘブライ人への手紙 1:11 これらのものは
滅びてしまうが、／あなたは、いつまで
もいますかたである。すべてのものは衣
のように古び、

12 それらをあなたは、外套のように巻か
れる。これらのものは、衣のように変る
が、／あなたは、いつも変ることがな
く、／あなたのよわいは、尽きることが
ない」／とも言われている。

以下も参照されたい： ヨブ記 13:28; 詩編 89:21-27; 詩編 
102:26; イザヤ記 41:1,21; イザヤ記 51:6-8; エゼキエル記 
3:8,9; ゼカリヤ記 3:1; マタイによる福音書 5:25; ヨハネの

黙示録 12:10.

E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

E19 救世主は慰めるであろう。
H02 将来の救世主による裁き。
H03 救世主の未来の御国。
      
イザヤ記 51:1-2
イザヤ記 51:3 主はシオンを慰め、またそ

のすべて荒れた所を慰めて、その荒野をエ

デンのように、そのさばくを主の園のように
される。こうして、その中に喜びと楽しみと
があり、感謝と歌の声とがある。

4 わが民よ、わたしに聞け、わが国びとよ、わ
たしに耳を傾けよ。律法はわたしから出、
わが道はもろもろの民の光となる。

5 わが義はすみやかに近づき、わが救は出て
行った。わが腕はもろもろの民を治める。
海沿いの国々はわたしを待ち望み、わが腕
に寄り頼む。

6 目をあげて天を見、また下なる地を見よ。
天は煙のように消え、地は衣のようにふ
るび、その中に住む者は、ぶよのように死
ぬ。しかし、わが救はとこしえにながらえ、
わが義はくじけることがない。

イザヤ記 51:7-10
イザヤ記 51:11 主にあがなわれた者は、歌

うたいつつ、シオンに帰ってきて、そのこう
べに、とこしえの喜びをいただき、彼らは喜
びと楽しみとを得、悲しみと嘆きとは逃げ
去る。

イザヤ記 51:12-23

イザヤ記 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。

イザヤ記 34:4 天の万象は衰え、もろも
ろの天は巻物のように巻かれ、その万象
はぶどうの木から葉の落ちるように、い
ちじくの木から葉の落ちるように落ち
る。

マタイによる福音書 5:17 わたしが律法や
預言者を廃するためにきた、と思っては
ならない。廃するためではなく、成就す
るためにきたのである。
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ルカによる福音書 2:30 わたしの目が今
あなたの救を見たのですから。

31 この救はあなたが万民のまえにお備えに
なったもので、

32 異邦人を照す啓示の光、み民イスラエル
の栄光であります」。

使徒言行録 13:47 主はわたしたち
に、こう命じておられる、／『わたし
は、あなたを立てて異邦人の光とした。
あなたが地の果までも救をもたらすため
である』」。

使徒言行録 26:23 すなわち、キリ
ストが苦難を受けること、また、死人の
中から最初によみがえって、この国民と
異邦人とに、光を宣べ伝えるに至ること
を、あかししたのです」。

コリントの信徒への手紙二 1:3 ほむべき
かな、わたしたちの主イエス・キリスト
の父なる神、あわれみ深き父、慰めに満
ちたる神。

4 神は、いかなる患難の中にいる時でもわ
たしたちを慰めて下さり、また、わたし
たち自身も、神に慰めていただくその慰
めをもって、あらゆる患難の中にある人
々を慰めることができるようにして下さ
るのである。

ペトロの手紙一 2:9 しかし、あなた
がたは、選ばれた種族、祭司の国、聖な
る国民、神につける民である。それによ
って、暗やみから驚くべきみ光に招き入
れて下さったかたのみわざを、あなたが
たが語り伝えるためである。

ヨハネの黙示録 6:12 小羊が第六の封
印を解いた時、わたしが見ていると、大
地震が起って、太陽は毛織の荒布のよ

うに黒くなり、月は全面、血のようにな
り、

13 天の星は、いちじくのまだ青い実が大風
に揺られて振り落されるように、地に落
ちた。

14 天は巻物が巻かれるように消えていき、
すべての山と島とはその場所から移され
てしまった。

以下も参照されたい： #1; #2; #3:#5; #6; #7.

D05 救世主は贖い主となるであろう。
E15 救世主は嬉しい知らせをもたらすであ

ろう。
E19 救世主は慰めるであろう。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

イザヤ記 52:1-6
イザヤ記 52:7 よきおとずれを伝え、平和

を告げ、よきおとずれを伝え、救を告げ、シ
オンにむかって「あなたの神は王となられ
た」と／言う者の足は山の上にあって、なん
と麗しいことだろう。

8 聞けよ、あなたの見張びとは声をあげて、
共に喜び歌っている。彼らは目と目と相合
わせて、主がシオンに帰られるのを見るか
らだ。

9 エルサレムの荒れすたれた所よ、声を放っ
て共に歌え。主はその民を慰め、エルサレ
ムをあがなわれたからだ。

10 主はその聖なるかいなを、もろもろの国び
との前にあらわされた。地のすべての果
は、われわれの神の救を見る。

イザヤ記 52:11-12

詩編 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。
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詩編 98:1 新しき歌を主にむかって
うたえ。主はくすしきみわざをなされ
たからである。その右の手と聖なる腕と
は、おのれのために勝利を得られた。

2 主はその勝利を知らせ、その義をもろも
ろの国民の前にあらわされた。

3 主はそのいつくしみと、まこととをイス
ラエルの家にむかって覚えられた。地の
もろもろのはては、われらの神の勝利を
見た。

イザヤ記 66:13 母のその子を慰めるよう
に、わたしもあなたがたを慰める。あな
たがたはエルサレムで慰めを得る。

イザヤ記 66:18 「わたしは彼らのわざ
と、彼らの思いとを知っている。わたし
は来て、すべての国民と、もろもろのや
からとを集める。彼らは来て、わが栄光
を見る。

マタイによる福音書 5:4 悲しんでいる人
たちは、さいわいである、彼らは慰めら
れるであろう。

ルカによる福音書 1:74 わたしたちを敵
の手から救い出し、

ルカによる福音書 2:38 この老女も、ち
ょうどそのとき近寄ってきて、神に感謝
をささげ、そしてこの幼な子のことを、
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。

ルカによる福音書 3:6 人はみな神の救
を見るであろう」。

ルカによる福音書 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、

使徒言行録 13:47 主はわたしたち
に、こう命じておられる、／『わたし
は、あなたを立てて異邦人の光とした。
あなたが地の果までも救をもたらすため
である』」。

ローマの信徒への手紙 10:15 つかわさ
れなくては、どうして宣べ伝えることが
あろうか。「ああ、麗しいかな、良きお
とずれを告げる者の足は」と書いてある
とおりである。

コリントの信徒への手紙二 1:10 神はこの
ような死の危険から、わたしたちを救い
出して下さった、また救い出して下さる
であろう。わたしたちは、神が今後も救
い出して下さることを望んでいる。

ヘブライ人への手紙 2:3 わたしたちは、
こんなに尊い救をなおざりにしては、ど
うして報いをのがれることができよう
か。この救は、初め主によって語られた
ものであって、聞いた人々からわたした
ちにあかしされ、

ヨハネの黙示録 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」。

ヨハネの黙示録 14:6 わたしは、もう
ひとりの御使が中空を飛ぶのを見た。彼
は地に住む者、すなわち、あらゆる国

イザヤ記



263

民、部族、国語、民族に宣べ伝えるため
に、永遠の福音をたずさえてきて、

ヨハネの黙示録 15:4 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。あなただけが聖なるか
たであり、あらゆる国民はきて、あなた
を伏し拝むでしょう。あなたの正しいさ
ばきが、あらわれるに至ったからであり
ます」。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4; #5; イザヤ記 42:10-
13; イザヤ記 48:20; イザヤ記 49:6; イザヤ記 55:12; マタイ
による福音書 24:30,31; 使徒言行録 2:5-11; コリントの信
徒への手紙二 1:3-5; コロサイの信徒への手紙 2:2,3; ヨハ

ネの黙示録 1:7.

G03 救世主の高挙は予言されている。

イザヤ記 52:13 見よ、わがしもべは栄える。
彼は高められ、あげられ、ひじょうに高くな
る。

イザヤ記 9:7 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。

ヨハネによる福音書 5:22 父はだれをもさ
ばかない。さばきのことはすべて、子に
ゆだねられたからである。

23 それは、すべての人が父を敬うと同様
に、子を敬うためである。子を敬わない
者は、子をつかわされた父をも敬わな
い。

使徒言行録 2:31 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。
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』。

36 だから、イスラエルの全家は、この事を
しかと知っておくがよい。あなたがたが
十字架につけたこのイエスを、神は、主
またキリストとしてお立てになったので
ある」。

フィリピの信徒への手紙 2:9 それゆえ
に、神は彼を高く引き上げ、すべての名
にまさる名を彼に賜わった。

10 それは、イエスの御名によって、天上の
もの、地上のもの、地下のものなど、あ
らゆるものがひざをかがめ、

11 また、あらゆる舌が、「イエス・キリス
トは主である」と告白して、栄光を父な
る神に帰するためである。

ヨハネの黙示録 5:13 またわたしは、
天と地、地の下と海の中にあるすべての
造られたもの、そして、それらの中にあ
るすべてのものの言う声を聞いた、「御
座にいますかたと小羊とに、さんびと、
ほまれと、栄光と、権力とが、世々限り
なくあるように」。

以下も参照されたい： #1; イザヤ記 9:6; イザヤ記 49:6; マ
タイによる福音書 28:18; エフェソの信徒への手紙 1:20-

23; ヘブライ人への手紙 1:3; ヨハネの黙示録 5:6-12.
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F13 救世主の受難の詳細。

イザヤ記 52:14 多くの人が彼に驚いたよう
に――彼の顔だちは、そこなわれて人と異な
り、その姿は人の子と異なっていたからで
ある――

詩編 22:6 しかし、わたしは虫であ
って、人ではない。人にそしられ、民に
侮られる。

マタイによる福音書 27:29 また、い
ばらで冠を編んでその頭にかぶらせ、右
の手には葦の棒を持たせ、それからその
前にひざまずき、嘲弄して、「ユダヤ人
の王、ばんざい」と言った。

30 また、イエスにつばきをかけ、葦の棒を
取りあげてその頭をたたいた。

フィリピの信徒への手紙 2:5 キリス
ト・イエスにあっていだいているのと同
じ思いを、あなたがたの間でも互に生か
しなさい。

6 キリストは、神のかたちであられたが、
神と等しくあることを固守すべき事とは
思わず、

7 かえって、おのれをむなしうして僕のか
たちをとり、人間の姿になられた。その
有様は人と異ならず、

8 おのれを低くして、死に至るまで、しか
も十字架の死に至るまで従順であられ
た。

以下も参照されたい： 詩編 71:7; マタイによる福音書 
7:28; マタイによる福音書 26:67; マルコによる福音書 

5:42; マルコによる福音書 6:51; ルカによる福音書 2:47.

E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

イザヤ記 52:15 彼は多くの国民を驚かす。
王たちは彼のゆえに口をつむぐ。それは彼
らがまだ伝えられなかったことを見、まだ
聞かなかったことを悟るからだ。

マタイによる福音書 11:28 すべて重
荷を負うて苦労している者は、わたしの
もとにきなさい。あなたがたを休ませて
あげよう。

マタイによる福音書 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、父と子と聖霊との名によ
って、彼らにバプテスマを施し、

ルカによる福音書 24:47 そして、その名
によって罪のゆるしを得させる悔改め
が、エルサレムからはじまって、もろも
ろの国民に宣べ伝えられる。

ヨハネによる福音書 1:29 その翌日、ヨハ
ネはイエスが自分の方にこられるのを見
て言った、「見よ、世の罪を取り除く神
の小羊。

ヨハネによる福音書 3:16 神はそのひとり
子を賜わったほどに、この世を愛して下
さった。それは御子を信じる者がひとり
も滅びないで、永遠の命を得るためであ
る。

17 神が御子を世につかわされたのは、世を
さばくためではなく、御子によって、こ
の世が救われるためである。

ヨハネによる福音書 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
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ころにきて飲むがよい。

ヨハネによる福音書 8:12 イエスは、また
人々に語ってこう言われた、「わたしは
世の光である。わたしに従って来る者
は、やみのうちを歩くことがなく、命の
光をもつであろう」。

使徒言行録 2:21 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』
。

使徒言行録 13:47 主はわたしたち
に、こう命じておられる、／『わたし
は、あなたを立てて異邦人の光とした。
あなたが地の果までも救をもたらすため
である』」。

使徒言行録 17:30 神は、このよう
な無知の時代を、これまでは見過ごしに
されていたが、今はどこにおる人でも、
みな悔い改めなければならないことを命
じておられる。

31 神は、義をもってこの世界をさばくため
その日を定め、お選びになったかたによ
ってそれをなし遂げようとされている。
すなわち、このかたを死人の中からよみ
がえらせ、その確証をすべての人に示さ
れたのである」。

ローマの信徒への手紙 15:20 その際、
わたしの切に望んだところは、他人の土
台の上に建てることをしないで、キリス
トの御名がまだ唱えられていない所に福
音を宣べ伝えることであった。

21 すなわち、／「彼のことを宣べ伝えられ
ていなかった人々が見、／聞いていなか
った人々が悟るであろう」／と書いてあ
るとおりである。

ローマの信徒への手紙 16:25 願わく
は、わたしの福音とイエス・キリストの
宣教とにより、かつ、長き世々にわたっ
て、隠されていたが、今やあらわされ、
預言の書をとおして、永遠の神の命令に
従い、信仰の従順に至らせるために、も
ろもろの国人に告げ知らされた奥義の啓
示によって、あなたがたを力づけること
のできるかた、

26 （２５節に合節）

コリントの信徒への手紙二 5:19 すなわ
ち、神はキリストにおいて世をご自分に
和解させ、その罪過の責任をこれに負わ
せることをしないで、わたしたちに和解
の福音をゆだねられたのである。

エフェソの信徒への手紙 3:8 すなわ
ち、聖徒たちのうちで最も小さい者であ
るわたしにこの恵みが与えられたが、そ
れは、キリストの無尽蔵の富を異邦人に
宣べ伝え、

9 更にまた、万物の造り主である神の中に
世々隠されていた奥義にあずかる務がど
んなものであるかを、明らかに示すため
である。

テモテへの手紙一 2:3 これは、わたし
たちの救主である神のみまえに良いこと
であり、また、みこころにかなうことで
ある。

4 神は、すべての人が救われて、真理を悟
るに至ることを望んでおられる。

テトスへの手紙 2:11 すべての人を救
う神の恵みが現れた。

ペトロの手紙二 3:9 ある人々がおそ
いと思っているように、主は約束の実
行をおそくしておられるのではない。た
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だ、ひとりも滅びることがなく、すべて
の者が悔改めに至ることを望み、あなた
がたに対してながく忍耐しておられるの
である。

ヨハネの手紙一 2:2 彼は、わたした
ちの罪のための、あがないの供え物であ
る。ただ、わたしたちの罪のためばかり
ではなく、全世界の罪のためである。

ヨハネの手紙一 4:14 わたしたちは、
父が御子を世の救主としておつかわしに
なったのを見て、そのあかしをするので
ある。

ヨハネの手紙一 5:11 そのあかしと
は、神が永遠のいのちをわたしたちに賜
わり、かつ、そのいのちが御子のうちに
あるということである。

12 御子を持つ者はいのちを持ち、神の御子
を持たない者はいのちを持っていない。

以下も参照されたい： マタイによる福音書 11:29; ヨハネ
による福音書 4:42; コリントの信徒への手紙二 5:14; テモ
テへの手紙一 2:6; ヘブライ人への手紙 2:3,4,9; ペトロの手

紙一 3:18; ヨハネの黙示録 22:17.

F11 救世主の受難。
F13 救世主の受難の詳細。
F14 救世主は信じられないであろう。
     
イザヤ記 53:1 だれがわれわれの聞いたこ

とを／信じ得たか。主の腕は、だれにあらわ
れたか。

2 彼は主の前に若木のように、かわいた土か
ら出る根のように育った。彼にはわれわれ
の見るべき姿がなく、威厳もなく、われわれ
の慕うべき美しさもない。

マルコによる福音書 6:3 この人は大工で

はないか。マリヤのむすこで、ヤコブ、
ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか。
またその姉妹たちも、ここにわたしたち
と一緒にいるではないか」。こうして彼
らはイエスにつまずいた。

ヨハネによる福音書 12:37 このよう
に多くのしるしを彼らの前でなさった
が、彼らはイエスを信じなかった。

38 それは、預言者イザヤの次の言葉が成
就するためである、「主よ、わたしたち
の説くところを、だれが信じたでしょう
か。また、主のみ腕はだれに示されたで
しょうか」。

39 こういうわけで、彼らは信じることがで
きなかった。イザヤはまた、こうも言っ
た、

40 「神は彼らの目をくらまし、心をかた
くなになさった。それは、彼らが目で見
ず、心で悟らず、悔い改めていやされる
ことがないためである」。

ローマの信徒への手紙 8:3 律法が肉により
無力になっているためになし得なかった
事を、神はなし遂げて下さった。すなわ
ち、御子を、罪の肉の様で罪のためにつ
かわし、肉において罪を罰せられたので
ある。

ローマの信徒への手紙 10:16 しかし、
すべての人が福音に聞き従ったのではな
い。イザヤは、「主よ、だれがわたした
ちから聞いたことを信じましたか」と言
っている。

17 したがって、信仰は聞くことによるので
あり、聞くことはキリストの言葉から来
るのである。

フィリピの信徒への手紙 2:6 キリスト
は、神のかたちであられたが、神と等し
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くあることを固守すべき事とは思わず、
7 かえって、おのれをむなしうして僕のか

たちをとり、人間の姿になられた。その
有様は人と異ならず、

以下も参照されたい： イザヤ記 11:1,2; エレミヤ記 23:5; 
エゼキエル記 17:22-24; ゼカリヤ記 6:12; ルカによる福音

書 2:7,40,52.

F03 救世主は拒否されるであろう。
F13 救世主の受難の詳細。

イザヤ記 53:3 彼は侮られて人に捨てら
れ、悲しみの人で、病を知っていた。また
顔をおおって忌みきらわれる者のように、
彼は侮られた。われわれも彼を尊ばなかっ
た。

詩編 22:7 すべてわたしを見る者
は、わたしをあざ笑い、くちびるを突き
出し、かしらを振り動かして言う、

8 「彼は主に身をゆだねた、主に彼を助け
させよ。主は彼を喜ばれるゆえ、主に彼
を救わせよ」と。

マタイによる福音書 26:65 すると、
大祭司はその衣を引き裂いて言った、「
彼は神を汚した。どうしてこれ以上、証
人の必要があろう。あなたがたは今この
けがし言を聞いた。

66 あなたがたの意見はどうか」。すると、
彼らは答えて言った、「彼は死に当るも
のだ」。

67 それから、彼らはイエスの顔につばきを
かけて、こぶしで打ち、またある人は手
のひらでたたいて言った、

68 「キリストよ、言いあててみよ、打った
のはだれか」。

マルコによる福音書 9:11 そしてイエスに

尋ねた、「なぜ、律法学者たちは、エリ
ヤが先に来るはずだと言っているのです
か」。

12 イエスは言われた、「確かに、エリヤが
先にきて、万事を元どおりに改める。し
かし、人の子について、彼が多くの苦し
みを受け、かつ恥ずかしめられると、書
いてあるのはなぜか。

13 しかしあなたがたに言っておく、エリヤ
はすでにきたのだ。そして彼について書
いてあるように、人々は自分かってに彼
をあしらった」。

ヘブライ人への手紙 12:2 信仰の導き手で
あり、またその完成者であるイエスを仰
ぎ見つつ、走ろうではないか。彼は、自
分の前におかれている喜びのゆえに、恥
をもいとわないで十字架を忍び、神の御
座の右に座するに至ったのである。

3 あなたがたは、弱り果てて意気そそうし
ないために、罪人らのこのような反抗を
耐え忍んだかたのことを、思いみるべき
である。

以下も参照されたい： 詩編 69:10-12,19,20; イザヤ記 
50:6; ミカ記 5:1; ゼカリヤ記 11:8-13; マタイによる福音書 
27:39-44; マルコによる福音書 15:19; ルカによる福音書 
9:22; ルカによる福音書 16:14; ヨハネによる福音書 8:48.

F09 救世主による犠牲と贖罪。
F13 救世主の受難の詳細。

イザヤ記 53:4 まことに彼はわれわれの病
を負い、われわれの悲しみをになった。し
かるに、われわれは思った、彼は打たれ、
神にたたかれ、苦しめられたのだと。

5 しかし彼はわれわれのとがのために傷つけ
られ、われわれの不義のために砕かれたの
だ。彼はみずから懲らしめをうけて、われ
われに平安を与え、その打たれた傷によっ
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て、われわれはいやされたのだ。
6 われわれはみな羊のように迷って、おのお

の自分の道に向かって行った。主はわれわ
れすべての者の不義を、彼の上におかれ
た。

マタイによる福音書 8:16 夕暮になると、
人々は悪霊につかれた者を大ぜい、みも
とに連れてきたので、イエスはみ言葉を
もって霊どもを追い出し、病人をことご
とくおいやしになった。

17 これは、預言者イザヤによって「彼は、
わたしたちのわずらいを身に受け、わた
したちの病を負うた」と言われた言葉が
成就するためである。

ローマの信徒への手紙 4:24 わたした
ちのためでもあって、わたしたちの主イ
エスを死人の中からよみがえらせたかた
を信じるわたしたちも、義と認められる
のである。

25 主は、わたしたちの罪過のために死に渡
され、わたしたちが義とされるために、
よみがえらされたのである。

コリントの信徒への手紙二 5:21 神はわた
したちの罪のために、罪を知らないかた
を罪とされた。それは、わたしたちが、
彼にあって神の義となるためなのであ
る。

ガラテヤの信徒への手紙 3:13 キリスト
は、わたしたちのためにのろいとなっ
て、わたしたちを律法ののろいからあが
ない出して下さった。聖書に、「木にか
けられる者は、すべてのろわれる」と書
いてある。

ペトロの手紙一 2:21 あなたがたは、
実に、そうするようにと召されたのであ

る。キリストも、あなたがたのために苦
しみを受け、御足の跡を踏み従うように
と、模範を残されたのである。

22 キリストは罪を犯さず、その口には偽り
がなかった。

23 ののしられても、ののしりかえさず、苦
しめられても、おびやかすことをせず、
正しいさばきをするかたに、いっさいを
ゆだねておられた。

24 さらに、わたしたちが罪に死に、義に生
きるために、十字架にかかって、わたし
たちの罪をご自分の身に負われた。その
傷によって、あなたがたは、いやされた
のである。

25 あなたがたは、羊のようにさ迷ってい
たが、今は、たましいの牧者であり監督
であるかたのもとに、たち帰ったのであ
る。

ヨハネの手紙一 2:2 彼は、わたした
ちの罪のための、あがないの供え物であ
る。ただ、わたしたちの罪のためばかり
ではなく、全世界の罪のためである。

以下も参照されたい： ダニエル記 9:24; マタイによる福音
書 20:28; ルカによる福音書 15:3-7; ローマの信徒への手紙 
5:6-10; コリントの信徒への手紙一 15:3; エフェソの信徒

への手紙 5:2; ヘブライ人への手紙 9:12-15,28; ヘブライ人
への手紙 10:14; ペトロの手紙一 3:18.

B02 救世主は神の子羊である。
B11 救世主の従順さ。
F13 救世主の受難の詳細。
 
イザヤ記 53:7 彼はしえたげられ、苦しめ

られたけれども、口を開かなかった。ほふ
り場にひかれて行く小羊のように、また毛
を切る者の前に黙っている羊のように、口
を開かなかった。

8 彼は暴虐なさばきによって取り去られた。
その代の人のうち、だれが思ったであろう
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か、彼はわが民のとがのために打たれて、
生けるものの地から断たれたのだと。

マタイによる福音書 26:62 すると、
大祭司が立ち上がってイエスに言った、
「何も答えないのか。これらの人々があ
なたに対して不利な証言を申し立ててい
るが、どうなのか」。

63 しかし、イエスは黙っておられた。そこ
で大祭司は言った、「あなたは神の子キ
リストなのかどうか、生ける神に誓って
われわれに答えよ」。

64 イエスは彼に言われた、「あなたの言う
とおりである。しかし、わたしは言って
おく。あなたがたは、間もなく、人の子
が力ある者の右に座し、天の雲に乗って
来るのを見るであろう」。

マタイによる福音書 27:12 しかし、
祭司長、長老たちが訴えている間、イエ
スはひと言もお答えにならなかった。

13 するとピラトは言った、「あんなにまで
次々に、あなたに不利な証言を立ててい
るのが、あなたには聞えないのか」。

14 しかし、総督が非常に不思議に思ったほ
どに、イエスは何を言われても、ひと言
もお答えにならなかった。

マルコによる福音書 15:3 そこで祭司長た
ちは、イエスのことをいろいろと訴え
た。

4 ピラトはもう一度イエスに尋ねた、「何
も答えないのか。見よ、あなたに対して
あんなにまで次々に訴えているではない
か」。

5 しかし、イエスはピラトが不思議に思う
ほどに、もう何もお答えにならなかっ
た。

ルカによる福音書 23:9 それで、いろい

ろと質問を試みたが、イエスは何もお答
えにならなかった。

ルカによる福音書 23:33 されこうべと呼
ばれている所に着くと、人々はそこでイ
エスを十字架につけ、犯罪人たちも、ひ
とりは右に、ひとりは左に、十字架につ
けた。

使徒言行録 8:30 そこでピリポが駆けて行
くと、預言者イザヤの書を読んでいるそ
の人の声が聞えたので、「あなたは、読
んでいることが、おわかりですか」と尋
ねた。

31 彼は「だれかが、手びきをしてくれなけ
れば、どうしてわかりましょう」と答え
た。そして、馬車に乗って一緒にすわる
ようにと、ピリポにすすめた。

32 彼が読んでいた聖書の箇所は、これであ
った、／「彼は、ほふり場に引かれて行
く羊のように、／また、黙々として、／
毛を刈る者の前に立つ小羊のように、／
口を開かない。

33 彼は、いやしめられて、／そのさばきも
行われなかった。だれが、彼の子孫のこ
とを語ることができようか、／彼の命が
地上から取り去られているからには」。

以下も参照されたい： 詩編 22:12-21; 詩編 69:12; マタイ
による福音書 26:66-68; ヨハネによる福音書 19:7-9; ペト

ロの手紙一 2:23.
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B12 救世主の完璧さ。
F08 救世主の死の詳細。
     
イザヤ記 53:9 彼は暴虐を行わず、その口

には偽りがなかったけれども、その墓は悪
しき者と共に設けられ、その塚は悪をなす
者と共にあった。

マタイによる福音書 27:57 夕方にな
ってから、アリマタヤの金持で、ヨセフ
という名の人がきた。彼もまたイエスの
弟子であった。

58 この人がピラトの所へ行って、イエスの
からだの引取りかたを願った。そこで、
ピラトはそれを渡すように命じた。

59 ヨセフは死体を受け取って、きれいな亜
麻布に包み、

60 岩を掘って造った彼の新しい墓に納め、
そして墓の入口に大きい石をころがして
おいて、帰った。

マルコによる福音書 15:27 また、イ
エスと共にふたりの強盗を、ひとりを右
に、ひとりを左に、十字架につけた。

28 〔こうして「彼は罪人たちのひとりに数
えられた」と書いてある言葉が成就した
のである。〕

ヘブライ人への手紙 5:9 そして、全き者
とされたので、彼に従順であるすべての
人に対して、永遠の救の源となり、

ヘブライ人への手紙 7:26 このように、聖
にして、悪も汚れもなく、罪人とは区別
され、かつ、もろもろの天よりも高くさ
れている大祭司こそ、わたしたちにとっ
てふさわしいかたである。

以下も参照されたい： マルコによる福音書 15:43-46; ルカ
による福音書 23:41,50-53; ヨハネによる福音書 19:38-42; 
使徒言行録 13:28; コリントの信徒への手紙一 15:4; ヨハネ

による福音書 3:5.

E22 救世主の労働は祝福されるであろう。
F09 救世主による犠牲と贖罪。
G01 救世主の復活は予言されている。
     
イザヤ記 53:10 しかも彼を砕くことは主の

み旨であり、主は彼を悩まされた。彼が自
分を、とがの供え物となすとき、その子孫
を見ることができ、その命をながくするこ
とができる。かつ主のみ旨が彼の手によっ
て栄える。

11 彼は自分の魂の苦しみにより光を見て満足
する。義なるわがしもべはその知識によっ
て、多くの人を義とし、また彼らの不義を負
う。

詩編 110:3 あなたの民は、あなたが
その軍勢を聖なる山々に導く日に心から
喜んでおのれをささげるであろう。あな
たの若者は朝の胎から出る露のようにあ
なたに来るであろう。

マタイによる福音書 28:18 イエスは
彼らに近づいてきて言われた、「わたし
は、天においても地においても、いっさ
いの権威を授けられた。

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、父と子と聖霊
との名によって、彼らにバプテスマを施
し、

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」。

ルカによる福音書 22:44 イエスは苦しみ
もだえて、ますます切に祈られた。そし
て、その汗が血のしたたりのように地に
落ちた。

ヨハネによる福音書 12:24 よくよく
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あなたがたに言っておく。一粒の麦が
地に落ちて死ななければ、それはただ一
粒のままである。しかし、もし死んだな
ら、豊かに実を結ぶようになる。

ローマの信徒への手紙 3:21 しかし今
や、神の義が、律法とは別に、しかも律
法と預言者とによってあかしされて、現
された。

22 それは、イエス・キリストを信じる信仰
による神の義であって、すべて信じる人
に与えられるものである。そこにはなん
らの差別もない。

23 すなわち、すべての人は罪を犯したた
め、神の栄光を受けられなくなってお
り、

24 彼らは、価なしに、神の恵みにより、キ
リスト・イエスによるあがないによって
義とされるのである。

コリントの信徒への手紙一 6:11 あなたが
たの中には、以前はそんな人もいた。し
かし、あなたがたは、主イエス・キリス
トの名によって、またわたしたちの神の
霊によって、洗われ、きよめられ、義と
されたのである。

コリントの信徒への手紙二 5:20 神がわた
したちをとおして勧めをなさるのである
から、わたしたちはキリストの使者なの
である。そこで、キリストに代って願
う、神の和解を受けなさい。

21 神はわたしたちの罪のために、罪を知ら
ないかたを罪とされた。それは、わたし
たちが、彼にあって神の義となるためな
のである。

エフェソの信徒への手紙 4:11 そして彼
は、ある人を使徒とし、ある人を預言者
とし、ある人を伝道者とし、ある人を牧

師、教師として、お立てになった。
12 それは、聖徒たちをととのえて奉仕の

わざをさせ、キリストのからだを建てさ
せ、

ヘブライ人への手紙 9:22 こうして、ほと
んどすべての物が、律法に従い、血によ
ってきよめられたのである。血を流すこ
となしには、罪のゆるしはあり得ない。

ヘブライ人への手紙 12:2 信仰の導き手で
あり、またその完成者であるイエスを仰
ぎ見つつ、走ろうではないか。彼は、自
分の前におかれている喜びのゆえに、恥
をもいとわないで十字架を忍び、神の御
座の右に座するに至ったのである。

ヨハネの黙示録 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、封印を解くにふさわし
いかたであります。あなたはほふられ、
その血によって、神のために、あらゆる
部族、国語、民族、国民の中から人々を
あがない、

10 わたしたちの神のために、彼らを御国の
民とし、祭司となさいました。彼らは地
上を支配するに至るでしょう」。

以下も参照されたい： イザヤ記 42:1; マタイによる福音書 
17:5; ヨハネによる福音書 12:27-32; ローマの信徒への手
紙 5:1,9,18,19; ガラテヤの信徒への手紙 4:19; テトスへの
手紙 3:6,7; ペトロの手紙一 2:24; ペトロの手紙一 3:18; ヨ

ハネの黙示録 7:9-17.

E22 救世主の労働は祝福されるであろう。
F09 救世主による犠牲と贖罪。
H06 救世主のとりなし。
  
イザヤ記 53:12 それゆえ、わたしは彼に大

いなる者と共に／物を分かち取らせる。彼
は強い者と共に獲物を分かち取る。これは
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彼が死にいたるまで、自分の魂をそそぎだ
し、とがある者と共に数えられたからであ
る。しかも彼は多くの人の罪を負い、とがあ
る者のためにとりなしをした。

マルコによる福音書 15:28 〔こうし
て「彼は罪人たちのひとりに数えられ
た」と書いてある言葉が成就したのであ
る。〕

ルカによる福音書 22:37 あなたがたに言
うが、『彼は罪人のひとりに数えられ
た』としるしてあることは、わたしの身
に成しとげられねばならない。そうだ、
わたしに係わることは成就している」。

ルカによる福音書 23:34 そのとき、イエ
スは言われた、「父よ、彼らをおゆるし
ください。彼らは何をしているのか、わ
からずにいるのです」。人々はイエスの
着物をくじ引きで分け合った。

フィリピの信徒への手紙 2:8 おのれを
低くして、死に至るまで、しかも十字架
の死に至るまで従順であられた。

9 それゆえに、神は彼を高く引き上げ、す
べての名にまさる名を彼に賜わった。

10 それは、イエスの御名によって、天上の
もの、地上のもの、地下のものなど、あ
らゆるものがひざをかがめ、

11 また、あらゆる舌が、「イエス・キリス
トは主である」と告白して、栄光を父な
る神に帰するためである。

以下も参照されたい： 詩編 2:8; イザヤ記 49:24,25; イザヤ
記 52:15; マタイによる福音書 12:28,29; コロサイの信徒へ

の手紙 2:15; ヘブライ人への手紙 2:14,15.

E24 救世主は平和をもたらすであろう。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

イザヤ記 54:1-4
イザヤ記 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。

イザヤ記 54:6-9
イザヤ記 54:10 山は移り、丘は動いても、わ

がいつくしみはあなたから移ることなく、
平安を与えるわが契約は動くことがない」
と／あなたをあわれまれる主は言われる。

11 「苦しみをうけ、あらしにもてあそばれ、慰
めを得ない者よ、見よ、わたしはアンチモ
ニーであなたの石をすえ、サファイヤであな
たの基をおき、

12 めのうであなたの尖塔を造り、紅玉であな
たの門を造り、あなたの城壁をことごとく
宝石で造る。

13 あなたの子らはみな主に教をうけ、あなた
の子らは大いに栄える。

イザヤ記 54:14-17

ルカによる福音書 10:21 そのとき、イエ
スは聖霊によって喜びあふれて言われ
た、「天地の主なる父よ。あなたをほめ
たたえます。これらの事を知恵のある
者や賢い者に隠して、幼な子にあらわし
てくださいました。父よ、これはまこと
に、みこころにかなった事でした。

ルカによる福音書 24:45 そこでイエス
は、聖書を悟らせるために彼らの心を開
いて

ヨハネによる福音書 6:45 預言者の書に、
『彼らはみな神に教えられるであろう』
と書いてある。父から聞いて学んだ者
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は、みなわたしに来るのである。

ヨハネによる福音書 6:65 そしてイエスは
言われた、「それだから、父が与えて下
さった者でなければ、わたしに来ること
はできないと、言ったのである」。

ヨハネによる福音書 14:26 しかし、
助け主、すなわち、父がわたしの名によ
ってつかわされる聖霊は、あなたがたに
すべてのことを教え、またわたしが話し
ておいたことを、ことごとく思い起させ
るであろう。

使徒言行録 14:22 弟子たちを力づ
け、信仰を持ちつづけるようにと奨励
し、「わたしたちが神の国にはいるのに
は、多くの苦難を経なければならない」
と語った。

エフェソの信徒への手紙 4:21 あなたが
たはたしかに彼に聞き、彼にあって教え
られて、イエスにある真理をそのまま学
んだはずである。

テサロニケの信徒への手紙一 4:9 兄弟愛に
ついては、今さら書きおくる必要はな
い。あなたがたは、互に愛し合うように
神に直接教えられており、

ヘブライ人への手紙 8:10 わたしが、それ
らの日の後、イスラエルの家と立て／よ
うとする契約はこれである、と主が言
われる。すなわち、わたしの律法を彼ら
の思いの中に入れ、／彼らの心に書きつ
けよう。こうして、わたしは彼らの神と
なり、／彼らはわたしの民となるであろ
う。

11 彼らは、それぞれ、その同胞に、／ま
た、それぞれ、その兄弟に、／主を知

れ、と言って教えることはなくなる。な
ぜなら、大なる者から小なる者に至るま
で、／彼らはことごとく、／わたしを知
るようになるからである。

ヨハネの黙示録 21:18 城壁は碧玉で築
かれ、都はすきとおったガラスのような
純金で造られていた。

19 都の城壁の土台は、さまざまな宝石で
飾られていた。第一の土台は碧玉、第二
はサファイヤ、第三はめのう、第四は緑
玉、

20 第五は縞めのう、第六は赤めのう、第七
はかんらん石、第八は緑柱石、第九は黄
玉石、第十はひすい、第十一は青玉、第
十二は紫水晶であった。

21 十二の門は十二の真珠であり、門はそ
れぞれ一つの真珠で造られ、都の大通り
は、すきとおったガラスのような純金で
あった。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #5; 詩編 25:8-12; 詩編 
34:19; 詩編 71:17; イザヤ記 2:3; イザヤ記 11:9; イザヤ記 

51:6; エレミヤ記 31:34; マタイによる福音書 11:27; ローマ
の信徒への手紙 11:29; ヨハネによる福音書 2:20,27.

E07 救世主による救いの申し出。

イザヤ記 55:1 「さあ、かわいている者は／
みな水にきたれ。金のない者もきたれ。来
て買い求めて食べよ。あなたがたは来て、
金を出さずに、ただでぶどう酒と乳とを買
い求めよ。

ヨハネによる福音書 4:13 イエスは女に答
えて言われた、「この水を飲む者はだれ
でも、またかわくであろう。

ヨハネによる福音書 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
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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」。

ペトロの手紙一 2:2 今生れたばかり
の乳飲み子のように、混じりけのない
霊の乳を慕い求めなさい。それによって
おい育ち、救に入るようになるためであ
る。

ヨハネの黙示録 21:6 そして、わたし
に仰せられた、「事はすでに成った。わ
たしは、アルパでありオメガである。初
めであり終りである。かわいている者に
は、いのちの水の泉から価なしに飲ませ
よう。

ヨハネの黙示録 22:17 御霊も花嫁も共
に言った、「きたりませ」。また、聞く
者も「きたりませ」と言いなさい。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。

以下も参照されたい： イザヤ記 41:18; イザヤ記 52:3; イ
ザヤ記 63:1; ヨエル記 3:18; マタイによる福音書 13:44; マ
タイによる福音書 26:29; ローマの信徒への手紙 3:24; コリ
ントの信徒への手紙一 3:2; エフェソの信徒への手紙 2:8.

E07 救世主による救いの申し出。

イザヤ記 55:2 なぜ、あなたがたは、かてに
もならぬもののために金を費し、飽きるこ
ともできぬもののために労するのか。わた
しによく聞き従え。そうすれば、良い物を食
べることができ、最も豊かな食物で、自分
を楽しませることができる。

マタイによる福音書 15:9 人間のいましめ
を教として教え、無意味にわたしを拝ん
でいる』」。

マタイによる福音書 22:4 そこでまた、ほ
かの僕たちをつかわして言った、『招か
れた人たちに言いなさい。食事の用意
ができました。牛も肥えた獣もほふられ
て、すべての用意ができました。さあ、
婚宴においでください』。

マルコによる福音書 7:14 それから、イエ
スは再び群衆を呼び寄せて言われた、「
あなたがたはみんな、わたしの言うこと
を聞いて悟るがよい。

ローマの信徒への手紙 10:2 わたし
は、彼らが神に対して熱心であることは
あかしするが、その熱心は深い知識によ
るものではない。

3 なぜなら、彼らは神の義を知らないで、
自分の義を立てようと努め、神の義に従
わなかったからである。

ローマの信徒への手紙 10:17 したがっ
て、信仰は聞くことによるのであり、聞
くことはキリストの言葉から来るのであ
る。

フィリピの信徒への手紙 3:7 しかし、
わたしにとって益であったこれらのもの
を、キリストのゆえに損と思うようにな
った。

以下も参照されたい： 詩編 34:11; 箴言 8:32; イザヤ
記 46:6; イザヤ記 51:1,4,7; エレミヤ記 2:13; エレミヤ記 

31:14; ハバクク記 2:13; ルカによる福音書 15:23; ヨハネに
よる福音書 6:48-58.

イザヤ記



275

E11 救世主は永遠の命を与えるであろう。
E20 救世主は新しい契約を結ぶであろう。

イザヤ記 55:3 耳を傾け、わたしにきて聞
け。そうすれば、あなたがたは生きること
ができる。わたしは、あなたがたと、とこし
えの契約を立てて、ダビデに約束した変ら
ない確かな恵みを与える。

マタイによる福音書 13:16 しかし、
あなたがたの目は見ており、耳は聞いて
いるから、さいわいである。

マタイによる福音書 17:5 彼がまだ話し終
えないうちに、たちまち、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」。

ヨハネによる福音書 5:24 よくよくあなた
がたに言っておく。わたしの言葉を聞い
て、わたしをつかわされたかたを信じる
者は、永遠の命を受け、またさばかれる
ことがなく、死から命に移っているので
ある。

25 よくよくあなたがたに言っておく。死
んだ人たちが、神の子の声を聞く時が来
る。今すでにきている。そして聞く人は
生きるであろう。

ヨハネによる福音書 6:37 父がわたしに与
えて下さる者は皆、わたしに来るであろ
う。そして、わたしに来る者を決して拒
みはしない。

ヨハネによる福音書 6:44 わたしをつかわ
された父が引きよせて下さらなければ、
だれもわたしに来ることはできない。わ
たしは、その人々を終りの日によみがえ
らせるであろう。

45 預言者の書に、『彼らはみな神に教えら
れるであろう』と書いてある。父から聞
いて学んだ者は、みなわたしに来るので
ある。

ヨハネによる福音書 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。

ヨハネによる福音書 8:47 神からきた者は
神の言葉に聞き従うが、あなたがたが聞
き従わないのは、神からきた者でないか
らである」。

ヨハネによる福音書 10:27 わたしの
羊はわたしの声に聞き従う。わたしは彼
らを知っており、彼らはわたしについて
来る。

使徒言行録 13:34 また、神がイエ
スを死人の中からよみがえらせて、いつ
までも朽ち果てることのないものとされ
たことについては、『わたしは、ダビデ
に約束した確かな聖なる祝福を、あなた
がたに授けよう』と言われた。

以下も参照されたい： 創世記 17:7; 詩編 78:1; 詩編 89:35-
37; 箴言 4:20; イザヤ記 61:8; エレミヤ記 32:40; エレミ
ヤ記 50:5; エゼキエル記 37:24,25; マタイによる福音書 

11:28; ヘブライ人への手紙 13:20.

E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

イザヤ記 55:4 見よ、わたしは彼を立てて、
もろもろの民への証人とし、また、もろもろ
の民の君とし、命令する者とした。

ヨハネによる福音書 10:3 門番は彼のため
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に門を開き、羊は彼の声を聞く。そして
彼は自分の羊の名をよんで連れ出す。

ヨハネによる福音書 10:27 わたしの
羊はわたしの声に聞き従う。わたしは彼
らを知っており、彼らはわたしについて
来る。

ヨハネによる福音書 13:13 あなたが
たはわたしを教師、また主と呼んでい
る。そう言うのは正しい。わたしはその
とおりである。

ヨハネによる福音書 18:37 そこでピ
ラトはイエスに言った、「それでは、あ
なたは王なのだな」。イエスは答えられ
た、「あなたの言うとおり、わたしは王
である。わたしは真理についてあかしを
するために生れ、また、そのためにこの
世にきたのである。だれでも真理につく
者は、わたしの声に耳を傾ける」

テモテへの手紙一 6:13 わたしはすべて
のものを生かして下さる神のみまえと、
またポンテオ・ピラトの面前でりっぱな
あかしをなさったキリスト・イエスのみ
まえで、あなたに命じる。

ヨハネの黙示録 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
から、恵みと平安とが、あなたがたにあ
るように。わたしたちを愛し、その血に
よってわたしたちを罪から解放し、

ヨハネの黙示録 3:14 ラオデキヤにあ
る教会の御使に、こう書きおくりなさ
い。『アァメンたる者、忠実な、まこと
の証人、神に造られたものの根源である
かたが、次のように言われる。

以下も参照されたい： エゼキエル記 34:23,24; ダニエル記 
9:25; ホセア記 3:5; ミカ記 5:2-4; マタイによる福音書 2:6; 
ヨハネによる福音書 3:16; ヨハネによる福音書 12:26; ヘブ

ライ人への手紙 2:10; ヘブライ人への手紙 5:9.

E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

イザヤ記 55:5 見よ、あなたは知らない国
民を招く、あなたを知らない国民は／あな
たのもとに走ってくる。これはあなたの神、
主、イスラエルの聖者のゆえであり、主があ
なたに光栄を与えられたからである。

ヨハネによる福音書 10:16 わたしに
はまた、この囲いにいない他の羊があ
る。わたしは彼らをも導かねばならな
い。彼らも、わたしの声に聞き従うであ
ろう。そして、ついに一つの群れ、ひと
りの羊飼となるであろう。

ヨハネによる福音書 13:31 さて、彼
が出て行くと、イエスは言われた、「今
や人の子は栄光を受けた。神もまた彼に
よって栄光をお受けになった。

32 彼によって栄光をお受けになったのな
ら、神ご自身も彼に栄光をお授けになる
であろう。すぐにもお授けになるであろ
う。

ヨハネによる福音書 17:1 これらのことを
語り終えると、イエスは天を見あげて言
われた、「父よ、時がきました。あなた
の子があなたの栄光をあらわすように、
子の栄光をあらわして下さい。

ローマの信徒への手紙 15:21 すなわ
ち、／「彼のことを宣べ伝えられていな
かった人々が見、／聞いていなかった人
々が悟るであろう」／と書いてあるとお
りである。
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ペトロの手紙一 1:11 彼らは、自分た
ちのうちにいますキリストの霊が、キリ
ストの苦難とそれに続く栄光とを、あ
らかじめあかしした時、それは、いつの
時、どんな場合をさしたのかを、調べた
のである。

以下も参照されたい： 創世記 49:10; 詩編 18:43; 詩編 
110:1-3; イザヤ記 11:10; イザヤ記 52:15; イザヤ記 60:5,9; 
ホセア記 1:10; 使徒言行録 3:13; 使徒言行録 5:31; ヘブライ

人への手紙 5:5.

E07 救世主による救いの申し出。

イザヤ記 55:6 あなたがたは主にお会いす
ることのできるうちに、主を尋ねよ。近くお
られるうちに呼び求めよ。

マタイによる福音書 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。

マタイによる福音書 7:7 求めよ、そうす
れば、与えられるであろう。捜せ、そう
すれば、見いだすであろう。門をたた
け、そうすれば、あけてもらえるであろ
う。

8 すべて求める者は得、捜す者は見いだ
し、門をたたく者はあけてもらえるから
である。

ルカによる福音書 11:9 そこでわたしは
あなたがたに言う。求めよ、そうすれ
ば、与えられるであろう。捜せ、そうす
れば見いだすであろう。門をたたけ、そ
うすれば、あけてもらえるであろう。

10 すべて求める者は得、捜す者は見いだ
し、門をたたく者はあけてもらえるから
である。

ヨハネによる福音書 12:35 そこでイ
エスは彼らに言われた、「もうしばらく
の間、光はあなたがたと一緒にここにあ
る。光がある間に歩いて、やみに追いつ
かれないようにしなさい。やみの中を歩
く者は、自分がどこへ行くのかわかって
いない。

36 光のある間に、光の子となるために、光
を信じなさい」。イエスはこれらのこと
を話してから、そこを立ち去って、彼ら
から身をお隠しになった。

ローマの信徒への手紙 11:7 では、ど
うなるのか。イスラエルはその追い求め
ているものを得ないで、ただ選ばれた者
が、それを得た。そして、他の者たちは
かたくなになった。

ヘブライ人への手紙 2:3 わたしたちは、
こんなに尊い救をなおざりにしては、ど
うして報いをのがれることができよう
か。この救は、初め主によって語られた
ものであって、聞いた人々からわたした
ちにあかしされ、

以下も参照されたい： 詩編 27:8; 詩編 69:32; 詩編 105:4; 
詩編 145:18; 詩編 148:14; イザヤ記 12:6; イザヤ記 45:19; 
イザヤ記 46:13; エレミヤ記 29:12-14; 哀歌 3:25; アモス記 
5:4; ゼファニヤ記 2:3; マラキ記 3:1; マタイによる福音書 
7:7,8; ルカによる福音書 12:31; ルカによる福音書 13:25; 

ヨハネによる福音書 6:26; ヨハネによる福音書 7:33,34; コ
リントの信徒への手紙二 6:1,2.

E21 救世主は罪を許すであろう。

イザヤ記 55:7 悪しき者はその道を捨て、
正しからぬ人はその思いを捨てて、主に帰
れ。そうすれば、主は彼にあわれみを施さ
れる。われわれの神に帰れ、主は豊かにゆ
るしを与えられる。

マタイによる福音書 7:21 わたしにむかっ
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て『主よ、主よ』と言う者が、みな天国
にはいるのではなく、ただ、天にいます
わが父の御旨を行う者だけが、はいるの
である。

22 その日には、多くの者が、わたしにむ
かって『主よ、主よ、わたしたちはあな
たの名によって預言したではありません
か。また、あなたの名によって悪霊を追
い出し、あなたの名によって多くの力あ
るわざを行ったではありませんか』と言
うであろう。

23 そのとき、わたしは彼らにはっきり、
こう言おう、『あなたがたを全く知らな
い。不法を働く者どもよ、行ってしま
え』。

マタイによる福音書 9:13 『わたしが好む
のは、あわれみであって、いけにえでは
ない』とはどういう意味か、学んできな
さい。わたしがきたのは、義人を招くた
めではなく、罪人を招くためである」。

ルカによる福音書 7:47 それであなたに
言うが、この女は多く愛したから、その
多くの罪はゆるされているのである。少
しだけゆるされた者は、少しだけしか愛
さない」。

ルカによる福音書 15:10 よく聞きなさ
い。それと同じように、罪人がひとりで
も悔い改めるなら、神の御使たちの前で
よろこびがあるであろう」。

ルカによる福音書 15:24 このむすこが死
んでいたのに生き返り、いなくなってい
たのに見つかったのだから』。それから
祝宴がはじまった。

使徒言行録 3:19 だから、自分の罪をぬぐ
い去っていただくために、悔い改めて本

心に立ちかえりなさい。

テモテへの手紙一 1:15 「キリスト・イ
エスは、罪人を救うためにこの世にきて
下さった」という言葉は、確実で、その
まま受けいれるに足るものである。わた
しは、その罪人のかしらなのである。

16 しかし、わたしがあわれみをこうむった
のは、キリスト・イエスが、まずわたし
に対して限りない寛容を示し、そして、
わたしが今後、彼を信じて永遠のいのち
を受ける者の模範となるためである。

以下も参照されたい： 出エジプト記 34:6,7; 詩編 130:7; イ
ザヤ記 1:16-18; イザヤ記 43:25; イザヤ記 44:22; エレミヤ
記 3:12; エゼキエル記 3:18,19; エゼキエル記 18:21-23,27-
32; エゼキエル記 33:11,14-16; ホセア記 13:16; ホセア記 

14:1; ヨナ記 3:10; マタイによる福音書 23:25,26; ローマの
信徒への手紙 5:16-21; コリントの信徒への手紙一 6:9-11; 

エフェソの信徒への手紙 1:6-8; ヤコブの手紙 4:8-10.

E22 救世主の労働は祝福されるであろう。

イザヤ記 55:10 天から雨が降り、雪が落ち
てまた帰らず、地を潤して物を生えさせ、芽
を出させて、種まく者に種を与え、食べる者
にかてを与える。

11 このように、わが口から出る言葉も、むなし
くわたしに帰らない。わたしの喜ぶところ
のことをなし、わたしが命じ送った事を果
す。

マタイによる福音書 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。

ヨハネによる福音書 6:63 人を生かすもの
は霊であって、肉はなんの役にも立たな
い。わたしがあなたがたに話した言葉は
霊であり、また命である。

ローマの信徒への手紙 10:17 したがっ

イザヤ記



279

て、信仰は聞くことによるのであり、聞
くことはキリストの言葉から来るのであ
る。

テサロニケの信徒への手紙一 2:13 これらの
ことを考えて、わたしたちがまた絶えず
神に感謝しているのは、あなたがたがわ
たしたちの説いた神の言を聞いた時に、
それを人間の言葉としてではなく、神の
言として――事実そのとおりであるが――受
けいれてくれたことである。そして、こ
の神の言は、信じるあなたがたのうちに
働いているのである。

ヘブライ人への手紙 1:1 神は、むかし
は、預言者たちにより、いろいろな時
に、いろいろな方法で、先祖たちに語ら
れたが、

ヘブライ人への手紙 2:3 わたしたちは、
こんなに尊い救をなおざりにしては、ど
うして報いをのがれることができよう
か。この救は、初め主によって語られた
ものであって、聞いた人々からわたした
ちにあかしされ、

ヤコブの手紙 1:18 父は、わたした
ちを、いわば被造物の初穂とするため
に、真理の言葉によって御旨のままに、
生み出して下さったのである。

ペトロの手紙一 1:23 あなたがたが新
たに生れたのは、朽ちる種からではな
く、朽ちない種から、すなわち、神の変
ることのない生ける御言によったのであ
る。

以下も参照されたい： イザヤ記 45:23; イザヤ記 46:10; ル
カによる福音書 8:11-16.

H03 救世主の未来の御国。

イザヤ記 55:12 あなたがたは喜びをもって
出てきて、安らかに導かれて行く。山と丘と
はあなたの前に声を放って喜び歌い、野に
ある木はみな手を打つ。

13 いとすぎは、いばらに代って生え、ミルトス
の木は、おどろに代って生える。これは主の
記念となり、また、とこしえのしるしとなっ
て、絶えることはない」。

ローマの信徒への手紙 5:1 このように、わ
たしたちは、信仰によって義とされたの
だから、わたしたちの主イエス・キリス
トにより、神に対して平和を得ている。

ローマの信徒への手紙 15:13 どうか、
望みの神が、信仰から来るあらゆる喜び
と平安とを、あなたがたに満たし、聖霊
の力によって、あなたがたを、望みにあ
ふれさせて下さるように。

コリントの信徒への手紙一 6:9 それと
も、正しくない者が神の国をつぐことは
ないのを、知らないのか。まちがっては
いけない。不品行な者、偶像を礼拝する
者、姦淫をする者、男娼となる者、男色
をする者、盗む者、

10 ・欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪
する者は、いずれも神の国をつぐことは
ないのである。

11 あなたがたの中には、以前はそんな人
もいた。しかし、あなたがたは、主イエ
ス・キリストの名によって、またわたし
たちの神の霊によって、洗われ、きよめ
られ、義とされたのである。

コリントの信徒への手紙二 5:17 だれでも
キリストにあるならば、その人は新しく
造られた者である。古いものは過ぎ去っ
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た、見よ、すべてが新しくなったのであ
る。

ガラテヤの信徒への手紙 5:22 しかし、
御霊の実は、愛、喜び、平和、寛容、慈
愛、善意、忠実、

コロサイの信徒への手紙 1:11 更にまた
祈るのは、あなたがたが、神の栄光の勢
いにしたがって賜わるすべての力によっ
て強くされ、何事も喜んで耐えかつ忍
び、

ヨハネの黙示録 2:7 耳のある者は、
御霊が諸教会に言うことを聞くがよい。
勝利を得る者には、神のパラダイスにあ
るいのちの木の実を食べることをゆるそ
う』。

ヨハネの黙示録 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。

以下も参照されたい： #1; #2; #5.

E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。
     
イザヤ記 56:6 また主に連なり、主に仕

え、主の名を愛し、そのしもべとなり、すべ
て安息日を守って、これを汚さず、わが契
約を堅く守る異邦人は――

7 わたしはこれをわが聖なる山にこさせ、わ
が祈の家のうちで楽しませる、彼らの§祭
と犠牲とは、わが祭壇の上に受けいれられ

る。わが家はすべての民の／祈の家ととな
えられるからである」。

8 イスラエルの追いやられた者を集められ
る／主なる神はこう言われる、「わたしはさ
らに人を集めて、すでに集められた者に加
えよう」と。

イザヤ記 43:6 わたしは北にむかって『
ゆるせ』と言い、南にむかって『留める
な』と言う。わが子らを遠くからこさ
せ、わが娘らを地の果からこさせよ。

イザヤ記 49:22 主なる神はこう言われ
る、「見よ、わたしは手をもろもろの国
にむかってあげ、旗をもろもろの民にむ
かって立てる。彼らはそのふところにあ
なたの子らを携え、その肩にあなたの娘
たちを載せて来る。

マルコによる福音書 11:17 そして、
彼らに教えて言われた、「『わたしの家
は、すべての国民の祈の家ととなえらる
べきである』と書いてあるではないか。
それだのに、あなたがたはそれを強盗の
巣にしてしまった」。

ヨハネによる福音書 10:16 わたしに
はまた、この囲いにいない他の羊があ
る。わたしは彼らをも導かねばならな
い。彼らも、わたしの声に聞き従うであ
ろう。そして、ついに一つの群れ、ひと
りの羊飼となるであろう。

ヨハネによる福音書 11:51 このこと
は彼が自分から言ったのではない。彼は
この年の大祭司であったので、預言をし
て、イエスが国民のために、

52 ただ国民のためだけではなく、また散
在している神の子らを一つに集めるため
に、死ぬことになっていると、言ったの
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である。

使徒言行録 2:41 そこで、彼の勧めの言葉
を受けいれた者たちは、バプテスマを受
けたが、その日、仲間に加わったものが
三千人ほどあった。

使徒言行録 10:34 そこでペテロは
口を開いて言った、「神は人をかたより
みないかたで、

35 神を敬い義を行う者はどの国民でも受け
いれて下さることが、ほんとうによくわ
かってきました。

エフェソの信徒への手紙 1:10 それは、
時の満ちるに及んで実現されるご計画に
ほかならない。それによって、神は天に
あるもの地にあるものを、ことごとく、
キリストにあって一つに帰せしめようと
されたのである。

エフェソの信徒への手紙 2:11 だから、
記憶しておきなさい。あなたがたは以前
には、肉によれば異邦人であって、手で
行った肉の割礼ある者と称せられる人々
からは、無割礼の者と呼ばれており、

12 またその当時は、キリストを知らず、イ
スラエルの国籍がなく、約束されたいろ
いろの契約に縁がなく、この世の中で希
望もなく神もない者であった。

13 ところが、あなたがたは、このように
以前は遠く離れていたが、今ではキリス
ト・イエスにあって、キリストの血によ
って近いものとなったのである。

エフェソの信徒への手紙 2:18 というの
は、彼によって、わたしたち両方の者が
一つの御霊の中にあって、父のみもとに
近づくことができるからである。

19 そこであなたがたは、もはや異国人でも

宿り人でもなく、聖徒たちと同じ国籍の
者であり、神の家族なのである。

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。

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、

ヘブライ人への手紙 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、

23 天に登録されている長子たちの教会、
万民の審判者なる神、全うされた義人の
霊、

24 新しい契約の仲保者イエス、ならびに、
アベルの血よりも力強く語るそそがれた
血である。

ヘブライ人への手紙 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。

ペトロの手紙一 2:5 この主のみもと
にきて、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、
聖なる祭司となって、イエス・キリスト
により、神によろこばれる霊のいけにえ
を、ささげなさい。

ヨハネの黙示録 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。また、十四万四千の人々が
小羊と共におり、その額に小羊の名とそ
の父の名とが書かれていた。

以下も参照されたい： #1; #3; #4; イザヤ記 56:3; 使徒言行
録 11:23; コリントの信徒への手紙二 8:5; ヘブライ人への
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手紙 10:19-22; ペトロの手紙一 1:1,2.

E23 救世主は民を回心させるであろう。
G06 聖霊のすみか。
H09 民の将来の預言者。

イザヤ記 57:15 いと高く、いと上なる者、と
こしえに住む者、その名を聖ととなえられ
る者がこう言われる、「わたしは高く、聖な
る所に住み、また心砕けて、へりくだる者と
共に住み、へりくだる者の霊をいかし、砕け
る者の心をいかす。

16 わたしはかぎりなく争わない、また絶えず
怒らない。霊はわたしから出、いのちの息
はわたしがつくったからだ。

17 彼のむさぼりの罪のゆえに、わたしは怒っ
て彼を打ち、わが顔をかくして怒った。しか
し彼はなおそむいて、おのが心の道へ行っ
た。

18 わたしは彼の道を見た。わたしは彼をいや
し、また彼を導き、慰めをもって彼に報い、
悲しめる者のために、くちびるの実を造ろ
う。

マタイによる福音書 19:28 イエスは
彼らに言われた、「よく聞いておくがよ
い。世が改まって、人の子がその栄光の
座につく時には、わたしに従ってきたあ
なたがたもまた、十二の位に座してイス
ラエルの十二の部族をさばくであろう。

ルカによる福音書 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、

ヨハネによる福音書 1:12 しかし、彼を受
けいれた者、すなわち、その名を信じた
人々には、彼は神の子となる力を与えた
のである。

13 それらの人は、血すじによらず、肉の欲
によらず、また、人の欲にもよらず、た
だ神によって生れたのである。

ヨハネによる福音書 3:3 イエスは答えて
言われた、「よくよくあなたに言ってお
く。だれでも新しく生れなければ、神の
国を見ることはできない」。

4 ニコデモは言った、「人は年をとってか
ら生れることが、どうしてできますか。
もう一度、母の胎にはいって生れること
ができましょうか」。

5 イエスは答えられた、「よくよくあなた
に言っておく。だれでも、水と霊とから
生れなければ、神の国にはいることはで
きない。

6 肉から生れる者は肉であり、霊から生れ
る者は霊である。

7 あなたがたは新しく生れなければならな
いと、わたしが言ったからとて、不思議
に思うには及ばない。

8 風は思いのままに吹く。あなたはその音
を聞くが、それがどこからきて、どこへ
行くかは知らない。霊から生れる者もみ
な、それと同じである」。

ガラテヤの信徒への手紙 6:15 割礼のあ
るなしは問題ではなく、ただ、新しく造
られることこそ、重要なのである。

エフェソの信徒への手紙 2:1 さてあな
たがたは、先には自分の罪過と罪とによ
って死んでいた者であって、

コロサイの信徒への手紙 3:9 互にうそ
を言ってはならない。あなたがたは、古
き人をその行いと一緒に脱ぎ捨て、
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10 造り主のかたちに従って新しくされ、真
の知識に至る新しき人を着たのである。

テトスへの手紙 3:5 わたしたちの行
った義のわざによってではなく、ただ
神のあわれみによって、再生の洗いを受
け、聖霊により新たにされて、わたした
ちは救われたのである。

ヤコブの手紙 1:18 父は、わたした
ちを、いわば被造物の初穂とするため
に、真理の言葉によって御旨のままに、
生み出して下さったのである。

ペトロの手紙一 1:3 ほむべきかな、
わたしたちの主イエス・キリストの父
なる神。神は、その豊かなあわれみによ
り、イエス・キリストを死人の中からよ
みがえらせ、それにより、わたしたちを
新たに生れさせて生ける望みをいだか
せ、

ペトロの手紙一 1:23 あなたがたが新
たに生れたのは、朽ちる種からではな
く、朽ちない種から、すなわち、神の変
ることのない生ける御言によったのであ
る。

ペトロの手紙一 2:2 今生れたばかり
の乳飲み子のように、混じりけのない
霊の乳を慕い求めなさい。それによって
おい育ち、救に入るようになるためであ
る。

ヨハネの手紙一 2:29 彼の義なるかた
であることがわかれば、義を行う者はみ
な彼から生れたものであることを、知る
であろう。

ヨハネの手紙一 3:9 すべて神から生

れた者は、罪を犯さない。神の種が、
その人のうちにとどまっているからであ
る。また、その人は、神から生れた者で
あるから、罪を犯すことができない。

ヨハネの手紙一 5:1 すべてイエスの
キリストであることを信じる者は、神か
ら生れた者である。すべて生んで下さっ
たかたを愛する者は、そのかたから生れ
た者をも愛するのである。

ヨハネの手紙一 5:4 なぜなら、すべ
て神から生れた者は、世に勝つからであ
る。そして、わたしたちの信仰こそ、世
に勝たしめた勝利の力である。

ヨハネの手紙一 5:18 すべて神から生
れた者は罪を犯さないことを、わたした
ちは知っている。神から生れたかたが彼
を守っていて下さるので、悪しき者が手
を触れるようなことはない。

以下も参照されたい： #2; 詩編 51:10; 詩編 103:9-16; 詩編 
138:6; 詩編 147:3; イザヤ記 66:2; エレミヤ記 31:33; エレ

ミヤ記 32:40; エゼキエル記 11:19; エゼキエル記 18:31; エ
ゼキエル記 36:26,27; マタイによる福音書 5:3; ルカによる
福音書 15:20-24; ヨハネによる福音書 14:23; ローマの信
徒への手紙 5:21; コリントの信徒への手紙二 5:17; エフェ
ソの信徒への手紙 2:5,8,10; フィリピの信徒への手紙 2:13; 

コロサイの信徒への手紙 1:13; コロサイの信徒への手紙 
2:13; ヤコブの手紙 4:6.

E24 救世主は平和をもたらすであろう。

イザヤ記 57:19 遠い者にも近い者にも平安
あれ、平安あれ、わたしは彼をいやそう」と
主は言われる。

ルカによる福音書 2:14 「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」。
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エフェソの信徒への手紙 2:14 キリスト
はわたしたちの平和であって、二つのも
のを一つにし、敵意という隔ての中垣を
取り除き、ご自分の肉によって、

15 数々の規定から成っている戒めの律法
を廃棄したのである。それは、彼にあっ
て、二つのものをひとりの新しい人に造
りかえて平和をきたらせ、

16 十字架によって、二つのものを一つのか
らだとして神と和解させ、敵意を十字架
にかけて滅ぼしてしまったのである。

17 それから彼は、こられた上で、遠く離れ
ているあなたがたに平和を宣べ伝え、ま
た近くにいる者たちにも平和を宣べ伝え
られたのである。

D06 救世主は助言者となるであろう。
D07 救世主は仲介者となるであろう。
E08 救世主の公正。
H06 救世主のとりなし。
     
イザヤ記 59:16 主は人のないのを見られ、

仲に立つ者のないのをあやしまれた。それ
ゆえ、ご自分のかいなをもって、勝利を得、
その義をもって、おのれをささえられた。

詩編 20:6 今わたしは知る、主はそ
の油そそがれた者を助けられることを。
主はその右の手による大いなる勝利をも
ってその聖なる天から彼に答えられるで
あろう。

詩編 80:17 しかしあなたの手をその
右の手の人の上におき、みずからのため
に強くされた人の子の上においてくださ
い。

テモテへの手紙一 2:5 神は唯一であ

り、神と人との間の仲保者もただひとり
であって、それは人なるキリスト・イエ
スである。

ヘブライ人への手紙 9:15 それだから、キ
リストは新しい契約の仲保者なのであ
る。それは、彼が初めの契約のもとで犯
した罪過をあがなうために死なれた結
果、召された者たちが、約束された永遠
の国を受け継ぐためにほかならない。

ヘブライ人への手紙 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』」
。

ヨハネの手紙一 2:1 わたしの子たち
よ。これらのことを書きおくるのは、あ
なたがたが罪を犯さないようになるため
である。もし、罪を犯す者があれば、父
のみもとには、わたしたちのために助け
主、すなわち、義なるイエス・キリスト
がおられる。

以下も参照されたい： 創世記 18:23-32; 詩編 40:7; 詩編 
98:1,2; 詩編 106:23; 詩編 108:6; 詩編 138:7; イザヤ記 63:5; 

エレミヤ記 5:1; エゼキエル記 22:30.

E08 救世主の公正。

イザヤ記 59:17 主は義を胸当としてまと
い、救のかぶとをその頭にいただき、報復
の衣をまとって着物とし、熱心を外套として
身を包まれた。

イザヤ記 11:5 正義はその腰の帯とな
り、忠信はその身の帯となる。

ローマの信徒への手紙 13:12 夜はふ
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け、日が近づいている。それだから、わ
たしたちは、やみのわざを捨てて、光の
武具を着けようではないか。

コリントの信徒への手紙二 6:7 真理の言
葉と神の力とにより、左右に持っている
義の武器により、

エフェソの信徒への手紙 6:14 すなわ
ち、立って真理の帯を腰にしめ、正義の
胸当を胸につけ、

15 平和の福音の備えを足にはき、
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。

17 また、救のかぶとをかぶり、御霊の剣、
すなわち、神の言を取りなさい。

テサロニケの信徒への手紙一 5:8 しかし、
わたしたちは昼の者なのだから、信仰と
愛との胸当を身につけ、救の望みのかぶ
とをかぶって、慎んでいよう。

ヨハネの黙示録 19:11 またわたしが見
ていると、天が開かれ、見よ、そこに白
い馬がいた。それに乗っているかたは、
「忠実で真実な者」と呼ばれ、義によっ
てさばき、また、戦うかたである。

以下も参照されたい： イザヤ記 51:9.

D05 救世主は贖い主となるであろう。
H02 将来の救世主による裁き。
H03 救世主の未来の御国。

イザヤ記 59:18 主は彼らの行いにしたがっ
て報いをなし、あだにむかって怒り、敵にむ
かって報いをなし、海沿いの国 に々むかっ
て報いをされる。

19 こうして、人々 は西の方から主の名を恐れ、
日の出る方からその栄光を恐れる。主は、
せき止めた川を、そのいぶきで押し流すよ
うに、こられるからである。

20 主は言われる、「主は、あがなう者としてシ
オンにきたり、ヤコブのうちの、とがを離れ
る者に至る」と。

イザヤ記 11:10 その日、エッサイの根が
立って、もろもろの民の旗となり、もろ
もろの国びとはこれに尋ね求め、その置
かれる所に栄光がある。

マラキ記 1:11 日の出る所から没する所
まで、国々のうちにわが名はあがめられ
ている。また、どこでも香と清いささげ
物が、わが名のためにささげられる。こ
れはわが名が国々のうちにあがめられて
いるからであると、万軍の主は言われ
る。

マタイによる福音書 16:27 人の子は
父の栄光のうちに、御使たちを従えて来
るが、その時には、実際のおこないに応
じて、それぞれに報いるであろう。

ローマの信徒への手紙 11:25 兄弟たち
よ。あなたがたが知者だと自負すること
のないために、この奥義を知らないでい
てもらいたくない。一部のイスラエル人
がかたくなになったのは、異邦人が全部
救われるに至る時までのことであって、

26 こうして、イスラエル人は、すべて救
われるであろう。すなわち、次のように
書いてある、／「救う者がシオンからき
て、／ヤコブから不信心を追い払うであ
ろう。

27 そして、これが、彼らの罪を除き去る時
に、／彼らに対して立てるわたしの契約
である」。
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ヨハネの黙示録 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」。

以下も参照されたい： #1; #2; #4; #5; レビ記 25:25,26; ル
ツ記 4:1-22; イザヤ記 41:14; イザヤ記 44:6,24; イザヤ記 
48:17; イザヤ記 49:7; イザヤ記 54:5,8; イザヤ記 60:16; イ
ザヤ記 63:16; エレミヤ記 14:8; コリントの信徒への手紙
二 1:10; ガラテヤの信徒への手紙 4:5; テモテへの手紙二 

4:18; テトスへの手紙 2:14; ヘブライ人への手紙 2:15; ペト
ロの手紙二 2:9.

E20 救世主は新しい契約を結ぶであろう。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

イザヤ記 59:21 主は言われる、「わたしが彼
らと立てる契約はこれである。あなたの上
にあるわが霊、あなたの口においたわが言
葉は、今から後とこしえに、あなたの口か
ら、あなたの子らの口から、あなたの子ら
の子の口から離れることはない」と。

エレミヤ記 31:31 主は言われる、
見よ、わたしがイスラエルの家とユダの
家とに新しい契約を立てる日が来る。

32 この契約はわたしが彼らの先祖をその手
をとってエジプトの地から導き出した日
に立てたようなものではない。わたしは
彼らの夫であったのだが、彼らはそのわ
たしの契約を破ったと主は言われる。

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。

34 人はもはや、おのおのその隣とその兄弟
に教えて、『あなたは主を知りなさい』

とは言わない。それは、彼らが小より大
に至るまで皆、わたしを知るようになる
からであると主は言われる。わたしは彼
らの不義をゆるし、もはやその罪を思わ
ない」。

ルカによる福音書 11:13 このように、あ
なたがたは悪い者であっても、自分の子
供には、良い贈り物をすることを知って
いるとすれば、天の父はなおさら、求め
て来る者に聖霊を下さらないことがあろ
うか」。

ローマの信徒への手紙 9:6 しかし、神の言
が無効になったというわけではない。な
ぜなら、イスラエルから出た者が全部イ
スラエルなのではなく、

7 また、アブラハムの子孫だからといっ
て、その全部が子であるのではないから
である。かえって「イサクから出る者
が、あなたの子孫と呼ばれるであろう」
。

8 すなわち、肉の子がそのまま神の子なの
ではなく、むしろ約束の子が子孫として
認められるのである。

ヘブライ人への手紙 8:8 ところが、神は
彼らを責めて言われた、／「主は言われ
る、見よ、／わたしがイスラエルの家お
よびユダの家と、／新しい契約を結ぶ日
が来る。

9 それは、わたしが彼らの先祖たちの手を
とって、／エジプトの地から導き出した
日に、／彼らと結んだ契約のようなもの
ではない。彼らがわたしの契約にとどま
ることをしないので、／わたしも彼らを
かえりみなかったからであると、／主が
言われる。

10 わたしが、それらの日の後、イスラエル
の家と立て／ようとする契約はこれであ
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る、と主が言われる。すなわち、わたし
の律法を彼らの思いの中に入れ、／彼ら
の心に書きつけよう。こうして、わたし
は彼らの神となり、／彼らはわたしの民
となるであろう。

以下も参照されたい： #1; #2; マタイによる福音書 26:26-
29.

B14 救世主は神の栄光を知らせる。
C01 救世主の誕生は予言されている。
E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで

あろう。
H03 救世主の未来の御国。
     
イザヤ記 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。

2 見よ、暗きは地をおおい、やみはもろもろ
の民をおおう。しかし、あなたの上には主
が朝日のごとくのぼられ、主の栄光があな
たの上にあらわれる。

3 もろもろの国は、あなたの光に来、もろも
ろの王は、のぼるあなたの輝きに来る。

4 あなたの目をあげて見まわせ、彼らはみな
集まってあなたに来る。あなたの子らは遠
くから来、あなたの娘らは、かいなにいだ
かれて来る。

5 その時あなたは見て、喜びに輝き、あなた
の心はどよめき、かつ喜ぶ。海の富が移っ
てあなたに来、もろもろの国の宝が、あな
たに来るからである。

マタイによる福音書 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、父と子と聖霊との名によ
って、彼らにバプテスマを施し、

ルカによる福音書 2:30 わたしの目が今
あなたの救を見たのですから。

31 この救はあなたが万民のまえにお備えに
なったもので、

32 異邦人を照す啓示の光、み民イスラエル
の栄光であります」。

ルカによる福音書 24:47 そして、その名
によって罪のゆるしを得させる悔改め
が、エルサレムからはじまって、もろも
ろの国民に宣べ伝えられる。

ヨハネによる福音書 1:9 すべての人を照
すまことの光があって、世にきた。

ヨハネによる福音書 8:12 イエスは、また
人々に語ってこう言われた、「わたしは
世の光である。わたしに従って来る者
は、やみのうちを歩くことがなく、命の
光をもつであろう」。

使徒言行録 13:47 主はわたしたち
に、こう命じておられる、／『わたし
は、あなたを立てて異邦人の光とした。
あなたが地の果までも救をもたらすため
である』」。

使徒言行録 26:18 それは、彼らの
目を開き、彼らをやみから光へ、悪魔の
支配から神のみもとへ帰らせ、また、彼
らが罪のゆるしを得、わたしを信じる信
仰によって、聖別された人々に加わるた
めである』。

ローマの信徒への手紙 11:11 そこで、
わたしは問う、「彼らがつまずいたの
は、倒れるためであったのか」。断じて
そうではない。かえって、彼らの罪過に
よって、救が異邦人に及び、それによっ
てイスラエルを奮起させるためである。

12 しかし、もし、彼らの罪過が世の富と
なり、彼らの失敗が異邦人の富となった
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とすれば、まして彼らが全部救われたな
ら、どんなにかすばらしいことであろ
う。

13 そこでわたしは、あなたがた異邦人に言
う。わたし自身は異邦人の使徒なのであ
るから、わたしの務を光栄とし、

14 どうにかしてわたしの骨肉を奮起させ、
彼らの幾人かを救おうと願っている。

15 もし彼らの捨てられたことが世の和解と
なったとすれば、彼らの受けいれられる
ことは、死人の中から生き返ることでは
ないか。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4; #5; マタイによる
福音書 15:14; マタイによる福音書 23:19,24; 使徒言行録 
14:16; 使徒言行録 17:30,31; ローマの信徒への手紙 15:9-

12; エフェソの信徒への手紙 5:14.

B21 救世主は光である。
G05 救世主はたくさんの実を見るであろ

う。
H03 救世主の未来の御国。
H05 救世主の来たる栄光と権威。
H09 民の将来の預言者。
H11 救世主は栄光を受けるであろう。

イザヤ記 60:6-7
イザヤ記 60:8 雲のように飛び、はとがそ

の小屋に／飛び帰るようにして来る者はだ
れか。

9 海沿いの国々はわたしを待ち望み、タルシ
シの船はいや先に／あなたの子らを遠くか
ら載せて来、また彼らの金銀を共に載せて
来て、あなたの神、主の名にささげ、イスラ
エルの聖者にささげる。主があなたを輝か
されたからである。

10 異邦人はあなたの城壁を築き、彼らの王た
ちはあなたに仕える。わたしは怒りをもっ
てあなたを打ったけれども、また恵みをも
ってあなたをあわれんだからである。

11 あなたの門は常に開いて、昼も夜も閉ざす
ことはない。これは人々 が国々の宝をあな
たに携えて来、その王たちを率いて来るた
めである。

イザヤ記 60:12-15
イザヤ記 60:16 あなたはまた、もろもろの

国の乳を吸い、王たちの乳ぶさを吸い、そ
して主なるわたしが、あなたの救主、また、
あなたのあがない主、ヤコブの全能者であ
ることを知るにいたる。

17 わたしは青銅の代りに黄金を携え、くろが
ねの代りにしろがねを携え、木の代りに青
銅を、石の代りに鉄を携えてきて、あなたの
まつりごとを平和にし、あなたのつかさび
とを正しくする。

18 暴虐は、もはやあなたの地に聞かれず、荒
廃と滅亡は、もはやあなたの境のうちに聞
かれず、あなたはその城壁を「救」ととな
え、その門を「誉」ととなえる。

19 昼は、もはや太陽があなたの光とならず、
夜も月が輝いてあなたを照さず、主はとこ
しえにあなたの光となり、あなたの神はあ
なたの栄えとなられる。

20 あなたの太陽は再び没せず、あなたの月は
かけることがない。主がとこしえにあなた
の光となり、あなたの悲しみの日が終るか
らである。

21 あなたの民はことごとく正しい者となって、
とこしえに地を所有する。彼らはわたしの
植えた若枝、わが手のわざ、わが栄光をあ
らわすものとなる。

詩編 37:29 正しい者は国を継ぎ、と
こしえにその中に住むことができる。

詩編 72:11 もろもろの王は彼の前に
ひれ伏し、もろもろの国民は彼に仕える
ように。

イザヤ記 26:1 その日ユダの国で、この
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歌をうたう、「われわれは堅固な町をも
つ。主は救をその石がきとし、またとり
でとされる。

2 門を開いて、信仰を守る正しい国民を入
れよ。

イザヤ記 49:23 もろもろの王は、あなた
の養父となり、その王妃たちは、あなた
の乳母となり、彼らはその顔を地につけ
て、あなたにひれ伏し、あなたの足のち
りをなめる。こうして、あなたはわたし
が主であることを知る。わたしを待ち望
む者は恥をこうむることがない」。

ヨハネによる福音書 9:5 わたしは、この
世にいる間は、世の光である」。

ヨハネによる福音書 12:28 父よ、み
名があがめられますように」。すると天
から声があった、「わたしはすでに栄光
をあらわした。そして、更にそれをあら
わすであろう」。

ヨハネによる福音書 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。

2 わたしにつながっている枝で実を結ばな
いものは、父がすべてこれをとりのぞ
き、実を結ぶものは、もっと豊かに実ら
せるために、手入れしてこれをきれいに
なさるのである。

ヨハネによる福音書 15:8 あなたがたが実
を豊かに結び、そしてわたしの弟子とな
るならば、それによって、わたしの父は
栄光をお受けになるであろう。

ローマの信徒への手紙 1:17 神の義
は、その福音の中に啓示され、信仰に始
まり信仰に至らせる。これは、「信仰に

よる義人は生きる」と書いてあるとおり
である。

ローマの信徒への手紙 5:19 すなわ
ち、ひとりの人の不従順によって、多く
の人が罪人とされたと同じように、ひと
りの従順によって、多くの人が義人とさ
れるのである。

エフェソの信徒への手紙 2:10 わたした
ちは神の作品であって、良い行いをする
ように、キリスト・イエスにあって造ら
れたのである。神は、わたしたちが、良
い行いをして日を過ごすようにと、あら
かじめ備えて下さったのである。

ペトロの手紙二 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。

ヨハネの黙示録 21:12 それには大き
な、高い城壁があって、十二の門があ
り、それらの門には、十二の御使がお
り、イスラエルの子らの十二部族の名
が、それに書いてあった。

13 東に三つの門、北に三つの門、南に三つ
の門、西に三つの門があった。

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。

ヨハネの黙示録 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。

25 都の門は、終日、閉ざされることはな
い。そこには夜がないからである。
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26 人々は、諸国民の光栄とほまれとをそこ
に携えて来る。

27 しかし、汚れた者や、忌むべきこと及び
偽りを行う者は、その中に決してはいれ
ない。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。

ヨハネの黙示録 22:5 夜は、もはやな
い。あかりも太陽の光も、いらない。主
なる神が彼らを照し、そして、彼らは世
々限りなく支配する。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4; #5; 詩編 1:5; 詩編 
112:1-6; イザヤ記 57:13.

D01 救世主の塗油。
E06 救世主の使命と召命。
E15 救世主は嬉しい知らせをもたらすであ

ろう。
H11 救世主は栄光を受けるであろう。
     
イザヤ記 61:1 主なる神の霊がわたしに臨

んだ。これは主がわたしに油を注いで、貧
しい者に福音を宣べ伝えることをゆだね、
わたしをつかわして心のいためる者をいや
し、捕われ人に放免を告げ、縛られている
者に解放を告げ、

2 主の恵みの年と／われわれの神の報復の日
とを告げさせ、また、すべての悲しむ者を
慰め、

3 シオンの中の悲しむ者に喜びを与え、灰に
かえて冠を与え、悲しみにかえて喜びの油
を与え、憂いの心にかえて、さんびの衣を与
えさせるためである。こうして、彼らは義の
かしの木ととなえられ、主がその栄光をあ
らわすために／植えられた者ととなえられ
る。

イザヤ記 57:15 いと高く、いと上なる
者、とこしえに住む者、その名を聖とと

なえられる者がこう言われる、「わたし
は高く、聖なる所に住み、また心砕け
て、へりくだる者と共に住み、へりくだ
る者の霊をいかし、砕ける者の心をいか
す。

マタイによる福音書 3:16 イエスはバプテ
スマを受けるとすぐ、水から上がられ
た。すると、見よ、天が開け、神の御霊
がはとのように自分の上に下ってくるの
を、ごらんになった。

17 また天から声があって言った、「これは
わたしの愛する子、わたしの心にかなう
者である」。

マタイによる福音書 5:4 悲しんでいる人
たちは、さいわいである、彼らは慰めら
れるであろう。

5 柔和な人たちは、さいわいである、彼ら
は地を受けつぐであろう。

ルカによる福音書 4:17 すると預言者イ
ザヤの書が手渡されたので、その書を開
いて、こう書いてある所を出された、

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」。

20 イエスは聖書を巻いて係りの者に返し、
席に着かれると、会堂にいるみんなの者
の目がイエスに注がれた。

21 そこでイエスは、「この聖句は、あなた
がたが耳にしたこの日に成就した」と説
きはじめられた。
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ヨハネによる福音書 1:32 ヨハネはまたあ
かしをして言った、「わたしは、御霊が
はとのように天から下って、彼の上にと
どまるのを見た。

33 わたしはこの人を知らなかった。しか
し、水でバプテスマを授けるようにと、
わたしをおつかわしになったそのかた
が、わたしに言われた、『ある人の上
に、御霊が下ってとどまるのを見たら、
その人こそは、御霊によってバプテスマ
を授けるかたである』。

34 わたしはそれを見たので、このかたこ
そ神の子であると、あかしをしたのであ
る」。

ヨハネによる福音書 15:11 わたしが
これらのことを話したのは、わたしの喜
びがあなたがたのうちにも宿るため、ま
た、あなたがたの喜びが満ちあふれるた
めである。

コリントの信徒への手紙二 6:2 神はこう
言われる、／「わたしは、恵みの時にあ
なたの願いを聞きいれ、／救の日にあな
たを助けた」。見よ、今は恵みの時、見
よ、今は救の日である。

コリントの信徒への手紙二 7:9 今は喜ん
でいる。それは、あなたがたが悲しんだ
からではなく、悲しんで悔い改めるに至
ったからである。あなたがたがそのよう
に悲しんだのは、神のみこころに添うた
ことであって、わたしたちからはなんの
損害も受けなかったのである。

10 神のみこころに添うた悲しみは、悔いの
ない救を得させる悔改めに導き、この世
の悲しみは死をきたらせる。

以下も参照されたい： #1; 詩編 30:11; イザヤ記 12:1; エゼ
キエル記 16:8-13; ヨハネによる福音書 14:14-26; テトス

への手紙 3:4-6.

E20 救世主は新しい契約を結ぶであろう。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。
   
イザヤ記 61:4 彼らはいにしえの荒れた所

を建てなおし、さきに荒れすたれた所を興
し、荒れた町 を々新たにし、世々すたれた所
を再び建てる。

5 外国人は立ってあなたがたの群れを飼い、
異邦人はあなたがたの畑を耕す者となり、
ぶどうを作る者となる。

6 しかし、あなたがたは主の祭司ととなえら
れ、われわれの神の役者と呼ばれ、もろも
ろの国の富を食べ、彼らの宝を得て喜ぶ。

7 あなたがたは、さきに受けた恥にかえて、二
倍の賜物を受け、はずかしめにかえて、そ
の嗣業を得て楽しむ。それゆえ、あなたが
たはその地にあって、二倍の賜物を獲、とこ
しえの喜びを得る。

8 主なるわたしは公平を愛し、強奪と邪悪を
憎み、真実をもって彼らに報いを与え、彼ら
と、とこしえの契約を結ぶからである。

9 彼らの子孫は、もろもろの国の中で知ら
れ、彼らの子らは、もろもろの民の中に知
られる。すべてこれを見る者は／これが主
の祝福された民であることを認める。

使徒言行録 20:28 どうか、あなた
がた自身に気をつけ、また、すべての
群れに気をくばっていただきたい。聖霊
は、神が御子の血であがない取られた神
の教会を牧させるために、あなたがたを
その群れの監督者にお立てになったので
ある。

ヘブライ人への手紙 8:8 ところが、神は
彼らを責めて言われた、／「主は言われ
る、見よ、／わたしがイスラエルの家お
よびユダの家と、／新しい契約を結ぶ日
が来る。

イザヤ記
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9 それは、わたしが彼らの先祖たちの手を
とって、／エジプトの地から導き出した
日に、／彼らと結んだ契約のようなもの
ではない。彼らがわたしの契約にとどま
ることをしないので、／わたしも彼らを
かえりみなかったからであると、／主が
言われる。

10 わたしが、それらの日の後、イスラエル
の家と立て／ようとする契約はこれであ
る、と主が言われる。すなわち、わたし
の律法を彼らの思いの中に入れ、／彼ら
の心に書きつけよう。こうして、わたし
は彼らの神となり、／彼らはわたしの民
となるであろう。

11 彼らは、それぞれ、その同胞に、／ま
た、それぞれ、その兄弟に、／主を知
れ、と言って教えることはなくなる。な
ぜなら、大なる者から小なる者に至るま
で、／彼らはことごとく、／わたしを知
るようになるからである。

12 わたしは、彼らの不義をあわれみ、／
もはや、彼らの罪を思い出すことはしな
い」。

13 神は、「新しい」と言われたことによ
って、初めの契約を古いとされたのであ
る。年を経て古びたものは、やがて消え
ていく。

ペトロの手紙一 2:9 しかし、あなた
がたは、選ばれた種族、祭司の国、聖な
る国民、神につける民である。それによ
って、暗やみから驚くべきみ光に招き入
れて下さったかたのみわざを、あなたが
たが語り伝えるためである。

ペトロの手紙一 5:1 そこで、あなた
がたのうちの長老たちに勧める。わたし
も、長老のひとりで、キリストの苦難に
ついての証人であり、また、やがて現れ
ようとする栄光にあずかる者である。

2 あなたがたにゆだねられている神の羊の
群れを牧しなさい。しいられてするので
はなく、神に従って自ら進んでなし、恥
ずべき利得のためではなく、本心から、
それをしなさい。

3 また、ゆだねられた者たちの上に権力を
ふるうことをしないで、むしろ、群れの
模範となるべきである。

4 そうすれば、大牧者が現れる時には、し
ぼむことのない栄光の冠を受けるであろ
う。

ヨハネの黙示録 1:6 わたしたちを、
その父なる神のために、御国の民とし、
祭司として下さったかたに、世々限り
なく栄光と権力とがあるように、アァメ
ン。

ヨハネの黙示録 5:10 わたしたちの神
のために、彼らを御国の民とし、祭司と
なさいました。彼らは地上を支配するに
至るでしょう」。

ヨハネの黙示録 20:6 この第一の復活
にあずかる者は、さいわいな者であり、
また聖なる者である。この人たちに対し
ては、第二の死はなんの力もない。彼ら
は神とキリストとの祭司となり、キリス
トと共に千年の間、支配する。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4; #5.
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E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

G05 救世主はたくさんの実を見るであろ
う。

H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

イザヤ記 61:10 わたしは主を大いに喜び、
わが魂はわが神を楽しむ。主がわたしに救
の衣を着せ、義の上衣をまとわせて、花婿
が冠をいただき、花嫁が宝玉をもって飾る
ようにされたからである。

11 地が芽をいだし、園がまいたものを生やす
ように、主なる神は義と誉とを、もろもろの
国の前に、生やされる。

創世記 3:11 神は言われた、「あなた
が裸であるのを、だれが知らせたのか。
食べるなと、命じておいた木から、あな
たは取って食べたのか」。

ルカによる福音書 1:46 するとマリヤは
言った、「わたしの魂は主をあがめ、

47 わたしの霊は救主なる神をたたえます。

コリントの信徒への手紙二 5:2 そして、
天から賜わるそのすみかを、上に着よう
と切に望みながら、この幕屋の中で苦し
みもだえている。

3 それを着たなら、裸のままではいないこ
とになろう。

ヨハネの黙示録 3:5 勝利を得る者
は、このように白い衣を着せられるので
ある。わたしは、その名をいのちの書か
ら消すようなことを、決してしない。ま
た、わたしの父と御使たちの前で、その
名を言いあらわそう。

ヨハネの黙示録 3:18 そこで、あなた

に勧める。富む者となるために、わたし
から火で精錬された金を買い、また、あ
なたの裸の恥をさらさないため身に着け
るように、白い衣を買いなさい。また、
見えるようになるため、目にぬる目薬を
買いなさい。

ヨハネの黙示録 7:14 わたしは彼に答
えた、「わたしの主よ、それはあなたが
ご存じです」。すると、彼はわたしに言
った、「彼らは大きな患難をとおってき
た人たちであって、その衣を小羊の血で
洗い、それを白くしたのである。

ヨハネの黙示録 19:7 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。

8 彼女は、光り輝く、汚れのない麻布の衣
を着ることを許された。この麻布の衣
は、聖徒たちの正しい行いである」。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4; #5; 創世記 2:25; 創
世記 3:7-15; フィリピの信徒への手紙 4:4; ペトロの手紙一 

1:3-9; ペトロの手紙一 2:9.

E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

イザヤ記 62:1 シオンの義が／朝日の輝き
のようにあらわれいで、エルサレムの救が
燃えるたいまつの様になるまで、わたしは
シオンのために黙せず、エルサレムのため
に休まない。

2 もろもろの国はあなたの義を見、もろもろ
の王は皆あなたの栄えを見る。そして、あ
なたは主の口が定められる／新しい名をも
ってとなえられる。

イザヤ記



294

3 また、あなたは主の手にある麗しい冠とな
り、あなたの神の手にある王の冠となる。

使徒言行録 9:15 しかし、主は仰せになっ
た、「さあ、行きなさい。あの人は、異
邦人たち、王たち、またイスラエルの子
らにも、わたしの名を伝える器として、
わたしが選んだ者である。

コリントの信徒への手紙一 9:25 しかし、
すべて競技をする者は、何ごとにも節制
をする。彼らは朽ちる冠を得るためにそ
うするが、わたしたちは朽ちない冠を得
るためにそうするのである。

フィリピの信徒への手紙 4:1 だから、
わたしの愛し慕っている兄弟たちよ。わ
たしの喜びであり冠である愛する者たち
よ。このように、主にあって堅く立ちな
さい。

テモテへの手紙二 4:8 今や、義の冠が
わたしを待っているばかりである。かの
日には、公平な審判者である主が、それ
を授けて下さるであろう。わたしばかり
ではなく、主の出現を心から待ち望んで
いたすべての人にも授けて下さるであろ
う。

ヤコブの手紙 1:12 試錬を耐え忍ぶ
人は、さいわいである。それを忍びとお
したなら、神を愛する者たちに約束され
たいのちの冠を受けるであろう。

ペトロの手紙一 5:4 そうすれば、大
牧者が現れる時には、しぼむことのない
栄光の冠を受けるであろう。

ヨハネの黙示録 2:10 あなたの受けよ
うとする苦しみを恐れてはならない。見

よ、悪魔が、あなたがたのうちのある者
をためすために、獄に入れようとしてい
る。あなたがたは十日の間、苦難にあう
であろう。死に至るまで忠実であれ。そ
うすれば、いのちの冠を与えよう。

ヨハネの黙示録 2:17 耳のある者は、
御霊が諸教会に言うことを聞くがよい。
勝利を得る者には、隠されているマナを
与えよう。また、白い石を与えよう。こ
の石の上には、これを受ける者のほかだ
れも知らない新しい名が書いてある』。

ヨハネの黙示録 3:11 わたしは、すぐ
に来る。あなたの冠がだれにも奪われな
いように、自分の持っているものを堅く
守っていなさい。

ヨハネの黙示録 4:4 また、御座のま
わりには二十四の座があって、二十四
人の長老が白い衣を身にまとい、頭に金
の冠をかぶって、それらの座についてい
た。

ヨハネの黙示録 4:10 二十四人の長老
は、御座にいますかたのみまえにひれ伏
し、世々限りなく生きておられるかたを
拝み、彼らの冠を御座のまえに、投げ出
して言った、

11 「われらの主なる神よ、あなたこそは、
栄光とほまれと力とを受けるにふさわし
いかた。あなたは万物を造られました。
御旨によって、万物は存在し、また造ら
れたのであります」。

ヨハネの黙示録 12:1 また、大いなる
しるしが天に現れた。ひとりの女が太陽
を着て、足の下に月を踏み、その頭に十
二の星の冠をかぶっていた。
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以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4; #5; マタイによる福
音書 27:29; テサロニケの信徒への手紙一 2:19; ヨハネの黙

示録 6:2; ヨハネの黙示録 14:14.

B20 王の民に対する愛。
B23 神と救世主の恩寵。
E20 救世主は新しい契約を結ぶであろう。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

イザヤ記 62:4 あなたはもはや「捨てられ
た者」と言われず、あなたの地はもはや「
荒れた者」と言われず、あなたは「わが喜
びは彼女にある」ととなえられ、あなたの
地は「配偶ある者」ととなえられる。主は
あなたを喜ばれ、あなたの地は配偶を得る
からである。

5 若い者が処女をめとるように／あなたの子
らはあなたをめとり、花婿が花嫁を喜ぶよ
うに／あなたの神はあなたを喜ばれる。

6 エルサレムよ、わたしはあなたの城壁の上
に見張人をおいて、昼も夜もたえず、もだす
ことのないようにしよう。主に思い出され
ることを求める者よ、みずから休んではな
らない。

7 主がエルサレムを堅く立てて、全地に誉を
得させられるまで、お休みにならぬように
せよ。

8 主はその右の手をさし、大能のかいなをさ
して誓われた、「わたしは再びあなたの穀
物を／あなたの敵に与えて食べさせない。
また、あなたが労して得たぶどう酒を／異
邦人に与えて飲ませない。

9 しかし、穀物を刈り入れた者は／これを食
べて主をほめたたえ、ぶどうを集めた者
は／わが聖所の庭でこれを飲む」。

ホセア記 2:20 わたしは真実をもって、
あなたとちぎりを結ぶ。そしてあなたは
主を知るであろう。

21 主は言われる、その日わたしは天に答
え、天は地に答える。

イザヤ記 54:6 捨てられて心悲しむ妻、
また若い時にとついで出された妻を招く
ように／主はあなたを招かれた」と／あ
なたの神は言われる。

7 「わたしはしばしばあなたを捨てたけれ
ども、大いなるあわれみをもってあなた
を集める。

ゼファニヤ記 3:17 あなたの神、主
はあなたのうちにいまし、勇士であっ
て、勝利を与えられる。彼はあなたのた
めに喜び楽しみ、その愛によってあなた
を新にし、祭の日のようにあなたのため
に喜び呼ばわられる」。

ルカによる福音書 12:32 恐れるな、小さ
い群れよ。御国を下さることは、あなた
がたの父のみこころなのである。

ルカによる福音書 15:7 よく聞きなさ
い。それと同じように、罪人がひとりで
も悔い改めるなら、悔改めを必要としな
い九十九人の正しい人のためにもまさる
大きいよろこびが、天にあるであろう。

ヨハネによる福音書 3:29 花嫁をもつ者は花
婿である。花婿の友人は立って彼の声を聞
き、その声を聞いて大いに喜ぶ。こうして、
この喜びはわたしに満ち足りている。

ヨハネによる福音書 15:11 わたしが
これらのことを話したのは、わたしの喜
びがあなたがたのうちにも宿るため、ま
た、あなたがたの喜びが満ちあふれるた
めである。

ローマの信徒への手紙 9:27 また、イ
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ザヤはイスラエルについて叫んでいる、
／「たとい、イスラエルの子らの数は、
／浜の砂のようであっても、／救われる
のは、残された者だけであろう。

ヨハネの黙示録 19:7 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。

ヨハネの黙示録 21:9 最後の七つの災
害が満ちている七つの鉢を持っていた七
人の御使のひとりがきて、わたしに語っ
て言った、「さあ、きなさい。小羊の妻
なる花嫁を見せよう」。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #5; 申命記 4:31; 申命
記 30:9; 申命記 31:6,8,16-18; ヨシュア記 1:5; サムエル
記上 12:22; 列王記上 19:10; 代誌上 16:31; 詩編 16:11; 

詩編 94:14; イザヤ記 49:14-16; イザヤ記 53:10; イザヤ
記 54:1,6,7; イザヤ記 60:10; イザヤ記 62:12; エレミヤ記 

32:41; エゼキエル記 20:41; ホセア記 1:7-11; ヨハネによる
福音書 17:13; ローマの信徒への手紙 14:17; フィリピの信

徒への手紙 2:2; ヨハネの黙示録 21:2.

E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

E22 救世主の労働は祝福されるであろう。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。
     
イザヤ記 62:10 門を通って行け、通って行

け。民の道を備えよ。土を盛り、土を盛って
大路を設けよ。石を取りのけ。もろもろの民
の上に旗をあげよ。

11 見よ、主は地の果にまで告げて言われた、
「シオンの娘に言え、『見よ、あなたの救は
来る。見よ、その報いは主と共にあり、その
働きの報いは、その前にある』と。

12 彼らは『聖なる民、主にあがなわれた者』
ととなえられ、あなたは『人に尋ね求め
られる者、捨てられない町』ととなえられ

る」。

出エジプト記 17:15 モー?は一つの祭
壇を築いてその名を「主はわが旗」と呼
んだ。

イザヤ記 11:10 その日、エッサイの根が
立って、もろもろの民の旗となり、もろ
もろの国びとはこれに尋ね求め、その置
かれる所に栄光がある。

マタイによる福音書 1:21 彼女は男の子を
産むであろう。その名をイエスと名づけ
なさい。彼は、おのれの民をそのもろも
ろの罪から救う者となるからである」。

マタイによる福音書 3:3 預言者イザヤに
よって、「荒野で呼ばわる者の声がす
る、『主の道を備えよ、その道筋をまっ
すぐにせよ』」と言われたのは、この人
のことである。

マタイによる福音書 21:5 すなわち、「シ
オンの娘に告げよ、見よ、あなたの王が
おいでになる、柔和なおかたで、ろば
に乗って、くびきを負うろばの子に乗っ
て」。

ルカによる福音書 1:17 彼はエリヤの霊
と力とをもって、みまえに先立って行
き、父の心を子に向けさせ、逆らう者に
義人の思いを持たせて、整えられた民を
主に備えるであろう」。

ヨハネによる福音書 3:14 そして、ちょう
どモーセが荒野でへびを上げたように、
人の子もまた上げられなければならな
い。

ローマの信徒への手紙 10:18 しかしわ
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たしは言う、彼らには聞えなかったので
あろうか。否、むしろ／「その声は全地
にひびきわたり、／その言葉は世界のは
てにまで及んだ」。

ヨハネの黙示録 22:12 「見よ、わたし
はすぐに来る。報いを携えてきて、それ
ぞれのしわざに応じて報いよう。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4; #5; 申命記 7:6; 申
命記 26:19; 申命記 28:9; 詩編 98:1-3; 雅歌 5:10; イザヤ記 
18:3; イザヤ記 49:22; イザヤ記 57:14; イザヤ記 59:19; マ

ルコによる福音書 16:15; ローマの信徒への手紙 10:11-18.

D05 救世主は贖い主となるであろう。
D06 救世主は助言者となるであろう。
F11 救世主の受難。
H02 将来の救世主による裁き。

イザヤ記 63:1 「このエドムから来る者、
深紅の衣を着て、ボズラから来る者はだれ
か。その装いは、はなやかに、大いなる力を
もって進み来る者はだれか」。「義をもって
語り、救を施す力あるわたしがそれだ」。

2 「何ゆえあなたの装いは赤く、あなたの衣
は酒ぶねを踏む者のように赤いのか」。

3 「わたしはひとりで酒ぶねを踏んだ。もろ
もろの民のなかに、わたしと事を共にする
者はなかった。わたしは怒りによって彼ら
を踏み、憤りによって彼らを踏みにじった
ので、彼らの血がわが衣にふりかかり、わ
が装いをことごとく汚した。

4 報復の日がわが心のうちにあり、わがあが
ないの年が来たからである。

5 わたしは見たけれども、助ける者はなく、怪
しんだけれども、ささえる者はなかった。そ
れゆえ、わがかいながわたしを勝たせ、わ
が憤りがわたしをささえた。

6 わたしは怒りによって、もろもろの民を踏み
にじり、憤りによって彼らを酔わせ、彼らの

血を、地に流れさせた」。

ルカによる福音書 12:50 しかし、わたし
には受けねばならないバプテスマがあ
る。そして、それを受けてしまうまで
は、わたしはどんなにか苦しい思いをす
ることであろう。

ヨハネによる福音書 16:32 見よ、あ
なたがたは散らされて、それぞれ自分の
家に帰り、わたしをひとりだけ残す時が
来るであろう。いや、すでにきている。
しかし、わたしはひとりでいるのではな
い。父がわたしと一緒におられるのであ
る。

ヘブライ人への手紙 1:3 御子は神の栄光
の輝きであり、神の本質の真の姿であっ
て、その力ある言葉をもって万物を保っ
ておられる。そして罪のきよめのわざを
なし終えてから、いと高き所にいます大
能者の右に、座につかれたのである。

ヨハネの黙示録 14:19 そこで、御使は
そのかまを地に投げ入れて、地のぶどう
を刈り集め、神の激しい怒りの大きな酒
ぶねに投げ込んだ。

20 そして、その酒ぶねが都の外で踏まれ
た。すると、血が酒ぶねから流れ出て、
馬のくつわにとどくほどになり、一千六
百丁にわたってひろがった。

ヨハネの黙示録 19:13 彼は血染めの衣
をまとい、その名は「神の言」と呼ばれ
た。

14 そして、天の軍勢が、純白で、汚れのな
い麻布の衣を着て、白い馬に乗り、彼に
従った。

15 その口からは、諸国民を打つために、鋭
いつるぎが出ていた。彼は、鉄のつえを
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もって諸国民を治め、また、全能者なる
神の激しい怒りの酒ぶねを踏む。

以下も参照されたい： #1; #5; イザヤ記 59:16,17; ヨハネ
の黙示録 6:9-17; ヨハネの黙示録 18:20.

E26 救世主による贖罪の働き。
H03 救世主の未来の御国。

イザヤ記 63:7 わたしは主がわれわれにな
された／すべてのことによって、主のいつく
しみと、主の誉とを語り告げ、また、そのあ
われみにより、その多くのいつくしみによ
って、イスラエルの家に施されたその／大い
なる恵みを語り告げよう。

8 主は言われた、「まことに彼らはわが民、偽
りのない子らである」と。そして主は彼らの
救主となられた。

9 彼らのすべての悩みのとき、主も悩まれ
て、そのみ前の使をもって彼らを救い、その
愛とあわれみとによって彼らをあがない、
いにしえの日、つねに彼らをもたげ、彼らを
携えられた。

マタイによる福音書 14:14 イエスは
舟から上がって、大ぜいの群衆をごらん
になり、彼らを深くあわれんで、そのう
ちの病人たちをおいやしになった。

ローマの信徒への手紙 11:1 そこで、
わたしは問う、「神はその民を捨てたの
であろうか」。断じてそうではない。わ
たしもイスラエル人であり、アブラハム
の子孫、ベニヤミン族の者である。

2 神は、あらかじめ知っておられたその民
を、捨てることはされなかった。聖書が
エリヤについてなんと言っているか、あ
なたがたは知らないのか。すなわち、彼
はイスラエルを神に訴えてこう言った。

ローマの信徒への手紙 11:28 福音につ

いて言えば、彼らは、あなたがたのゆえ
に、神の敵とされているが、選びについ
て言えば、父祖たちのゆえに、神に愛せ
られる者である。

テトスへの手紙 3:4 ところが、わた
したちの救主なる神の慈悲と博愛とが現
れたとき、

5 わたしたちの行った義のわざによってで
はなく、ただ神のあわれみによって、再
生の洗いを受け、聖霊により新たにされ
て、わたしたちは救われたのである。

6 この聖霊は、わたしたちの救主イエス・
キリストをとおして、わたしたちの上に
豊かに注がれた。

7 これは、わたしたちが、キリストの恵み
によって義とされ、永遠のいのちを望む
ことによって、御国をつぐ者となるため
である。

ヘブライ人への手紙 2:17 そこで、イエス
は、神のみまえにあわれみ深い忠実な大
祭司となって、民の罪をあがなうため
に、あらゆる点において兄弟たちと同じ
ようにならねばならなかった。

18 主ご自身、試錬を受けて苦しまれたから
こそ、試練の中にある者たちを助けるこ
とができるのである。

ヘブライ人への手紙 4:15 この大祭司は、
わたしたちの弱さを思いやることのでき
ないようなかたではない。罪は犯されな
かったが、すべてのことについて、わた
したちと同じように試錬に会われたので
ある。

ヘブライ人への手紙 5:8 彼は御子であら
れたにもかかわらず、さまざまの苦しみ
によって従順を学び、
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ヨハネの手紙一 4:9 神はそのひとり
子を世につかわし、彼によってわたした
ちを生きるようにして下さった。それに
よって、わたしたちに対する神の愛が明
らかにされたのである。

10 わたしたちが神を愛したのではなく、神
がわたしたちを愛して下さって、わたし
たちの罪のためにあがないの供え物とし
て、御子をおつかわしになった。ここに
愛がある。

ヨハネの手紙一 4:14 わたしたちは、
父が御子を世の救主としておつかわしに
なったのを見て、そのあかしをするので
ある。

ヨハネの黙示録 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
から、恵みと平安とが、あなたがたにあ
るように。わたしたちを愛し、その血に
よってわたしたちを罪から解放し、

以下も参照されたい： #1; #2; 創世記 22:11-17; 創世記 
48:16; イザヤ記 41:8; イザヤ記 43:11; イザヤ記 46:3,4; エ

レミヤ記 14:8; ホセア記 13:4; マラキ記 3:1.

E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

F03 救世主は拒否されるであろう。

イザヤ記 65:1 わたしはわたしを求めなか
った者に／問われることを喜び、わたしを
尋ねなかった者に／見いだされることを喜
んだ。わたしはわが名を呼ばなかった国民
に言った、「わたしはここにいる、わたしは
ここにいる」と。

2 よからぬ道に歩み、自分の思いに従うそむ
ける民に、わたしはひねもす手を伸べて招
いた。

申命記 32:21 彼らは神でもない者をも
って、／わたしにねたみを起させ、／偶
像をもって、わたしを怒らせた。それゆ
え、わたしは民ともいえない者をもっ
て、／彼らにねたみを起させ、／愚かな
民をもって、彼らを怒らせるであろう。

マタイによる福音書 23:37 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たちを石で
打ち殺す者よ。ちょうど、めんどりが翼
の下にそのひなを集めるように、わたし
はおまえの子らを幾たび集めようとした
ことであろう。それだのに、おまえたち
は応じようとしなかった。

使徒言行録 13:40 だから預言者た
ちの書にかいてある次のようなことが、
あなたがたの身に起らないように気をつ
けなさい。

41 『見よ、侮る者たちよ。驚け、そして滅
び去れ。わたしは、あなたがたの時代に
一つの事をする。それは、人がどんなに
説明して聞かせても、／あなたがたのと
うてい信じないような事なのであ／る』
」。

ローマの信徒への手紙 9:24 神は、こ
のあわれみの器として、またわたしたち
をも、ユダヤ人の中からだけではなく、
異邦人の中からも召されたのである。

25 それは、ホセアの書でも言われていると
おりである、／「わたしは、わたしの民
でない者を、／わたしの民と呼び、／愛
されなかった者を、愛される者と呼ぶで
あろう。

26 あなたがたはわたしの民ではないと、／
彼らに言ったその場所で、／彼らは生け
る神の子らであると、／呼ばれるであろ
う」。
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ローマの信徒への手紙 10:20 イザヤも
大胆に言っている、／「わたしは、わた
しを求めない者たちに見いだされ、／わ
たしを尋ねない者に、自分を現した」。

21 そして、イスラエルについては、／「わ
たしは服従せずに反抗する民に、／終日
わたしの手をさし伸べていた」／と言っ
ている。

以下も参照されたい： 箴言 1:24; ルカによる福音書 13:34; 
ルカによる福音書 19:41,42.

H09 民の将来の預言者。

イザヤ記 65:8 主はこう言われる、「人がぶ
どうのふさの中に、ぶどうのしるのあるのを
見るならば、『それを破るな、その中に祝福
があるから』と言う。そのようにわたしは、
わがしもべらのために行って、ことごとくは
滅ぼさない。

9 わたしはヤコブから子孫をいだし、ユダか
らわが山 を々受けつぐべき者をいだす。わ
たしが選んだ者はこれを受けつぎ、わがし
もべらはそこに住む。

10 シャロンは羊の群れの牧場となり、アコル
の谷は牛の群れの伏す所となって、わたし
を尋ね求めたわが民のものとなる。

創世記 49:10 つえはユダを離れず、／
立法者のつえはその足の間を離れること
なく、／シロの来る時までに及ぶであろ
う。もろもろの民は彼に従う。

イザヤ記 35:2 さかんに花咲き、かつ喜
び楽しみ、かつ歌う。これにレバノンの
栄えが与えられ、カルメルおよびシャロ
ンの麗しさが与えられる。彼らは主の栄
光を見、われわれの神の麗しさを見る。

ホセア記 2:16 主は言われる、その日に

は、あなたはわたしを『わが夫』と呼
び、もはや『わがバアル』とは呼ばな
い。

ローマの信徒への手紙 9:27 また、イ
ザヤはイスラエルについて叫んでいる、
／「たとい、イスラエルの子らの数は、
／浜の砂のようであっても、／救われる
のは、残された者だけであろう。

28 主は、御言をきびしくまたすみやかに、
／地上になしとげられるであろう」。

29 さらに、イザヤは預言した、／「もし、
万軍の主がわたしたちに／子孫を残され
なかったなら、／わたしたちはソドムの
ようになり、／ゴモラと同じようになっ
たであろう」。

ローマの信徒への手紙 11:5 それと同
じように、今の時にも、恵みの選びによ
って残された者がいる。

ローマの信徒への手紙 11:24 なぜな
ら、もしあなたが自然のままの野生のオ
リブから切り取られ、自然の性質に反し
て良いオリブにつがれたとすれば、まし
て、これら自然のままの良い枝は、もっ
とたやすく、元のオリブにつがれないで
あろうか。

25 兄弟たちよ。あなたがたが知者だと自負
することのないために、この奥義を知ら
ないでいてもらいたくない。一部のイス
ラエル人がかたくなになったのは、異邦
人が全部救われるに至る時までのことで
あって、

26 こうして、イスラエル人は、すべて救
われるであろう。すなわち、次のように
書いてある、／「救う者がシオンからき
て、／ヤコブから不信心を追い払うであ
ろう。
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ガラテヤの信徒への手紙 3:29 もしキリ
ストのものであるなら、あなたがたはア
ブラハムの子孫であり、約束による相続
人なのである。

ガラテヤの信徒への手紙 4:7 したがっ
て、あなたがたはもはや僕ではなく、子
である。子である以上、また神による相
続人である。

ヘブライ人への手紙 1:1 神は、むかし
は、預言者たちにより、いろいろな時
に、いろいろな方法で、先祖たちに語ら
れたが、

2 この終りの時には、御子によって、わた
したちに語られたのである。神は御子を
万物の相続者と定め、また、御子によっ
て、もろもろの世界を造られた。

ペトロの手紙一 2:9 しかし、あなた
がたは、選ばれた種族、祭司の国、聖な
る国民、神につける民である。それによ
って、暗やみから驚くべきみ光に招き入
れて下さったかたのみわざを、あなたが
たが語り伝えるためである。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; マタイによる福音書 
24:21; マルコによる福音書 13:20; ローマの信徒への手

紙 11.

H01 救世主の再来は予言されている。
H03 救世主の未来の御国。
H05 救世主の来たる栄光と権威。
   
イザヤ記 65:17 見よ、わたしは新しい天と、

新しい地とを創造する。さきの事はおぼえ
られることなく、心に思い起すことはない。

18 しかし、あなたがたはわたしの創造するも
のにより、とこしえに楽しみ、喜びを得よ。
見よ、わたしはエルサレムを造って喜びと

し、その民を楽しみとする。
イザヤ記 65:19-22
イザヤ記 65:23 彼らの勤労はむだでなく、

その生むところの子らは災にかからない。
彼らは主に祝福された者のすえであって、
その子らも彼らと共におるからである。

24 彼らが呼ばないさきに、わたしは答え、彼ら
がなお語っているときに、わたしは聞く。

25 おおかみと小羊とは共に食らい、ししは牛
のようにわらを食らい、へびはちりを食物
とする。彼らはわが聖なる山のどこでもそ
こなうことなく、やぶることはない」と主は
言われる。

イザヤ記 61:9 彼らの子孫は、もろもろ
の国の中で知られ、彼らの子らは、もろ
もろの民の中に知られる。すべてこれを
見る者は／これが主の祝福された民であ
ることを認める。

ペトロの手紙二 3:12 極力、きよく信
心深い行いをしていなければならない。
その日には、天は燃えくずれ、天体は焼
けうせてしまう。

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。

ヨハネの黙示録 7:16 彼らは、もはや
飢えることがなく、かわくこともない。
太陽も炎暑も、彼らを侵すことはない。

17 御座の正面にいます小羊は彼らの牧者
となって、いのちの水の泉に導いて下さ
るであろう。また神は、彼らの目から涙
をことごとくぬぐいとって下さるであろ
う」。

ヨハネの黙示録 21:1 わたしはまた、
新しい天と新しい地とを見た。先の天と
地とは消え去り、海もなくなってしまっ
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た。
2 また、聖なる都、新しいエルサレムが、

夫のために着飾った花嫁のように用意を
ととのえて、神のもとを出て、天から下
って来るのを見た。

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、

4 人の目から涙を全くぬぐいとって下さ
る。もはや、死もなく、悲しみも、叫び
も、痛みもない。先のものが、すでに過
ぎ去ったからである」。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #5.

E17 救世主は神のために神殿を建てるであ
ろう。

イザヤ記 66:1 主はこう言われる、「天はわ
が位、地はわが足台である。あなたがたは
わたしのためにどんな家を／建てようとす
るのか。またどんな所がわが休み所となる
のか」。

マタイによる福音書 24:2 そこでイエスは
彼らにむかって言われた、「あなたがた
は、これらすべてのものを見ないか。よ
く言っておく。その石一つでもくずされ
ずに、そこに他の石の上に残ることもな
くなるであろう」。

マルコによる福音書 14:58 「わたし
たちはこの人が『わたしは手で造ったこ
の神殿を打ちこわし、三日の後に手で造
られない別の神殿を建てるのだ』と言う
のを聞きました」。

使徒言行録 7:47 けれども、じっさいにそ

の宮を建てたのは、ソロモンであった。
48 しかし、いと高き者は、手で造った家の

内にはお住みにならない。預言者が言っ
ているとおりである、

49 『主が仰せられる、／どんな家をわたし
のために建てるのか。わたしのいこいの
場所は、どれか。天はわたしの王座、／
地はわたしの足台である。

使徒言行録 17:24 この世界と、そ
の中にある万物とを造った神は、天地の
主であるのだから、手で造った宮などに
はお住みにならない。

ヨハネの黙示録 21:22 わたしは、この
都の中には聖所を見なかった。全能者に
して主なる神と小羊とが、その聖所なの
である。

以下も参照されたい： コリントの信徒への手紙一 3:16-
19; コリントの信徒への手紙二 6:16; エフェソの信徒への

手紙 2:21; ヨハネの黙示録 15:5-8.

B15 救世主は共苦に満ちている。

イザヤ記 66:2 主は言われる、「わが手は
すべてこれらの物を造った。これらの物は
ことごとくわたしのものである。しかし、わ
たしが顧みる人はこれである。すなわち、
へりくだって心悔い、わが言葉に恐れおの
のく者である。

マタイによる福音書 5:3 「こころの貧し
い人たちは、さいわいである、天国は彼
らのものである。

使徒言行録 9:6 さあ立って、町にはいっ
て行きなさい。そうすれば、そこであな
たのなすべき事が告げられるであろう」
。
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使徒言行録 16:29 すると、獄吏
は、あかりを手に入れた上、獄に駆け込
んできて、おののきながらパウロとシラ
スの前にひれ伏した。

30 それから、ふたりを外に連れ出して言っ
た、「先生がた、わたしは救われるため
に、何をすべきでしょうか」。

コリントの信徒への手紙一 1:18 十字架の
言は、滅び行く者には愚かであるが、救
にあずかるわたしたちには、神の力であ
る。

19 すなわち、聖書に、／「わたしは知者の
知恵を滅ぼし、／賢い者の賢さをむなし
いものにする」／と書いてある。

フィリピの信徒への手紙 2:12 わたしの
愛する者たちよ。そういうわけだから、
あなたがたがいつも従順であったよう
に、わたしが一緒にいる時だけでなく、
いない今は、いっそう従順でいて、恐れ
おののいて自分の救の達成に努めなさ
い。

ヘブライ人への手紙 1:2 この終りの時に
は、御子によって、わたしたちに語られ
たのである。神は御子を万物の相続者と
定め、また、御子によって、もろもろの
世界を造られた。

ペトロの手紙一 3:4 かくれた内なる
人、柔和で、しとやかな霊という朽ちる
ことのない飾りを、身につけるべきであ
る。これこそ、神のみまえに、きわめて
尊いものである。

以下も参照されたい： イザヤ記 40:26; コロサイの信徒へ
の手紙 1:17.

E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

E19 救世主は慰めるであろう。
E24 救世主は平和をもたらすであろう。
     
イザヤ記 66:10 「すべてエルサレムを愛す

る者よ、彼女と共に喜べ、彼女のゆえに楽
しめ。すべて彼女のために悲しむ者よ、彼
女と共に喜び楽しめ。

11 あなたがたは慰めを与えるエルサレムの乳
ぶさから／乳を吸って飽くことができ、また
その豊かな栄えから／飲んで楽しむことが
できるからだ」。

12 主はこう言われる、「見よ、わたしは川のよ
うに彼女に繁栄を与え、みなぎる流れのよ
うに、もろもろの国の富を与える。あなたが
たは乳を飲み、腰に負われ、ひざの上であ
やされる。

13 母のその子を慰めるように、わたしもあな
たがたを慰める。あなたがたはエルサレム
で慰めを得る。

イザヤ記 66:14-17

イザヤ記 60:16 あなたはまた、もろもろ
の国の乳を吸い、王たちの乳ぶさを吸
い、そして主なるわたしが、あなたの救
主、また、あなたのあがない主、ヤコブ
の全能者であることを知るにいたる。

ゼカリヤ記 14:11 その中には人が
住み、もはやのろいはなく、エルサレム
は安らかに立つ。

ヨハネによる福音書 14:27 わたしは
平安をあなたがたに残して行く。わたし
の平安をあなたがたに与える。わたしが
与えるのは、世が与えるようなものとは
異なる。あなたがたは心を騒がせるな、
またおじけるな。

イザヤ記
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ローマの信徒への手紙 5:1 このように、わ
たしたちは、信仰によって義とされたの
だから、わたしたちの主イエス・キリス
トにより、神に対して平和を得ている。

ペトロの手紙一 2:2 今生れたばかり
の乳飲み子のように、混じりけのない
霊の乳を慕い求めなさい。それによって
おい育ち、救に入るようになるためであ
る。

ヨハネの黙示録 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。

25 都の門は、終日、閉ざされることはな
い。そこには夜がないからである。

26 人々は、諸国民の光栄とほまれとをそこ
に携えて来る。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4; #5.

E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

H01 救世主の再来は予言されている。
H02 将来の救世主による裁き。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

イザヤ記 66:15 見よ、主は火の中にあらわ
れて来られる。その車はつむじ風のよう
だ。激しい怒りをもってその憤りをもらし、
火の炎をもって責められる。

イザヤ記 66:16-17
イザヤ記 66:18 「わたしは彼らのわざと、彼

らの思いとを知っている。わたしは来て、す
べての国民と、もろもろのやからとを集め
る。彼らは来て、わが栄光を見る。

19 わたしは彼らの中に一つのしるしを立て
て、のがれた者をもろもろの国、すなわち

タルシシ、よく弓をひくプトおよびルデ、ト
バル、ヤワン、またわが名声を聞かず、わが
栄光を見ない遠くの海沿いの国 に々つかわ
す。彼らはわが栄光をもろもろの国民の中
に伝える。

イザヤ記 66:20-21
イザヤ記 66:22 「わたしが造ろうとする新し

い天と、新しい地が／わたしの前にながく
とどまるように、あなたの子孫と、あなたの
名は／ながくとどまる」と主は言われる。

23 「新月ごとに、安息日ごとに、すべての人
はわが前に来て礼拝する」と／主は言われ
る。

24 「彼らは出て、わたしにそむいた人々 のしか
ばねを見る。そのうじは死なず、その火は
消えることがない。彼らはすべての人に忌
みきらわれる」。

イザヤ記 2:2 終りの日に次のことが起
る。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、

ヨハネによる福音書 17:2 あなたは、子に
賜わったすべての者に、永遠の命を授け
させるため、万民を支配する権威を子に
お与えになったのですから。

3 永遠の命とは、唯一の、まことの神でい
ますあなたと、また、あなたがつかわさ
れたイエス・キリストとを知ることであ
ります。

4 わたしは、わたしにさせるためにお授け
になったわざをなし遂げて、地上であな
たの栄光をあらわしました。

ローマの信徒への手紙 15:8 わたしは
言う、キリストは神の真実を明らかに
するために、割礼のある者の僕となられ
た。それは父祖たちの受けた約束を保証

イザヤ記
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すると共に、
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」
／と書いてあるとおりである。

10 また、こう言っている、／「異邦人よ、
主の民と共に喜べ」。

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」。

12 またイザヤは言っている、／「エッサイ
の根から芽が出て、／異邦人を治めるた
めに立ち上がる者が来る。異邦人は彼に
望みをおくであろう」。

コリントの信徒への手紙二 5:17 だれでも
キリストにあるならば、その人は新しく
造られた者である。古いものは過ぎ去っ
た、見よ、すべてが新しくなったのであ
る。

テサロニケの信徒への手紙二 1:6 すなわ
ち、あなたがたを悩ます者には患難をも
って報い、悩まされているあなたがたに
は、わたしたちと共に、休息をもって報
いて下さるのが、神にとって正しいこと
だからである。

7 それは、主イエスが炎の中で力ある天使
たちを率いて天から現れる時に実現す
る。

8 その時、主は神を認めない者たちや、わ
たしたちの主イエスの福音に聞き従わな
い者たちに報復し、

9 そして、彼らは主のみ顔とその力の栄光
から退けられて、永遠の滅びに至る刑罰
を受けるであろう。

ヘブライ人への手紙 8:13 神は、「新し
い」と言われたことによって、初めの契

約を古いとされたのである。年を経て古
びたものは、やがて消えていく。

ペトロの手紙二 3:10 しかし、主の日
は盗人のように襲って来る。その日に
は、天は大音響をたてて消え去り、天体
は焼けてくずれ、地とその上に造り出さ
れたものも、みな焼きつくされるであろ
う。

11 このように、これらはみなくずれ落ちて
いくものであるから、神の日の到来を熱
心に待ち望んでいるあなたがたは、

12 極力、きよく信心深い行いをしていなけ
ればならない。その日には、天は燃えく
ずれ、天体は焼けうせてしまう。

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。

ヨハネの黙示録 19:15 その口からは、
諸国民を打つために、鋭いつるぎが出て
いた。彼は、鉄のつえをもって諸国民を
治め、また、全能者なる神の激しい怒り
の酒ぶねを踏む。

ヨハネの黙示録 21:1 わたしはまた、
新しい天と新しい地とを見た。先の天と
地とは消え去り、海もなくなってしまっ
た。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4; #5; 使徒言行録 
11:25,26.
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H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

エレミヤ記 3:14 主は言われる、背信の子ら
よ、帰れ。わたしはあなたがたの夫だから
である。町からひとり、氏族からふたりを取
って、あなたがたをシオンへ連れて行こう。

15 わたしは自分の心にかなう牧者たちをあな
たがたに与える。彼らは知識と悟りとをも
ってあなたがたを養う。

16 主は言われる、あなたがたが地に増して多
くなるとき、その日には、人々 はかさねて「
主の契約の箱」と言わず、これを思い出さ
ず、これを覚えず、これを尋ねず、これを作
らない。

17 そのときエルサレムは主のみ位ととなえら
れ、万国の民はここに集まる。すなわち主
の名のもとにエルサレムに集まり、かさね
て、かたくなに自分の悪い心に従うことは
しない。

18 その日には、ユダの家はイスラエルの家と
一緒になり、北の地から出て、わたしがあ
なたがたの先祖たちに嗣業として与えた地
に共に来る。

19 どのようにして、あなたをわたしの子どもた
ちのうちに置き、万国のうちで最も美しい
嗣業である良い地を／あなたに与えようか
と、わたしは思っていた。わたしはまた、あ
なたがわたしを「わが父」と呼び、わたしに
従って離れることはないと思っていた。

イザヤ記 17:6 オリブの木を打つとき、
二つ三つの実をこずえに残し、あるいは
四つ五つを／みのり多き木の枝に残すよ
うに、とり残されるものがあると／イス
ラエルの神、主は言われる。

エゼキエル記 34:11 主なる神はこう
言われる、見よ、わたしは、わたしみず
からわが羊を尋ねて、これを捜し出す。

12 牧者がその羊の散り去った時、その羊の
群れを捜し出すように、わたしはわが羊
を捜し出し、雲と暗やみの日に散った、
すべての所からこれを救う。

ゼカリヤ記 13:7 万軍の主は言われる、「
つるぎよ、立ち上がってわが牧者を攻め
よ。わたしの次に立つ人を攻めよ。牧者
を撃て、その羊は散る。わたしは手をか
えして、小さい者どもを攻める。

ヨハネによる福音書 4:21 イエスは女に言
われた、「女よ、わたしの言うことを信
じなさい。あなたがたが、この山でも、
またエルサレムでもない所で、父を礼拝
する時が来る。

22 あなたがたは自分の知らないものを拝ん
でいるが、わたしたちは知っているかた
を礼拝している。救はユダヤ人から来る
からである。

23 しかし、まことの礼拝をする者たちが、
霊とまこととをもって父を礼拝する時が
来る。そうだ、今きている。父は、この
ような礼拝をする者たちを求めておられ
るからである。

ヨハネによる福音書 10:1 よくよくあなた
がたに言っておく。羊の囲いにはいるの
に、門からでなく、ほかの所からのり
こえて来る者は、盗人であり、強盗であ
る。

2 門からはいる者は、羊の羊飼である。
3 門番は彼のために門を開き、羊は彼の声

を聞く。そして彼は自分の羊の名をよん
で連れ出す。

4 自分の羊をみな出してしまうと、彼は羊
の先頭に立って行く。羊はその声を知っ
ているので、彼について行くのである。

5 ほかの人には、ついて行かないで逃げ去
る。その人の声を知らないからである」

エレミヤ記
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。

ヨハネによる福音書 21:15 彼らが食
事をすませると、イエスはシモン・ペテ
ロに言われた、「ヨハネの子シモンよ、
あなたはこの人たちが愛する以上に、わ
たしを愛するか」。ペテロは言った、「
主よ、そうです。わたしがあなたを愛す
ることは、あなたがご存じです」。イエ
スは彼に「わたしの小羊を養いなさい」
と言われた。

16 またもう一度彼に言われた、「ヨハネの
子シモンよ、わたしを愛するか」。彼は
イエスに言った、「主よ、そうです。わ
たしがあなたを愛することは、あなたが
ご存じです」。イエスは彼に言われた、
「わたしの羊を飼いなさい」。

17 イエスは三度目に言われた、「ヨハネの
子シモンよ、わたしを愛するか」。ペテ
ロは「わたしを愛するか」とイエスが三
度も言われたので、心をいためてイエス
に言った、「主よ、あなたはすべてをご
存じです。わたしがあなたを愛している
ことは、おわかりになっています」。イ
エスは彼に言われた、「わたしの羊を養
いなさい。

ローマの信徒への手紙 9:27 また、イ
ザヤはイスラエルについて叫んでいる、
／「たとい、イスラエルの子らの数は、
／浜の砂のようであっても、／救われる
のは、残された者だけであろう。

ローマの信徒への手紙 11:26 こうし
て、イスラエル人は、すべて救われるで
あろう。すなわち、次のように書いてあ
る、／「救う者がシオンからきて、／ヤ
コブから不信心を追い払うであろう。

27 そして、これが、彼らの罪を除き去る時
に、／彼らに対して立てるわたしの契約

である」。

ヘブライ人への手紙 9:11 しかしキリスト
がすでに現れた祝福の大祭司としてこら
れたとき、手で造られず、この世界に属
さない、さらに大きく、完全な幕屋をと
おり、

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。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #5; エゼキエル記 
34:13,14; ホセア記 2:20,21; ゼカリヤ記 13:8,9; ルカによ
る福音書 15:11-32; 使徒言行録 20:28; ローマの信徒への

手紙 11:4-6; エフェソの信徒への手紙 4:11,12; ペトロの手
紙一 5:1-4.

E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

エレミヤ記 4:1 主は言われる、「イスラエル
よ、もし、あなたが帰るならば、わたしのも
とに帰らなければならない。もし、あなた
が憎むべき者を／わたしの前から取り除い
て、ためらうことなく、

2 また真実と正義と正直とをもって、『主は
生きておられる』と誓うならば、万国の民
は彼によって祝福を受け、彼によって誇
る」。

使徒言行録 11:1 さて、異邦人たちも神の
言を受けいれたということが、使徒たち
やユダヤにいる兄弟たちに聞えてきた。

使徒言行録 11:18 人々はこれを聞
いて黙ってしまった。それから神をさん
びして、「それでは神は、異邦人にも命
にいたる悔改めをお与えになったのだ」
と言った。

エレミヤ記
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使徒言行録 13:46 パウロとバルナ
バとは大胆に語った、「神の言は、ま
ず、あなたがたに語り伝えられなければ
ならなかった。しかし、あなたがたはそ
れを退け、自分自身を永遠の命にふさわ
しからぬ者にしてしまったから、さあ、
わたしたちはこれから方向をかえて、異
邦人たちの方に行くのだ。

47 主はわたしたちに、こう命じておられ
る、／『わたしは、あなたを立てて異邦
人の光とした。あなたが地の果までも救
をもたらすためである』」。

48 異邦人たちはこれを聞いてよろこび、主
の御言をほめたたえてやまなかった。そ
して、永遠の命にあずかるように定めら
れていた者は、みな信じた。

49 こうして、主の御言はこの地方全体にひ
ろまって行った。

使徒言行録 14:27 彼らは到着早
々、教会の人々を呼び集めて、神が彼ら
と共にいてして下さった数々のこと、ま
た信仰の門を異邦人に開いて下さったこ
となどを、報告した。

ガラテヤの信徒への手紙 3:8 聖書は、
神が異邦人を信仰によって義とされる
ことを、あらかじめ知って、アブラハ
ムに、「あなたによって、すべての国民
は祝福されるであろう」との良い知らせ
を、予告したのである。

以下も参照されたい： 創世記 22:18; 詩編 72:17.

E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

エレミヤ記 10:7 万国の王であるあなたを、
恐れない者がありましょうか。あなたを恐

れるのは当然のことであります。万国のす
べての知恵ある者のうちにも、その国々の
うちにも、あなたに並びうる者はありませ
ん。

マタイによる福音書 28:18 イエスは
彼らに近づいてきて言われた、「わたし
は、天においても地においても、いっさ
いの権威を授けられた。

ルカによる福音書 12:5 恐るべき者がだ
れであるか、教えてあげよう。殺したあ
とで、更に地獄に投げ込む権威のあるか
たを恐れなさい。そうだ、あなたがたに
言っておくが、そのかたを恐れなさい。

ヨハネによる福音書 17:1 これらのことを
語り終えると、イエスは天を見あげて言
われた、「父よ、時がきました。あなた
の子があなたの栄光をあらわすように、
子の栄光をあらわして下さい。

2 あなたは、子に賜わったすべての者に、
永遠の命を授けさせるため、万民を支配
する権威を子にお与えになったのですか
ら。

ヨハネの黙示録 15:4 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。あなただけが聖なるか
たであり、あらゆる国民はきて、あなた
を伏し拝むでしょう。あなたの正しいさ
ばきが、あらわれるに至ったからであり
ます」。

以下も参照されたい： #1; #4; 詩編 22:28; イザヤ記 2:4; エ
レミヤ記 10:6; コリントの信徒への手紙一 1:19,20.

エレミヤ記
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H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

エレミヤ記 12:15 わたしは、彼らを抜き出し
たのちに、また彼らをあわれんで、それぞ
れその嗣業に導き返し、おのおのを、その
地に帰らせる。

エレミヤ記 15:19 それゆえ主はこう仰せられ
る、「もしあなたが帰ってくるならば、もと
のようにして、わたしの前に立たせよう。も
しあなたが、つまらないことを言うのをや
めて、貴重なことを言うならば、わたしの口
のようになる。彼らはあなたの所に帰って
くる。しかしあなたが彼らの所に帰るので
はない。

20 わたしはあなたをこの民の前に、堅固な青
銅の城壁にする。彼らがあなたを攻めて
も、あなたに勝つことはできない。わたしが
あなたと共にいて、あなたを助け、あなた
を救うからであると、主は言われる。

21 わたしはあなたを悪人の手から救い、無慈
悲な人の手からあがなう」。

エレミヤ記 24:6 わたしは彼らに目をかけて
これを恵み、彼らをこの地に返し、彼らを
建てて倒さず、植えて抜かない。

7 わたしは彼らにわたしが主であることを知
る心を与えよう。彼らはわたしの民となり、
わたしは彼らの神となる。彼らは一心にわ
たしのもとに帰ってくる。

エレミヤ記 29:14 わたしはあなたがたに会う
と主は言われる。わたしはあなたがたの繁
栄を回復し、あなたがたを万国から、すべ
てわたしがあなたがたを追いやった所から
集め、かつ、わたしがあなたがたを捕われ
離れさせたそのもとの所に、あなたがたを
導き帰ろうと主は言われる。

ローマの信徒への手紙 11:26 こうし
て、イスラエル人は、すべて救われるで
あろう。すなわち、次のように書いてあ
る、／「救う者がシオンからきて、／ヤ
コブから不信心を追い払うであろう。

27 そして、これが、彼らの罪を除き去る時
に、／彼らに対して立てるわたしの契約
である」。

ヘブライ人への手紙 8:8 ところが、神は
彼らを責めて言われた、／「主は言われ
る、見よ、／わたしがイスラエルの家お
よびユダの家と、／新しい契約を結ぶ日
が来る。

9 それは、わたしが彼らの先祖たちの手を
とって、／エジプトの地から導き出した
日に、／彼らと結んだ契約のようなもの
ではない。彼らがわたしの契約にとどま
ることをしないので、／わたしも彼らを
かえりみなかったからであると、／主が
言われる。

10 わたしが、それらの日の後、イスラエル
の家と立て／ようとする契約はこれであ
る、と主が言われる。すなわち、わたし
の律法を彼らの思いの中に入れ、／彼ら
の心に書きつけよう。こうして、わたし
は彼らの神となり、／彼らはわたしの民
となるであろう。

11 彼らは、それぞれ、その同胞に、／ま
た、それぞれ、その兄弟に、／主を知
れ、と言って教えることはなくなる。な
ぜなら、大なる者から小なる者に至るま
で、／彼らはことごとく、／わたしを知
るようになるからである。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4; #5.
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E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

エレミヤ記 16:14 主は言われる、それゆえ、見
よ、こののち『イスラエルの民をエジプトの
地から導き出した主は生きておられる』と
は言わないで、

15 『イスラエルの民を北の国と、そのすべて
追いやられた国々から導き出した主は生き
ておられる』という日がくる。わたしが彼ら
を、その先祖に与えた彼らの地に導きかえ
すからである。

19 主、わが力、わが城、悩みの時の、のがれ
場よ、万国の民は地の果から／あなたのも
とにきて申します、「われわれの先祖が受
け嗣いだのは、ただ偽りと、役に立たない
つまらない事ばかりです。

詩編 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。

マタイによる福音書 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、父と子と聖霊との名によ
って、彼らにバプテスマを施し、

ルカによる福音書 24:47 そして、その名
によって罪のゆるしを得させる悔改め
が、エルサレムからはじまって、もろも
ろの国民に宣べ伝えられる。

使徒言行録 9:15 しかし、主は仰せになっ
た、「さあ、行きなさい。あの人は、異
邦人たち、王たち、またイスラエルの子
らにも、わたしの名を伝える器として、
わたしが選んだ者である。

使徒言行録 10:45 割礼を受けてい
る信者で、ペテロについてきた人たち
は、異邦人たちにも聖霊の賜物が注がれ
たのを見て、驚いた。

使徒言行録 13:47 主はわたしたち
に、こう命じておられる、／『わたし
は、あなたを立てて異邦人の光とした。
あなたが地の果までも救をもたらすため
である』」。

ガラテヤの信徒への手紙 3:14 それは、
アブラハムの受けた祝福が、イエス・キ
リストにあって異邦人に及ぶためであ
り、約束された御霊を、わたしたちが信
仰によって受けるためである。

ヨハネの黙示録 7:9 その後、わたし
が見ていると、見よ、あらゆる国民、部
族、民族、国語のうちから、数えきれな
いほどの大ぜいの群衆が、白い衣を身に
まとい、しゅろの枝を手に持って、御座
と小羊との前に立ち、

ヨハネの黙示録 15:4 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。あなただけが聖なるか
たであり、あらゆる国民はきて、あなた
を伏し拝むでしょう。あなたの正しいさ
ばきが、あらわれるに至ったからであり
ます」。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4; #5; 使徒言行録 
14:27; 使徒言行録 28:28; ローマの信徒への手紙 10:18; テ

サロニケの信徒への手紙一 2:16.

B08 救世主の全知。

エレミヤ記 17:10 「主であるわたしは心を探

エレミヤ記



311

り、思いを試みる。おのおのに、その道にし
たがい、その行いの実によって報いをする
ためである」。

ヨハネによる福音書 2:25 また人について
あかしする者を、必要とされなかったか
らである。それは、ご自身人の心の中に
あることを知っておられたからである。

ローマの信徒への手紙 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。
なぜなら、御霊は、聖徒のために、神の
御旨にかなうとりなしをして下さるから
である。

ヘブライ人への手紙 4:12 というのは、神
の言は生きていて、力があり、もろ刃の
つるぎよりも鋭くて、精神と霊魂と、関
節と骨髄とを切り離すまでに刺しとおし
て、心の思いと志とを見分けることがで
きる。

13 そして、神のみまえには、あらわでな
い被造物はひとつもなく、すべてのもの
は、神の目には裸であり、あらわにされ
ているのである。この神に対して、わた
したちは言い開きをしなくてはならな
い。

ヨハネの黙示録 2:23 また、この女の
子供たちをも打ち殺そう。こうしてすべ
ての教会は、わたしが人の心の奥底ま
でも探り知る者であることを悟るであろ
う。そしてわたしは、あなたがたひとり
びとりのわざに応じて報いよう。

以下も参照されたい： 詩編 7:9; 詩編 139:1,2,23,24; 箴
言 17:3; エレミヤ記 11:20; エレミヤ記 20:12; エレミヤ記 

32:19.

H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

エレミヤ記 23:3 わたしの群れの残った者
を、追いやったすべての地から集め、再び
これをそのおりに帰らせよう。彼らは子を
産んでその数が多くなる。

4 わたしはこれを養う牧者をその上に立て
る、彼らは再び恐れることなく、またおのの
くことなく、いなくなることもないと、主は
言われる。

7 主は言われる、それゆえ見よ、人々 は『イ
スラエルの民をエジプトの地から導き出さ
れた主は生きておられる』とまた言わない
で、

8 『イスラエルの家の子孫を北の地と、その
すべて追いやられた地から導き出された
神は生きておられる』という日がくる。その
時、彼らは自分の地に住んでいる」。

ヨハネによる福音書 6:39 わたしをつかわ
されたかたのみこころは、わたしに与え
て下さった者を、わたしがひとりも失わ
ずに、終りの日によみがえらせることで
ある。

40 わたしの父のみこころは、子を見て信じ
る者が、ことごとく永遠の命を得ること
なのである。そして、わたしはその人々
を終りの日によみがえらせるであろう」
。

ヨハネによる福音書 10:27 わたしの
羊はわたしの声に聞き従う。わたしは彼
らを知っており、彼らはわたしについて
来る。

28 わたしは、彼らに永遠の命を与える。だ
から、彼らはいつまでも滅びることがな
く、また、彼らをわたしの手から奪い去
る者はない。
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29 わたしの父がわたしに下さったものは、
すべてにまさるものである。そしてだれ
も父のみ手から、それを奪い取ることは
できない。

30 わたしと父とは一つである」。

ヨハネによる福音書 17:12 わたしが
彼らと一緒にいた間は、あなたからいた
だいた御名によって彼らを守り、また保
護してまいりました。彼らのうち、だれ
も滅びず、ただ滅びの子だけが滅びまし
た。それは聖書が成就するためでした。

ヨハネによる福音書 18:9 それは、「あな
たが与えて下さった人たちの中のひとり
も、わたしは失わなかった」とイエスの
言われた言葉が、成就するためである。

ペトロの手紙一 1:5 あなたがたは、
終りの時に啓示さるべき救にあずかるた
めに、信仰により神の御力に守られてい
るのである。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; ミカ記 2:12,13; ヨハネ
による福音書 21:15-17; 使徒言行録 20:28,29; ペトロの手

紙一 5:1-5.

B04 救世主の神聖な属性。
C01 救世主の誕生は予言されている。
D09 メシアは救い主となるであろう。
H03 救世主の未来の御国。

エレミヤ記 23:5 主は仰せられる、見よ、わた
しがダビデのために一つの正しい枝を起す
日がくる。彼は王となって世を治め、栄え
て、公平と正義を世に行う。

6 その日ユダは救を得、イスラエルは安らか
におる。その名は『主はわれわれの正義』
ととなえられる。

マタイによる福音書 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。

マタイによる福音書 1:21 彼女は男の子を
産むであろう。その名をイエスと名づけ
なさい。彼は、おのれの民をそのもろも
ろの罪から救う者となるからである」。

ルカによる福音書 1:32 彼は大いなる者
となり、いと高き者の子と、となえられ
るでしょう。そして、主なる神は彼に父
ダビデの王座をお与えになり、

33 彼はとこしえにヤコブの家を支配し、そ
の支配は限りなく続くでしょう」。

ルカによる福音書 1:71 わたしたちを敵
から、またすべてわたしたちを憎む者の
手から、救い出すためである。

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、

74 わたしたちを敵の手から救い出し、

ルカによる福音書 19:9 イエスは彼に言
われた、「きょう、救がこの家にきた。
この人もアブラハムの子なのだから。

10 人の子がきたのは、失われたものを尋ね
出して救うためである」。

ヨハネによる福音書 1:45 このピリポがナ
タナエルに出会って言った、「わたした
ちは、モーセが律法の中にしるしてお
り、預言者たちがしるしていた人、ヨ
セフの子、ナザレのイエスにいま出会っ
た」。

ローマの信徒への手紙 11:26 こうし
て、イスラエル人は、すべて救われるで
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あろう。すなわち、次のように書いてあ
る、／「救う者がシオンからきて、／ヤ
コブから不信心を追い払うであろう。

27 そして、これが、彼らの罪を除き去る時
に、／彼らに対して立てるわたしの契約
である」。

コリントの信徒への手紙一 1:30 あなたが
たがキリスト・イエスにあるのは、神に
よるのである。キリストは神に立てられ
て、わたしたちの知恵となり、義と聖と
あがないとになられたのである。

ヨハネの黙示録 19:11 またわたしが見
ていると、天が開かれ、見よ、そこに白
い馬がいた。それに乗っているかたは、
「忠実で真実な者」と呼ばれ、義によっ
てさばき、また、戦うかたである。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; 詩編 72:2; イザヤ記 
7:14; イザヤ記 53:10; エレミヤ記 33:15; ゼカリヤ記 3:8; 
ローマの信徒への手紙 3:22; コリントの信徒への手紙二 

5:21; フィリピの信徒への手紙 3:9.

D02 救世主の預言者としての祈り。
E24 救世主は平和をもたらすであろう。

エレミヤ記 28:9 平和を預言する預言者は、
その預言者の言葉が成就するとき、真実に
主がその預言者をつかわされたのであるこ
とが知られるのだ」。

マタイによる福音書 3:17 また天から声が
あって言った、「これはわたしの愛する
子、わたしの心にかなう者である」。

ルカによる福音書 2:14 「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」。

ルカによる福音書 24:36 こう話している
と、イエスが彼らの中にお立ちになっ
た。〔そして「やすかれ」と言われた。
〕

ヨハネによる福音書 14:27 わたしは
平安をあなたがたに残して行く。わたし
の平安をあなたがたに与える。わたしが
与えるのは、世が与えるようなものとは
異なる。あなたがたは心を騒がせるな、
またおじけるな。

使徒言行録 10:36 あなたがたは、
神がすべての者の主なるイエス・キリス
トによって平和の福音を宣べ伝えて、イ
スラエルの子らにお送り下さった御言を
ご存じでしょう。

ローマの信徒への手紙 10:15 つかわさ
れなくては、どうして宣べ伝えることが
あろうか。「ああ、麗しいかな、良きお
とずれを告げる者の足は」と書いてある
とおりである。

以下も参照されたい： イザヤ記 52:7; エレミヤ記 6:14; エ
ゼキエル記 13:10-16; ナホム記 1:15; ゼカリヤ記 9:10; マ
タイによる福音書 17:5; ルカによる福音書 7:50; ルカによ
る福音書 19:42; ヨハネによる福音書 20:19,21; 使徒言行

録 9:31; ローマの信徒への手紙 5:1; ローマの信徒への手紙 
8:6; ローマの信徒への手紙 14:17; コリントの信徒への手

紙一 14:33; エフェソの信徒への手紙 2:14,15,17; コロサイ
の信徒への手紙 3:15; テサロニケの信徒への手紙二 3:16; 

ヘブライ人への手紙 12:14; ペトロの手紙二 1:2,17; ヨハネ
の黙示録 1:4.

A03 救世主はダビデの子孫である。
D05 救世主は贖い主となるであろう。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

エレミヤ記 30:3 主は言われる、見よ、わたし
がわが民イスラエルとユダの繁栄を回復す
る日が来る。主がこれを言われる。わたし
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は彼らを、その先祖に与えた地に帰らせ、
彼らにこれを保たせる」。

エレミヤ記 30:4-8
エレミヤ記 30:9 彼らはその神、主と、わたし

が彼らのために立てるその王ダビデに仕え
る。

10 主は仰せられる、わがしもべヤコブよ、恐
れることはない、イスラエルよ、驚くことは
ない。見よ、わたしがあなたを救って、遠く
からかえし、あなたの子孫を救って、その捕
え移された地からかえすからだ。ヤコブは
帰ってきて、穏やかに安らかにおり、彼を恐
れさせる者はない。

11 主は言われる、わたしはあなたと共にい
て、あなたを救う。わたしはあなたを散らし
た国 を々／ことごとく滅ぼし尽す。しかし、
あなたを滅ぼし尽すことはしない。わたし
は正しい道に従ってあなたを懲らしめる。
決して罰しないではおかない。

エレミヤ記 30:12-15
エレミヤ記 30:16 しかし、すべてあなたを食い

滅ぼす者は／食い滅ぼされ、あなたをしえ
たげる者は、ひとり残らず、捕え移され、あ
なたをかすめる者は、かすめられ、すべてあ
なたの物を奪う者は奪われる者となる。

エレミヤ記 30:17,18
エレミヤ記 30:19 感謝の歌と喜ぶ者の声と

が、その中から出る。わたしが彼らを増す
ゆえ、彼らは少なくはなく、また彼らを尊ば
れしめるゆえ、卑しめられることはない。

20 その子らは、いにしえのようになり、その会
衆はわたしの前に堅く立つ。すべて彼らを
しえたげる者をわたしは罰する。

エレミヤ記 30:23,24

サムエル記下 22:51 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」。

ルカによる福音書 1:30 すると御使が言
った、「恐れるな、マリヤよ、あなたは
神から恵みをいただいているのです。

31 見よ、あなたはみごもって男の子を産む
でしょう。その子をイエスと名づけなさ
い。

32 彼は大いなる者となり、いと高き者の子
と、となえられるでしょう。そして、主
なる神は彼に父ダビデの王座をお与えに
なり、

33 彼はとこしえにヤコブの家を支配し、そ
の支配は限りなく続くでしょう」。

ルカによる福音書 1:69 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。

ヨハネによる福音書 12:15 「シオン
の娘よ、恐れるな。見よ、あなたの王
が／ろばの子に乗っておいでになる」／
と書いてあるとおりであった。

使徒言行録 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、

ローマの信徒への手紙 11:25 兄弟たち
よ。あなたがたが知者だと自負すること
のないために、この奥義を知らないでい
てもらいたくない。一部のイスラエル人
がかたくなになったのは、異邦人が全部
救われるに至る時までのことであって、

26 こうして、イスラエル人は、すべて救
われるであろう。すなわち、次のように
書いてある、／「救う者がシオンからき
て、／ヤコブから不信心を追い払うであ
ろう。

27 そして、これが、彼らの罪を除き去る時
に、／彼らに対して立てるわたしの契約
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エレミヤ記
 

である」。
28 福音について言えば、彼らは、あなたが

たのゆえに、神の敵とされているが、選
びについて言えば、父祖たちのゆえに、
神に愛せられる者である。

ヨハネの黙示録 19:15 その口からは、
諸国民を打つために、鋭いつるぎが出て
いた。彼は、鉄のつえをもって諸国民を
治め、また、全能者なる神の激しい怒り
の酒ぶねを踏む。

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。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4; #5.

A05 救世主とその父の関係。
D08 救世主は保証人となるであろう。
H09 民の将来の預言者。

エレミヤ記 30:21 その君は彼ら自身のうちの
ひとりであり、そのつかさは、そのうちから
出る。わたしは彼をわたしに近づけ、彼は
わたしに近づく。だれか自分の命をかけて
わたしに近づく者があろうかと／主は言わ
れる。

22 あなたがたは、わたしの民となり、わたしは
あなたがたの神となる」。

エレミヤ記 24:7 わたしは彼らにわたしが
主であることを知る心を与えよう。彼ら
はわたしの民となり、わたしは彼らの神
となる。彼らは一心にわたしのもとに帰
ってくる。

ヘブライ人への手紙 4:15 この大祭司は、
わたしたちの弱さを思いやることのでき

ないようなかたではない。罪は犯されな
かったが、すべてのことについて、わた
したちと同じように試錬に会われたので
ある。

16 だから、わたしたちは、あわれみを受
け、また、恵みにあずかって時機を得た
助けを受けるために、はばかることなく
恵みの御座に近づこうではないか。

ヘブライ人への手紙 5:4 かつ、だれもこ
の栄誉ある務を自分で得るのではなく、
アロンの場合のように、神の召しによっ
て受けるのである。

5 同様に、キリストもまた、大祭司の栄誉
を自分で得たのではなく、／「あなたこ
そは、わたしの子。きょう、わたしはあ
なたを生んだ」／と言われたかたから、
お受けになったのである。

6 また、ほかの箇所でこう言われている、
／「あなたこそは、永遠に、／メルキゼ
デクに等しい祭司である」。

ヘブライ人への手紙 7:22 このようにし
て、イエスは更にすぐれた契約の保証と
なられたのである。

23 かつ、死ということがあるために、務を
続けることができないので、多くの人々
が祭司に立てられるのである。

24 しかし彼は、永遠にいますかたであるの
で、変らない祭司の務を持ちつづけてお
られるのである。

25 そこでまた、彼は、いつも生きていて彼
らのためにとりなしておられるので、彼
によって神に来る人々を、いつも救うこ
とができるのである。

ヘブライ人への手紙 8:10 わたしが、それ
らの日の後、イスラエルの家と立て／よ
うとする契約はこれである、と主が言
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われる。すなわち、わたしの律法を彼ら
の思いの中に入れ、／彼らの心に書きつ
けよう。こうして、わたしは彼らの神と
なり、／彼らはわたしの民となるであろ
う。

ヨハネの黙示録 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、

以下も参照されたい： 創世記 49:10; 申命記 26:17-19; エ
レミヤ記 24:7; エレミヤ記 31:1,33; エゼキエル記 11:20; エ
ゼキエル記 36:28; エゼキエル記 37:27; ホセア記 2:23; ゼ

カリヤ記 13:9; ヘブライ人への手紙 9:14,15,24.

B22 神と救世主の善さ。
E17 救世主は神のために神殿を建てるであ

ろう。
H03 救世主の未来の御国。

エレミヤ記 31:1 「主は言われる、その時わ
たしはイスラエルの全部族の神となり、彼
らはわたしの民となる」。

2 主はこう言われる、「つるぎをのがれて生き
残った民は、荒野で恵みを得た。イスラエ
ルが安息を求めた時、

3 主は遠くから彼に現れた。わたしは限りな
き愛をもってあなたを愛している。それゆ
え、わたしは絶えずあなたに／真実をつくし
てきた。

4 イスラエルのおとめよ、再びわたしはあな
たを建てる、あなたは建てられる。あなた
は再び鼓をもって身を飾り、出て行って、喜
び楽しむ者と共に踊る。

5 またあなたはぶどうの木をサマリヤの山に
植える。植える者は、植えてその実を食べ
ることができる。

6 見守る者がエフライムの山の上に立って／

呼ばわる日が来る。『立って、シオンに上
り、われわれの神、主に、もうでよう』と」。

7 主はこう仰せられる、「ヤコブのために喜ん
で声高く歌い、万国のかしらのために叫び
声をあげよ。告げ示し、ほめたたえて言え、
『主はその民イスラエルの残りの者を救わ
れた』と。

8 見よ、わたしは彼らを北の国から連れ帰
り、彼らを地の果から集める。彼らのうち
には、盲人やあしなえ、妊婦、産婦も共にい
る。彼らは大きな群れとなって、ここに帰っ
てくる。

9 彼らは泣き悲しんで帰ってくる。わたしは慰
めながら彼らを導き帰る。彼らがつまずか
ないように、まっすぐな道により、水の流れ
のそばを通らせる。それは、わたしがイスラ
エルの父であり、エフライムはわたしの長
子だからである。

創世記 45:7 神は、あなたがたのすえ
を地に残すため、また大いなる救をもっ
てあなたがたの命を助けるために、わた
しをあなたがたよりさきにつかわされた
のです。

アモス記 9:11 その日には、わたしはダ
ビデの倒れた幕屋を興し、その破損を繕
い、そのくずれた所を興し、これを昔の
時のように建てる。

使徒言行録 15:16 『その後、わた
しは帰ってきて、／倒れたダビデの幕屋
を建てかえ、／くずれた箇所を修理し、
／それを立て直そう。

ローマの信徒への手紙 9:27 また、イ
ザヤはイスラエルについて叫んでいる、
／「たとい、イスラエルの子らの数は、
／浜の砂のようであっても、／救われる
のは、残された者だけであろう。

エレミヤ記
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ローマの信徒への手紙 11:5 それと同
じように、今の時にも、恵みの選びによ
って残された者がいる。

エフェソの信徒への手紙 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。

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、

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。

ペトロの手紙一 2:9 しかし、あなた
がたは、選ばれた種族、祭司の国、聖な
る国民、神につける民である。それによ
って、暗やみから驚くべきみ光に招き入
れて下さったかたのみわざを、あなたが
たが語り伝えるためである。

ヨハネの黙示録 5:10 わたしたちの神
のために、彼らを御国の民とし、祭司と
なさいました。彼らは地上を支配するに
至るでしょう」。

ヨハネの黙示録 21:10 この御使は、わ
たしを御霊に感じたまま、大きな高い山
に連れて行き、聖都エルサレムが、神の
栄光のうちに、神のみもとを出て天から
下って来るのを見せてくれた。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #5; エレミヤ記 31:10-
14,27-30,38-40.

C05 ベツレヘムでの子どもの殺人の預言。

エレミヤ記 31:15 主はこう仰せられる、「嘆き
悲しみ、いたく泣く声がラマで聞える。ラケ
ルがその子らのために嘆くのである。子ら
がもはやいないので、彼女はその子らのこ
とで慰められるのを願わない」。

創世記 35:16 こうして彼らはベテルを
立ったが、エフラタに行き着くまでに、
なお隔たりのある所でラケルは産気づ
き、その産は重かった。

17 その難産に当って、産婆は彼女に言っ
た、「心配することはありません。今度
も男の子です」。

18 彼女は死にのぞみ、魂の去ろうとする
時、子の名をベノニと呼んだ。しかし、
父はこれをベニヤミンと名づけた。

19 ラケルは死んでエフラタ、すなわちベツ
レヘムの道に葬られた。

20 ヤコブはその墓に柱を立てた。これはラ
ケルの墓の柱であって、今日に至ってい
る。

マタイによる福音書 2:16 さて、ヘロデは
博士たちにだまされたと知って、非常に
立腹した。そして人々をつかわし、博士
たちから確かめた時に基いて、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。

17 こうして、預言者エレミヤによって言わ
れたことが、成就したのである。

18 「叫び泣く大いなる悲しみの声が／ラマ
で聞えた。ラケルはその子らのためにな
げいた。子らがもはやいないので、慰め
られることさえ願わなかった」。

エレミヤ記
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C01 救世主の誕生は予言されている。

エレミヤ記 31:22 不信の娘よ、いつまでさま
ようのか。主は地の上に新しい事を創造さ
れたのだ、女が男を保護する事である」。

マタイによる福音書 1:18 イエス・キリス
トの誕生の次第はこうであった。母マリ
ヤはヨセフと婚約していたが、まだ一緒
にならない前に、聖霊によって身重にな
った。

19 夫ヨセフは正しい人であったので、彼女
のことが公けになることを好まず、ひそ
かに離縁しようと決心した。

20 彼がこのことを思いめぐらしていたと
き、主の使が夢に現れて言った、「ダビ
デの子ヨセフよ、心配しないでマリヤを
妻として迎えるがよい。その胎内に宿っ
ているものは聖霊によるのである。

21 彼女は男の子を産むであろう。その名を
イエスと名づけなさい。彼は、おのれの
民をそのもろもろの罪から救う者となる
からである」。

ガラテヤの信徒への手紙 4:4 しかし、
時の満ちるに及んで、神は御子を女から
生れさせ、律法の下に生れさせて、おつ
かわしになった。

以下も参照されたい： 創世記 3:15; 詩編 2:7,8; イザヤ記 
7:14; ルカによる福音書 1:34,35.

E20 救世主は新しい契約を結ぶであろう。
G06 聖霊のすみか。
H03 救世主の未来の御国。

エレミヤ記 31:31 主は言われる、見よ、わたし
がイスラエルの家とユダの家とに新しい契
約を立てる日が来る。

32 この契約はわたしが彼らの先祖をその手を

とってエジプトの地から導き出した日に立
てたようなものではない。わたしは彼らの
夫であったのだが、彼らはそのわたしの契
約を破ったと主は言われる。

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。

34 人はもはや、おのおのその隣とその兄弟に
教えて、『あなたは主を知りなさい』とは言
わない。それは、彼らが小より大に至るま
で皆、わたしを知るようになるからであると
主は言われる。わたしは彼らの不義をゆる
し、もはやその罪を思わない」。

マタイによる福音書 26:27 また杯を
取り、感謝して彼らに与えて言われた、
「みな、この杯から飲め。

28 これは、罪のゆるしを得させるように
と、多くの人のために流すわたしの契約
の血である。

29 あなたがたに言っておく。わたしの父
の国であなたがたと共に、新しく飲むそ
の日までは、わたしは今後決して、ぶど
うの実から造ったものを飲むことをしな
い」。

ヨハネによる福音書 1:15 ヨハネは彼につ
いてあかしをし、叫んで言った、「『わ
たしのあとに来るかたは、わたしよりも
すぐれたかたである。わたしよりも先に
おられたからである』とわたしが言った
のは、この人のことである」。

16 わたしたちすべての者は、その満ち満ち
ているものの中から受けて、めぐみにめ
ぐみを加えられた。

17 律法はモーセをとおして与えられ、めぐ
みとまこととは、イエス・キリストをと

エレミヤ記



319

おしてきたのである。

ヨハネによる福音書 6:45 預言者の書に、
『彼らはみな神に教えられるであろう』
と書いてある。父から聞いて学んだ者
は、みなわたしに来るのである。

コリントの信徒への手紙二 3:2 わたした
ちの推薦状は、あなたがたなのである。
それは、わたしたちの心にしるされてい
て、すべての人に知られ、かつ読まれて
いる。

3 そして、あなたがたは自分自身が、わた
したちから送られたキリストの手紙であ
って、墨によらず生ける神の霊によって
書かれ、石の板にではなく人の心の板に
書かれたものであることを、はっきりと
あらわしている。

4 こうした確信を、わたしたちはキリスト
により神に対していだいている。

5 もちろん、自分自身で事を定める力が自
分にある、と言うのではない。わたした
ちのこうした力は、神からきている。

6 神はわたしたちに力を与えて、新しい契
約に仕える者とされたのである。それ
は、文字に仕える者ではなく、霊に仕え
る者である。文字は人を殺し、霊は人を
生かす。

ガラテヤの信徒への手紙 3:17 わたしの
言う意味は、こうである。神によってあ
らかじめ立てられた契約が、四百三十年
の後にできた律法によって破棄されて、
その約束がむなしくなるようなことはな
い。

ヘブライ人への手紙 8:6 ところがキリス
トは、はるかにすぐれた務を得られたの
である。それは、さらにまさった約束に
基いて立てられた、さらにまさった契約

の仲保者となられたことによる。
7 もし初めの契約に欠けたところがなかっ

たなら、あとのものが立てられる余地は
なかったであろう。

8 ところが、神は彼らを責めて言われた、
／「主は言われる、見よ、／わたしがイ
スラエルの家およびユダの家と、／新し
い契約を結ぶ日が来る。

9 それは、わたしが彼らの先祖たちの手を
とって、／エジプトの地から導き出した
日に、／彼らと結んだ契約のようなもの
ではない。彼らがわたしの契約にとどま
ることをしないので、／わたしも彼らを
かえりみなかったからであると、／主が
言われる。

10 わたしが、それらの日の後、イスラエル
の家と立て／ようとする契約はこれであ
る、と主が言われる。すなわち、わたし
の律法を彼らの思いの中に入れ、／彼ら
の心に書きつけよう。こうして、わたし
は彼らの神となり、／彼らはわたしの民
となるであろう。

11 彼らは、それぞれ、その同胞に、／ま
た、それぞれ、その兄弟に、／主を知
れ、と言って教えることはなくなる。な
ぜなら、大なる者から小なる者に至るま
で、／彼らはことごとく、／わたしを知
るようになるからである。

12 わたしは、彼らの不義をあわれみ、／
もはや、彼らの罪を思い出すことはしな
い」。

13 神は、「新しい」と言われたことによ
って、初めの契約を古いとされたのであ
る。年を経て古びたものは、やがて消え
ていく。

ヨハネの手紙一 2:27 あなたがたのう
ちには、キリストからいただいた油がと
どまっているので、だれにも教えてもら
う必要はない。この油が、すべてのこと

エレミヤ記
 



320

をあなたがたに教える。それはまことで
あって、偽りではないから、その油が教
えたように、あなたがたは彼のうちにと
どまっていなさい。

以下も参照されたい： #1; #2; 出エジプト記 19-20; 使徒
言行録 2:14-47.

E20 救世主は新しい契約を結ぶであろう。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

エレミヤ記 32:37 見よ、わたしは、わたしの怒
りと憤りと大いなる怒りをもって、彼らを追
いやったもろもろの国から彼らを集め、こ
の所へ導きかえって、安らかに住まわせる。

38 そして彼らはわたしの民となり、わたしは彼
らの神となる。

39 わたしは彼らに一つの心と一つの道を与え
て常にわたしを恐れさせる。これは彼らが
彼ら自身とその後の子孫の幸を得るためで
ある。

40 わたしは彼らと永遠の契約を立てて、彼ら
を見捨てずに恵みを施すことを誓い、また
わたしを恐れる恐れを彼らの心に置いて、
わたしを離れることのないようにしよう。

41 わたしは彼らに恵みを施すことを喜びと
し、心をつくし、精神をつくし、真実をもっ
て彼らをこの地に植える。

エゼキエル記 11:19 そしてわたしは
彼らに一つの心を与え、彼らのうちに新
しい霊を授け、彼らの肉から石の心を取
り去って、肉の心を与える。

20 これは彼らがわたしの定めに歩み、わた
しのおきてを守って行い、そして彼らが
わたしの民となり、わたしが彼らの神と
なるためである。

ルカによる福音書 1:72 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、

74 わたしたちを敵の手から救い出し、
75 生きている限り、きよく正しく、みま

えに恐れなく仕えさせてくださるのであ
る。

ヨハネによる福音書 17:21 父よ、そ
れは、あなたがわたしのうちにおられ、
わたしがあなたのうちにいるように、み
んなの者が一つとなるためであります。
すなわち、彼らをもわたしたちのうちに
おらせるためであり、それによって、あ
なたがわたしをおつかわしになったこと
を、世が信じるようになるためでありま
す。

使徒言行録 4:32 信じた者の群れは、心を
一つにし思いを一つにして、だれひとり
その持ち物を自分のものだと主張する者
がなく、いっさいの物を共有にしてい
た。

ヘブライ人への手紙 7:22 このようにし
て、イエスは更にすぐれた契約の保証と
なられたのである。

ヨハネの手紙一 3:8 罪を犯す者は、
悪魔から出た者である。悪魔は初めから
罪を犯しているからである。神の子が現
れたのは、悪魔のわざを滅ぼしてしまう
ためである。

9 すべて神から生れた者は、罪を犯さな
い。神の種が、その人のうちにとどまっ
ているからである。また、その人は、神
から生れた者であるから、罪を犯すこと
ができない。

10 神の子と悪魔の子との区別は、これに

エレミヤ記
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よって明らかである。すなわち、すべて
義を行わない者は、神から出た者ではな
い。兄弟を愛さない者も、同様である。

ヨハネの手紙一 5:18 すべて神から生
れた者は罪を犯さないことを、わたした
ちは知っている。神から生れたかたが彼
を守っていて下さるので、悪しき者が手
を触れるようなことはない。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #5; 創世記 17:7; 申命
記 26:17-19; イザヤ記 55:3; コリントの信徒への手紙二 

13:11; ガラテヤの信徒への手紙 3:14-17; ヘブライ人への
手紙 6:13-18; ヘブライ人への手紙 8:9-11.

E21 救世主は罪を許すであろう。
E24 救世主は平和をもたらすであろう。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

エレミヤ記 33:6 見よ、わたしは健康と、いや
しとを、ここにもたらして人々 をいやし、豊
かな繁栄と安全とを彼らに示す。

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、もとのようにする。

8 わたしは彼らがわたしに向かって犯した罪
のすべてのとがを清め、彼らがわたしに向
かって犯した罪と反逆のすべてのとがをゆ
るす。

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。彼らはわたしがわたしの民に施すも
ろもろの恵みのことを聞く。そして、わたし
がこの町に施すもろもろの恵みと、もろも
ろの繁栄のために恐れて身をふるわす。

エレミヤ記 33:10-13

マタイによる福音書 28:18 イエスは
彼らに近づいてきて言われた、「わたし
は、天においても地においても、いっさ

いの権威を授けられた。
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、父と子と聖霊
との名によって、彼らにバプテスマを施
し、

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」。

ルカによる福音書 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」。

20 イエスは聖書を巻いて係りの者に返し、
席に着かれると、会堂にいるみんなの者
の目がイエスに注がれた。

21 そこでイエスは、「この聖句は、あなた
がたが耳にしたこの日に成就した」と説
きはじめられた。

ヨハネによる福音書 1:17 律法はモーセを
とおして与えられ、めぐみとまことと
は、イエス・キリストをとおしてきたの
である。

ヘブライ人への手紙 8:10 わたしが、それ
らの日の後、イスラエルの家と立て／よ
うとする契約はこれである、と主が言
われる。すなわち、わたしの律法を彼ら
の思いの中に入れ、／彼らの心に書きつ
けよう。こうして、わたしは彼らの神と
なり、／彼らはわたしの民となるであろ
う。

11 彼らは、それぞれ、その同胞に、／ま

エレミヤ記
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た、それぞれ、その兄弟に、／主を知
れ、と言って教えることはなくなる。な
ぜなら、大なる者から小なる者に至るま
で、／彼らはことごとく、／わたしを知
るようになるからである。

12 わたしは、彼らの不義をあわれみ、／
もはや、彼らの罪を思い出すことはしな
い」。

ペトロの手紙一 2:24 さらに、わたし
たちが罪に死に、義に生きるために、十
字架にかかって、わたしたちの罪をご自
分の身に負われた。その傷によって、あ
なたがたは、いやされたのである。

ヨハネの手紙一 1:7 しかし、神が光
の中にいますように、わたしたちも光の
中を歩くならば、わたしたちは互に交わ
りをもち、そして、御子イエスの血が、
すべての罪からわたしたちをきよめるの
である。

8 もし、罪がないと言うなら、それは自分
を欺くことであって、真理はわたしたち
のうちにない。

9 もし、わたしたちが自分の罪を告白する
ならば、神は真実で正しいかたであるか
ら、その罪をゆるし、すべての不義から
わたしたちをきよめて下さる。

ヨハネの黙示録 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
から、恵みと平安とが、あなたがたにあ
るように。わたしたちを愛し、その血に
よってわたしたちを罪から解放し、

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #5; 詩編 65:3; ヨハネに
よる福音書 18:37; ヘブライ人への手紙 9:11-14.

C01 救世主の誕生は予言されている。
D03 救世主の司祭としての祈り。
D05 救世主は贖い主となるであろう。
D09 メシアは救い主となるであろう。
E08 救世主の公正。
H09 民の将来の預言者。

エレミヤ記 33:14 主は言われる、見よ、わたし
がイスラエルの家とユダの家に約束したこ
とをなし遂げる日が来る。

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。

17 主はこう仰せられる、イスラエルの家の位
に座する人がダビデの子孫のうちに欠ける
ことはない。

18 またわたしの前に§祭をささげ、素祭を焼
き、つねに犠牲をささげる人が、レビびとで
ある祭司のうちに絶えることはない」。

22 天の星は数えることができず、浜の砂は量
ることができない。そのようにわたしは、し
もべダビデの子孫と、わたしに仕えるレビ
びとである祭司の数を増そう」。

ルカによる福音書 1:32 彼は大いなる者
となり、いと高き者の子と、となえられ
るでしょう。そして、主なる神は彼に父
ダビデの王座をお与えになり、

33 彼はとこしえにヤコブの家を支配し、そ
の支配は限りなく続くでしょう」。

ローマの信徒への手紙 11:26 こうし
て、イスラエル人は、すべて救われるで
あろう。すなわち、次のように書いてあ
る、／「救う者がシオンからきて、／ヤ
コブから不信心を追い払うであろう。

エレミヤ記
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ヘブライ人への手紙 7:17 それについて
は、聖書に「あなたこそは、永遠に、メ
ルキゼデクに等しい祭司である」とあか
しされている。

18 このようにして、一方では、前の戒めが
弱くかつ無益であったために無効になる
と共に、

19 （律法は、何事をも全うし得なかったか
らである）、他方では、さらにすぐれた
望みが現れてきて、わたしたちを神に近
づかせるのである。

20 その上に、このことは誓いをもってなさ
れた。人々は、誓いをしないで祭司とさ
れるのであるが、

21 この人の場合は、次のような誓いをもっ
てされたのである。すなわち、彼につい
て、こう言われている、「主は誓われた
が、心を変えることをされなかった。あ
なたこそは、永遠に祭司である」。

22 このようにして、イエスは更にすぐれた
契約の保証となられたのである。

ペトロの手紙一 2:5 この主のみもと
にきて、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、
聖なる祭司となって、イエス・キリスト
により、神によろこばれる霊のいけにえ
を、ささげなさい。

ヨハネの黙示録 1:4 ヨハネからアジ
ヤにある七つの教会へ。今いまし、昔
いまし、やがてきたるべきかたから、ま
た、その御座の前にある七つの霊から、

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・キリストから、恵みと平安とが、
あなたがたにあるように。わたしたちを
愛し、その血によってわたしたちを罪か
ら解放し、

6 わたしたちを、その父なる神のために、

御国の民とし、祭司として下さったかた
に、世々限りなく栄光と権力とがあるよ
うに、アァメン。

ヨハネの黙示録 5:10 わたしたちの神
のために、彼らを御国の民とし、祭司と
なさいました。彼らは地上を支配するに
至るでしょう」。

以下も参照されたい： #1; #2; #5; イザヤ記 4:2; イザヤ記 
11:1-5; イザヤ記 53:2; コリントの信徒への手紙二 1:20; ペ

トロの手紙一 2:9.

E20 救世主は新しい契約を結ぶであろう。
H03 救世主の未来の御国。

エレミヤ記 50:4 主は言われる、その日その
時、イスラエルの民とユダの民は共に帰っ
てくる。彼らは嘆きながら帰ってくる。そし
てその神、主を求める。

5 彼らは顔をシオンに向けて、その道を問
い、『さあ、われわれは、永遠に忘れられる
ことのない契約を結んで主に連なろう』と
言う。

6 わたしの民は迷える羊の群れである、その
牧者がこれをいざなって、山に踏み迷わせ
たので、山から丘へと行きめぐり、その休
む所を忘れた。

7 これに会う者はみなこれを食べた。その敵
は言った、『われわれに罪はない。彼らが
そのまことのすみかである主、先祖たちの
希望であった主に対して罪を犯したのだ』
と。

19 わたしはイスラエルを再びその牧場に帰ら
せる。彼はカルメルとバシャンで草を食べ
る。またエフライムの山とギレアデでその
望みが満たされる。

20 主は言われる、その日その時には、イスラ
エルのとがを探しても見当らず、ユダの罪

エレミヤ記
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を探してもない。それはわたしが残してお
く人々 を、ゆるすからである。

イザヤ記 44:22 わたしはあなたのとがを
雲のように吹き払い、あなたの罪を霧の
ように消した。わたしに立ち返れ、わた
しはあなたをあがなったから。

ミカ記 7:19 再びわれわれをあわれ
み、われわれの不義を足で踏みつけられ
る。あなたはわれわれのもろもろの罪
を／海の深みに投げ入れ、

使徒言行録 3:19 だから、自分の罪をぬぐ
い去っていただくために、悔い改めて本
心に立ちかえりなさい。

使徒言行録 3:26 神がまずあなたがたのた
めに、その僕を立てて、おつかわしにな
ったのは、あなたがたひとりびとりを、
悪から立ちかえらせて、祝福にあずから
せるためなのである」。

ローマの信徒への手紙 8:33 だれが、
神の選ばれた者たちを訴えるのか。神は
彼らを義とされるのである。

34 だれが、わたしたちを罪に定めるのか。
キリスト・イエスは、死んで、否、よみ
がえって、神の右に座し、また、わたし
たちのためにとりなして下さるのであ
る。

ローマの信徒への手紙 11:16 もし、麦
粉の初穂がきよければ、そのかたまりも
きよい。もし根がきよければ、その枝も
きよい。

ローマの信徒への手紙 11:26 こうし
て、イスラエル人は、すべて救われるで
あろう。すなわち、次のように書いてあ

る、／「救う者がシオンからきて、／ヤ
コブから不信心を追い払うであろう。

27 そして、これが、彼らの罪を除き去る時
に、／彼らに対して立てるわたしの契約
である」。

ヘブライ人への手紙 10:16 「わたし
が、それらの日の後、／彼らに対して立
てようとする契約はこれであると、／主
が言われる。わたしの律法を彼らの心に
与え、／彼らの思いのうちに書きつけよ
う」／と言い、

17 さらに、「もはや、彼らの罪と彼らの不
法とを、思い出すことはしない」と述べ
ている。

18 これらのことに対するゆるしがある以
上、罪のためのささげ物は、もはやあり
得ない。

以下も参照されたい： #2; #3.

エレミヤ記
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B23 神と救世主の恩寵。

哀歌 3:25 主はおのれを待ち望む者
と、おのれを尋ね求める者にむかって恵み
ふかい。

26 主の救を静かに待ち望むことは、良いこと
である。

イザヤ記 25:9 その日、人は言う、「見
よ、これはわれわれの神である。わたし
たちは彼を待ち望んだ。彼はわたしたち
を救われる。これは主である。わたした
ちは彼を待ち望んだ。わたしたちはその
救を喜び楽しもう」と。

ルカによる福音書 2:38 この老女も、ち
ょうどそのとき近寄ってきて、神に感謝
をささげ、そしてこの幼な子のことを、
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。

テサロニケの信徒への手紙一 1:10 そして、
死人の中からよみがえった神の御子、す
なわち、わたしたちをきたるべき怒りか
ら救い出して下さるイエスが、天から下
ってこられるのを待つようになったか
を、彼ら自身が言いひろめているのであ
る。

ヘブライ人への手紙 9:28 キリストもま
た、多くの人の罪を負うために、一度だ
けご自身をささげられた後、彼を待ち望
んでいる人々に、罪を負うためではなし
に二度目に現れて、救を与えられるので
ある。

ヘブライ人への手紙 10:37 「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。

ペトロの手紙一 1:13 それだから、心
の腰に帯を締め、身を慎み、イエス・キ
リストの現れる時に与えられる恵みを、
いささかも疑わずに待ち望んでいなさ
い。

以下も参照されたい： 詩編 22:26; 詩編 27:14; 詩編 33:20; 
詩編 39:7; 詩編 130:5; イザヤ記 8:17; イザヤ記 26:8; イザ

ヤ記 33:2; イザヤ記 64:4; ミカ記 7:7; ハバクク記 2:3.

F11 救世主の受難。

哀歌 3:30 おのれを撃つ者にほおを向
け、満ち足りるまでに、はずかしめを受け
よ。

イザヤ記 50:6 わたしを打つ者に、わた
しの背をまかせ、わたしのひげを抜く者
に、わたしのほおをまかせ、恥とつばき
とを避けるために、顔をかくさなかっ
た。

ミカ記 5:1 今あなたは壁でとりまか
れている。敵はわれわれを攻め囲み、　
つえをもってイスラエルのつかさのほお
を撃つ。

マタイによる福音書 26:67 それか
ら、彼らはイエスの顔につばきをかけ
て、こぶしで打ち、またある人は手のひ
らでたたいて言った、

哀歌 
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B03 救世主は人の子である。

エゼキエル記 1:26 彼らの頭の上の大
空の上に、サファイヤのような位の形があ
った。またその位の形の上に、人の姿のよ
うな形があった。

ダニエル記 7:13 わたしはまた夜の幻のう
ちに見ていると、見よ、人の子のような
者が、天の雲に乗ってきて、日の老いた
る者のもとに来ると、その前に導かれ
た。

14 彼に主権と光栄と国とを賜い、諸民、諸
族、諸国語の者を彼に仕えさせた。その
主権は永遠の主権であって、なくなるこ
とがなく、その国は滅びることがない。

ヘブライ人への手紙 1:8 御子について
は、／「神よ、あなたの御座は、世々限
りなく続き、／あなたの支配のつえは、
公平のつえである。

ヘブライ人への手紙 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、

ヨハネの黙示録 5:13 またわたしは、
天と地、地の下と海の中にあるすべての
造られたもの、そして、それらの中にあ
るすべてのものの言う声を聞いた、「御
座にいますかたと小羊とに、さんびと、
ほまれと、栄光と、権力とが、世々限り
なくあるように」。

以下も参照されたい： イザヤ記 6:1; ダニエル記 7:9,10; ゼ
カリヤ記 6:13; ヘブライ人への手紙 12:2; ヨハネの黙示録 

4:2,3; ヨハネの黙示録 20:11.

E23 救世主は民を回心させるであろう。
E27 新しい心と新しい精神を捧げる。
G06 聖霊のすみか。
H03 救世主の未来の御国。

エゼキエル記 11:17 それゆえ、言え、『
主はこう言われる、わたしはあなたがたを
もろもろの民の中から集め、その散らされ
た国々から集めて、イスラエルの地をあな
たがたに与える』と。

18 彼らはその所に来る時、そのもろもろのい
とうべきものと、もろもろの憎むべきものと
をその所から取り除く。

19 そしてわたしは彼らに一つの心を与え、彼
らのうちに新しい霊を授け、彼らの肉から
石の心を取り去って、肉の心を与える。

20 これは彼らがわたしの定めに歩み、わたし
のおきてを守って行い、そして彼らがわた
しの民となり、わたしが彼らの神となるた
めである。

エゼキエル記 36:25 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。

マタイによる福音書 3:11 わたしは悔改め
のために、水でおまえたちにバプテスマ
を授けている。しかし、わたしのあと
から来る人はわたしよりも力のあるかた
で、わたしはそのくつをぬがせてあげる
値うちもない。このかたは、聖霊と火と
によっておまえたちにバプテスマをお授

エゼキエル記
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けになるであろう。

ヨハネによる福音書 3:3 イエスは答えて
言われた、「よくよくあなたに言ってお
く。だれでも新しく生れなければ、神の
国を見ることはできない」。

使徒言行録 2:38 すると、ペテロが答え
た、「悔い改めなさい。そして、あなた
がたひとりびとりが罪のゆるしを得るた
めに、イエス・キリストの名によって、
バプテスマを受けなさい。そうすれば、
あなたがたは聖霊の賜物を受けるであろ
う。

テトスへの手紙 3:5 わたしたちの行
った義のわざによってではなく、ただ
神のあわれみによって、再生の洗いを受
け、聖霊により新たにされて、わたした
ちは救われたのである。

ペトロの手紙一 1:3 ほむべきかな、
わたしたちの主イエス・キリストの父
なる神。神は、その豊かなあわれみによ
り、イエス・キリストを死人の中からよ
みがえらせ、それにより、わたしたちを
新たに生れさせて生ける望みをいだか
せ、

以下も参照されたい： #1; #2; #3; ヨハネによる福音書 
1:13; ペトロの手紙一 1:23; ペトロの手紙一 2:2; ヨハネに

よる福音書 2:29; ヨハネによる福音書 3:9; ヨハネによる福
音書 4:7; ヨハネによる福音書 5:1,4,18.

E20 救世主は新しい契約を結ぶであろう。

エゼキエル記 16:60 しかしわたしはあ
なたの若き日に、あなたと結んだ契約を覚
え、永遠の契約をあなたと立てる。

61 わたしがあなたの姉および妹を受け、また

あなたとの契約によらずに、娘として彼ら
をあなたに与える時、あなたは自分のおこ
ないを思い出して恥じる。

62 わたしはあなたと契約を立て、あなたはわ
たしが主であることを知るようになる。

63 こうしてすべてあなたの行ったことにつき、
わたしがあなたをゆるす時、あなたはそれ
を思い出して恥じ、その恥のゆえに重ねて
口を開くことがないと、主なる神は言われ
る」。

マタイによる福音書 26:28 これは、
罪のゆるしを得させるようにと、多く
の人のために流すわたしの契約の血であ
る。

ヘブライ人への手紙 8:6 ところがキリス
トは、はるかにすぐれた務を得られたの
である。それは、さらにまさった約束に
基いて立てられた、さらにまさった契約
の仲保者となられたことによる。

7 もし初めの契約に欠けたところがなかっ
たなら、あとのものが立てられる余地は
なかったであろう。

8 ところが、神は彼らを責めて言われた、
／「主は言われる、見よ、／わたしがイ
スラエルの家およびユダの家と、／新し
い契約を結ぶ日が来る。

9 それは、わたしが彼らの先祖たちの手を
とって、／エジプトの地から導き出した
日に、／彼らと結んだ契約のようなもの
ではない。彼らがわたしの契約にとどま
ることをしないので、／わたしも彼らを
かえりみなかったからであると、／主が
言われる。

10 わたしが、それらの日の後、イスラエル
の家と立て／ようとする契約はこれであ
る、と主が言われる。すなわち、わたし
の律法を彼らの思いの中に入れ、／彼ら
の心に書きつけよう。こうして、わたし

エゼキエル記



328

は彼らの神となり、／彼らはわたしの民
となるであろう。

11 彼らは、それぞれ、その同胞に、／ま
た、それぞれ、その兄弟に、／主を知
れ、と言って教えることはなくなる。な
ぜなら、大なる者から小なる者に至るま
で、／彼らはことごとく、／わたしを知
るようになるからである。

12 わたしは、彼らの不義をあわれみ、／
もはや、彼らの罪を思い出すことはしな
い」。

13 神は、「新しい」と言われたことによ
って、初めの契約を古いとされたのであ
る。年を経て古びたものは、やがて消え
ていく。

以下も参照されたい： #1; #2; #5; ルカによる福音書 
22:14-20; ヨハネによる福音書 6:45; コリントの信徒への

手紙二 3:2-6,14-16; ヘブライ人への手紙 10:15-17; ヘブラ
イ人への手紙 12:24; ヘブライ人への手紙 13:20.

E22 救世主の労働は祝福されるであろう。
   
エゼキエル記 17:22 主なる神はこう言

われる、「わたしはまた香柏の高いこずえ
から小枝をとって、これを植え、その若芽の
頂から柔らかい芽を摘みとり、これを高い
すぐれた山に植える。

23 わたしはイスラエルの高い山にこれを植え
る。これは枝を出し、実を結び、みごとな
香柏となり、その下にもろもろの種類の獣
が住み、その枝の陰に各種の鳥が巣をつく
る。

24 そして野のすべての木は、主なるわたしが
高い木を低くし、低い木を高くし、緑の木を
枯らし、枯れ木を緑にすることを知るよう
になる。主であるわたしはこれを語り、これ
をするのである」。

マタイによる福音書 7:17 そのように、す

べて良い木は良い実を結び、悪い木は悪
い実を結ぶ。

18 良い木が悪い実をならせることはない
し、悪い木が良い実をならせることはで
きない。

19 良い実を結ばない木はことごとく切られ
て、火の中に投げ込まれる。

20 このように、あなたがたはその実によっ
て彼らを見わけるのである。

ヨハネによる福音書 12:24 よくよく
あなたがたに言っておく。一粒の麦が
地に落ちて死ななければ、それはただ一
粒のままである。しかし、もし死んだな
ら、豊かに実を結ぶようになる。

ヨハネによる福音書 15:4 わたしにつなが
っていなさい。そうすれば、わたしはあ
なたがたとつながっていよう。枝がぶど
うの木につながっていなければ、自分だ
けでは実を結ぶことができないように、
あなたがたもわたしにつながっていなけ
れば実を結ぶことができない。

5 わたしはぶどうの木、あなたがたはその
枝である。もし人がわたしにつながって
おり、またわたしがその人とつながって
おれば、その人は実を豊かに結ぶように
なる。わたしから離れては、あなたがた
は何一つできないからである。

6 人がわたしにつながっていないならば、
枝のように外に投げすてられて枯れる。
人々はそれをかき集め、火に投げ入れ
て、焼いてしまうのである。

7 あなたがたがわたしにつながっており、
わたしの言葉があなたがたにとどまって
いるならば、なんでも望むものを求める
がよい。そうすれば、与えられるであろ
う。

8 あなたがたが実を豊かに結び、そしてわ
たしの弟子となるならば、それによっ
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て、わたしの父は栄光をお受けになるで
あろう。

フィリピの信徒への手紙 2:9 それゆえ
に、神は彼を高く引き上げ、すべての名
にまさる名を彼に賜わった。

10 それは、イエスの御名によって、天上の
もの、地上のもの、地下のものなど、あ
らゆるものがひざをかがめ、

11 また、あらゆる舌が、「イエス・キリス
トは主である」と告白して、栄光を父な
る神に帰するためである。

以下も参照されたい： 詩編 80:15; 詩編 92:12; 詩編 96:11-
13; イザヤ記 4:2; イザヤ記 11:1; イザヤ記 27:6; イザヤ記 

55:12,13; エレミヤ記 23:5; エレミヤ記 33:15,16; ゼカリヤ
記 4:12-14; ゼカリヤ記 6:12,13.

H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

エゼキエル記 20:34 わたしはわが強い
手と伸べた腕と注がれた憤りとをもって、
あなたがたをもろもろの民の中から導き出
し、その散らされた国々から集め、

35 もろもろの民の荒野に導き入れ、その所で
顔と顔とを合わせて、あなたがたをさばく。

エゼキエル記 20:36-39
エゼキエル記 20:40 主なる神は言われ

る、わたしの聖なる山、イスラエルの高い山
の上で、イスラエルの全家はその地で、こ
とごとくわたしに仕える。その所でわたしは
喜んで彼らを受けいれ、あなたがたのささ
げ物と最上の供え物とを、その聖なるささ
げ物と共に求める。

41 わたしがあなたがたをもろもろの民の中か
ら導き出し、かつてあなたがたを散らした
国々から集める時、こうばしいかおりとし
て、あなたがたを喜んで受けいれる。そし
てわたしは異邦人の前で、あなたがたの中

に、わたしの聖なることをあらわす。
42 こうしてわたしがあなたがたを、イスラエル

の地、すなわちあなたがたの先祖たちに与
えると誓った地に、はいらせる時、あなたが
たはわたしが主であることを知るようにな
る。

エゼキエル記 20:43-44

ローマの信徒への手紙 9:6 しかし、神の言
が無効になったというわけではない。な
ぜなら、イスラエルから出た者が全部イ
スラエルなのではなく、

7 また、アブラハムの子孫だからといっ
て、その全部が子であるのではないから
である。かえって「イサクから出る者
が、あなたの子孫と呼ばれるであろう」
。

8 すなわち、肉の子がそのまま神の子なの
ではなく、むしろ約束の子が子孫として
認められるのである。

ローマの信徒への手紙 11:26 こうし
て、イスラエル人は、すべて救われるで
あろう。すなわち、次のように書いてあ
る、／「救う者がシオンからきて、／ヤ
コブから不信心を追い払うであろう。

27 そして、これが、彼らの罪を除き去る時
に、／彼らに対して立てるわたしの契約
である」。

ガラテヤの信徒への手紙 6:15 割礼のあ
るなしは問題ではなく、ただ、新しく造
られることこそ、重要なのである。

16 この法則に従って進む人々の上に、平和
とあわれみとがあるように。また、神の
イスラエルの上にあるように。

エフェソの信徒への手紙 1:5 わたした
ちに、イエス・キリストによって神の子
たる身分を授けるようにと、御旨のよし
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とするところに従い、愛のうちにあらか
じめ定めて下さったのである。

6 これは、その愛する御子によって賜わっ
た栄光ある恵みを、わたしたちがほめた
たえるためである。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4; #5; エゼキエル記 
28:24-26.

G03 救世主の高挙は予言されている。

エゼキエル記 21:26 主なる神はこう言
われる、かぶり物を脱ぎ、冠を取り離せ。す
べてのものは、そのままには残らない。卑
しい者は高くされ、高い者は卑しくされる。

27 ああ破滅、破滅、破滅、わたしはこれをこ
させる。わたしが与える権威をもつ者が来
る時まで、その跡形さえも残らない。

ヘブライ人への手紙 2:7 あなたは、しば
らくの間、／彼を御使たちよりも低い者
となし、／栄光とほまれとを冠として彼
に与え、

8 万物をその足の下に服従させて下さっ
た」。「万物を彼に服従させて下さっ
た」という以上、服従しないものは、何
ひとつ残されていないはずである。しか
し、今もなお万物が彼に服従している事
実を、わたしたちは見ていない。

9 ただ、「しばらくの間、御使たちよりも
低い者とされた」イエスが、死の苦しみ
のゆえに、栄光とほまれとを冠として与
えられたのを見る。それは、彼が神の恵
みによって、すべての人のために死を味
わわれるためであった。

ヨハネの黙示録 4:4 また、御座のま
わりには二十四の座があって、二十四
人の長老が白い衣を身にまとい、頭に金
の冠をかぶって、それらの座についてい

た。

ヨハネの黙示録 4:10 二十四人の長老
は、御座にいますかたのみまえにひれ伏
し、世々限りなく生きておられるかたを
拝み、彼らの冠を御座のまえに、投げ出
して言った、

11 「われらの主なる神よ、あなたこそは、
栄光とほまれと力とを受けるにふさわし
いかた。あなたは万物を造られました。
御旨によって、万物は存在し、また造ら
れたのであります」。

E15 救世主は嬉しい知らせをもたらすであ
ろう。

D02 救世主の預言者としての祈り。

エゼキエル記 33:32 見よ、あなたは彼
らには、美しい声で愛の歌をうたう者のよ
うに、また楽器をよく奏する者のように思
われる。彼らはあなたの言葉は聞くが、そ
れを行おうとはしない。

33 この事が起る時――これは必ず起る――そのと
き彼らの中にひとりの預言者がいたことを
彼らは悟る」。

マタイによる福音書 21:46 イエスを
捕えようとしたが、群衆を恐れた。群衆
はイエスを預言者だと思っていたからで
ある。

ルカによる福音書 7:16 人々はみな恐れ
をいだき、「大預言者がわたしたちの間
に現れた」、また、「神はその民を顧み
てくださった」と言って、神をほめたた
えた。

ルカによる福音書 7:31 だから今の時代
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の人々を何に比べようか。彼らは何に似
ているか。

32 それは子供たちが広場にすわって、互に
呼びかけ、『わたしたちが笛を吹いたの
に、あなたたちは踊ってくれなかった。
弔いの歌を歌ったのに、泣いてくれなか
った』と言うのに似ている。

33 なぜなら、バプテスマのヨハネがきて、
パンを食べることも、ぶどう酒を飲むこ
ともしないと、あなたがたは、あれは悪
霊につかれているのだ、と言い、

34 また人の子がきて食べたり飲んだりして
いると、見よ、あれは食をむさぼる者、
大酒を飲む者、また取税人、罪人の仲間
だ、と言う。

35 しかし、知恵の正しいことは、そのすべ
ての子が証明する」。

ヨハネによる福音書 6:14 人々はイエスの
なさったこのしるしを見て、「ほんとう
に、この人こそ世にきたるべき預言者で
ある」と言った。

使徒言行録 3:22 モーセは言った、『主な
る神は、わたしをお立てになったよう
に、あなたがたの兄弟の中から、ひとり
の預言者をお立てになるであろう。その
預言者があなたがたに語ることには、こ
とごとく聞きしたがいなさい。

23 彼に聞きしたがわない者は、みな民の中
から滅ぼし去られるであろう』。

以下も参照されたい： エレミヤ記 28:9.

B06 救世主は善き羊飼いである。
E26 救世主による贖罪の働き。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

エゼキエル記 34:11 主なる神はこう言
われる、見よ、わたしは、わたしみずからわ
が羊を尋ねて、これを捜し出す。

12 牧者がその羊の散り去った時、その羊の群
れを捜し出すように、わたしはわが羊を捜
し出し、雲と暗やみの日に散った、すべての
所からこれを救う。

13 わたしは彼らをもろもろの民の中から導き
出し、もろもろの国から集めて、彼らの国に
携え入れ、イスラエルの山の上、泉のほと
り、また国のうちの人の住むすべての所で
これを養う。

14 わたしは良き牧場で彼らを養う。その牧場
はイスラエルの高い山にあり、その所で彼
らは良い羊のおりに伏し、イスラエルの山
々の上で肥えた牧場で草を食う。

15 わたしはみずからわが羊を飼い、これを伏
させると主なる神は言われる。

22 それゆえ、わたしはわが群れを助けて、再
びかすめさせず、羊と羊との間をさばく。

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。

エゼキエル記 34:25-31

エゼキエル記 20:41 わたしがあなた
がたをもろもろの民の中から導き出し、
かつてあなたがたを散らした国々から集
める時、こうばしいかおりとして、あな
たがたを喜んで受けいれる。そしてわた
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しは異邦人の前で、あなたがたの中に、
わたしの聖なることをあらわす。

エゼキエル記 28:25 主なる神はこう
言われる、わたしがイスラエルの家の者
を、その散らされたもろもろの民の中か
ら集め、もろもろの国民の目の前で、彼
らにわたしの聖なることをあらわす時、
彼らはわたしが、わがしもべヤコブに与
えた地に住むようになる。

26 彼らはそこに安らかに住み、家を建て、
またぶどう畑を作る。かつて彼らを卑し
めたすべての隣り人たちに対して、わた
しがさばきを行う時、彼らは安らかに住
む。こうして彼らは、わたしが彼らの
神、主であることを知る」。

エゼキエル記 30:3 その日は近い、
主の日は近い。これは雲の日、異邦人の
滅びの時である。

ルカによる福音書 15:4 「あなたがたの
うちに、百匹の羊を持っている者がいた
とする。その一匹がいなくなったら、九
十九匹を野原に残しておいて、いなくな
った一匹を見つけるまでは捜し歩かない
であろうか。

5 そして見つけたら、喜んでそれを自分の
肩に乗せ、

6 家に帰ってきて友人や隣り人を呼び集
め、『わたしと一緒に喜んでください。
いなくなった羊を見つけましたから』と
言うであろう。

ヨハネによる福音書 10:9 わたしは門であ
る。わたしをとおってはいる者は救わ
れ、また出入りし、牧草にありつくであ
ろう。

10 盗人が来るのは、盗んだり、殺したり、
滅ぼしたりするためにほかならない。わ

たしがきたのは、羊に命を得させ、豊か
に得させるためである。

11 わたしはよい羊飼である。よい羊飼は、
羊のために命を捨てる。

12 羊飼ではなく、羊が自分のものでもない
雇人は、おおかみが来るのを見ると、羊
をすてて逃げ去る。そして、おおかみは
羊を奪い、また追い散らす。

13 彼は雇人であって、羊のことを心にかけ
ていないからである。

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。

15 それはちょうど、父がわたしを知ってお
られ、わたしが父を知っているのと同じ
である。そして、わたしは羊のために命
を捨てるのである。

16 わたしにはまた、この囲いにいない他の
羊がある。わたしは彼らをも導かねばな
らない。彼らも、わたしの声に聞き従う
であろう。そして、ついに一つの群れ、
ひとりの羊飼となるであろう。

ヨハネによる福音書 21:15 彼らが食
事をすませると、イエスはシモン・ペテ
ロに言われた、「ヨハネの子シモンよ、
あなたはこの人たちが愛する以上に、わ
たしを愛するか」。ペテロは言った、「
主よ、そうです。わたしがあなたを愛す
ることは、あなたがご存じです」。イエ
スは彼に「わたしの小羊を養いなさい」
と言われた。

ヘブライ人への手紙 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、

21 イエス・キリストによって、みこころに
かなうことをわたしたちにして下さり、
あなたがたが御旨を行うために、すべて
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の良きものを備えて下さるようにこい願
う。栄光が、世々限りなく神にあるよう
に、アァメン。

ペトロの手紙一 2:25 あなたがたは、
羊のようにさ迷っていたが、今は、たま
しいの牧者であり監督であるかたのもと
に、たち帰ったのである。

ペトロの手紙一 5:4 そうすれば、大
牧者が現れる時には、しぼむことのない
栄光の冠を受けるであろう。

ヨハネの黙示録 7:16 彼らは、もはや
飢えることがなく、かわくこともない。
太陽も炎暑も、彼らを侵すことはない。

17 御座の正面にいます小羊は彼らの牧者
となって、いのちの水の泉に導いて下さ
るであろう。また神は、彼らの目から涙
をことごとくぬぐいとって下さるであろ
う」。

ヨハネの黙示録 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、

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #5; ゼファニヤ記 1:15.

E27 新しい心と新しい精神を捧げる。
G04 救世主は霊を注ぐであろう。
G06 聖霊のすみか。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

エゼキエル記 36:8 しかしイスラエル
の山 よ々、あなたがたは枝を出し、わが民
イスラエルのために実を結ぶ。この事の成

るのは近い。
エゼキエル記 36:9-14
エゼキエル記 36:15 わたしは重ねて諸

国民のはずかしめをあなたに聞かせない。
あなたは重ねて、もろもろの民のはずかし
めを受けることはなく、あなたの民を重ねて
つまずかせることはないと、主なる神は言
われる」。

エゼキエル記 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。

28 あなたがたは、わたしがあなたがたの先祖
に与えた地に住んで、わが民となり、わた
しはあなたがたの神となる。

エゼキエル記 36:32- 38

エゼキエル記 11:19 そしてわたしは
彼らに一つの心を与え、彼らのうちに新
しい霊を授け、彼らの肉から石の心を取
り去って、肉の心を与える。

エゼキエル記 36:31 その時あなたが
たは自身の悪しきおこないと、良からぬ
わざとを覚えて、その罪と、その憎むべ
きこととのために、みずから恨む。

ローマの信徒への手紙 6:21 その時あ
なたがたは、どんな実を結んだのか。そ
れは、今では恥とするようなものであっ
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た。それらのものの終極は、死である。
22 しかし今や、あなたがたは罪から解放さ

れて神に仕え、きよきに至る実を結んで
いる。その終極は永遠のいのちである。

ローマの信徒への手紙 8:14 すべて神
の御霊に導かれている者は、すなわち、
神の子である。

15 あなたがたは再び恐れをいだかせる奴隷
の霊を受けたのではなく、子たる身分を
授ける霊を受けたのである。その霊によ
って、わたしたちは「アバ、父よ」と呼
ぶのである。

16 御霊みずから、わたしたちの霊と共に、
わたしたちが神の子であることをあかし
して下さる。

ローマの信徒への手紙 11:25 兄弟たち
よ。あなたがたが知者だと自負すること
のないために、この奥義を知らないでい
てもらいたくない。一部のイスラエル人
がかたくなになったのは、異邦人が全部
救われるに至る時までのことであって、

26 こうして、イスラエル人は、すべて救
われるであろう。すなわち、次のように
書いてある、／「救う者がシオンからき
て、／ヤコブから不信心を追い払うであ
ろう。

コリントの信徒への手紙二 3:7 もし石に
彫りつけた文字による死の務が栄光のう
ちに行われ、そのためイスラエルの子ら
は、モーセの顔の消え去るべき栄光のゆ
えに、その顔を見つめることができなか
ったとすれば、

8 まして霊の務は、はるかに栄光あるもの
ではなかろうか。

コリントの信徒への手紙二 5:17 だれでも
キリストにあるならば、その人は新しく

造られた者である。古いものは過ぎ去っ
た、見よ、すべてが新しくなったのであ
る。

ガラテヤの信徒への手紙 5:22 しかし、
御霊の実は、愛、喜び、平和、寛容、慈
愛、善意、忠実、

ガラテヤの信徒への手紙 6:15 割礼のあ
るなしは問題ではなく、ただ、新しく造
られることこそ、重要なのである。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4; #5; 出エジプト
記 19-20; ルカによる福音書 11:13; 使徒言行録 2:14-47; 
コリントの信徒への手紙一 3:16; エフェソの信徒への手
紙 1:13,14; エフェソの信徒への手紙 2:10; テトスへの
手紙 3:5,6; ヘブライ人への手紙 10:22; ペトロの手紙一 

1:18,19,22; ヨハネによる福音書 3:24; ヨハネによる福音
書 5:5.

E11 救世主は永遠の命を与えるであろう。
E27 新しい心と新しい精神を捧げる。
G06 聖霊のすみか。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。
H10 永遠の平和の御国の預言者。

エゼキエル記 37:1-8
エゼキエル記 37:9 時に彼はわたしに

言われた、「人の子よ、息に預言せよ、息に
預言して言え。主なる神はこう言われる、息
よ、四方から吹いて来て、この殺された者
たちの上に吹き、彼らを生かせ」。

10 そこでわたしが命じられたように預言する
と、息はこれにはいった。すると彼らは生
き、その足で立ち、はなはだ大いなる群衆
となった。

11 そこで彼はわたしに言われた、「人の子よ、
これらの骨はイスラエルの全家である。見
よ、彼らは言う、『われわれの骨は枯れ、わ
れわれの望みは尽き、われわれは絶え果
てる』と。
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12 それゆえ彼らに預言して言え。主なる神は
こう言われる、わが民よ、見よ、わたしはあ
なたがたの墓を開き、あなたがたを墓から
とりあげて、イスラエルの地にはいらせる。

13 わが民よ、わたしがあなたがたの墓を開
き、あなたがたをその墓からとりあげる
時、あなたがたは、わたしが主であることを
悟る。

14 わたしがわが霊を、あなたがたのうちに置
いて、あなたがたを生かし、あなたがたをそ
の地に安住させる時、あなたがたは、主な
るわたしがこれを言い、これをおこなった
ことを悟ると、主は言われる」。

イザヤ記 66:14 あなたがたは見て、心喜
び、あなたがたの骨は若草のように栄え
る。主の手はそのしもべらと共にあり、
その憤りはその敵にむかっていることを
知る。

エゼキエル記 28:25 主なる神はこう
言われる、わたしがイスラエルの家の者
を、その散らされたもろもろの民の中か
ら集め、もろもろの国民の目の前で、彼
らにわたしの聖なることをあらわす時、
彼らはわたしが、わがしもべヤコブに与
えた地に住むようになる。

ホセア記 6:2 主は、ふつかの後、わた
したちを生かし、三日目にわたしたちを
立たせられる。わたしたちはみ前で生き
る。

アモス記 9:14 わたしはわが民イスラエ
ルの幸福をもとに返す。彼らは荒れた町
々を建てて住み、ぶどう畑を作ってその
酒を飲み、園を作ってその実を食べる。

15 わたしは彼らをその地に植えつける。彼
らはわたしが与えた地から／再び抜きと
られることはない」と／あなたの神、主

は言われる。

ローマの信徒への手紙 8:11 もし、イ
エスを死人の中からよみがえらせたかた
の御霊が、あなたがたの内に宿っている
なら、キリスト・イエスを死人の中から
よみがえらせたかたは、あなたがたの内
に宿っている御霊によって、あなたがた
の死ぬべきからだをも、生かしてくださ
るであろう。

ローマの信徒への手紙 11:1 そこで、
わたしは問う、「神はその民を捨てたの
であろうか」。断じてそうではない。わ
たしもイスラエル人であり、アブラハム
の子孫、ベニヤミン族の者である。

2 神は、あらかじめ知っておられたその民
を、捨てることはされなかった。聖書が
エリヤについてなんと言っているか、あ
なたがたは知らないのか。すなわち、彼
はイスラエルを神に訴えてこう言った。

3 「主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺
し、あなたの祭壇をこぼち、そして、わ
たしひとりが取り残されたのに、彼らは
わたしのいのちをも求めています」。

4 しかし、彼に対する御告げはなんであっ
たか、「バアルにひざをかがめなかった
七千人を、わたしのために残しておい
た」。

5 それと同じように、今の時にも、恵みの
選びによって残された者がいる。

ローマの信徒への手紙 11:24 なぜな
ら、もしあなたが自然のままの野生のオ
リブから切り取られ、自然の性質に反し
て良いオリブにつがれたとすれば、まし
て、これら自然のままの良い枝は、もっ
とたやすく、元のオリブにつがれないで
あろうか。

25 兄弟たちよ。あなたがたが知者だと自負
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することのないために、この奥義を知ら
ないでいてもらいたくない。一部のイス
ラエル人がかたくなになったのは、異邦
人が全部救われるに至る時までのことで
あって、

26 こうして、イスラエル人は、すべて救
われるであろう。すなわち、次のように
書いてある、／「救う者がシオンからき
て、／ヤコブから不信心を追い払うであ
ろう。

27 そして、これが、彼らの罪を除き去る時
に、／彼らに対して立てるわたしの契約
である」。

ローマの信徒への手紙 11:32 すなわ
ち、神はすべての人をあわれむために、
すべての人を不従順のなかに閉じ込めた
のである。

以下も参照されたい： #1; #2; #5; 詩編 126:2,3; イザヤ
記 32:15; エレミヤ記 33:24-26; エゼキエル記 11:19; エゼ
キエル記 16:62,63; エゼキエル記 36:24-31; エゼキエル記 

37:21,25; エゼキエル記 39:29; ヨエル記 2:28.

E17 救世主は神のために神殿を建てるであ
ろう。

E18 神は民の中に住むであろう。
E20 救世主は新しい契約を結ぶであろう。
H03 救世主の未来の御国。
H10 永遠の平和の御国の預言者。

エゼキエル記 37:21 あなたは彼らに言
え。主なる神は、こう言われる、見よ、わた
しはイスラエルの人々 を、その行った国々か
ら取り出し、四方から彼らを集めて、その地
にみちびき、

22 その地で彼らを一つの民となしてイスラエ
ルの山 に々おらせ、ひとりの王が彼ら全体
の王となり、彼らは重ねて二つの国民とな
らず、再び二つの国に分れない。

23 彼らはまた、その偶像と、その憎むべきこ
とどもと、もろもろのとがとをもって、身を
汚すことはない。わたしは彼らを、その犯
したすべての背信から救い出して、これを
清める。そして彼らはわが民となり、わたし
は彼らの神となる。

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」。

エゼキエル記 11:19 そしてわたしは
彼らに一つの心を与え、彼らのうちに新
しい霊を授け、彼らの肉から石の心を取
り去って、肉の心を与える。

20 これは彼らがわたしの定めに歩み、わた
しのおきてを守って行い、そして彼らが
わたしの民となり、わたしが彼らの神と
なるためである。

ルカによる福音書 1:32 彼は大いなる者
となり、いと高き者の子と、となえられ
るでしょう。そして、主なる神は彼に父
ダビデの王座をお与えになり、

33 彼はとこしえにヤコブの家を支配し、そ
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の支配は限りなく続くでしょう」。

ヨハネによる福音書 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。

15 それはちょうど、父がわたしを知ってお
られ、わたしが父を知っているのと同じ
である。そして、わたしは羊のために命
を捨てるのである。

16 わたしにはまた、この囲いにいない他の
羊がある。わたしは彼らをも導かねばな
らない。彼らも、わたしの声に聞き従う
であろう。そして、ついに一つの群れ、
ひとりの羊飼となるであろう。

17 父は、わたしが自分の命を捨てるから、
わたしを愛して下さるのである。命を捨
てるのは、それを再び得るためである。

ローマの信徒への手紙 11:15 もし彼ら
の捨てられたことが世の和解となったと
すれば、彼らの受けいれられることは、
死人の中から生き返ることではないか。

ローマの信徒への手紙 11:25 兄弟たち
よ。あなたがたが知者だと自負すること
のないために、この奥義を知らないでい
てもらいたくない。一部のイスラエル人
がかたくなになったのは、異邦人が全部
救われるに至る時までのことであって、

26 こうして、イスラエル人は、すべて救
われるであろう。すなわち、次のように
書いてある、／「救う者がシオンからき
て、／ヤコブから不信心を追い払うであ
ろう。

コリントの信徒への手紙二 6:16 神の宮と
偶像となんの一致があるか。わたしたち
は、生ける神の宮である。神がこう仰せ
になっている、／「わたしは彼らの間に

住み、／かつ出入りをするであろう。そ
して、わたしは彼らの神となり、／彼ら
はわたしの民となるであろう」。

コロサイの信徒への手紙 2:9 キリスト
にこそ、満ちみちているいっさいの神の
徳が、かたちをとって宿っており、

ヘブライ人への手紙 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、

23 天に登録されている長子たちの教会、
万民の審判者なる神、全うされた義人の
霊、

ヨハネの黙示録 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、

ヨハネの黙示録 21:22 わたしは、この
都の中には聖所を見なかった。全能者に
して主なる神と小羊とが、その聖所なの
である。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4; #5; 創世記 17:7; 出
エジプト記 31:13; 申命記 30:1-10; サムエル記下 23:5; 詩
編 126:1-6; イザヤ記 9:6,7; イザヤ記 27:6,12,13; イザヤ記 
40:11; イザヤ記 43:5,6; イザヤ記 49:8-26; イザヤ記 55:3,4; 
イザヤ記 59:20,21; イザヤ記 60:21,22; エレミヤ記 16:14-
17; エレミヤ記 23:3-8; エレミヤ記 30:3,8-11,17-22; エレ
ミヤ記 31:8-10,27,32-40; エレミヤ記 32:37-44; エレミヤ
記 33:7-26; エレミヤ記 50:4,5; エゼキエル記 11:11-16; エ
ゼキエル記 14:11; エゼキエル記 20:12,43; エゼキエル記 

28:25,26; エゼキエル記 34:13,23-25; エゼキエル記 36:23-
31,36-38; エゼキエル記 38:23; エゼキエル記 39:7; エゼ

キエル記 43:7-9; ダニエル記 2:44,45; ホセア記 1:11; ホセ
ア記 2:19-23; ホセア記 3:4,5; ホセア記 14:4-7; アモス記 

9:14,15; オバデア記 1:17-21; ミカ記 5:2-4,8,12,13; ヨエル
記 3:20; ゼカリヤ記 2:2-6; ゼカリヤ記 6:12,13; ゼカリヤ記 
8:4,5; ゼカリヤ記 13:1,2; ゼカリヤ記 14:11,21; コリントの
信徒への手紙一 1:30; テサロニケの信徒への手紙一 5:23; 

エフェソの信徒への手紙 5:25,26.
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H02 将来の救世主による裁き。

エゼキエル記 38:16 あなたはわが民イ
スラエルに攻めのぼり、雲のように地をお
おう。ゴグよ、終りの日にわたしはあなた
を、わが国に攻めきたらせ、あなたをとお
して、わたしの聖なることを諸国民の目の
前にあらわして、彼らにわたしを知らせる。

ゼカリヤ記 12:9 その日には、わたしはエ
ルサレムに攻めて来る国民を、ことごと
く滅ぼそうと努める。

テモテへの手紙二 3:1 しかし、このこ
とは知っておかねばならない。終りの時
には、苦難の時代が来る。

以下も参照されたい： #1; #4; イザヤ記 2:2; エゼキエル記 
36:23; エゼキエル記 38:8,23; エゼキエル記 39:21; ダニエ

ル記 10:14; ミカ記 4:1; 7:15-17.

H02 将来の救世主による裁き。

エゼキエル記 38:18 しかし主なる神は
言われる、その日、すなわちゴグがイスラ
エルの地に攻め入る日に、わが怒りは現れ
る。

ヘブライ人への手紙 12:29 わたした
ちの神は、実に、焼きつくす火である。

以下も参照されたい： エゼキエル記 36:5,6; 詩編 18:7,8; 
詩編 89:46.

H02 将来の救世主による裁き。

エゼキエル記 38:19 わたしは、わがね
たみと、燃えたつ怒りとをもって言う。その
日には必ずイスラエルの地に、大いなる震
動があり、

ヘブライ人への手紙 12:26 あの時に
は、御声が地を震わせた。しかし今は、
約束して言われた、「わたしはもう一
度、地ばかりでなく天をも震わそう」。

ヨハネの黙示録 11:13 この時、大地震
が起って、都の十分の一は倒れ、その地
震で七千人が死に、生き残った人々は驚
き恐れて、天の神に栄光を帰した。

以下も参照されたい： イザヤ記 42:13; エゼキエル記 
39:25; ヨエル記 2:18; ヨエル記 3:16; ハガイ記 2:6,20,21; 

ゼカリヤ記 1:14; ゼカリヤ記 14:3-5; ヨハネの黙示録 
16:10.

H02 将来の救世主による裁き。

エゼキエル記 38:20 海の魚、空の鳥、
野の獣、すべての地に這うもの、地のおも
てにあるすべての人は、わが前に打ち震え
る。また山々はくずれ、がけは落ち、すべて
の石がきは地に倒れる。

ヨハネの黙示録 6:12 小羊が第六の封
印を解いた時、わたしが見ていると、大
地震が起って、太陽は毛織の荒布のよ
うに黒くなり、月は全面、血のようにな
り、

13 天の星は、いちじくのまだ青い実が大風
に揺られて振り落されるように、地に落
ちた。

以下も参照されたい： #6; イザヤ記 30:25; エレミヤ記 
4:23-26; ホセア記 4:3; ゼカリヤ記 14:3-5.

H02 将来の救世主による裁き。

エゼキエル記 38:21 主なる神は言われ
る、わたしはゴグに対し、すべての恐れを呼
びよせる。すべての人のつるぎは、その兄弟
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に向けられる。
22 わたしは疫病と流血とをもって彼をさば

く。わたしはみなぎる雨と、ひょうと、火と、
硫黄とを、彼とその軍隊および彼と共にお
る多くの民の上に降らせる。

ハガイ記 2:22 わたしは国々の王位を倒
し、異邦の国々の力を滅ぼし、また戦
車、およびこれに乗る者を倒す。馬およ
びこれに乗る者は、たがいにその仲間の
つるぎによって倒れる。 

23 万軍の主は言われる、シャルテルの子、
わがしもべゼルバベルよ、主は言われ
る、その日、わたしはあなたを立て、あ
なたを印章のようにする。わたしはあな
たを選んだからであると、万軍の主は言
われる」。

ヨハネの黙示録 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
の音が降った。

ヨハネの黙示録 16:21 また一タラント
の重さほどの大きな音が、天から人々の
上に降ってきた。人々は、この音の災害
のゆえに神をのろった。その災害が、非
常に大きかったからである。

以下も参照されたい： #6; 詩編 11:6; イザヤ記 28:17; イザ
ヤ記 29:6; イザヤ記 54:17; エレミヤ記 25:31; エゼキエル

記 13:11; ゼカリヤ記 12:2,9.

H02 将来の救世主による裁き。
H03 救世主の未来の御国。

エゼキエル記 38:23 そしてわたしはわ
たしの大いなることと、わたしの聖なること
とを、多くの国民の目に示す。そして彼らは

わたしが主であることを悟る。

マタイによる福音書 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。

テサロニケの信徒への手紙二 1:7 それは、
主イエスが炎の中で力ある天使たちを率
いて天から現れる時に実現する。

8 その時、主は神を認めない者たちや、わ
たしたちの主イエスの福音に聞き従わな
い者たちに報復し、

ヘブライ人への手紙 12:26 あの時に
は、御声が地を震わせた。しかし今は、
約束して言われた、「わたしはもう一
度、地ばかりでなく天をも震わそう」。

27 この「もう一度」という言葉は、震わ
れないものが残るために、震われるもの
が、造られたものとして取り除かれるこ
とを示している。

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。

ヨハネの黙示録 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」。

ヨハネの黙示録 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。
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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。あなた
だけが聖なるかたであり、あらゆる国民
はきて、あなたを伏し拝むでしょう。あ
なたの正しいさばきが、あらわれるに至
ったからであります」。

ヨハネの黙示録 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」。

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」。

5 その時、御座から声が出て言った、「す
べての神の僕たちよ、神をおそれる者た
ちよ。小さき者も大いなる者も、共に、
われらの神をさんびせよ」。

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。

ヨハネの黙示録 21:1 わたしはまた、
新しい天と新しい地とを見た。先の天と
地とは消え去り、海もなくなってしまっ
た。

以下も参照されたい： #1; #5; #6; エゼキエル記 36:23; エ
ゼキエル記 37:28; ペトロの手紙二 3:10,11.

E27 新しい心と新しい精神を捧げる。
G04 救世主は霊を注ぐであろう。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

エゼキエル記 39:6 わたしはゴグと、
海沿いの国 に々安らかに住む者に対して火
を送り、彼らにわたしが主であることを悟
らせる。

7 わたしはわが聖なる名を、わが民イスラエ
ルのうちに知らせ、重ねてわが聖なる名を
汚させない。諸国民はわたしが主、イスラ
エルの聖者であることを悟る。

8 主なる神は言われる、見よ、これは来る、
必ず成就する。これはわたしが言った日で
ある。

21 わたしはわが栄光を諸国民に示す。すべて
の国民はわたしが行ったさばきと、わたし
が彼らの上に加えた手とを見る。

22 この日から後、イスラエルの家はわたしが
彼らの神、主であることを悟るようになる。

23 また諸国民はイスラエルの家が、その悪に
よって捕え移されたことを悟る。彼らがわ
たしにそむいたので、わたしはわが顔を彼
らに隠し、彼らをその敵の手に渡した。そ
れで彼らは皆つるぎに倒れた。

24 わたしは彼らの汚れと、とがとに従って、彼
らを扱い、わたしの顔を彼らに隠した。

25 それゆえ、主なる神はこう言われる、いまわ
たしはヤコブの幸福をもとに返し、イスラエ
ルの全家をあわれみ、わが聖なる名のため
に、ねたみを起す。

26 彼らは、その国に安らかに住み、だれもこ
れを恐れさせる者がないようになった時、
自分の恥と、わたしに向かってなした反逆
とを忘れる。

27 わたしが彼らを諸国民の中から帰らせ、そ
の敵の国から呼び集め、彼らによって、わ
たしの聖なることを、多くの国民の前に示
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す時、
28 彼らは、わたしが彼らの神、主であることを

悟る。これはわたしが彼らを諸国民のうち
に移し、またこれをその国に呼び集めたか
らである。わたしはそのひとりをも、国々の
うちに残すことをしない。

29 わたしは、わが霊をイスラエルの家に注ぐ
時、重ねてわが顔を彼らに隠さないと、主
なる神は言われる」。

ヨエル記 2:28 その後わたしはわが霊
を／すべての肉なる者に注ぐ。あなたが
たのむすこ、娘は預言をし、あなたがた
の老人たちは夢を見、あなたがたの若者
たちは幻を見る。

29 その日わたしはまた／わが霊をしもべ、
はしために注ぐ。

ヨハネによる福音書 17:3 永遠の命とは、
唯一の、まことの神でいますあなたと、
また、あなたがつかわされたイエス・キ
リストとを知ることであります。

使徒言行録 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。

ローマの信徒への手紙 9:6 しかし、神の言
が無効になったというわけではない。な
ぜなら、イスラエルから出た者が全部イ
スラエルなのではなく、

7 また、アブラハムの子孫だからといっ
て、その全部が子であるのではないから
である。かえって「イサクから出る者
が、あなたの子孫と呼ばれるであろう」
。

8 すなわち、肉の子がそのまま神の子なの
ではなく、むしろ約束の子が子孫として

認められるのである。

ローマの信徒への手紙 11:1 そこで、
わたしは問う、「神はその民を捨てたの
であろうか」。断じてそうではない。わ
たしもイスラエル人であり、アブラハム
の子孫、ベニヤミン族の者である。

2 神は、あらかじめ知っておられたその民
を、捨てることはされなかった。聖書が
エリヤについてなんと言っているか、あ
なたがたは知らないのか。すなわち、彼
はイスラエルを神に訴えてこう言った。

3 「主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺
し、あなたの祭壇をこぼち、そして、わ
たしひとりが取り残されたのに、彼らは
わたしのいのちをも求めています」。

4 しかし、彼に対する御告げはなんであっ
たか、「バアルにひざをかがめなかった
七千人を、わたしのために残しておい
た」。

5 それと同じように、今の時にも、恵みの
選びによって残された者がいる。

6 しかし、恵みによるのであれば、もはや
行いによるのではない。そうでないと、
恵みはもはや恵みでなくなるからであ
る。

7 では、どうなるのか。イスラエルはその
追い求めているものを得ないで、ただ選
ばれた者が、それを得た。そして、他の
者たちはかたくなになった。

ローマの信徒への手紙 11:26 こうし
て、イスラエル人は、すべて救われるで
あろう。すなわち、次のように書いてあ
る、／「救う者がシオンからきて、／ヤ
コブから不信心を追い払うであろう。

27 そして、これが、彼らの罪を除き去る時
に、／彼らに対して立てるわたしの契約
である」。

28 福音について言えば、彼らは、あなたが
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たのゆえに、神の敵とされているが、選
びについて言えば、父祖たちのゆえに、
神に愛せられる者である。

29 神の賜物と召しとは、変えられることが
ない。

30 あなたがたが、かつては神に不従順であ
ったが、今は彼らの不従順によってあわ
れみを受けたように、

31 彼らも今は不従順になっているが、それ
は、あなたがたの受けたあわれみによっ
て、彼ら自身も今あわれみを受けるため
なのである。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #5; エゼキエル記 40-
48; 使徒言行録 2:14-18; ヨハネによる福音書 3:24.

H03 救世主の未来の御国。

エゼキエル記 47:6 彼はわたしに「人の子よ、あ
なたはこれを見るか」と言った。それから、
彼はわたしを川の岸に沿って連れ帰った。

7 わたしが帰ってくると、見よ、川の岸のこな
たかなたに、はなはだ多くの木があった。

8 彼はわたしに言った、「この水は東の境に
流れて行き、アラバに落ち下り、その水が、
よどんだ海にはいると、それは清くなる。

9 おおよそこの川の流れる所では、もろもろ
の動く生き物が皆生き、また、はなはだ多
くの魚がいる。これはその水がはいると、
海の水を清くするためである。この川の流
れる所では、すべてのものが生きている。

10 すなどる者が、海のかたわらに立ち、エン
ゲデからエン・エグライムまで、網を張る所
となる。その魚は、大海の魚のように、その
種類がはなはだ多い。

11 ただし、その沢と沼とは清められないで、
塩地のままで残る。

12 川のかたわら、その岸のこなたかなたに、
食物となる各種の木が育つ。その葉は枯れ
ず、その実は絶えず、月ごとに新しい実が

なる。これはその水が聖所から流れ出るか
らである。その実は食用に供せられ、その
葉は薬となる」。

エゼキエル記 47:13-23

マタイによる福音書 4:18 さて、イエスが
ガリラヤの海べを歩いておられると、ふ
たりの兄弟、すなわち、ペテロと呼ばれ
たシモンとその兄弟アンデレとが、海に
網を打っているのをごらんになった。彼
らは漁師であった。

19 イエスは彼らに言われた、「わたしにつ
いてきなさい。あなたがたを、人間をと
る漁師にしてあげよう」。

20 すると、彼らはすぐに網を捨てて、イエ
スに従った。

マタイによる福音書 13:47 また天国
は、海におろして、あらゆる種類の魚を
囲みいれる網のようなものである。

48 それがいっぱいになると岸に引き上げ、
そしてすわって、良いのを器に入れ、悪
いのを外へ捨てるのである。

49 世の終りにも、そのとおりになるであろ
う。すなわち、御使たちがきて、義人の
うちから悪人をえり分け、

ヨハネの黙示録 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、

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。

以下も参照されたい： #1; #2; #5; 創世記 2:10; 民数記 
34:1-12; 詩編 65:9; イザヤ記 43:19,20.
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H03 救世主の未来の御国。
H10 永遠の平和の御国の預言者。

ダニエル記 2:34 あなたが見ておられたと
き、一つの石が人手によらずに切り出され
て、その像の鉄と粘土との足を撃ち、これ
を砕きました。

35 こうして鉄と、粘土と、青銅と、銀と、金と
はみな共に砕けて、夏の打ち場のもみがら
のようになり、風に吹き払われて、あとかた
もなくなりました。ところがその像を撃っ
た石は、大きな山となって全地に満ちまし
た。

44 それらの王たちの世に、天の神は一つの国
を立てられます。これはいつまでも滅びる
ことがなく、その主権は他の民にわたされ
ず、かえってこれらのもろもろの国を打ち破
って滅ぼすでしょう。そしてこの国は立って
永遠に至るのです。

45 一つの石が人手によらずに山から切り出さ
れ、その石が鉄と、青銅と、粘土と、銀と、
金とを打ち砕いたのを、あなたが見られた
のはこの事です。大いなる神がこの後に起
るべきことを、王に知らされたのです。その
夢はまことであって、この解き明かしは確
かです」。

サムエル記下 7:16 あなたの家と王
国はわたしの前に長く保つであろう。あ
なたの位は長く堅うせられる』」。

イザヤ記 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。

マタイによる福音書 26:29 あなたが
たに言っておく。わたしの父の国であ
なたがたと共に、新しく飲むその日まで
は、わたしは今後決して、ぶどうの実か
ら造ったものを飲むことをしない」。

ルカによる福音書 1:32 彼は大いなる者
となり、いと高き者の子と、となえられ
るでしょう。そして、主なる神は彼に父
ダビデの王座をお与えになり、

33 彼はとこしえにヤコブの家を支配し、そ
の支配は限りなく続くでしょう」。

ヨハネによる福音書 18:36 イエスは
答えられた、「わたしの国はこの世のも
のではない。もしわたしの国がこの世の
ものであれば、わたしに従っている者た
ちは、わたしをユダヤ人に渡さないよう
に戦ったであろう。しかし事実、わたし
の国はこの世のものではない」。

ヨハネの黙示録 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」。

ヨハネの黙示録 12:10 その時わたし
は、大きな声が天でこう言うのを聞い
た、「今や、われらの神の救と力と国
と、神のキリストの権威とは、現れた。
われらの兄弟らを訴える者、夜昼われら
の神のみまえで彼らを訴える者は、投げ
落された。
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以下も参照されたい： #1.

B03 救世主は人の子である。
H01 救世主の再来は予言されている。
H03 救世主の未来の御国。
H10 永遠の平和の御国の預言者。
H11 救世主は栄光を受けるであろう。

ダニエル記 7:13 わたしはまた夜の幻のうち
に見ていると、見よ、人の子のような者が、
天の雲に乗ってきて、日の老いたる者のも
とに来ると、その前に導かれた。

14 彼に主権と光栄と国とを賜い、諸民、諸
族、諸国語の者を彼に仕えさせた。その主
権は永遠の主権であって、なくなることが
なく、その国は滅びることがない。

18 しかしついには、いと高き者の聖徒が国を
受け、永遠にその国を保って、世々かぎりな
く続く』。

22 ついに日の老いたる者がきて、いと高き者
の聖徒のために審判をおこなった。そし
てその時がきて、この聖徒たちは国を受け
た。

27 国と主権と全天下の国々の権威とは、いと
高き者の聖徒たる民に与えられる。彼らの
国は永遠の国であって、諸国の者はみな彼
らに仕え、かつ従う』。

マタイによる福音書 11:27 すべての
事は父からわたしに任せられています。
そして、子を知る者は父のほかにはな
く、父を知る者は、子と、父をあらわそ
うとして子が選んだ者とのほかに、だれ
もありません。

マタイによる福音書 24:30 そのと

き、人の子のしるしが天に現れるであろ
う。またそのとき、地のすべての民族は
嘆き、そして力と大いなる栄光とをもっ
て、人の子が天の雲に乗って来るのを、
人々は見るであろう。

マタイによる福音書 25:31 人の子が
栄光の中にすべての御使たちを従えて来
るとき、彼はその栄光の座につくであろ
う。

マタイによる福音書 26:64 イエスは
彼に言われた、「あなたの言うとおりで
ある。しかし、わたしは言っておく。あ
なたがたは、間もなく、人の子が力ある
者の右に座し、天の雲に乗って来るのを
見るであろう」。

マタイによる福音書 28:18 イエスは
彼らに近づいてきて言われた、「わたし
は、天においても地においても、いっさ
いの権威を授けられた。

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、父と子と聖霊
との名によって、彼らにバプテスマを施
し、

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」。

ルカによる福音書 10:22 すべての事は父
からわたしに任せられています。そし
て、子がだれであるかは、父のほか知っ
ている者はありません。また父がだれで
あるかは、子と、父をあらわそうとして
子が選んだ者とのほか、だれも知ってい
る者はいません」。

ルカによる福音書 21:27 そのとき、大い
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なる力と栄光とをもって、人の子が雲に
乗って来るのを、人々は見るであろう。

ヨハネによる福音書 3:35 父は御子を愛し
て、万物をその手にお与えになった。

ヨハネによる福音書 5:22 父はだれをもさ
ばかない。さばきのことはすべて、子に
ゆだねられたからである。

23 それは、すべての人が父を敬うと同様
に、子を敬うためである。子を敬わない
者は、子をつかわされた父をも敬わな
い。

ヨハネによる福音書 5:27 そして子は人の
子であるから、子にさばきを行う権威を
お与えになった。

エフェソの信徒への手紙 1:19 また、神
の力強い活動によって働く力が、わたし
たち信じる者にとっていかに絶大なもの
であるかを、あなたがたが知るに至るよ
うに、と祈っている。

20 神はその力をキリストのうちに働かせ
て、彼を死人の中からよみがえらせ、天
上においてご自分の右に座せしめ、

21 彼を、すべての支配、権威、権力、権勢
の上におき、また、この世ばかりでなく
きたるべき世においても唱えられる、あ
らゆる名の上におかれたのである。

22 そして、万物をキリストの足の下に従わ
せ、彼を万物の上にかしらとして教会に
与えられた。

テモテへの手紙二 2:12 もし耐え忍ぶな
ら、彼と共に支配者となるであろう。も
し彼を否むなら、彼もわたしたちを否む
であろう。

ヘブライ人への手紙 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。

ヨハネの黙示録 1:7 見よ、彼は、雲
に乗ってこられる。すべての人の目、
ことに、彼を刺しとおした者たちは、彼
を仰ぎ見るであろう。また地上の諸族は
みな、彼のゆえに胸を打って嘆くであろ
う。しかり、アァメン。

ヨハネの黙示録 2:26 勝利を得る者、
わたしのわざを最後まで持ち続ける者に
は、諸国民を支配する権威を授ける。

27 彼は鉄のつえをもって、ちょうど土の器
を砕くように、彼らを治めるであろう。
それは、わたし自身が父から権威を受け
て治めるのと同様である。

ヨハネの黙示録 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、封印を解くにふさわし
いかたであります。あなたはほふられ、
その血によって、神のために、あらゆる
部族、国語、民族、国民の中から人々を
あがない、

10 わたしたちの神のために、彼らを御国の
民とし、祭司となさいました。彼らは地
上を支配するに至るでしょう」。

ヨハネの黙示録 20:6 この第一の復活
にあずかる者は、さいわいな者であり、
また聖なる者である。この人たちに対し
ては、第二の死はなんの力もない。彼ら
は神とキリストとの祭司となり、キリス
トと共に千年の間、支配する。

ヨハネの黙示録 22:5 夜は、もはやな
い。あかりも太陽の光も、いらない。主
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なる神が彼らを照し、そして、彼らは世
々限りなく支配する。

以下も参照されたい： #1; #5; 詩編 8:6; エゼキエル記 
1:26; マタイによる福音書 13:41; マルコによる福音書 

14:61,62; ヨハネによる福音書 3:13; ヨハネによる福音書 
12:34; 使徒言行録 2:33-36; ペトロの手紙一 3:22; ヨハネの

黙示録 14:14.

E26 救世主による贖罪の働き。

ダニエル記 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。

マタイによる福音書 1:21 彼女は男の子を
産むであろう。その名をイエスと名づけ
なさい。彼は、おのれの民をそのもろも
ろの罪から救う者となるからである」。

マタイによる福音書 11:13 すべての
預言者と律法とが預言したのは、ヨハネ
の時までである。

ルカによる福音書 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」。

20 イエスは聖書を巻いて係りの者に返し、
席に着かれると、会堂にいるみんなの者
の目がイエスに注がれた。

21 そこでイエスは、「この聖句は、あなた
がたが耳にしたこの日に成就した」と説

きはじめられた。

ルカによる福音書 24:25 そこでイエスが
言われた、「ああ、愚かで心のにぶいた
め、預言者たちが説いたすべての事を信
じられない者たちよ。

26 キリストは必ず、これらの苦難を受け
て、その栄光に入るはずではなかったの
か」。

27 こう言って、モーセやすべての預言者か
らはじめて、聖書全体にわたり、ご自身
についてしるしてある事どもを、説きあ
かされた。

ヨハネによる福音書 1:41 彼はまず自分の
兄弟シモンに出会って言った、「わたし
たちはメシヤ（訳せば、キリスト）にい
ま出会った」。

使徒言行録 3:22 モーセは言った、『主な
る神は、わたしをお立てになったよう
に、あなたがたの兄弟の中から、ひとり
の預言者をお立てになるであろう。その
預言者があなたがたに語ることには、こ
とごとく聞きしたがいなさい。

ローマの信徒への手紙 5:10 もし、わ
たしたちが敵であった時でさえ、御子
の死によって神との和解を受けたとすれ
ば、和解を受けている今は、なおさら、
彼のいのちによって救われるであろう。

コリントの信徒への手紙二 5:18 しかし、
すべてこれらの事は、神から出ている。
神はキリストによって、わたしたちをご
自分に和解させ、かつ和解の務をわたし
たちに授けて下さった。

19 すなわち、神はキリストにおいて世をご
自分に和解させ、その罪過の責任をこれ
に負わせることをしないで、わたしたち
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に和解の福音をゆだねられたのである。
20 神がわたしたちをとおして勧めをなさる

のであるから、わたしたちはキリストの
使者なのである。そこで、キリストに代
って願う、神の和解を受けなさい。

21 神はわたしたちの罪のために、罪を知ら
ないかたを罪とされた。それは、わたし
たちが、彼にあって神の義となるためな
のである。

フィリピの信徒への手紙 3:9 律法によ
る自分の義ではなく、キリストを信じる
信仰による義、すなわち、信仰に基く神
からの義を受けて、キリストのうちに自
分を見いだすようになるためである。

コロサイの信徒への手紙 2:14 神は、わ
たしたちを責めて不利におとしいれる証
書を、その規定もろともぬり消し、これ
を取り除いて、十字架につけてしまわれ
た。

ヘブライ人への手紙 1:8 御子について
は、／「神よ、あなたの御座は、世々限
りなく続き、／あなたの支配のつえは、
公平のつえである。

ヘブライ人への手紙 7:26 このように、聖
にして、悪も汚れもなく、罪人とは区別
され、かつ、もろもろの天よりも高くさ
れている大祭司こそ、わたしたちにとっ
てふさわしいかたである。

ヘブライ人への手紙 10:14 彼は一つ
のささげ物によって、きよめられた者た
ちを永遠に全うされたのである。

ヨハネの手紙一 3:8 罪を犯す者は、
悪魔から出た者である。悪魔は初めから
罪を犯しているからである。神の子が現

れたのは、悪魔のわざを滅ぼしてしまう
ためである。

以下も参照されたい： レビ記 25:8; 民数記 14:35; 詩編 
45:7; イザヤ記 53:10,11; イザヤ記 56:1; イザヤ記 61:1; 
エレミヤ記 23:5,6; エゼキエル記 4:6; ルカによる福音書 
24:44,45; コリントの信徒への手紙一 1:30; コリントの信
徒への手紙二 5:21; コロサイの信徒への手紙 1:20; ヘブラ
イ人への手紙 2:17; ヘブライ人への手紙 9:11-14,26; ヨハ

ネの黙示録 14:6.

A07 彼はイスラエルの救世主となるであろ
う。

F01 救世主の死は予言されている。
F04 救世主の拒否の結末。

ダニエル記 9:25 それゆえ、エルサレムを建て
直せという命令が出てから、メシヤなるひと
りの君が来るまで、七週と六十二週あるこ
とを知り、かつ悟りなさい。その間に、しか
も不安な時代に、エルサレムは広場と街路
とをもって、建て直されるでしょう。

イザヤ記 55:4 見よ、わたしは彼を立て
て、もろもろの民への証人とし、また、
もろもろの民の君とし、命令する者とし
た。

マルコによる福音書 13:14 荒らす憎
むべきものが、立ってはならぬ所に立つ
のを見たならば（読者よ、悟れ）、その
とき、ユダヤにいる人々は山へ逃げよ。

ヨハネによる福音書 1:41 彼はまず自分の
兄弟シモンに出会って言った、「わたし
たちはメシヤ（訳せば、キリスト）にい
ま出会った」。

使徒言行録 3:15 いのちの君を殺してしま
った。しかし、神はこのイエスを死人の
中から、よみがえらせた。わたしたち
は、その事の証人である。
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使徒言行録 5:31 そして、イスラエルを悔
い改めさせてこれに罪のゆるしを与える
ために、このイエスを導き手とし救主と
して、ご自身の右に上げられたのであ
る。

以下も参照されたい： イザヤ記 9:6; ミカ記 5:2; マタイに
よる福音書 24:15; ヨハネによる福音書 4:25.

F01 救世主の死は予言されている。

ダニエル記 9:26 その六十二週の後にメシ
ヤは断たれるでしょう。ただし自分のため
にではありません。またきたるべき君の民
は、町と聖所とを滅ぼすでしょう。その終り
は洪水のように臨むでしょう。そしてその終
りまで戦争が続き、荒廃は定められていま
す。

イザヤ記 53:8 彼は暴虐なさばきによっ
て取り去られた。その代の人のうち、だ
れが思ったであろうか、彼はわが民のと
がのために打たれて、生けるものの地か
ら断たれたのだと。

マタイによる福音書 24:2 そこでイエスは
彼らにむかって言われた、「あなたがた
は、これらすべてのものを見ないか。よ
く言っておく。その石一つでもくずされ
ずに、そこに他の石の上に残ることもな
くなるであろう」。

マルコによる福音書 9:12 イエスは言われ
た、「確かに、エリヤが先にきて、万事
を元どおりに改める。しかし、人の子に
ついて、彼が多くの苦しみを受け、かつ
恥ずかしめられると、書いてあるのはな
ぜか。

マルコによる福音書 13:2 イエスは言われ

た、「あなたは、これらの大きな建物を
ながめているのか。その石一つでもくず
されないままで、他の石の上に残ること
もなくなるであろう」。

ルカによる福音書 21:24 彼らはつるぎの
刃に倒れ、また捕えられて諸国へ引きゆ
かれるであろう。そしてエルサレムは、
異邦人の時期が満ちるまで、彼らに踏み
にじられているであろう。

ルカによる福音書 24:26 キリストは必
ず、これらの苦難を受けて、その栄光に
入るはずではなかったのか」。

ルカによる福音書 24:46 言われた、「こ
う、しるしてある。キリストは苦しみを
受けて、三日目に死人の中からよみがえ
る。

ヨハネによる福音書 11:51 このこと
は彼が自分から言ったのではない。彼は
この年の大祭司であったので、預言をし
て、イエスが国民のために、

52 ただ国民のためだけではなく、また散
在している神の子らを一つに集めるため
に、死ぬことになっていると、言ったの
である。

ヨハネによる福音書 12:32 そして、
わたしがこの地から上げられる時には、
すべての人をわたしのところに引きよせ
るであろう」。

33 イエスはこう言って、自分がどんな死に
方で死のうとしていたかを、お示しにな
ったのである。

34 すると群衆はイエスにむかって言った、
「わたしたちは律法によって、キリスト
はいつまでも生きておいでになるのだ、
と聞いていました。それだのに、どうし
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て人の子は上げられねばならないと、言
われるのですか。その人の子とは、だれ
のことですか」。

以下も参照されたい： ルカによる福音書 19:43,44; ルカ
による福音書 21:6; ペトロの手紙一 2:24; ペトロの手紙

一 3:18.

F04 救世主の拒否の結末。
H09 民の将来の預言者。

ダニエル記 9:27 彼は一週の間多くの者と、
堅く契約を結ぶでしょう。そして彼はその
週の半ばに、犠牲と供え物とを廃するでし
ょう。また荒す者が憎むべき者の翼に乗っ
て来るでしょう。こうしてついにその定まっ
た終りが、その荒す者の上に注がれるので
す」。

マタイによる福音書 24:14 そしてこ
の御国の福音は、すべての民に対してあ
かしをするために、全世界に宣べ伝えら
れるであろう。そしてそれから最後が来
るのである。

15 預言者ダニエルによって言われた荒らす
憎むべき者が、聖なる場所に立つのを見
たならば（読者よ、悟れ）、

マルコによる福音書 13:14 荒らす憎
むべきものが、立ってはならぬ所に立つ
のを見たならば（読者よ、悟れ）、その
とき、ユダヤにいる人々は山へ逃げよ。

ルカによる福音書 21:20 エルサレムが軍
隊に包囲されるのを見たならば、そのと
きは、その滅亡が近づいたとさとりなさ
い。

21 そのとき、ユダヤにいる人々は山へ逃げ
よ。市中にいる者は、そこから出て行く
がよい。また、いなかにいる者は市内に

はいってはいけない。
22 それは、聖書にしるされたすべての事が

実現する刑罰の日であるからだ
23 その日には、身重の女と乳飲み子をもつ

女とは、不幸である。地上には大きな苦
難があり、この民にはみ怒りが臨み、

24 彼らはつるぎの刃に倒れ、また捕えら
れて諸国へ引きゆかれるであろう。そし
てエルサレムは、異邦人の時期が満ちる
まで、彼らに踏みにじられているであろ
う。

以下も参照されたい： 申命記 4:26-28; 申命記 28:15; 申命
記 31:28,29; イザヤ記 10:22,23; イザヤ記 28:22; ダニエル
記 8:13; ダニエル記 11:36; ダニエル記 12:11; テサロニケ

の信徒への手紙一 2:14-16.

B18 救世主の高潔さ、美しさ、栄光。

ダニエル記 10:5 目をあげて望み見ると、ひ
とりの人がいて、亜麻布の衣を着、ウパズ
の金の帯を腰にしめていた。

6 そのからだは緑柱石のごとく、その顔は電
光のごとく、その目は燃えるたいまつのごと
く、その腕と足は、みがいた青銅のように
輝き、その言葉の声は、群衆の声のようで
あった。

ヨハネの黙示録 1:13 それらの燭台の
間に、足までたれた上着を着、胸に金の
帯をしめている人の子のような者がい
た。

14 そのかしらと髪の毛とは、雪のように白
い羊毛に似て真白であり、目は燃える炎
のようであった。

15 その足は、炉で精錬されて光り輝くしん
ちゅうのようであり、声は大水のとどろ
きのようであった。

16 その右手に七つの星を持ち、口からは、
鋭いもろ刃のつるぎがつき出ており、顔

ダニエル記



350

は、強く照り輝く太陽のようであった。
17 わたしは彼を見たとき、その足もとに倒

れて死人のようになった。すると、彼は
右手をわたしの上において言った、「恐
れるな。わたしは初めであり、終りであ
り、

以下も参照されたい： マタイによる福音書 17:2; ルカによ
る福音書 9:29; ヨハネの黙示録 19:12.

H02 将来の救世主による裁き。
H03 救世主の未来の御国。

ダニエル記 12:1 その時あなたの民を守っ
ている大いなる君ミカエルが立ちあがりま
す。また国が始まってから、その時にいたる
まで、かつてなかったほどの悩みの時があ
るでしょう。しかし、その時あなたの民は救
われます。すなわちあの書に名をしるされ
た者は皆救われます。

イザヤ記 4:3 そして主が審判の霊と滅
亡の霊とをもって、シオンの娘らの汚れ
を洗い、エルサレムの血をその中から除
き去られるとき、シオンに残る者、エル
サレムにとどまる者、すべてエルサレム
にあって、生命の書にしるされた者は聖
なる者ととなえられる。

マタイによる福音書 24:21 その時に
は、世の初めから現在に至るまで、かつ
てなく今後もないような大きな患難が起
るからである。

ルカによる福音書 10:20 しかし、霊があ
なたがたに服従することを喜ぶな。むし
ろ、あなたがたの名が天にしるされてい
ることを喜びなさい」。

ヨハネの黙示録 3:5 勝利を得る者

は、このように白い衣を着せられるので
ある。わたしは、その名をいのちの書か
ら消すようなことを、決してしない。ま
た、わたしの父と御使たちの前で、その
名を言いあらわそう。

ヨハネの黙示録 17:14 彼らは小羊に戦
いをいどんでくるが、小羊は、主の主、
王の王であるから、彼らにうち勝つ。ま
た、小羊と共にいる召された、選ばれ
た、忠実な者たちも、勝利を得る」。

以下も参照されたい： #2; 詩編 69:28; イザヤ記 9:7; イザ
ヤ記 26:20,21; エレミヤ記 30:7; エゼキエル記 34:24; ダニ
エル記 9:25; ダニエル記 10:21; マルコによる福音書 13:19; 
ルカによる福音書 21:23,24; フィリピの信徒への手紙 4:3; 
ヨハネの黙示録 13:8; ヨハネの黙示録 16:17-21; ヨハネの

黙示録 19:11-16.

H02 将来の救世主による裁き。

ダニエル記 12:2 また地のちりの中に眠って
いる者のうち、多くの者は目をさますでし
ょう。そのうち永遠の生命にいたる者もあ
り、また恥と、限りなき恥辱をうける者もあ
るでしょう。

マタイによる福音書 25:31 人の子が
栄光の中にすべての御使たちを従えて来
るとき、彼はその栄光の座につくであろ
う。

32 そして、すべての国民をその前に集め
て、羊飼が羊とやぎとを分けるように、
彼らをより分け、

33 羊を右に、やぎを左におくであろう。
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、さあ、世の初めからあなたがたのた
めに用意されている御国を受けつぎなさ
い。
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使徒言行録 17:31 神は、義をもっ
てこの世界をさばくためその日を定め、
お選びになったかたによってそれをなし
遂げようとされている。すなわち、この
かたを死人の中からよみがえらせ、その
確証をすべての人に示されたのである」
。

ローマの信徒への手紙 2:16 そして、
これらのことは、わたしの福音によれ
ば、神がキリスト・イエスによって人々
の隠れた事がらをさばかれるその日に、
明らかにされるであろう。

テサロニケの信徒への手紙一 4:14 わたした
ちが信じているように、イエスが死んで
復活されたからには、同様に神はイエス
にあって眠っている人々をも、イエスと
一緒に導き出して下さるであろう。

ヨハネの黙示録 20:12 また、死んでい
た者が、大いなる者も小さき者も共に、
御座の前に立っているのが見えた。かず
かずの書物が開かれたが、もう一つの書
物が開かれた。これはいのちの書であっ
た。死人はそのしわざに応じ、この書物
に書かれていることにしたがって、さば
かれた。

以下も参照されたい： #5; #6; ヨブ記 19:25-27; マタイに
よる福音書 22:32; ローマの信徒への手紙 9:21.

H03 救世主の未来の御国。

ダニエル記 12:3 賢い者は、大空の輝きのよ
うに輝き、また多くの人を義に導く者は、星
のようになって永遠にいたるでしょう。

マタイによる福音書 13:43 そのと
き、義人たちは彼らの父の御国で、太陽

のように輝きわたるであろう。耳のある
者は聞くがよい。

マタイによる福音書 19:28 イエスは
彼らに言われた、「よく聞いておくがよ
い。世が改まって、人の子がその栄光の
座につく時には、わたしに従ってきたあ
なたがたもまた、十二の位に座してイス
ラエルの十二の部族をさばくであろう。

フィリピの信徒への手紙 2:16 このよう
にして、キリストの日に、わたしは自分
の走ったことがむだでなく、労したこと
もむだではなかったと誇ることができ
る。

17 そして、たとい、あなたがたの信仰の供
え物をささげる祭壇に、わたしの血をそ
そぐことがあっても、わたしは喜ぼう。
あなたがた一同と共に喜ぼう。

テサロニケの信徒への手紙一 2:19 実際、わ
たしたちの主イエスの来臨にあたって、
わたしたちの望みと喜びと誇の冠となる
べき者は、あなたがたを外にして、だれ
があるだろうか。

20 あなたがたこそ、実にわたしたちのほま
れであり、喜びである。

以下も参照されたい： #1; ダニエル記 11:33,35; ルカによ
る福音書 1:16,17; コリントの信徒への手紙一 3:10; エフェ

ソの信徒への手紙 4:11.
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H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

ホセア記 1:10 しかしイスラエルの人々 の数
は海の砂のように量ることも、数えることも
できないほどになって、さきに彼らが「あな
たがたは、わたしの民ではない」と言われ
たその所で、「あなたがたは生ける神の子
である」と言われるようになる。

11 そしてユダの人々 とイスラエルの人々 は共に
集まり、ひとりの長を立てて、その地からの
ぼって来る。エズレルの日は大いなるもの
となる。

創世記 13:16 わたしはあなたの子孫を
地のちりのように多くします。もし人が
地のちりを数えることができるなら、あ
なたの子孫も数えられることができまし
ょう。

ヨハネによる福音書 11:52 ただ国民
のためだけではなく、また散在している
神の子らを一つに集めるために、死ぬこ
とになっていると、言ったのである。

使徒言行録 2:47 神をさんびし、すべての
人に好意を持たれていた。そして主は、
救われる者を日々仲間に加えて下さった
のである。

ローマの信徒への手紙 9:26 あなたが
たはわたしの民ではないと、／彼らに言
ったその場所で、／彼らは生ける神の子
らであると、／呼ばれるであろう」。

27 また、イザヤはイスラエルについて叫
んでいる、／「たとい、イスラエルの子
らの数は、／浜の砂のようであっても、
／救われるのは、残された者だけであろ
う。

ガラテヤの信徒への手紙 3:27 キリスト
に合うバプテスマを受けたあなたがた
は、皆キリストを着たのである。

28 もはや、ユダヤ人もギリシヤ人もなく、
奴隷も自由人もなく、男も女もない。あ
なたがたは皆、キリスト・イエスにあっ
て一つだからである。

29 もしキリストのものであるなら、あなた
がたはアブラハムの子孫であり、約束に
よる相続人なのである。

ガラテヤの信徒への手紙 6:15 割礼のあ
るなしは問題ではなく、ただ、新しく造
られることこそ、重要なのである。

16 この法則に従って進む人々の上に、平和
とあわれみとがあるように。また、神の
イスラエルの上にあるように。

エフェソの信徒への手紙 1:10 それは、
時の満ちるに及んで実現されるご計画に
ほかならない。それによって、神は天に
あるもの地にあるものを、ことごとく、
キリストにあって一つに帰せしめようと
されたのである。

ヘブライ人への手紙 11:12 このよう
にして、ひとりの死んだと同様な人か
ら、天の星のように、海べの数えがたい
砂のように、おびただしい人が生れてき
たのである。

13 これらの人はみな、信仰をいだいて死ん
だ。まだ約束のものは受けていなかった
が、はるかにそれを望み見て喜び、そし
て、地上では旅人であり寄留者であるこ
とを、自ら言いあらわした。

ヨハネの黙示録 7:4 わたしは印をお
された者の数を聞いたが、イスラエルの
子らのすべての部族のうち、印をおされ
た者は十四万四千人であった。
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以下も参照されたい： #1; #2; #3; 創世記 32:12; イザヤ
記 43:5,6; イザヤ記 49:17-26; イザヤ記 54:1-3; イザヤ記 

60:4-22; イザヤ記 66:20-22; ホセア記 2:23.

B20 王の民に対する愛。
E20 救世主は新しい契約を結ぶであろう。
E23 救世主は民を回心させるであろう。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。
H10 永遠の平和の御国の預言者。

ホセア記 2:15 その所でわたしは彼女にそ
のぶどう畑を与え、アコルの谷を望みの門
として与える。その所で彼女は若かった日
のように、エジプトの国からのぼって来た時
のように、答えるであろう。

16 主は言われる、その日には、あなたはわた
しを『わが夫』と呼び、もはや『わがバア
ル』とは呼ばない。

17 わたしはもろもろのバアルの名を彼女の口
から取り除き、重ねてその名をとなえること
のないようにする。

18 その日には、わたしはまたあなたのために
野の獣、空の鳥および地の這うものと契約
を結び、また弓と、つるぎと、戦争とを地か
ら断って、あなたを安らかに伏させる。

19 またわたしは永遠にあなたとちぎりを結
ぶ。すなわち正義と、公平と、いつくしみ
と、あわれみとをもってちぎりを結ぶ。

20 わたしは真実をもって、あなたとちぎりを結
ぶ。そしてあなたは主を知るであろう。

21 主は言われる、その日わたしは天に答え、
天は地に答える。

22 地は穀物と酒と油とに答え、またこれらの
ものはエズレルに答える。

23 わたしはわたしのために彼を地にまき、あ
われまれぬ者をあわれみ、わたしの民でな
い者に向かって、『あなたはわたしの民で
ある』と言い、彼は『あなたはわたしの神
である』と言う」。

イザヤ記 11:6 おおかみは小羊と共にや
どり、ひょうは子やぎと共に伏し、子
牛、若じし、肥えたる家畜は共にいて、
小さいわらべに導かれ、

7 雌牛と熊とは食い物を共にし、牛の子と
熊の子と共に伏し、ししは牛のようにわ
らを食い、

8 乳のみ子は毒蛇のほらに戯れ、乳離れの
子は手をまむしの穴に入れる。

イザヤ記 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。

ハバクク記 2:4 見よ、その魂の正しくな
い者は衰える。しかし義人はその信仰に
よって生きる。

マタイによる福音書 11:27 すべての
事は父からわたしに任せられています。
そして、子を知る者は父のほかにはな
く、父を知る者は、子と、父をあらわそ
うとして子が選んだ者とのほかに、だれ
もありません。

ヨハネによる福音書 17:3 永遠の命とは、
唯一の、まことの神でいますあなたと、
また、あなたがつかわされたイエス・キ
リストとを知ることであります。

ローマの信徒への手紙 1:17 神の義
は、その福音の中に啓示され、信仰に始
まり信仰に至らせる。これは、「信仰に
よる義人は生きる」と書いてあるとおり
である。

ローマの信徒への手紙 9:24 神は、こ
のあわれみの器として、またわたしたち
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をも、ユダヤ人の中からだけではなく、
異邦人の中からも召されたのである。

25 それは、ホセアの書でも言われていると
おりである、／「わたしは、わたしの民
でない者を、／わたしの民と呼び、／愛
されなかった者を、愛される者と呼ぶで
あろう。

26 あなたがたはわたしの民ではないと、／
彼らに言ったその場所で、／彼らは生け
る神の子らであると、／呼ばれるであろ
う」。

ローマの信徒への手紙 11:26 こうし
て、イスラエル人は、すべて救われるで
あろう。すなわち、次のように書いてあ
る、／「救う者がシオンからきて、／ヤ
コブから不信心を追い払うであろう。

27 そして、これが、彼らの罪を除き去る時
に、／彼らに対して立てるわたしの契約
である」。

コリントの信徒への手紙二 11:2 わたしは
神の熱情をもって、あなたがたを熱愛し
ている。あなたがたを、きよいおとめと
して、ただひとり男子キリストにささげ
るために、婚約させたのである。

ヘブライ人への手紙 8:11 彼らは、それぞ
れ、その同胞に、／また、それぞれ、そ
の兄弟に、／主を知れ、と言って教える
ことはなくなる。なぜなら、大なる者か
ら小なる者に至るまで、／彼らはことご
とく、／わたしを知るようになるからで
ある。

ヨハネの手紙一 5:20 さらに、神の子
がきて、真実なかたを知る知力をわたし
たちに授けて下さったことも、知ってい
る。そして、わたしたちは、真実なかた
におり、御子イエス・キリストにおるの

である。このかたは真実な神であり、永
遠のいのちである。

ヨハネの黙示録 12:6 女は荒野へ逃げ
て行った。そこには、彼女が千二百六十
日のあいだ養われるように、神の用意さ
れた場所があった。

ヨハネの黙示録 12:14 しかし、女は自
分の場所である荒野に飛んで行くため
に、大きなわしの二つの翼を与えられ
た。そしてそこでへびからのがれて、一
年、二年、また、半年の間、養われるこ
とになっていた。

ヨハネの黙示録 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、

以下も参照されたい： #1; #2; #5; レビ記 26:40-45; 申命
記 26:17-19; 申命記 30:3-5; イザヤ記 49:13-26; イザヤ

記 51:3; エレミヤ記 2:2; エレミヤ記 3:12-24; エレミヤ記 
24:7; エレミヤ記 30:18-22; エレミヤ記 31:1-37; エレミヤ
記 32:36-41; エレミヤ記 33:6-26; エゼキエル記 34:22-31; 
エゼキエル記 36:8-15; エゼキエル記 37:11-28; エゼキエ
ル記 39:25-29; ホセア記 1:11; アモス記 9:11-15; ミカ記 

7:14-20; ゼファニヤ記 3:12-20; ゼカリヤ記 1:16,17; ゼカ
リヤ記 8:12-15; ゼカリヤ記 10:9-12; ゼカリヤ記 13:9.

H09 民の将来の預言者。

ホセア記 3:4 イスラエルの子らは多くの
日の間、王なく、君なく、犠牲なく、柱なく、
エポデおよびテラピムもなく過ごす。

マタイによる福音書 24:1 イエスが宮から
出て行こうとしておられると、弟子たち
は近寄ってきて、宮の建物にイエスの注
意を促した。

2 そこでイエスは彼らにむかって言われ
た、「あなたがたは、これらすべてのも
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のを見ないか。よく言っておく。その石
一つでもくずされずに、そこに他の石の
上に残ることもなくなるであろう」。

ルカによる福音書 21:24 彼らはつるぎの
刃に倒れ、また捕えられて諸国へ引きゆ
かれるであろう。そしてエルサレムは、
異邦人の時期が満ちるまで、彼らに踏み
にじられているであろう。

ヨハネによる福音書 19:15 すると彼
らは叫んだ、「殺せ、殺せ、彼を十字架
につけよ」。ピラトは彼らに言った、「
あなたがたの王を、わたしが十字架につ
けるのか」。祭司長たちは答えた、「わ
たしたちには、カイザル以外に王はあり
ません」。

以下も参照されたい： 創世記 49:10; エゼキエル記 
34:23,24; ダニエル記 8:11-13; ダニエル記 9:27; ダニエル
記 12:11; ミカ記 5:2-5; ゼカリヤ記 13:2; ヘブライ人への

手紙 10:26.

E23 救世主は民を回心させるであろう。
H03 救世主の未来の御国。

ホセア記 3:5 そしてその後イスラエルの
子らは帰って来て、その神、主と、その王ダ
ビデとをたずね求め、終りの日におののい
て、主とその恵みに向かって来る。

使徒言行録 15:16 『その後、わた
しは帰ってきて、／倒れたダビデの幕屋
を建てかえ、／くずれた箇所を修理し、
／それを立て直そう。

17 残っている人々も、／わたしの名を唱え
ているすべての異邦人も、／主を尋ね求
めるようになるためである。

18 世の初めからこれらの事を知らせておら
れる主が、／こう仰せになった』。

ローマの信徒への手紙 11:25 兄弟たち
よ。あなたがたが知者だと自負すること
のないために、この奥義を知らないでい
てもらいたくない。一部のイスラエル人
がかたくなになったのは、異邦人が全部
救われるに至る時までのことであって、

26 こうして、イスラエル人は、すべて救
われるであろう。すなわち、次のように
書いてある、／「救う者がシオンからき
て、／ヤコブから不信心を追い払うであ
ろう。

ヘブライ人への手紙 1:1 神は、むかし
は、預言者たちにより、いろいろな時
に、いろいろな方法で、先祖たちに語ら
れたが、

2 この終りの時には、御子によって、わた
したちに語られたのである。神は御子を
万物の相続者と定め、また、御子によっ
て、もろもろの世界を造られた。

以下も参照されたい： #2; エレミヤ記 3:22,23; ホセア記 
5:15; ホセア記 10:3.

E23 救世主は民を回心させるであろう。
H03 救世主の未来の御国。

ホセア記 6:1 「さあ、わたしたちは主に帰
ろう。主はわたしたちをかき裂かれたが、ま
たいやし、わたしたちを打たれたが、また包
んでくださるからだ。

2 主は、ふつかの後、わたしたちを生かし、三
日目にわたしたちを立たせられる。わたし
たちはみ前で生きる。

ローマの信徒への手紙 11:15 もし彼ら
の捨てられたことが世の和解となったと
すれば、彼らの受けいれられることは、
死人の中から生き返ることではないか。
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ローマの信徒への手紙 11:26 こうし
て、イスラエル人は、すべて救われるで
あろう。すなわち、次のように書いてあ
る、／「救う者がシオンからきて、／ヤ
コブから不信心を追い払うであろう。

コリントの信徒への手紙一 15:4 そして葬
られたこと、聖書に書いてあるとおり、
三日目によみがえったこと、

以下も参照されたい： #1; #2; 創世記 1:9-13; 民数記 17:8; 
イザヤ記 26:19; イザヤ記 55:7; エレミヤ記 3:22; 哀歌 

3:22,40,41; ホセア記 5:15; ホセア記 13:16; ルカによる福
音書 24:21; ヨハネによる福音書 2:1; ローマの信徒への手

紙 14:8; ヨハネの黙示録 11:14,15.

H03 救世主の未来の御国。

ホセア記 6:3 わたしたちは主を知ろう、せ
つに主を知ることを求めよう。主はあした
の光のように必ず現れいで、冬の雨のよう
に、わたしたちに臨み、春の雨のように地を
潤される」。

サムエル記下 23:3 イスラエルの神
は語られた、／イスラエルの岩はわたし
に言われた、／『人を正しく治める者、
／神を恐れて、治める者は、

4 朝の光のように、／雲のない朝に、輝き
でる太陽のように、／地に若草を芽ばえ
させる雨のように人に臨む』。

ルカによる福音書 1:78 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、

ヨハネによる福音書 17:3 永遠の命とは、
唯一の、まことの神でいますあなたと、
また、あなたがつかわされたイエス・キ
リストとを知ることであります。

ヨハネの黙示録 22:16 わたしイエス
は、使をつかわして、諸教会のために、
これらのことをあなたがたにあかしし
た。わたしは、ダビデの若枝また子孫で
あり、輝く明けの明星である」。

以下も参照されたい： #1; #2; ホセア記 10:12; ペトロの
手紙二 1:19.

E02 救世主の任務の場所。

ホセア記 11:1 わたしはイスラエルの幼い
時、これを愛した。わたしはわが子をエジプ
トから呼び出した。

マタイによる福音書 2:13 彼らが帰って行
ったのち、見よ、主の使が夢でヨセフに
現れて言った、「立って、幼な子とその
母を連れて、エジプトに逃げなさい。そ
して、あなたに知らせるまで、そこにと
どまっていなさい。ヘロデが幼な子を捜
し出して、殺そうとしている」。

14 そこで、ヨセフは立って、夜の間に幼な
子とその母とを連れてエジプトへ行き、

15 ヘロデが死ぬまでそこにとどまってい
た。それは、主が預言者によって「エジ
プトからわが子を呼び出した」と言われ
たことが、成就するためである。

E04 救世主の罪に対する勝利。
E E. 救世主の使命と任務。
E14 救世主は死と闇を制圧するであろう。
H03 救世主の未来の御国。

ホセア記 13:14 わたしは彼らを陰府の力か
ら、あがなうことがあろうか。彼らを死か
ら、あがなうことがあろうか。死よ、おまえ
の災はどこにあるのか。陰府よ、おまえの
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滅びはどこにあるのか。あわれみは、わた
しの目から隠されている。

コリントの信徒への手紙一 15:52 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。

53 なぜなら、この朽ちるものは必ず朽ちな
いものを着、この死ぬものは必ず死なな
いものを着ることになるからである。

54 この朽ちるものが朽ちないものを着、こ
の死ぬものが死なないものを着るとき、
聖書に書いてある言葉が成就するのであ
る。

55 「死は勝利にのまれてしまった。死よ、
おまえの勝利は、どこにあるのか。死
よ、おまえのとげは、どこにあるのか」
。

56 死のとげは罪である。罪の力は律法であ
る。

57 しかし感謝すべきことには、神はわたし
たちの主イエス・キリストによって、わ
たしたちに勝利を賜わったのである。

以下も参照されたい： イザヤ記 26:19; コリントの信徒へ
の手紙一 15:21,22; コリントの信徒への手紙二 5:4; ヨハネ

の黙示録 20:13; ヨハネの黙示録 21:14.

G05 救世主はたくさんの実を見るであろ
う。

H03 救世主の未来の御国。

ホセア記 14:4 わたしは彼らのそむきをい
やし、喜んでこれを愛する。わたしの怒りは
彼らを離れ去ったからである。

5 わたしはイスラエルに対しては露のように
なる。彼はゆりのように花咲き、ポプラのよ
うに根を張り、

6 その枝は茂りひろがり、その麗しさはオリ
ブの木のように、そのかんばしさはレバノン

のようになる。
7 彼らは帰って来て、わが陰に住み、園のよ

うに栄え、ぶどうの木のように花咲き、その
かんばしさはレバノンの酒のようになる。

8 エフライムよ、わたしは偶像となんの係わ
りがあろうか。あなたに答え、あなたを顧
みる者はわたしである。わたしは緑のいと
すぎのようだ。あなたはわたしから実を得
る。

イザヤ記 44:3 わたしは、かわいた地に
水を注ぎ、干からびた地に流れをそそ
ぎ、わが霊をあなたの子らにそそぎ、わ
が恵みをあなたの子孫に与えるからであ
る。

4 こうして、彼らは水の中の草のように、
流れのほとりの柳のように、生え育つ。

雅歌 2:3 わが愛する者の若人たちの中にあ
るのは、林の木の中にりんごの木がある
ようです。わたしは大きな喜びをもっ
て、彼の陰にすわった。彼の与える実は
わたしの口に甘かった。

ミカ記 4:4 彼らは皆そのぶどうの木
の下に座し、そのいちじくの木の下に
いる。彼らを恐れさせる者はない。これ
は万軍の主がその口で語られたことであ
る。

ミカ記 5:7 その時ヤコブの残れる者
は多くの民の中にあること、人によら
ず、また人の子らを待たずに／主からく
だる露のごとく、青草の上に降る夕立ち
のようである。

ゼカリヤ記 3:10 万軍の主は言われる、そ
の日には、あなたがたはめいめいその隣
り人を招いて、ぶどうの木の下、いちじ
くの木の下に座すのである」。
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ルカによる福音書 3:8 だから、悔改め
にふさわしい実を結べ。自分たちの父に
はアブラハムがあるなどと、心の中で
思ってもみるな。おまえたちに言ってお
く。神はこれらの石ころからでも、アブ
ラハムの子を起すことができるのだ。

9 斧がすでに木の根もとに置かれている。
だから、良い実を結ばない木はことごと
く切られて、火の中に投げ込まれるの
だ」。

ルカによる福音書 6:43 悪い実のなる良
い木はないし、また良い実のなる悪い木
もない。

44 木はそれぞれ、その実でわかる。いばら
からいちじくを取ることはないし、野ば
らからぶどうを摘むこともない。

ヨハネによる福音書 15:2 わたしにつなが
っている枝で実を結ばないものは、父が
すべてこれをとりのぞき、実を結ぶもの
は、もっと豊かに実らせるために、手入
れしてこれをきれいになさるのである。

3 あなたがたは、わたしが語った言葉によ
って既にきよくされている。

4 わたしにつながっていなさい。そうすれ
ば、わたしはあなたがたとつながってい
よう。枝がぶどうの木につながっていな
ければ、自分だけでは実を結ぶことがで
きないように、あなたがたもわたしにつ
ながっていなければ実を結ぶことができ
ない。

5 わたしはぶどうの木、あなたがたはその
枝である。もし人がわたしにつながって
おり、またわたしがその人とつながって
おれば、その人は実を豊かに結ぶように
なる。わたしから離れては、あなたがた
は何一つできないからである。

6 人がわたしにつながっていないならば、
枝のように外に投げすてられて枯れる。

人々はそれをかき集め、火に投げ入れ
て、焼いてしまうのである。

7 あなたがたがわたしにつながっており、
わたしの言葉があなたがたにとどまって
いるならば、なんでも望むものを求める
がよい。そうすれば、与えられるであろ
う。

8 あなたがたが実を豊かに結び、そしてわ
たしの弟子となるならば、それによっ
て、わたしの父は栄光をお受けになるで
あろう。

以下も参照されたい： #1; #2; 詩編 72:16; イザヤ記 27:6; 
イザヤ記 35:2; イザヤ記 57:18; エレミヤ記 2:21; エレミヤ
記 3:22; エレミヤ記 33:6; エゼキエル記 17:8,22-24; ホセア
記 2:12; ホセア記 10:1; ヨエル記 2:22; ハバクク記 3:17,18.
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H02 将来の救世主による裁き。

ヨエル記 2:1 あなたがたはシオンで／ラ
ッパを吹け。わが聖なる山で警報を吹きな
らせ。国の民はみな、ふるいわななけ。主
の日が来るからである。それは近い。

ヨエル記 2:2-12
ヨエル記 2:13 あなたがたは衣服ではな

く、心を裂け」。あなたがたの神、主に帰
れ。主は恵みあり、あわれみあり、怒ること
がおそく、いつくしみが豊かで、災を思いか
えされるからである。

14 神があるいは立ち返り、思いかえして祝福
をその後に残し、素祭と灌祭とを／あなた
がたの神、主にささげさせられる事はない
と／だれが知るだろうか。

ヨエル記 2:15-17

ローマの信徒への手紙 2:4 それとも、神の
慈愛があなたを悔改めに導くことも知ら
ないで、その慈愛と忍耐と寛容との富を
軽んじるのか。

テサロニケの信徒への手紙一 5:2 あなたが
た自身がよく知っているとおり、主の日
は盗人が夜くるように来る。

ペトロの手紙一 4:7 万物の終りが近
づいている。だから、心を確かにし、身
を慎んで、努めて祈りなさい。

以下も参照されたい： #5; 詩編 103:8; イザヤ記 57:15; 
66:2; アモス記 3:6; ミカ記 7:18; ゼファニヤ記 2:3; 3:11; ゼ

カリヤ記 8:3; マラキ記 4:2.

E16 救世主は民を祝福するであろう。
H03 救世主の未来の御国。

ヨエル記 2:18 その時主は自分の地のた
めに、ねたみを起し、その民をあわれまれ

た。
19 主は答えて、その民に言われた、「見よ、

わたしは穀物と新しい酒と油とを／あなた
がたに送る。あなたがたはこれを食べて飽
きるであろう。わたしは重ねてあなたがた
に／もろもろの国民のうちでそしりを受け
させない。

ヨエル記 2:20-22
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。

ヨエル記 2:24-25
ヨエル記 2:26 あなたがたは、じゅうぶん

食べて飽き、あなたがたに不思議なわざを
なされた／あなたがたの神、主のみ名をほ
めたたえる。わが民は永遠にはずかしめら
れることがない。

27 あなたがたはイスラエルのうちに／わたし
のいることを知り、主なるわたしがあなた
がたの神であって、ほかにないことを知る。
わが民は永遠にはずかしめられることがな
い。

ローマの信徒への手紙 9:23 かつ、栄
光にあずからせるために、あらかじめ用
意されたあわれみの器にご自身の栄光の
富を知らせようとされたとすれば、どう
であろうか。

ヤコブの手紙 5:11 忍び抜いた人た
ちはさいわいであると、わたしたちは思
う。あなたがたは、ヨブの忍耐のことを
聞いている。また、主が彼になさったこ
との結末を見て、主がいかに慈愛とあわ
れみとに富んだかたであるかが、わかる
はずである。

ヨハネの黙示録 21:3 また、御座から

ヨエル記



360

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、

以下も参照されたい： #1; #2; #3; 詩編 72:6,7.

E27 新しい心と新しい精神を捧げる。
G04 救世主は霊を注ぐであろう。

ヨエル記 2:28 その後わたしはわが霊を／
すべての肉なる者に注ぐ。あなたがたのむ
すこ、娘は預言をし、あなたがたの老人た
ちは夢を見、あなたがたの若者たちは幻を
見る。

29 その日わたしはまた／わが霊をしもべ、は
しために注ぐ。

イザヤ記 44:3 わたしは、かわいた地に
水を注ぎ、干からびた地に流れをそそ
ぎ、わが霊をあなたの子らにそそぎ、わ
が恵みをあなたの子孫に与えるからであ
る。

マタイによる福音書 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、父と子と聖霊との名によ
って、彼らにバプテスマを施し、

ルカによる福音書 11:13 このように、あ
なたがたは悪い者であっても、自分の子
供には、良い贈り物をすることを知って
いるとすれば、天の父はなおさら、求め
て来る者に聖霊を下さらないことがあろ
うか」。

ヨハネによる福音書 3:5 イエスは答えら
れた、「よくよくあなたに言っておく。
だれでも、水と霊とから生れなければ、

神の国にはいることはできない。

ヨハネによる福音書 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。すなわち、イエスはまだ栄光を受け
ておられなかったので、御霊がまだ下っ
ていなかったのである。

ヨハネによる福音書 14:16 わたしは
父にお願いしよう。そうすれば、父は別
に助け主を送って、いつまでもあなたが
たと共におらせて下さるであろう。

17 それは真理の御霊である。この世はそれ
を見ようともせず、知ろうともしないの
で、それを受けることができない。あな
たがたはそれを知っている。なぜなら、
それはあなたがたと共におり、またあな
たがたのうちにいるからである。

ヨハネによる福音書 15:26 わたしが
父のみもとからあなたがたにつかわそう
としている助け主、すなわち、父のみも
とから来る真理の御霊が下る時、それは
わたしについてあかしをするであろう。

ヨハネによる福音書 16:7 しかし、わたし
はほんとうのことをあなたがたに言う
が、わたしが去って行くことは、あなた
がたの益になるのだ。わたしが去って行
かなければ、あなたがたのところに助け
主はこないであろう。もし行けば、それ
をあなたがたにつかわそう。

8 それがきたら、罪と義とさばきとについ
て、世の人の目を開くであろう。

9 罪についてと言ったのは、彼らがわたし
を信じないからである。
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10 義についてと言ったのは、わたしが父の
みもとに行き、あなたがたは、もはやわ
たしを見なくなるからである。

11 さばきについてと言ったのは、この世の
君がさばかれるからである。

12 わたしには、あなたがたに言うべきこと
がまだ多くあるが、あなたがたは今はそ
れに堪えられない。

13 けれども真理の御霊が来る時には、あ
なたがたをあらゆる真理に導いてくれる
であろう。それは自分から語るのではな
く、その聞くところを語り、きたるべき
事をあなたがたに知らせるであろう。

14 御霊はわたしに栄光を得させるであろ
う。わたしのものを受けて、それをあな
たがたに知らせるからである。

使徒言行録 2:16 そうではなく、これは預
言者ヨエルが預言していたことに外なら
ないのである。すなわち、

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。そ
して、あなたがたのむすこ娘は預言を
し、／若者たちは幻を見、／老人たちは
夢を見るであろう。

18 その時には、わたしの男女の僕たちに
も／わたしの霊を注ごう。そして彼らも
預言をするであろう。

使徒言行録 10:44 ペテロがこれら
の言葉をまだ語り終えないうちに、それ
を聞いていたみんなの人たちに、聖霊が
くだった。

45 割礼を受けている信者で、ペテロについ
てきた人たちは、異邦人たちにも聖霊の
賜物が注がれたのを見て、驚いた。

使徒言行録 13:2 一同が主に礼拝をささ
げ、断食をしていると、聖霊が「さあ、
バルナバとサウロとを、わたしのために

聖別して、彼らに授けておいた仕事に当
らせなさい」と告げた。

ローマの信徒への手紙 5:5 そして、希望は
失望に終ることはない。なぜなら、わた
したちに賜わっている聖霊によって、神
の愛がわたしたちの心に注がれているか
らである。

ローマの信徒への手紙 8:13 なぜな
ら、もし、肉に従って生きるなら、あ
なたがたは死ぬ外はないからである。し
かし、霊によってからだの働きを殺すな
ら、あなたがたは生きるであろう。

14 すべて神の御霊に導かれている者は、す
なわち、神の子である。

15 あなたがたは再び恐れをいだかせる奴隷
の霊を受けたのではなく、子たる身分を
授ける霊を受けたのである。その霊によ
って、わたしたちは「アバ、父よ」と呼
ぶのである。

16 御霊みずから、わたしたちの霊と共に、
わたしたちが神の子であることをあかし
して下さる。

コリントの信徒への手紙一 2:12 ところ
が、わたしたちが受けたのは、この世の
霊ではなく、神からの霊である。それに
よって、神から賜わった恵みを悟るため
である。

13 この賜物について語るにも、わたした
ちは人間の知恵が教える言葉を用いない
で、御霊の教える言葉を用い、霊によっ
て霊のことを解釈するのである。

コリントの信徒への手紙一 6:19 あなたが
たは知らないのか。自分のからだは、神
から受けて自分の内に宿っている聖霊の
宮であって、あなたがたは、もはや自分
自身のものではないのである。
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以下も参照されたい： 箴言 1:23; マタイによる福音書 
12:32; ローマの信徒への手紙 8:9-12; コリントの信徒へ

の手紙一 12:4,8,11,13; コリントの信徒への手紙一 15:45; 
コリントの信徒への手紙二 3:6; ガラテヤの信徒への手

紙 4:6; テサロニケの信徒への手紙二 2:13; ペトロの手紙
一 1:11,12.

H02 将来の救世主による裁き。

ヨエル記 2:30 わたしはまた、天と地とにし
るしを示す。すなわち血と、火と、煙の柱と
があるであろう。

31 主の大いなる恐るべき日が来る前に、日は
暗く、月は血に変る。

32 すべて主の名を呼ぶ者は救われる。それは
主が言われたように、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。そ
の残った者のうちに、主のお召しになる者
がある。

マタイによる福音書 24:29 しかし、
その時に起る患難の後、たちまち日は暗
くなり、月はその光を放つことをやめ、
星は空から落ち、天体は揺り動かされる
であろう。

30 そのとき、人の子のしるしが天に現れる
であろう。またそのとき、地のすべての
民族は嘆き、そして力と大いなる栄光と
をもって、人の子が天の雲に乗って来る
のを、人々は見るであろう。

31 また、彼は大いなるラッパの音と共に御
使たちをつかわして、天のはてからはて
に至るまで、四方からその選民を呼び集
めるであろう。

マタイによる福音書 27:45 さて、昼
の十二時から地上の全面が暗くなって、
三時に及んだ。

マルコによる福音書 13:24 その日に
は、この患難の後、日は暗くなり、月は

その光を放つことをやめ、
25 星は空から落ち、天体は揺り動かされる

であろう。

ルカによる福音書 21:11 また大地震があ
り、あちこちに疫病やききんが起り、い
ろいろ恐ろしいことや天からの物すごい
前兆があるであろう。

ルカによる福音書 21:25 また日と月と星
とに、しるしが現れるであろう。そし
て、地上では、諸国民が悩み、海と大波
とのとどろきにおじ惑い、

26 人々は世界に起ろうとする事を思い、恐
怖と不安で気絶するであろう。もろもろ
の天体が揺り動かされるからである。

使徒言行録 2:19 また、上では、天に奇跡
を見せ、／下では、地にしるしを、／す
なわち、血と火と立ちこめる煙とを、／
見せるであろう。

20 主の大いなる輝かしい日が来る前に、／
日はやみに／月は血に変るであろう。

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』。

ヨハネの黙示録 6:12 小羊が第六の封
印を解いた時、わたしが見ていると、大
地震が起って、太陽は毛織の荒布のよ
うに黒くなり、月は全面、血のようにな
り、

13 天の星は、いちじくのまだ青い実が大風
に揺られて振り落されるように、地に落
ちた。

以下も参照されたい： #5; #6; #7; 詩編 50:15; イザヤ記 
13:9,10; イザヤ記 34:4,5; ヨエル記 2:10; ヨエル記 3:15; ゼ
カリヤ記 13:9; ローマの信徒への手紙 10:11-14; コリント

の信徒への手紙一 1:2.

ヨエル記
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E21 救世主は罪を許すであろう。
H02 将来の救世主による裁き。
H03 救世主の未来の御国。
H10 永遠の平和の御国の預言者。
     
ヨエル記 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、

ヨエル記 3:2-16
ヨエル記 3:17 「そこであなたがたは知る

であろう、わたしはあなたがたの神、主で
あって、わが聖なる山シオンに住むことを。
エルサレムは聖所となり、他国人は重ねて
その中を通ることがない。

18 その日もろもろの山にうまい酒がしたた
り、もろもろの丘は乳を流し、ユダのすべて
の川は水を流す。泉は主の家から出て、シ
ッテムの谷を潤す。

19 エジプトは荒れ地となり、エドムは荒野と
なる。彼らはその国でユダの人々 をしえた
げ、罪なき者の血を流したからである。

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 に々保つ。

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」。

ダニエル記 12:1 その時あなたの民を守っ
ている大いなる君ミカエルが立ちあがり
ます。また国が始まってから、その時に
いたるまで、かつてなかったほどの悩み
の時があるでしょう。しかし、その時あ
なたの民は救われます。すなわちあの書
に名をしるされた者は皆救われます。

ミカ記 4:7 その足のなえた者を残れ
る民とし、遠く追いやられた者を強い国
民とする。主はシオンの山で、今よりと
こしえに／彼らを治められる。

ゼカリヤ記 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。

ヨハネによる福音書 4:13 イエスは女に答
えて言われた、「この水を飲む者はだれ
でも、またかわくであろう。

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」。

ヨハネの黙示録 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、

ヨハネの黙示録 21:6 そして、わたし
に仰せられた、「事はすでに成った。わ
たしは、アルパでありオメガである。初
めであり終りである。かわいている者に
は、いのちの水の泉から価なしに飲ませ
よう。

ヨハネの黙示録 21:27 しかし、汚れた
者や、忌むべきこと及び偽りを行う者
は、その中に決してはいれない。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。

ヨハネの黙示録 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、

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。

ヨエル記
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3 のろわるべきものは、もはや何ひとつな
い。神と小羊との御座は都の中にあり、
その僕たちは彼を礼拝し、

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #5; 申命記 30:3; 歴代
誌下 6:36-39; イザヤ記 4:3-6; イザヤ記 11:11-16; イザヤ

記 19:1-15; イザヤ記 33:20-22; イザヤ記 41:17-20; イザヤ
記 52:1; イザヤ記 55:12,13; エレミヤ記 16:15,16; エレミ

ヤ記 23:3-8; エレミヤ記 30:3,18; エレミヤ記 31:23-25; エ
レミヤ記 49:17; 哀歌 4:21,22; エゼキエル記 35:1-15; エゼ
キエル記 36:25-38; エゼキエル記 37:21-28; エゼキエル記 
39:25-29; エゼキエル記 43:12; エゼキエル記 47:1-12; ヨ
エル記 2:27; アモス記 9:13-15; ゼファニヤ記 3:14-20; ゼ

カリヤ記 8:3; ゼカリヤ記 10:10-12; ゼカリヤ記 14:8,9,18-
21; マラキ記 1:3,4.

ヨエル記



365

F08 救世主の死の詳細。

アモス記 8:9 主なる神は言われる、「その
日には、わたしは真昼に太陽を沈ませ、白
昼に地を暗くし、

マタイによる福音書 27:45 さて、昼
の十二時から地上の全面が暗くなって、
三時に及んだ。

以下も参照されたい： アモス記 4:13; アモス記 5:8.

E22 救世主の労働は祝福されるであろう。

アモス記 8:11 主なる神は言われる、「見
よ、わたしがききんをこの国に送る日が来
る、それはパンのききんではない、水にか
わくのでもない、主の言葉を聞くことのき
きんである。

マタイによる福音書 4:25 こうして、ガリ
ラヤ、デカポリス、エルサレム、ユダヤ
及びヨルダンの向こうから、おびただし
い群衆がきてイエスに従った。

マタイによる福音書 7:28 イエスがこれら
の言を語り終えられると、群衆はその教
にひどく驚いた。

マタイによる福音書 8:1 イエスが山をお
降りになると、おびただしい群衆がつい
てきた。

マタイによる福音書 9:36 また群衆が飼う
者のない羊のように弱り果てて、倒れて
いるのをごらんになって、彼らを深くあ
われまれた。

マタイによる福音書 12:23 すると群

衆はみな驚いて言った、「この人が、あ
るいはダビデの子ではあるまいか」。

マタイによる福音書 13:34 イエスは
これらのことをすべて、・で群衆に語ら
れた。・によらないでは何事も彼らに語
られなかった。

マタイによる福音書 21:11 そこで群
衆は、「この人はガリラヤのナザレから
出た預言者イエスである」と言った。

マタイによる福音書 22:33 群衆はこ
れを聞いて、イエスの教に驚いた。

以下も参照されたい： マタイによる福音書 9:33; マタイに
よる福音書 12:15; マタイによる福音書 13:2; マタイによ

る福音書 14:13; マタイによる福音書 15:30,31; マルコによ
る福音書 10:1; ルカによる福音書 4:42; ルカによる福音書 

5:15; ルカによる福音書 9:11.

E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

E20 救世主は新しい契約を結ぶであろう。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

アモス記 9:11 その日には、わたしはダビ
デの倒れた幕屋を興し、その破損を繕い、
そのくずれた所を興し、これを昔の時のよ
うに建てる。

12 これは彼らがエドムの残った者、およびわ
が名をもって呼ばれるすべての国民を／所
有するためである」と／この事をなされる主
は言われる。

13 主は言われる、「見よ、このような時が来
る。その時には、耕す者は刈る者に相継
ぎ、ぶどうを踏む者は種まく者に相継ぐ。
もろもろの山にはうまい酒がしたたり、も
ろもろの丘は溶けて流れる。

14 わたしはわが民イスラエルの幸福をもとに

アモス記
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返す。彼らは荒れた町 を々建てて住み、ぶ
どう畑を作ってその酒を飲み、園を作って
その実を食べる。

15 わたしは彼らをその地に植えつける。彼ら
はわたしが与えた地から／再び抜きとられ
ることはない」と／あなたの神、主は言われ
る。

使徒言行録 15:14 神が初めに異邦
人たちを顧みて、その中から御名を負う
民を選び出された次第は、シメオンがす
でに説明した。

15 預言者たちの言葉も、それと一致してい
る。すなわち、こう書いてある、

16 『その後、わたしは帰ってきて、／倒れ
たダビデの幕屋を建てかえ、／くずれた
箇所を修理し、／それを立て直そう。

17 残っている人々も、／わたしの名を唱え
ているすべての異邦人も、／主を尋ね求
めるようになるためである。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4; イザヤ記 11:14; イ
ザヤ記 14:1,2; オバデア記 1:8.

ヨエル記
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H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

オバデア記 1:17 しかしシオンの山には、の
がれる者がいて、聖なる所となる。またヤコ
ブの家はその領地を獲る。

18 ヤコブの家は火となり、ヨセフの家は炎と
なり、エサウの家はわらとなる。彼らはその
中に燃えて、これを焼く。エサウの家には残
る者がないようになると／主は言われた。

19 ネゲブの人々 はエサウの山を獲、セフェラの
人々 はペリシテびとを獲る。また彼らはエフ
ライムの地、およびサマリヤの地を獲、ベニ
ヤミンはギレアデを獲る。

20 ハラにいるイスラエルの人々 の捕われ人
は、フェニキヤをザレパテまで取り、セパラ
デにいるエルサレムの捕われ人は、ネゲブ
の町 を々獲る。

21 こうして救う者はシオンの山に上って、エサ
ウの山を治める。そして王国は主のものと
なる。

詩編 2:6 「わたしはわが王を聖なる山シオ
ンに立てた」と。

詩編 102:15 もろもろの国民は主のみ
名を恐れ、地のもろもろの王はあなたの
栄光を恐れるでしょう。

イザヤ記 24:23 こうして万軍の主がシオ
ンの山／およびエルサレムで統べ治め、
かつその長老たちの前に／その栄光をあ
らわされるので、月はあわて、日は恥じ
る。

ルカによる福音書 1:32 彼は大いなる者
となり、いと高き者の子と、となえられ
るでしょう。そして、主なる神は彼に父
ダビデの王座をお与えになり、

33 彼はとこしえにヤコブの家を支配し、そ

の支配は限りなく続くでしょう」。

ヘブライ人への手紙 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、

ヨハネの黙示録 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」。

ヨハネの黙示録 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。また、十四万四千の人々が
小羊と共におり、その額に小羊の名とそ
の父の名とが書かれていた。

ヨハネの黙示録 21:27 しかし、汚れた
者や、忌むべきこと及び偽りを行う者
は、その中に決してはいれない。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。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4; #5.

オバデア記
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G01 救世主の復活は予言されている。

ヨナ記 1:17 主は大いなる魚を備えて、ヨ
ナをのませられた。ヨナは三日三夜その魚
の腹の中にいた。

ヨナ記 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。

3 あなたはわたしを淵の中、海のまん中に投
げ入れられた。大水はわたしをめぐり、あな
たの波と大波は皆、わたしの上を越えて行
った。

4 わたしは言った、『わたしはあなたの前か
ら追われてしまった、どうして再びあなたの
聖なる宮を望みえようか』。

5 水がわたしをめぐって魂にまでおよび、淵
はわたしを取り囲み、海草は山の根元でわ
たしの頭にまといついた。

6 わたしは地に下り、地の貫の木はいつもわ
たしの上にあった。しかしわが神、主よ、あ
なたはわが命を穴から救いあげられた。

7 わが魂がわたしのうちに弱っているとき、
わたしは主をおぼえ、わたしの祈はあなた
に至り、あなたの聖なる宮に達した。

マタイによる福音書 12:39 すると、
彼らに答えて言われた、「邪悪で不義な
時代は、しるしを求める。しかし、預言
者ヨナのしるしのほかには、なんのしる
しも与えられないであろう。

40 すなわち、ヨナが三日三晩、大魚の腹の
中にいたように、人の子も三日三晩、地
の中にいるであろう。

41 ニネベの人々が、今の時代の人々と共
にさばきの場に立って、彼らを罪に定め
るであろう。なぜなら、ニネベの人々は
ヨナの宣教によって悔い改めたからであ
る。しかし見よ、ヨナにまさる者がここ

にいる。

マタイによる福音書 16:4 邪悪で不義な時
代は、しるしを求める。しかし、ヨナの
しるしのほかには、なんのしるしも与え
られないであろう」。そして、イエスは
彼らをあとに残して立ち去られた。

以下も参照されたい： 創世記 22:4; 列王記下 20:8; 詩編 
27:13; 詩編 42:7; 詩編 66:11,12; 詩編 68:20; 詩編 69:1,2.
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B06 救世主は善き羊飼いである。
B16 救世主の権威と強さ。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

ミカ記 2:12 ヤコブよ、わたしは必ずあな
たをことごとく集め、イスラエルの残れる
者を集める。わたしはこれをおりの羊のよ
うに、牧場の中の群れのように共におく。
これは人の多きによって騒がしくなる。

13 打ち破る者は彼らに先だって登りゆき、彼
らは門を打ち破り、これをとおって外に出
て行く。彼らの王はその前に進み、主はそ
の先頭に立たれる。

イザヤ記 42:13 主は勇士のように出て行
き、いくさ人のように熱心を起し、とき
の声をあげて呼ばわり、その敵にむかっ
て大能をあらわされる。

イザヤ記 55:4 見よ、わたしは彼を立て
て、もろもろの民への証人とし、また、
もろもろの民の君とし、命令する者とし
た。

コリントの信徒への手紙一 15:25 なぜな
ら、キリストはあらゆる敵をその足もと
に置く時までは、支配を続けることにな
っているからである。

ヘブライ人への手紙 2:9 ただ、「しばら
くの間、御使たちよりも低い者とされ
た」イエスが、死の苦しみのゆえに、栄
光とほまれとを冠として与えられたのを
見る。それは、彼が神の恵みによって、
すべての人のために死を味わわれるため
であった。

10 なぜなら、万物の帰すべきかた、万物を
造られたかたが、多くの子らを栄光に導
くのに、彼らの救の君を、苦難をとおし

て全うされたのは、彼にふさわしいこと
であったからである。

ヘブライ人への手紙 2:14 このように、子
たちは血と肉とに共にあずかっているの
で、イエスもまた同様に、それらをそ
なえておられる。それは、死の力を持つ
者、すなわち悪魔を、ご自分の死によっ
て滅ぼし、

15 死の恐怖のために一生涯、奴隷となって
いた者たちを、解き放つためである。

ヘブライ人への手紙 6:20 その幕の内に、
イエスは、永遠にメルキゼデクに等しい
大祭司として、わたしたちのためにさき
がけとなって、はいられたのである。

ヨハネの黙示録 6:2 そして見ている
と、見よ、白い馬が出てきた。そして、
それに乗っている者は、弓を手に持って
おり、また冠を与えられて、勝利の上に
もなお勝利を得ようとして出かけた。

ヨハネの黙示録 7:17 御座の正面にい
ます小羊は彼らの牧者となって、いのち
の水の泉に導いて下さるであろう。また
神は、彼らの目から涙をことごとくぬぐ
いとって下さるであろう」。

ヨハネの黙示録 17:14 彼らは小羊に戦
いをいどんでくるが、小羊は、主の主、
王の王であるから、彼らにうち勝つ。ま
た、小羊と共にいる召された、選ばれ
た、忠実な者たちも、勝利を得る」。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4; #5; ヨハネによる福
音書 10:27-30; ヨハネの黙示録 19:13-17.
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E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

ミカ記 4:1 末の日になって、主の家の山
はもろもろの山のかしらとして／堅く立てら
れ、もろもろの峰よりも高くあげられ、もろ
もろの民はこれに流れくる。

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。

3 彼は多くの民の間をさばき、遠い所まで強
い国々のために仲裁される。そこで彼らは
つるぎを打ちかえて、すきとし、そのやりを
打ちかえて、かまとし、国は国にむかって
つるぎをあげず、再び戦いのことを学ばな
い。

4 彼らは皆そのぶどうの木の下に座し、その
いちじくの木の下にいる。彼らを恐れさせ
る者はない。これは万軍の主がその口で語
られたことである。

7 その足のなえた者を残れる民とし、遠く追
いやられた者を強い国民とする。主はシオ
ンの山で、今よりとこしえに／彼らを治めら
れる。

イザヤ記 2:2 終りの日に次のことが起
る。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。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。

4 彼はもろもろの国のあいだにさばきを行
い、多くの民のために仲裁に立たれる。
こうして彼らはそのつるぎを打ちかえ
て、すきとし、そのやりを打ちかえて、
かまとし、国は国にむかって、つるぎを
あげず、彼らはもはや戦いのことを学ば
ない。

5 ヤコブの家よ、さあ、われわれは主の光
に歩もう。

ルカによる福音書 1:33 彼はとこしえに
ヤコブの家を支配し、その支配は限りな
く続くでしょう」。

使徒言行録 17:31 神は、義をもっ
てこの世界をさばくためその日を定め、
お選びになったかたによってそれをなし
遂げようとされている。すなわち、この
かたを死人の中からよみがえらせ、その
確証をすべての人に示されたのである」
。

ローマの信徒への手紙 11:5 それと同
じように、今の時にも、恵みの選びによ
って残された者がいる。

6 しかし、恵みによるのであれば、もはや
行いによるのではない。そうでないと、
恵みはもはや恵みでなくなるからであ
る。

ローマの信徒への手紙 11:25 兄弟たち
よ。あなたがたが知者だと自負すること
のないために、この奥義を知らないでい
てもらいたくない。一部のイスラエル人
がかたくなになったのは、異邦人が全部
救われるに至る時までのことであって、

26 こうして、イスラエル人は、すべて救
われるであろう。すなわち、次のように
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書いてある、／「救う者がシオンからき
て、／ヤコブから不信心を追い払うであ
ろう。

27 そして、これが、彼らの罪を除き去る時
に、／彼らに対して立てるわたしの契約
である」。

ヨハネの黙示録 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」。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4; #5; マタイによる
福音書 25:31,32; ヨハネによる福音書 5:22-29; 使徒言行

録 4:32-35.

F13 救世主の受難の詳細。

ミカ記 5:1 今あなたは壁でとりまかれ
ている。敵はわれわれを攻め囲み、　つ
えをもってイスラエルのつかさのほおを撃
つ。

マタイによる福音書 26:67 それか
ら、彼らはイエスの顔につばきをかけ
て、こぶしで打ち、またある人は手のひ
らでたたいて言った、

68 「キリストよ、言いあててみよ、打った
のはだれか」。

以下も参照されたい： イザヤ記 33:22; 哀歌 3:30; マタイ
による福音書 27:30; ヨハネによる福音書 18:22; ヨハネに

よる福音書 19:3.

A04 救世主は無限から存在している。
C03 救世主誕生の場所。

ミカ記 5:2 しかしベツレヘム・エフラタ
よ、あなたはユダの氏族のうちで小さい者
だが、イスラエルを治める者があなたのう
ちから／わたしのために出る。その出るの
は昔から、いにしえの日からである。

マタイによる福音書 2:4 そこで王は祭司
長たちと民の律法学者たちとを全部集め
て、キリストはどこに生れるのかと、彼
らに問いただした。

5 彼らは王に言った、「それはユダヤのベ
ツレヘムです。預言者がこうしるしてい
ます、

6 『ユダの地、ベツレヘムよ、おまえはユ
ダの君たちの中で、決して最も小さいも
のではない。おまえの中からひとりの君
が出て、わが民イスラエルの牧者となる
であろう』」。

ルカによる福音書 1:31 見よ、あなたは
みごもって男の子を産むでしょう。その
子をイエスと名づけなさい。

32 彼は大いなる者となり、いと高き者の子
と、となえられるでしょう。そして、主
なる神は彼に父ダビデの王座をお与えに
なり、

33 彼はとこしえにヤコブの家を支配し、そ
の支配は限りなく続くでしょう」。

ルカによる福音書 2:4 ヨセフもダビデ
の家系であり、またその血統であったの
で、ガリラヤの町ナザレを出て、ユダヤ
のベツレヘムというダビデの町へ上って
行った。

5 それは、すでに身重になっていたいいな
づけの妻マリヤと共に、登録をするため
であった。
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6 ところが、彼らがベツレヘムに滞在して
いる間に、マリヤは月が満ちて、

7 初子を産み、布にくるんで、飼葉おけの
中に寝かせた。客間には彼らのいる余地
がなかったからである。

ヨハネによる福音書 1:1 初めに言があっ
た。言は神と共にあった。言は神であっ
た。

ヨハネによる福音書 7:41 ほかの人たちは
「このかたはキリストである」と言い、
また、ある人々は、「キリストはまさ
か、ガリラヤからは出てこないだろう。

42 キリストは、ダビデの子孫から、またダ
ビデのいたベツレヘムの村から出ると、
聖書に書いてあるではないか」と言っ
た。

ペトロの手紙一 1:20 キリストは、天
地が造られる前から、あらかじめ知られ
ていたのであるが、この終りの時に至
って、あなたがたのために現れたのであ
る。

21 あなたがたは、このキリストによって、
彼を死人の中からよみがえらせて、栄光
をお与えになった神を信じる者となった
のであり、したがって、あなたがたの信
仰と望みとは、神にかかっているのであ
る。

以下も参照されたい： ルツ記 4:11; 代誌上 4:4; 詩編 
102:25-27; 詩編 132:6; 箴言 8:22-31; イザヤ記 9:6,7; イザ
ヤ記 11:1; イザヤ記 53:2; エゼキエル記 17:22-24; エゼキ
エル記 34:23,24; エゼキエル記 37:22-25; アモス記 9:11; 
ゼカリヤ記 9:9; ルカによる福音書 23:38; ヨハネによる福

音書 1:1-3; ヨハネによる福音書 19:14-22; ヘブライ人への
手紙 13:8; ヨハネによる福音書 1:1; ヨハネの黙示録 1:11-

18; ヨハネの黙示録 19:16; ヨハネの黙示録 21:6.

B12 救世主の完璧さ。
H03 救世主の未来の御国。

ミカ記 5:3 それゆえ、産婦の産みおと
す時まで、主は彼らを渡しおかれる。その
後その兄弟たちの残れる者は／イスラエル
の子らのもとに帰る。

4 彼は主の力により、その神、主の名の威光
により、立ってその群れを養い、彼らを安ら
かにおらせる。今、彼は大いなる者となっ
て、地の果にまで及ぶからである。

マタイによる福音書 1:21 彼女は男の子を
産むであろう。その名をイエスと名づけ
なさい。彼は、おのれの民をそのもろも
ろの罪から救う者となるからである」。

ルカによる福音書 1:32 彼は大いなる者
となり、いと高き者の子と、となえられ
るでしょう。そして、主なる神は彼に父
ダビデの王座をお与えになり、

ヨハネによる福音書 10:16 わたしに
はまた、この囲いにいない他の羊があ
る。わたしは彼らをも導かねばならな
い。彼らも、わたしの声に聞き従うであ
ろう。そして、ついに一つの群れ、ひと
りの羊飼となるであろう。

ヨハネによる福音書 10:27 わたしの
羊はわたしの声に聞き従う。わたしは彼
らを知っており、彼らはわたしについて
来る。

28 わたしは、彼らに永遠の命を与える。だ
から、彼らはいつまでも滅びることがな
く、また、彼らをわたしの手から奪い去
る者はない。

29 わたしの父がわたしに下さったものは、
すべてにまさるものである。そしてだれ
も父のみ手から、それを奪い取ることは
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できない。

ヨハネの黙示録 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」。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; マタイによる福音書 
25:31; ヨハネによる福音書 14:9-11; コリントの信徒へ

の手紙二 6:16; ヨハネの黙示録 1:13-18; ヨハネの黙示録 
12:1,2.

B04 救世主の神聖な属性。
E24 救世主は平和をもたらすであろう。

ミカ記 5:5 これは平和である。

ヨハネによる福音書 14:27 わたしは
平安をあなたがたに残して行く。わたし
の平安をあなたがたに与える。わたしが
与えるのは、世が与えるようなものとは
異なる。あなたがたは心を騒がせるな、
またおじけるな。

ローマの信徒への手紙 16:20 平和の神
は、サタンをすみやかにあなたがたの足
の下に踏み砕くであろう。どうか、わた
したちの主イエスの恵みが、あなたがた
と共にあるように。

エフェソの信徒への手紙 2:14 キリスト
はわたしたちの平和であって、二つのも
のを一つにし、敵意という隔ての中垣を
取り除き、ご自分の肉によって、

コロサイの信徒への手紙 1:20 そして、
その十字架の血によって平和をつくり、
万物、すなわち、地にあるもの、天にあ

るものを、ことごとく、彼によってご自
分と和解させて下さったのである。

ヘブライ人への手紙 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、

以下も参照されたい： 詩編 72:7; イザヤ記 9:6,7; ルカに
よる福音書 2:14; ヨハネによる福音書 14:27; ヨハネによ
る福音書 16:33; ローマの信徒への手紙 3:17; コリントの
信徒への手紙二 13:11; エフェソの信徒への手紙 2:14-17; 
フィリピの信徒への手紙 4:9; テサロニケの信徒への手紙
一 5:23; テサロニケの信徒への手紙二 3:16; ヘブライ人へ

の手紙 7:2.

E21 救世主は罪を許すであろう。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

ミカ記 7:15 あなたがエジプトの国を出
た時のように、わたしはもろもろの不思議
な事を彼らに示す。

16 国々の民は見て、そのすべての力を恥じ、
その手を口にあて、その耳は聞えぬ耳とな
る。

17 彼らはへびのように、地に這うもののよう
にちりをなめ、震えながらその城から出、お
ののきつつ、われわれの神、主に近づいて
きて、あなたのために恐れる。

18 だれかあなたのように不義をゆるし、その
嗣業の残れる者のために／とがを見過ごさ
れる神があろうか。神はいつくしみを喜ば
れるので、その怒りをながく保たず、

19 再びわれわれをあわれみ、われわれの不義
を足で踏みつけられる。あなたはわれわれ
のもろもろの罪を／海の深みに投げ入れ、

20 昔からわれわれの先祖たちに誓われたよう
に、真実をヤコブに示し、いつくしみをアブ
ラハムに示される。

歴代誌下 7:14 わたしの名をもってとな
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えられるわたしの民が、もしへりくだ
り、祈って、わたしの顔を求め、その悪
い道を離れるならば、わたしは天から聞
いて、その罪をゆるし、その地をいや
す。

イザヤ記 55:7 悪しき者はその道を捨
て、正しからぬ人はその思いを捨てて、
主に帰れ。そうすれば、主は彼にあわれ
みを施される。われわれの神に帰れ、主
は豊かにゆるしを与えられる。

哀歌 3:32 彼は悩みを与えられる
が、そのいつくしみが豊かなので、また
あわれみをたれられる。

ホセア記 3:5 そしてその後イスラエル
の子らは帰って来て、その神、主と、そ
の王ダビデとをたずね求め、終りの日に
おののいて、主とその恵みに向かって来
る。

ゼカリヤ記 10:6 わたしはユダの家を強く
し、ヨセフの家を救う。わたしは彼らを
あわれんで、彼らを連れ帰る。彼らはわ
たしに捨てられたことのないようにな
る。わたしは彼らの神、主であって、彼
らに答えるからである。

マタイによる福音書 18:21 そのと
き、ペテロがイエスのもとにきて言っ
た、「主よ、兄弟がわたしに対して罪を
犯した場合、幾たびゆるさねばなりませ
んか。七たびまでですか」。

22 イエスは彼に言われた、「わたしは七た
びまでとは言わない。七たびを七十倍す
るまでにしなさい。

ルカによる福音書 7:49 すると同席の者
たちが心の中で言いはじめた、「罪をゆ

るすことさえするこの人は、いったい、
何者だろう」。

ヘブライ人への手紙 10:16 「わたし
が、それらの日の後、／彼らに対して立
てようとする契約はこれであると、／主
が言われる。わたしの律法を彼らの心に
与え、／彼らの思いのうちに書きつけよ
う」／と言い、

17 さらに、「もはや、彼らの罪と彼らの不
法とを、思い出すことはしない」と述べ
ている。

ペトロの手紙一 2:10 あなたがたは、
以前は神の民でなかったが、いまは神の
民であり、以前は、あわれみを受けたこ
とのない者であったが、いまは、あわれ
みを受けた者となっている。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #5; 詩編 103:3.
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C01 救世主の誕生は予言されている。
H01 救世主の再来は予言されている。

ハバクク記 2:3 この幻はなお定められたと
きを待ち、終りをさして急いでいる。それ
は偽りではない。もしおそければ待ってお
れ。それは必ず臨む。滞りはしない。

詩編 130:5 わたしは主を待ち望みま
す、わが魂は待ち望みます。そのみ言葉
によって、わたしは望みをいだきます。

6 わが魂は夜回りが暁を待つにまさり、夜
回りが暁を待つにまさって主を待ち望み
ます。

イザヤ記 8:17 主はいま、ヤコブの家
に、み顔をかくしておられるとはいえ、
わたしはその主を待ち、主を望みまつ
る。

イザヤ記 46:13 わたしはわが救を近づか
せるゆえ、その来ることは遠くない。わ
が救はおそくない。わたしは救をシオン
に与え、わが栄光をイスラエルに与え
る」。

ルカによる福音書 18:7 まして神は、日
夜叫び求める選民のために、正しいさば
きをしてくださらずに長い間そのままに
しておかれることがあろうか。

8 あなたがたに言っておくが、神はすみや
かにさばいてくださるであろう。しか
し、人の子が来るとき、地上に信仰が見
られるであろうか」。

ヘブライ人への手紙 10:37 「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。

ペトロの手紙二 3:9 ある人々がおそ
いと思っているように、主は約束の実
行をおそくしておられるのではない。た
だ、ひとりも滅びることがなく、すべて
の者が悔改めに至ることを望み、あなた
がたに対してながく忍耐しておられるの
である。

以下も参照されたい： 詩編 27:14; イザヤ記 30:18; 哀歌 
3:25,26; ミカ記 7:7; ルカによる福音書 2:25; テサロニケの

信徒への手紙二 2:6-8; ヤコブの手紙 5:7,8.

E25 救世主は信じられ、讃えられるであろ
う。

ハバクク記 2:4 見よ、その魂の正しくない
者は衰える。しかし義人はその信仰によっ
て生きる。

ローマの信徒への手紙 1:17 神の義
は、その福音の中に啓示され、信仰に始
まり信仰に至らせる。これは、「信仰に
よる義人は生きる」と書いてあるとおり
である。

ガラテヤの信徒への手紙 2:16 人の義と
されるのは律法の行いによるのではな
く、ただキリスト・イエスを信じる信仰
によることを認めて、わたしたちもキリ
スト・イエスを信じたのである。それ
は、律法の行いによるのではなく、キリ
ストを信じる信仰によって義とされるた
めである。なぜなら、律法の行いによっ
ては、だれひとり義とされることがない
からである。

ガラテヤの信徒への手紙 3:11 そこで、
律法によっては、神のみまえに義とされ
る者はひとりもないことが、明らかであ
る。なぜなら、「信仰による義人は生き
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る」からである。
12 律法は信仰に基いているものではない。

かえって、「律法を行う者は律法によっ
て生きる」のである。

ヘブライ人への手紙 10:38 わが義人
は、信仰によって生きる。もし信仰を捨
てるなら、／わたしのたましいはこれを
喜ばない」。

以下も参照されたい： イザヤ記 53:11; エレミヤ記 23:5; 
マタイによる福音書 27:19; 使徒言行録 3:14; 使徒言行
録 22:14; ヨハネによる福音書 2:1; ヨハネによる福音書 

5:10-12.

H03 救世主の未来の御国。

ハバクク記 2:14 海が水でおおわれているよ
うに、地は主の栄光の知識で満たされるか
らである。

イザヤ記 11:9 彼らはわが聖なる山のど
こにおいても、そこなうことなく、やぶ
ることがない。水が海をおおっているよ
うに、主を知る知識が地に満ちるからで
ある。

ヨハネの黙示録 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」。

ヨハネの黙示録 15:4 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。あなただけが聖なるか
たであり、あらゆる国民はきて、あなた
を伏し拝むでしょう。あなたの正しいさ
ばきが、あらわれるに至ったからであり

ます」。

以下も参照されたい： #1; 詩編 67:1-7; 詩編 72:19; 詩編 
86:9; 詩編 98:1-8; イザヤ記 6:3.
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D05 救世主は贖い主となるであろう。
E18 神は民の中に住むであろう。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

ゼファニヤ記 3:9 その時わたしはもろもろの
民に清きくちびるを与え、すべて彼らに主
の名を呼ばせ、心を一つにして主に仕えさ
せる。

ゼファニヤ記 3:10-11
ゼファニヤ記 3:12 わたしは柔和にし

てへりくだる民を、あなたのうちに残す。彼
らは主の名を避け所とする。

13 イスラエルの残りの者は不義を行わず、
偽りを言わず、その口には欺きの舌を見な
い。それゆえ、彼らは食を得て伏し、彼らを
おびやかす者はいない」。

14 シオンの麻Rよ、喜び歌え。イスラエルよ、
喜び呼ばわれ。エルサレムの娘よ、心のか
ぎり喜び楽しめ。

15 主はあなたを訴える者を取り去り、あなた
の敵を追い払われた。イスラエルの王なる
主はあなたのうちにいます。あなたはもは
や災を恐れることはない。

16 その日、人々 はエルサレムに向かって言う、
「シオンよ、恐れるな。あなたの手を弱 し々
くたれるな。

17 あなたの神、主はあなたのうちにいまし、
勇士であって、勝利を与えられる。彼はあ
なたのために喜び楽しみ、その愛によって
あなたを新にし、祭の日のようにあなたの
ために喜び呼ばわられる」。

ゼファニヤ記 3:18-19
ゼファニヤ記 3:20 その時、わたしは

あなたがたを連れかえる。わたしがあなた
がたを集めるとき、わたしがあなたがたの
目の前に、あなたがたの幸福を回復すると
き、地のすべての民の中で、あなたがたに
名を得させ、誉を得させる」と／主は言わ
れる。

エゼキエル記 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。

マタイによる福音書 21:9 そして群衆は、
前に行く者も、あとに従う者も、共に叫
びつづけた、「ダビデの子に、ホサナ。
主の御名によってきたる者に、祝福あ
れ。いと高き所に、ホサナ」。

マタイによる福音書 26:61 言った、
「この人は、わたしは神の宮を打ちこわ
し、三日の後に建てることができる、と
言いました」。

62 すると、大祭司が立ち上がってイエスに
言った、「何も答えないのか。これらの
人々があなたに対して不利な証言を申し
立てているが、どうなのか」。

63 しかし、イエスは黙っておられた。そこ
で大祭司は言った、「あなたは神の子キ
リストなのかどうか、生ける神に誓って
われわれに答えよ」。

マタイによる福音書 27:12 しかし、
祭司長、長老たちが訴えている間、イエ
スはひと言もお答えにならなかった。

13 するとピラトは言った、「あんなにまで
次々に、あなたに不利な証言を立ててい
るのが、あなたには聞えないのか」。

14 しかし、総督が非常に不思議に思ったほ
どに、イエスは何を言われても、ひと言
もお答えにならなかった。

ゼファニヤ記
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ルカによる福音書 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」。

ルカによる福音書 24:47 そして、その名
によって罪のゆるしを得させる悔改め
が、エルサレムからはじまって、もろも
ろの国民に宣べ伝えられる。

ヨハネによる福音書 13:1 過越の祭の前
に、イエスは、この世を去って父のみも
とに行くべき自分の時がきたことを知
り、世にいる自分の者たちを愛して、彼
らを最後まで愛し通された。

ヨハネによる福音書 15:11 わたしが
これらのことを話したのは、わたしの喜
びがあなたがたのうちにも宿るため、ま
た、あなたがたの喜びが満ちあふれるた
めである。

12 わたしのいましめは、これである。わた
しがあなたがたを愛したように、あなた
がたも互に愛し合いなさい。

13 人がその友のために自分の命を捨てるこ
と、これよりも大きな愛はない。

ローマの信徒への手紙 8:37 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。

ヨハネの黙示録 15:4 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。あなただけが聖なるか

たであり、あらゆる国民はきて、あなた
を伏し拝むでしょう。あなたの正しいさ
ばきが、あらわれるに至ったからであり
ます」。

ヨハネの黙示録 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、

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4; #5; イザヤ記 62:1-
7; イザヤ記 65:19; エレミヤ記 32:41; マタイによる福音

書 28:18,19; 使徒言行録 6:7; 使徒言行録 9:15; ヨハネの黙
示録 19:7.

ハバクク記
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E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

ハガイ記 2:6 万軍の主はこう言われる、
しばらくして、いま一度、わたしは天と、地
と、海と、かわいた地とを震う。

7 わたしはまた万国民を震う。万国民の財宝
は、はいって来て、わたしは栄光をこの家に
満たすと、万軍の主は言われる。

8 銀はわたしのもの、金もわたしのものであ
ると、万軍の主は言われる。

9 主の家の後の栄光は、前の栄光よりも大
きいと、万軍の主は言われる。わたしはこ
の所に繁栄を与えると、万軍の主は言われ
る』」。

創世記 49:10 つえはユダを離れず、／
立法者のつえはその足の間を離れること
なく、／シロの来る時までに及ぶであろ
う。もろもろの民は彼に従う。

ヨハネによる福音書 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。

ローマの信徒への手紙 14:17 神の国は
飲食ではなく、義と、平和と、聖霊にお
ける喜びとである。

コリントの信徒への手紙二 3:9 もし罪を
宣告する務が栄光あるものだとすれば、
義を宣告する務は、はるかに栄光に満ち
たものである。

10 そして、すでに栄光を受けたものも、
この場合、はるかにまさった栄光のまえ
に、その栄光を失ったのである。

ヨハネの黙示録 21:2 また、聖なる
都、新しいエルサレムが、夫のために着
飾った花嫁のように用意をととのえて、
神のもとを出て、天から下って来るのを
見た。

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、

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4; #5; ルカによる福音
書 21:10,11.

C01 救世主の誕生は予言されている。

ハガイ記 2:23 万軍の主は言われる、シャ
ルテルの子、わがしもべゼルバベルよ、主
は言われる、その日、わたしはあなたを立
て、あなたを印章のようにする。わたしはあ
なたを選んだからであると、万軍の主は言
われる」。

ルカによる福音書 3:23 イエスが宣教を
はじめられたのは、年およそ三十歳の時
であって、人々の考えによれば、ヨセフ
の子であった。ヨセフはヘリの子、

24 それから、さかのぼって、マタテ、レ
ビ、メルキ、ヤンナイ、ヨセフ、

25 マタテヤ、アモス、ナホム、エスリ、ナ
ンガイ、

26 マハテ、マタテヤ、シメイ、ヨセク、ヨ
ダ、

27 ヨハナン、レサ、ゾロバベル、サラテ
ル、ネリ、

ハガイ記
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E17 救世主は神のために神殿を建てるであ
ろう。

E19 救世主は慰めるであろう。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。
      .
ゼカリヤ記 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。

17 あなたはまた呼ばわって言いなさい。万軍
の主はこう仰せられます、わが町々は再び
良い物で満ちあふれ、主は再びシオンを慰
め、再びエルサレムを選ぶ』と」。

イザヤ記 40:1 あなたがたの神は言われ
る、「慰めよ、わが民を慰めよ、

2 ねんごろにエルサレムに語り、これに呼
ばわれ、その服役の期は終り、そのとが
はすでにゆるされ、そのもろもろの罪の
ために二倍の刑罰を／主の手から受け
た」。

イザヤ記 40:9 よきおとずれをシオンに
伝える者よ、高い山にのぼれ。よきおと
ずれをエルサレムに伝える者よ、強く声
をあげよ、声をあげて恐れるな。ユダの
もろもろの町に言え、「あなたがたの神
を見よ」と。

イザヤ記 66:13 母のその子を慰めるよう
に、わたしもあなたがたを慰める。あな
たがたはエルサレムで慰めを得る。

マタイによる福音書 9:35 イエスは、すべ
ての町々村々を巡り歩いて、諸会堂で教
え、御国の福音を宣べ伝え、あらゆる病
気、あらゆるわずらいをおいやしになっ
た。

ルカによる福音書 4:43 しかしイエス
は、「わたしは、ほかの町々にも神の国
の福音を宣べ伝えねばならない。自分は
そのためにつかわされたのである」と言
われた。

使徒言行録 1:8 ただ、聖霊があなたがた
にくだる時、あなたがたは力を受けて、
エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、
さらに地のはてまで、わたしの証人とな
るであろう」。

使徒言行録 5:16 またエルサレム附近の町
々からも、大ぜいの人が、病人や汚れた
霊に苦しめられている人たちを引き連れ
て、集まってきたが、その全部の者が、
ひとり残らずいやされた。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4; #5.

E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

E18 神は民の中に住むであろう。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。
       
ゼカリヤ記 2:1-2
ゼカリヤ記 2:3 すると見よ、わたしと語る天

の使が出て行くと、またひとりの天の使が
出てきて、これに出会って、

4 言った、「走って行って、あの若い人に言い
なさい、『エルサレムはその中に、人と家
畜が多くなるので、城壁のない村里のよう
に、人の住む所となるでしょう。

5 主は仰せられます、わたしはその周囲で火
の城壁となり、その中で栄光となる』と」。

ゼカリヤ記 2:6-9
ゼカリヤ記 2:10 主は言われる、シオンの娘

ゼカリヤ記
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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。

12 あなたは万軍の主が、わたしをあなたにつ
かわされたことを知る。主は聖地で、ユダ
を自分の分として取り、エルサレムを再び
選ばれるであろう」。

13 すべて肉なる者よ、主の前に静まれ。主は
その聖なるすみかから立ちあがられたから
である。

詩編 40:7 その時わたしは言った、
「見よ、わたしはまいります。書の巻
に、わたしのためにしるされています。

ルカによる福音書 2:32 異邦人を照す啓
示の光、み民イスラエルの栄光でありま
す」。

ヨハネによる福音書 8:14 イエスは彼らに
答えて言われた、「たとい、わたしが自
分のことをあかししても、わたしのあか
しは真実である。それは、わたしがどこ
からきたのか、また、どこへ行くのかを
知っているからである。しかし、あなた
がたは、わたしがどこからきて、どこへ
行くのかを知らない。

ヨハネによる福音書 8:42 イエスは彼らに
言われた、「神があなたがたの父である
ならば、あなたがたはわたしを愛するは
ずである。わたしは神から出た者、また
神からきている者であるからだ。わたし
は自分からきたのではなく、神からつか
わされたのである。

ヨハネによる福音書 14:28 『わたし
は去って行くが、またあなたがたのと

ころに帰って来る』と、わたしが言った
のを、あなたがたは聞いている。もしわ
たしを愛しているなら、わたしが父のも
とに行くのを喜んでくれるであろう。父
がわたしより大きいかたであるからであ
る。

使徒言行録 9:15 しかし、主は仰せになっ
た、「さあ、行きなさい。あの人は、異
邦人たち、王たち、またイスラエルの子
らにも、わたしの名を伝える器として、
わたしが選んだ者である。

ローマの信徒への手紙 3:29 それと
も、神はユダヤ人だけの神であろうか。
また、異邦人の神であるのではないか。
確かに、異邦人の神でもある。

ローマの信徒への手紙 11:25 兄弟たち
よ。あなたがたが知者だと自負すること
のないために、この奥義を知らないでい
てもらいたくない。一部のイスラエル人
がかたくなになったのは、異邦人が全部
救われるに至る時までのことであって、

ローマの信徒への手紙 15:8 わたしは
言う、キリストは神の真実を明らかに
するために、割礼のある者の僕となられ
た。それは父祖たちの受けた約束を保証
すると共に、

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」
／と書いてあるとおりである。

10 また、こう言っている、／「異邦人よ、
主の民と共に喜べ」。

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」。

ゼカリヤ記
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12 またイザヤは言っている、／「エッサイ
の根から芽が出て、／異邦人を治めるた
めに立ち上がる者が来る。異邦人は彼に
望みをおくであろう」。

ヘブライ人への手紙 9:27 そして、一度だ
け死ぬことと、死んだ後さばきを受ける
こととが、人間に定まっているように、

28 キリストもまた、多くの人の罪を負う
ために、一度だけご自身をささげられた
後、彼を待ち望んでいる人々に、罪を負
うためではなしに二度目に現れて、救を
与えられるのである。

ヘブライ人への手紙 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』」
。

ヨハネの黙示録 3:11 わたしは、すぐ
に来る。あなたの冠がだれにも奪われな
いように、自分の持っているものを堅く
守っていなさい。

ヨハネの黙示録 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」。

ヨハネの黙示録 16:15 （見よ、わたし
は盗人のように来る。裸のままで歩かな
いように、また、裸の恥を見られないよ
うに、目をさまし着物を身に着けている
者は、さいわいである。）

ヨハネの黙示録 22:7 見よ、わたし
は、すぐに来る。この書の預言の言葉を

守る者は、さいわいである」。

ヨハネの黙示録 22:12 「見よ、わたし
はすぐに来る。報いを携えてきて、それ
ぞれのしわざに応じて報いよう。

ヨハネの黙示録 22:17 御霊も花嫁も共
に言った、「きたりませ」。また、聞く
者も「きたりませ」と言いなさい。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。

ヨハネの黙示録 22:20 これらのことを
あかしするかたが仰せになる、「しか
り、わたしはすぐに来る」。アァメン、
主イエスよ、きたりませ。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4; #5; ヨハネによる福
音書 17:13; 使徒言行録 10:45; 使徒言行録 11:1,18; ヘブラ

イ人への手紙 10:9; ペトロの手紙一 5:4.

C01 救世主の誕生は予言されている。
D05 救世主は贖い主となるであろう。
D10 救世主は士師となるであろう。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

ゼカリヤ記 3:1 時に主は大祭司ヨシュア
が、主の使の前に立ち、サタンがその右に
立って、これを訴えているのをわたしに示さ
れた。

2 主はサタンに言われた、「サタンよ、主はあ
なたを責めるのだ。すなわちエルサレムを
選んだ主はあなたを責めるのだ。これは火
の中から取り出した燃えさしではないか」。

3 ヨシュアは汚れた衣を着て、み使の前に立
っていたが、

4 み使は自分の前に立っている者どもに言っ
た、「彼の汚れた衣を脱がせなさい」。また

ゼカリヤ記
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ヨシュアに向かって言った、「見よ、わたし
はあなたの罪を取り除いた。あなたに祭服
を着せよう」。

5 わたしは言った、「清い帽子を頭にかぶら
せなさい」。そこで清い帽子を頭にかぶら
せ、衣を彼に着せた。主の使はかたわらに
立っていた。

ゼカリヤ記 3:6-7
ゼカリヤ記 3:8 大祭司ヨシュアよ、あなた

も、あなたの前にすわっている同僚たちも
聞きなさい。彼らはよいしるしとなるべき人
々だからである。見よ、わたしはわたしのし
もべなる枝を生じさせよう。

9 万軍の主は言われる、見よ、ヨシュアの前
にわたしが置いた石の上に、すなわち七つ
の目をもっているこの一つの石の上に、わ
たしはみずから文字を彫刻する。そしてわ
たしはこの地の罪を、一日の内に取り除
く。

10 万軍の主は言われる、その日には、あなた
がたはめいめいその隣り人を招いて、ぶど
うの木の下、いちじくの木の下に座すので
ある」。

マタイによる福音書 22:11 王は客を
迎えようとしてはいってきたが、そこに
礼服をつけていないひとりの人を見て、

12 彼に言った、『友よ、どうしてあなたは
礼服をつけないで、ここにはいってきた
のですか』。しかし、彼は黙っていた。

ルカによる福音書 1:32 彼は大いなる者
となり、いと高き者の子と、となえられ
るでしょう。そして、主なる神は彼に父
ダビデの王座をお与えになり、

33 彼はとこしえにヤコブの家を支配し、そ
の支配は限りなく続くでしょう」。

ローマの信徒への手紙 16:20 平和の神
は、サタンをすみやかにあなたがたの足

の下に踏み砕くであろう。どうか、わた
したちの主イエスの恵みが、あなたがた
と共にあるように。

エフェソの信徒への手紙 6:11 悪魔の策
略に対抗して立ちうるために、神の武具
で身を固めなさい。

12 わたしたちの戦いは、血肉に対するもの
ではなく、もろもろの支配と、権威と、
やみの世の主権者、また天上にいる悪の
霊に対する戦いである。

13 それだから、悪しき日にあたって、よく
抵抗し、完全に勝ち抜いて、堅く立ちう
るために、神の武具を身につけなさい。

ヨハネの手紙一 3:8 罪を犯す者は、
悪魔から出た者である。悪魔は初めから
罪を犯しているからである。神の子が現
れたのは、悪魔のわざを滅ぼしてしまう
ためである。

ヨハネの黙示録 4:4 また、御座のま
わりには二十四の座があって、二十四
人の長老が白い衣を身にまとい、頭に金
の冠をかぶって、それらの座についてい
た。

ヨハネの黙示録 4:10 二十四人の長老
は、御座にいますかたのみまえにひれ伏
し、世々限りなく生きておられるかたを
拝み、彼らの冠を御座のまえに、投げ出
して言った、

11 「われらの主なる神よ、あなたこそは、
栄光とほまれと力とを受けるにふさわし
いかた。あなたは万物を造られました。
御旨によって、万物は存在し、また造ら
れたのであります」。

ヨハネの黙示録 7:9 その後、わたし
が見ていると、見よ、あらゆる国民、部
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族、民族、国語のうちから、数えきれな
いほどの大ぜいの群衆が、白い衣を身に
まとい、しゅろの枝を手に持って、御座
と小羊との前に立ち、

10 大声で叫んで言った、「救は、御座にい
ますわれらの神と／小羊からきたる」。

11 御使たちはみな、御座と長老たちと四つ
の生き物とのまわりに立っていたが、御
座の前にひれ伏し、神を拝して言った、

12 「アァメン、さんび、栄光、知恵、感
謝、ほまれ、力、勢いが、世々限りな
く、われらの神にあるように、アァメ
ン」。

13 長老たちのひとりが、わたしにむかって
言った、「この白い衣を身にまとってい
る人々は、だれか。また、どこからきた
のか」。

14 わたしは彼に答えた、「わたしの主よ、
それはあなたがご存じです」。すると、
彼はわたしに言った、「彼らは大きな患
難をとおってきた人たちであって、その
衣を小羊の血で洗い、それを白くしたの
である。

ヨハネの黙示録 19:8 彼女は、光り輝
く、汚れのない麻布の衣を着ることを許
された。この麻布の衣は、聖徒たちの正
しい行いである」。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4; #5; イザヤ記 6:2,3; 
イザヤ記 64:6; ゼカリヤ記 6:11-13.

D03 救世主の司祭としての祈り。
E17 救世主は神のために神殿を建てるであ

ろう。
H03 救世主の未来の御国。
  
ゼカリヤ記 6:12 彼に言いなさい、『万軍の

主は、こう仰せられる、見よ、その名を枝
という人がある。彼は自分の場所で成長し

て、主の宮を建てる。
13 すなわち彼は主の宮を建て、王としての光

栄を帯び、その位に座して治める。その位
のかたわらに、ひとりの祭司がいて、このふ
たりの間に平和の一致がある』。

15 また遠い所の者どもが来て、主の宮を建て
ることを助ける。そしてあなたがたは万軍
の主が、わたしをつかわされたことを知る
ようになる。あなたがたがもし励んで、あな
たがたの神、主の声に聞き従うならば、こ
のようになる」。

マタイによる福音書 12:6 あなたがたに言
っておく。宮よりも大いなる者がここに
いる。

マタイによる福音書 26:61 言った、
「この人は、わたしは神の宮を打ちこわ
し、三日の後に建てることができる、と
言いました」。

ルカによる福音書 1:31 見よ、あなたは
みごもって男の子を産むでしょう。その
子をイエスと名づけなさい。

32 彼は大いなる者となり、いと高き者の子
と、となえられるでしょう。そして、主
なる神は彼に父ダビデの王座をお与えに
なり、

33 彼はとこしえにヤコブの家を支配し、そ
の支配は限りなく続くでしょう」。

ヨハネによる福音書 2:19 イエスは彼らに
答えて言われた、「この神殿をこわした
ら、わたしは三日のうちに、それを起す
であろう」。

20 そこで、ユダヤ人たちは言った、「この
神殿を建てるのには、四十六年もかかっ
ています。それだのに、あなたは三日の
うちに、それを建てるのですか」。
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21 イエスは自分のからだである神殿のこと
を言われたのである。

ヨハネによる福音書 17:1 これらのことを
語り終えると、イエスは天を見あげて言
われた、「父よ、時がきました。あなた
の子があなたの栄光をあらわすように、
子の栄光をあらわして下さい。

2 あなたは、子に賜わったすべての者に、
永遠の命を授けさせるため、万民を支配
する権威を子にお与えになったのですか
ら。

3 永遠の命とは、唯一の、まことの神でい
ますあなたと、また、あなたがつかわさ
れたイエス・キリストとを知ることであ
ります。

使徒言行録 2:39 この約束は、われらの主
なる神の召しにあずかるすべての者、す
なわちあなたがたと、あなたがたの子ら
と、遠くの者一同とに、与えられている
ものである」。

使徒言行録 15:14 神が初めに異邦
人たちを顧みて、その中から御名を負う
民を選び出された次第は、シメオンがす
でに説明した。

15 預言者たちの言葉も、それと一致してい
る。すなわち、こう書いてある、

16 『その後、わたしは帰ってきて、／倒れ
たダビデの幕屋を建てかえ、／くずれた
箇所を修理し、／それを立て直そう。

17 残っている人々も、／わたしの名を唱え
ているすべての異邦人も、／主を尋ね求
めるようになるためである。

コリントの信徒への手紙二 6:16 神の宮と
偶像となんの一致があるか。わたしたち
は、生ける神の宮である。神がこう仰せ
になっている、／「わたしは彼らの間に

住み、／かつ出入りをするであろう。そ
して、わたしは彼らの神となり、／彼ら
はわたしの民となるであろう」。

エフェソの信徒への手紙 2:19 そこであ
なたがたは、もはや異国人でも宿り人で
もなく、聖徒たちと同じ国籍の者であ
り、神の家族なのである。

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。

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、

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。

ヘブライ人への手紙 3:3 おおよそ、家を
造る者が家そのものよりもさらに尊ばれ
るように、彼は、モーセ以上に、大いな
る光栄を受けるにふさわしい者とされた
のである。

4 家はすべて、だれかによって造られるも
のであるが、すべてのものを造られたか
たは、神である。

5 さて、モーセは、後に語らるべき事がら
についてあかしをするために、仕える者
として、神の家の全体に対して忠実であ
ったが、

6 キリストは御子として、神の家を治める
のに忠実であられたのである。もしわた
したちが、望みの確信と誇とを最後まで
しっかりと持ち続けるなら、わたしたち
は神の家なのである。

ヘブライ人への手紙 7:24 しかし彼は、永
遠にいますかたであるので、変らない祭
司の務を持ちつづけておられるのであ
る。
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ヘブライ人への手紙 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、

ペトロの手紙一 3:22 キリストは天に
上って神の右に座し、天使たちともろも
ろの権威、権力を従えておられるのであ
る。

ヨハネの黙示録 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、

ヨハネの黙示録 21:22 わたしは、この
都の中には聖所を見なかった。全能者に
して主なる神と小羊とが、その聖所なの
である。

以下も参照されたい： #1; #3; イザヤ記 9:7; ゼカリヤ記 
4:1-6; 使徒言行録 2:1-4,16-18,37-42; 17:31; 19:4-6; エ

フェソの信徒への手紙 1:20-23; フィリピの信徒への手紙 
2:7-11; ヘブライ人への手紙 2:7-9.

E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

ゼカリヤ記 8:1-2
ゼカリヤ記 8:3 主はこう仰せられる、『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』。

4 万軍の主は、こう仰せられる、『エルサレム
の街路には再び老いた男、老いた女が座す
るようになる。みな年寄の人々 で、おのおの
つえを手に持つ。

5 またその町の街路には、男の子、女の子が
満ちて、街路に遊び戯れる』。

6 万軍の主は、こう仰せられる、『その日に
は、たとい、この民の残れる者の目に、不
思議な事であっても、それはわたしの目に
も、不思議な事であろうか』と万軍の主は
言われる。

7 万軍の主は、こう仰せられる、『見よ、わ
が民を東の国から、また西の国から救い出
し、

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』」。

ゼカリヤ記 8:9-11
ゼカリヤ記 8:12 そこには、平和と繁栄との

種がまかれるからである。すなわちぶどう
の木は実を結び、地は産物を出し、天は露
を与える。わたしはこの民の残れる者に、
これをことごとく与える。

13 ユダの家およびイスラエルの家よ、あなた
がたが、国々の民の中に、のろいとなってい
たように、わたしはあなたがたを救って祝
福とする。恐れてはならない。あなたがた
の手を強くせよ」。

ゼカリヤ記 8:14-19
ゼカリヤ記 8:20 万軍の主は、こう仰せられ

る、もろもろの民および多くの町の住民、
すなわち、一つの町の住民は、他の町の人
々のところに行き、

21 『われわれは、ただちに行って、主の恵み
を請い、万軍の主に呼び求めよう』と言う
と、『わたしも行こう』と言う。

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
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言う」。

ルカによる福音書 24:45 そこでイエス
は、聖書を悟らせるために彼らの心を開
いて

46 言われた、「こう、しるしてある。キリ
ストは苦しみを受けて、三日目に死人の
中からよみがえる。

47 そして、その名によって罪のゆるしを
得させる悔改めが、エルサレムからはじ
まって、もろもろの国民に宣べ伝えられ
る。

ローマの信徒への手紙 11:25 兄弟たち
よ。あなたがたが知者だと自負すること
のないために、この奥義を知らないでい
てもらいたくない。一部のイスラエル人
がかたくなになったのは、異邦人が全部
救われるに至る時までのことであって、

26 こうして、イスラエル人は、すべて救
われるであろう。すなわち、次のように
書いてある、／「救う者がシオンからき
て、／ヤコブから不信心を追い払うであ
ろう。

27 そして、これが、彼らの罪を除き去る時
に、／彼らに対して立てるわたしの契約
である」。

28 福音について言えば、彼らは、あなたが
たのゆえに、神の敵とされているが、選
びについて言えば、父祖たちのゆえに、
神に愛せられる者である。

29 神の賜物と召しとは、変えられることが
ない。

30 あなたがたが、かつては神に不従順であ
ったが、今は彼らの不従順によってあわ
れみを受けたように、

31 彼らも今は不従順になっているが、それ
は、あなたがたの受けたあわれみによっ
て、彼ら自身も今あわれみを受けるため
なのである。

32 すなわち、神はすべての人をあわれむた
めに、すべての人を不従順のなかに閉じ
込めたのである。

ローマの信徒への手紙 15:8 わたしは
言う、キリストは神の真実を明らかに
するために、割礼のある者の僕となられ
た。それは父祖たちの受けた約束を保証
すると共に、

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」
／と書いてあるとおりである。

10 また、こう言っている、／「異邦人よ、
主の民と共に喜べ」。

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」。

12 またイザヤは言っている、／「エッサイ
の根から芽が出て、／異邦人を治めるた
めに立ち上がる者が来る。異邦人は彼に
望みをおくであろう」。

ローマの信徒への手紙 16:25 願わく
は、わたしの福音とイエス・キリストの
宣教とにより、かつ、長き世々にわたっ
て、隠されていたが、今やあらわされ、
預言の書をとおして、永遠の神の命令に
従い、信仰の従順に至らせるために、も
ろもろの国人に告げ知らされた奥義の啓
示によって、あなたがたを力づけること
のできるかた、

26 （２５節に合節）

コリントの信徒への手紙二 6:16 神の宮と
偶像となんの一致があるか。わたしたち
は、生ける神の宮である。神がこう仰せ
になっている、／「わたしは彼らの間に
住み、／かつ出入りをするであろう。そ
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して、わたしは彼らの神となり、／彼ら
はわたしの民となるであろう」。

ガラテヤの信徒への手紙 3:8 聖書は、
神が異邦人を信仰によって義とされる
ことを、あらかじめ知って、アブラハ
ムに、「あなたによって、すべての国民
は祝福されるであろう」との良い知らせ
を、予告したのである。

ヨハネの黙示録 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」。

ヨハネの黙示録 15:4 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。あなただけが聖なるか
たであり、あらゆる国民はきて、あなた
を伏し拝むでしょう。あなたの正しいさ
ばきが、あらわれるに至ったからであり
ます」。

ヨハネの黙示録 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、

ヨハネの黙示録 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。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4; #5; ルカによる福
音書 8:43,44; ヨハネによる福音書 12:20,21; ヨハネの黙

示録 7:9.

D04 救世主の王としての祈り。
F02 救世主のエルサレム入城は予言されて

いる。

ゼカリヤ記 9:9 シオンの娘よ、大いに喜
べ、エルサレムの娘よ、呼ばわれ。見よ、あ
なたの王はあなたの所に来る。彼は義なる
者であって勝利を得、柔和であって、ろばに
乗る。すなわち、ろばの子である子馬に乗
る。

創世記 49:10 つえはユダを離れず、／
立法者のつえはその足の間を離れること
なく、／シロの来る時までに及ぶであろ
う。もろもろの民は彼に従う。

11 彼はそのろばの子をぶどうの木につな
ぎ、／その雌ろばの子を良きぶどうの木
につなぐ。彼はその衣服をぶどう酒で洗
い、／その着物をぶどうの汁で洗うであ
ろう。

イザヤ記 62:11 見よ、主は地の果にまで
告げて言われた、「シオンの娘に言え、
『見よ、あなたの救は来る。見よ、その
報いは主と共にあり、その働きの報い
は、その前にある』と。

マタイによる福音書 21:4 こうしたのは、
預言者によって言われたことが、成就す
るためである。

5 すなわち、「シオンの娘に告げよ、見
よ、あなたの王がおいでになる、柔和な
おかたで、ろばに乗って、くびきを負う
ろばの子に乗って」。

ヨハネによる福音書 12:12 その翌
日、祭にきていた大ぜいの群衆は、イエ
スがエルサレムにこられると聞いて、

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
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御名によってきたる者に祝福あれ、／イ
スラエルの王に」。

14 イエスは、ろばの子を見つけて、その上
に乗られた。それは

15 「シオンの娘よ、恐れるな。見よ、あな
たの王が／ろばの子に乗っておいでにな
る」／と書いてあるとおりであった。

16 弟子たちは初めにはこのことを悟らな
かったが、イエスが栄光を受けられた時
に、このことがイエスについて書かれて
あり、またそのとおりに、人々がイエス
に対してしたのだということを、思い起
した。

以下も参照されたい： イザヤ記 12:6; イザヤ記 40:9; イザ
ヤ記 52:9,10; ゼファニヤ記 3:14,15; ゼカリヤ記 2:10; マル

コによる福音書 11:7-10; ルカによる福音書 19:29-38.

B13 救世主の権威。
E24 救世主は平和をもたらすであろう。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

ゼカリヤ記 9:10 わたしはエフライムから戦
車を断ち、エルサレムから軍馬を断つ。ま
た、いくさ弓も断たれる。彼は国々の民に
平和を告げ、その政治は海から海に及び、
大川から地の果にまで及ぶ。

ゼカリヤ記 9:11-12

詩編 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。

イザヤ記 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。

マタイによる福音書 8:27 彼らは驚いて言
った、「このかたはどういう人なのだろ
う。風も海も従わせるとは」。

マタイによる福音書 9:6 しかし、人の子
は地上で罪をゆるす権威をもっているこ
とが、あなたがたにわかるために」と言
い、中風の者にむかって、「起きよ、床
を取りあげて家に帰れ」と言われた。

マタイによる福音書 28:18 イエスは
彼らに近づいてきて言われた、「わたし
は、天においても地においても、いっさ
いの権威を授けられた。

マルコによる福音書 1:27 人々はみな驚き
のあまり、互に論じて言った、「これ
は、いったい何事か。権威ある新しい教
だ。けがれた霊にさえ命じられると、彼
らは従うのだ」。

ルカによる福音書 2:14 「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」。

ルカによる福音書 4:32 その言葉に権威
があったので、彼らはその教に驚いた。

ヨハネによる福音書 5:22 父はだれをもさ
ばかない。さばきのことはすべて、子に
ゆだねられたからである。

ヨハネによる福音書 5:27 そして子は人の
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子であるから、子にさばきを行う権威を
お与えになった。

ヨハネによる福音書 10:17 父は、わ
たしが自分の命を捨てるから、わたし
を愛して下さるのである。命を捨てるの
は、それを再び得るためである。

18 だれかが、わたしからそれを取り去る
のではない。わたしが、自分からそれを
捨てるのである。わたしには、それを捨
てる力があり、またそれを受ける力もあ
る。これはわたしの父から授かった定め
である」。

ヨハネによる福音書 14:27 わたしは
平安をあなたがたに残して行く。わたし
の平安をあなたがたに与える。わたしが
与えるのは、世が与えるようなものとは
異なる。あなたがたは心を騒がせるな、
またおじけるな。

ヨハネによる福音書 16:33 これらの
ことをあなたがたに話したのは、わたし
にあって平安を得るためである。あなた
がたは、この世ではなやみがある。しか
し、勇気を出しなさい。わたしはすでに
世に勝っている」。

ヨハネによる福音書 17:1 これらのことを
語り終えると、イエスは天を見あげて言
われた、「父よ、時がきました。あなた
の子があなたの栄光をあらわすように、
子の栄光をあらわして下さい。

2 あなたは、子に賜わったすべての者に、
永遠の命を授けさせるため、万民を支配
する権威を子にお与えになったのですか
ら。

使徒言行録 9:31 こうして教会は、ユダ
ヤ、ガリラヤ、サマリヤ全地方にわたっ

て平安を保ち、基礎がかたまり、主をお
それ聖霊にはげまされて歩み、次第に信
徒の数を増して行った。

使徒言行録 10:36 あなたがたは、
神がすべての者の主なるイエス・キリス
トによって平和の福音を宣べ伝えて、イ
スラエルの子らにお送り下さった御言を
ご存じでしょう。

ローマの信徒への手紙 5:1 このように、わ
たしたちは、信仰によって義とされたの
だから、わたしたちの主イエス・キリス
トにより、神に対して平和を得ている。

エフェソの信徒への手紙 2:17 それから
彼は、こられた上で、遠く離れているあ
なたがたに平和を宣べ伝え、また近くに
いる者たちにも平和を宣べ伝えられたの
である。

テサロニケの信徒への手紙二 3:16 どうか、
平和の主ご自身が、いついかなる場合に
も、あなたがたに平和を与えて下さるよ
うに。主があなたがた一同と共におられ
るように。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4; #5; サムエル記
上 2:10; 詩編 2:8; 詩編 22:27; 詩編 37:11; 詩編 67:7; 詩編 
72:8; 詩編 85:8-10; 詩編 98:3; 詩編 122:6-8; 詩編 147:14; 
イザヤ記 26:12; イザヤ記 45:22; イザヤ記 48:18; イザヤ記 
52:7; イザヤ記 53:5; イザヤ記 55:12; イザヤ記 57:19; イザ
ヤ記 62:11; イザヤ記 66:12; エレミヤ記 8:11; エレミヤ記 

16:19-21; エレミヤ記 28:9; エレミヤ記 33:9; ホセア記 1:7; 
ホセア記 2:19; ミカ記 5:4,10,11; ハガイ記 2:32; ダニエル
記 4:17; ダニエル記 7:13,14,27; マルコによる福音書 1:27; 
ルカによる福音書 4:32; ルカによる福音書 10:19; ルカによ
る福音書 11:31; ルカによる福音書 12:15; ヨハネによる福
音書 10:17,18; ヨハネによる福音書 20:19,21,26; ローマの
信徒への手紙 10:15,17,18; ローマの信徒への手紙 14:17; 
コリントの信徒への手紙一 15:24; コリントの信徒への手
紙二 10:4,5; エフェソの信徒への手紙 2:14,15; コロサイの
信徒への手紙 1:20; コロサイの信徒への手紙 3:15; ペトロ

の手紙二 3:14.
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D05 救世主は贖い主となるであろう。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

ゼカリヤ記 10:3-5 
ゼカリヤ記 10:6 わたしはユダの家を強くし、

ヨセフの家を救う。わたしは彼らをあわれ
んで、彼らを連れ帰る。彼らはわたしに捨
てられたことのないようになる。わたしは
彼らの神、主であって、彼らに答えるからで
ある。

7 エフライムびとは勇士のようになり、その
心は酒を飲んだように喜ぶ。その子供らは
これを見て喜び、その心は主によって楽し
む。

8 わたしは彼らに向かい、口笛を吹いて彼ら
を集める、わたしが彼らをあがなったから
である。彼らは昔のように数多くなる。

9 わたしは彼らを国々の民の中に散らした。
しかし彼らは遠い国々でわたしを覚え、そ
の子供らと共に生きながらえて帰ってく
る。

10 わたしは彼らをエジプトの国から連れ帰
り、アッスリヤから彼らを集める。わたしは
ギレアデの地およびレバノンに／彼らを連
れて行く。彼らはいる所もないほどに多く
なる。

11 彼らはエジプトの海を通る。海の波は撃た
れ、ナイルの淵はことごとくかれた。アッス
リヤの高ぶりは低くされ、エジプトのつえは
移り去る。

12 わたしは彼らを主によって強くする。彼らは
主の名を誇る」と／主は言われる。

マタイによる福音書 24:14 そしてこ
の御国の福音は、すべての民に対してあ
かしをするために、全世界に宣べ伝えら
れるであろう。そしてそれから最後が来
るのである。

マタイによる福音書 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、父と子と聖霊との名によ
って、彼らにバプテスマを施し、

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」。

ルカによる福音書 21:24 彼らはつるぎの
刃に倒れ、また捕えられて諸国へ引きゆ
かれるであろう。そしてエルサレムは、
異邦人の時期が満ちるまで、彼らに踏み
にじられているであろう。

ローマの信徒への手紙 11:11 そこで、
わたしは問う、「彼らがつまずいたの
は、倒れるためであったのか」。断じて
そうではない。かえって、彼らの罪過に
よって、救が異邦人に及び、それによっ
てイスラエルを奮起させるためである。

12 しかし、もし、彼らの罪過が世の富と
なり、彼らの失敗が異邦人の富となった
とすれば、まして彼らが全部救われたな
ら、どんなにかすばらしいことであろ
う。

13 そこでわたしは、あなたがた異邦人に言
う。わたし自身は異邦人の使徒なのであ
るから、わたしの務を光栄とし、

14 どうにかしてわたしの骨肉を奮起させ、
彼らの幾人かを救おうと願っている。

15 もし彼らの捨てられたことが世の和解と
なったとすれば、彼らの受けいれられる
ことは、死人の中から生き返ることでは
ないか。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4; #5; 使徒言行録 2:5-
11; ペトロの手紙一 1:1,2; ヨハネの黙示録 8:7-11.
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F04 救世主の拒否の結末。
H02 将来の救世主による裁き。

ゼカリヤ記 11:4 わが神、主はこう仰せられ
た、「ほふらるべき羊の群れの牧者とな
れ。

5 これを買う者は、これをほふっても罰せら
れない。これを売る者は言う、『主はほむ
べきかな、わたしは富んだ』と。そしてその
牧者は、これをあわれまない。

6 わたしは、もはやこの地の住民をあわれま
ないと、主は言われる。見よ、わたしは人を
おのおのその牧者の手に渡し、おのおのそ
の王の手に渡す。彼らは地を荒す。わたし
は彼らの手からこれを救い出さない」。

エゼキエル記 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。

ミカ記 5:4 彼は主の力により、その
神、主の名の威光により、立ってその
群れを養い、彼らを安らかにおらせる。
今、彼は大いなる者となって、地の果に
まで及ぶからである。

マタイによる福音書 15:24 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」。

マタイによる福音書 23:1 そのときイエス
は、群衆と弟子たちとに語って言われ
た、

2 「律法学者とパリサイ人とは、モーセの
座にすわっている。

3 だから、彼らがあなたがたに言うこと
は、みな守って実行しなさい。しかし、

彼らのすることには、ならうな。彼らは
言うだけで、実行しないから。

4 また、重い荷物をくくって人々の肩にの
せるが、それを動かすために、自分では
指一本も貸そうとはしない。

ルカによる福音書 19:41 いよいよ都の近
くにきて、それが見えたとき、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………しか
し、それは今おまえの目に隠されてい
る。

43 いつかは、敵が周囲に塁を築き、おまえ
を取りかこんで、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。それ
は、おまえが神のおとずれの時を知らな
いでいたからである」。

ヨハネによる福音書 19:13 ピラトは
これらの言葉を聞いて、イエスを外へ引
き出して行き、敷石（ヘブル語ではガバ
タ）という場所で裁判の席についた。

14 その日は過越の準備の日であって、時は
昼の十二時ころであった。ピラトはユダ
ヤ人らに言った、「見よ、これがあなた
がたの王だ」。

15 すると彼らは叫んだ、「殺せ、殺せ、彼
を十字架につけよ」。ピラトは彼らに言
った、「あなたがたの王を、わたしが十
字架につけるのか」。祭司長たちは答え
た、「わたしたちには、カイザル以外に
王はありません」。

ヨハネによる福音書 21:15 彼らが食
事をすませると、イエスはシモン・ペテ
ロに言われた、「ヨハネの子シモンよ、
あなたはこの人たちが愛する以上に、わ
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たしを愛するか」。ペテロは言った、「
主よ、そうです。わたしがあなたを愛す
ることは、あなたがご存じです」。イエ
スは彼に「わたしの小羊を養いなさい」
と言われた。

16 またもう一度彼に言われた、「ヨハネの
子シモンよ、わたしを愛するか」。彼は
イエスに言った、「主よ、そうです。わ
たしがあなたを愛することは、あなたが
ご存じです」。イエスは彼に言われた、
「わたしの羊を飼いなさい」。

17 イエスは三度目に言われた、「ヨハネの
子シモンよ、わたしを愛するか」。ペテ
ロは「わたしを愛するか」とイエスが三
度も言われたので、心をいためてイエス
に言った、「主よ、あなたはすべてをご
存じです。わたしがあなたを愛している
ことは、おわかりになっています」。イ
エスは彼に言われた、「わたしの羊を養
いなさい。

以下も参照されたい： イザヤ記 40:9-11; マタイによる福
音書 23:14,37; マタイによる福音書 24:10; ルカによる福
音書 12:52,53; ルカによる福音書 21:16,17; ヨハネによる
福音書 12:13; ヘブライ人への手紙 2:3; ヘブライ人への手

紙 10:26,27.

B06 救世主は善き羊飼いである。
B15 救世主は共苦に満ちている。

ゼカリヤ記 11:7 わたしは羊の商人のため
に、ほふらるべき羊の群れの牧者となっ
た。わたしは二本のつえを取り、その一本
を恵みと名づけ、一本を結びと名づけて、
その羊を牧した。

マタイによる福音書 9:35 イエスは、すべ
ての町々村々を巡り歩いて、諸会堂で教
え、御国の福音を宣べ伝え、あらゆる病
気、あらゆるわずらいをおいやしになっ
た。

36 また群衆が飼う者のない羊のように弱
り果てて、倒れているのをごらんになっ
て、彼らを深くあわれまれた。

マタイによる福音書 11:5 盲人は見え、足
なえは歩き、らい病人はきよまり、耳し
いは聞え、死人は生きかえり、貧しい人
々は福音を聞かされている。

ヨハネによる福音書 10:16 わたしに
はまた、この囲いにいない他の羊があ
る。わたしは彼らをも導かねばならな
い。彼らも、わたしの声に聞き従うであ
ろう。そして、ついに一つの群れ、ひと
りの羊飼となるであろう。

ヨハネによる福音書 17:21 父よ、そ
れは、あなたがわたしのうちにおられ、
わたしがあなたのうちにいるように、み
んなの者が一つとなるためであります。
すなわち、彼らをもわたしたちのうちに
おらせるためであり、それによって、あ
なたがわたしをおつかわしになったこと
を、世が信じるようになるためでありま
す。

22 わたしは、あなたからいただいた栄光を
彼らにも与えました。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。

23 わたしが彼らにおり、あなたがわたしに
いますのは、彼らが完全に一つとなるた
めであり、また、あなたがわたしをつか
わし、わたしを愛されたように、彼らを
お愛しになったことを、世が知るためで
あります。

以下も参照されたい： イザヤ記 61:1; エレミヤ記 5:4; エ
ゼキエル記 37:16-23; ゼファニヤ記 3:12; ゼカリヤ記 

11:4,10,11,14.
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F03 救世主は拒否されるであろう。
F11 救世主の受難。

ゼカリヤ記 11:8 わたしは一か月に牧者三人
を滅ぼした。わたしは彼らに、がまんしきれ
なくなったが、彼らもまた、わたしを忌みき
らった。

マタイによる福音書 23:34 それだか
ら、わたしは、預言者、知者、律法学者
たちをあなたがたにつかわすが、そのう
ちのある者を殺し、また十字架につけ、
そのある者を会堂でむち打ち、また町か
ら町へと迫害して行くであろう。

35 こうして義人アベルの血から、聖所と祭
壇との間であなたがたが殺したバラキヤ
の子ザカリヤの血に至るまで、地上に流
された義人の血の報いが、ことごとくあ
なたがたに及ぶであろう。

36 よく言っておく。これらのことの報い
は、みな今の時代に及ぶであろう。

マタイによる福音書 27:20 しかし、
祭司長、長老たちは、バラバをゆるし
て、イエスを殺してもらうようにと、群
衆を説き伏せた。

ルカによる福音書 12:50 しかし、わたし
には受けねばならないバプテスマがあ
る。そして、それを受けてしまうまで
は、わたしはどんなにか苦しい思いをす
ることであろう。

ルカによる福音書 19:14 ところが、本国
の住民は彼を憎んでいたので、あとから
使者をおくって、『この人が王になるの
をわれわれは望んでいない』と言わせ
た。

ヨハネによる福音書 7:7 世はあなたがた

を憎み得ないが、わたしを憎んでいる。
わたしが世のおこないの悪いことを、あ
かししているからである。

ヨハネによる福音書 15:18 もしこの
世があなたがたを憎むならば、あなたが
たよりも先にわたしを憎んだことを、知
っておくがよい。

ヨハネによる福音書 15:23 わたしを
憎む者は、わたしの父をも憎む。

24 もし、ほかのだれもがしなかったような
わざを、わたしが彼らの間でしなかった
ならば、彼らは罪を犯さないですんだで
あろう。しかし事実、彼らはわたしとわ
たしの父とを見て、憎んだのである。

25 それは、『彼らは理由なしにわたしを憎
んだ』と書いてある彼らの律法の言葉が
成就するためである。

以下も参照されたい： 詩編 106:40; イザヤ記 49:7; エレミ
ヤ記 12:8; ホセア記 9:15.

H02 将来の救世主による裁き。

ゼカリヤ記 11:9 それでわたしは言った、「わ
たしはあなたがたの牧者とならない。死ぬ
者は死に、滅びる者は滅び、残った者はた
がいにその肉を食いあうがよい」。

エレミヤ記 23:33 この民のひと
り、または預言者、または祭司があなた
に、『主の重荷はなんですか』と問うな
らば、彼らに答えなさい、『あなたがた
がその重荷です。そして主は、あなたが
たを捨てると言っておられます』と。

エレミヤ記 23:39 わたしは必ずあ
なたがたを捕え移させ、あなたがたと
あなたがたの先祖とに与えたこの町と、
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あなたがたとを、わたしの前から捨て去
る。

マタイによる福音書 15:14 彼らをそ
のままにしておけ。彼らは盲人を手引き
する盲人である。もし盲人が盲人を手引
きするなら、ふたりとも穴に落ち込むで
あろう」。

マタイによる福音書 21:19 そして、
道のかたわらに一本のいちじくの木が
あるのを見て、そこに行かれたが、ただ
葉のほかは何も見当らなかった。そこで
その木にむかって、「今から後いつまで
も、おまえには実がならないように」と
言われた。すると、いちじくの木はたち
まち枯れた。

マタイによる福音書 21:43 それだか
ら、あなたがたに言うが、神の国はあな
たがたから取り上げられて、御国にふさ
わしい実を結ぶような異邦人に与えられ
るであろう。

マタイによる福音書 23:38 見よ、お
まえたちの家は見捨てられてしまう。

39 わたしは言っておく、『主の御名によっ
てきたる者に、祝福あれ』とおまえたち
が言う時までは、今後ふたたび、わたし
に会うことはないであろう」。

ヨハネによる福音書 8:21 さて、また彼ら
に言われた、「わたしは去って行く。あ
なたがたはわたしを捜し求めるであろ
う。そして自分の罪のうちに死ぬであろ
う。わたしの行く所には、あなたがたは
来ることができない」。

ヨハネによる福音書 8:24 だからわたし
は、あなたがたは自分の罪のうちに死ぬ

であろうと、言ったのである。もしわた
しがそういう者であることをあなたがた
が信じなければ、罪のうちに死ぬことに
なるからである」。

使徒言行録 13:46 パウロとバルナ
バとは大胆に語った、「神の言は、ま
ず、あなたがたに語り伝えられなければ
ならなかった。しかし、あなたがたはそ
れを退け、自分自身を永遠の命にふさわ
しからぬ者にしてしまったから、さあ、
わたしたちはこれから方向をかえて、異
邦人たちの方に行くのだ。

47 主はわたしたちに、こう命じておられ
る、／『わたしは、あなたを立てて異邦
人の光とした。あなたが地の果までも救
をもたらすためである』」。

使徒言行録 28:26 『この民に行っ
て言え、／あなたがたは聞くには聞く
が、決して悟らない。見るには見るが、
決して認めない。

27 この民の心は鈍くなり、／その耳は聞
えにくく、／その目は閉じている。それ
は、彼らが目で見ず、／耳で聞かず、／
心で悟らず、悔い改めて／いやされるこ
とがないためである』。

28 そこで、あなたがたは知っておくがよ
い。神のこの救の言葉は、異邦人に送ら
れたのだ。彼らは、これに聞きしたがう
であろう」。

ヨハネの黙示録 22:11 不義な者はさら
に不義を行い、汚れた者はさらに汚れた
ことを行い、義なる者はさらに義を行
い、聖なる者はさらに聖なることを行う
ままにさせよ」。

以下も参照されたい： イザヤ記 9:20,21; エレミヤ記 19:9; 
エゼキエル記 5:10.
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E25 救世主は信じられ、讃えられるであろ
う。

F04 救世主の拒否の結末。

ゼカリヤ記 11:10 わたしは恵みというつえを
取って、これを折った。これはわたしがもろ
もろの民と結んだ契約を、廃するためであ
った。

11 そしてこれは、その日に廃された。そこで、
わたしに目を注いでいた羊の商人らは、こ
れが主の言葉であったことを知った。

ルカによる福音書 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。また
聖霊が彼に宿っていた。

ルカによる福音書 2:38 この老女も、ち
ょうどそのとき近寄ってきて、神に感謝
をささげ、そしてこの幼な子のことを、
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。

ルカによる福音書 21:5 ある人々が、見
事な石と奉納物とで宮が飾られているこ
とを話していたので、イエスは言われ
た、

6 「あなたがたはこれらのものをながめて
いるが、その石一つでもくずされずに、
他の石の上に残ることもなくなる日が、
来るであろう」。

ルカによる福音書 21:32 よく聞いておき
なさい。これらの事が、ことごとく起る
までは、この時代は滅びることがない。

ルカによる福音書 23:51 この人はユダヤ
の町アリマタヤの出身で、神の国を待ち
望んでいた。彼は議会の議決や行動には

賛成していなかった。

ルカによる福音書 24:49 見よ、わたしの
父が約束されたものを、あなたがたに贈
る。だから、上から力を授けられるまで
は、あなたがたは都にとどまっていなさ
い」。

ローマの信徒への手紙 9:3 実際、わたしの
兄弟、肉による同族のためなら、わたし
のこの身がのろわれて、キリストから離
されてもいとわない。

4 彼らはイスラエル人であって、子たる身
分を授けられることも、栄光も、もろも
ろの契約も、律法を授けられることも、
礼拝も、数々の約束も彼らのもの、

5 また父祖たちも彼らのものであり、肉に
よればキリストもまた彼らから出られた
のである。万物の上にいます神は、永遠
にほむべきかな、アァメン。

ローマの信徒への手紙 11:7 では、ど
うなるのか。イスラエルはその追い求め
ているものを得ないで、ただ選ばれた者
が、それを得た。そして、他の者たちは
かたくなになった。

8 「神は、彼らに鈍い心と、／見えない目
と、聞えない耳とを与えて、／きょう、
この日に及んでいる」／と書いてあると
おりである。

9 ダビデもまた言っている、／「彼らの食
卓は、彼らのわなとなれ、網となれ、／
つまずきとなれ、報復となれ。

10 彼らの目は、くらんで見えなくなれ、／
彼らの背は、いつまでも曲っておれ」。

11 そこで、わたしは問う、「彼らがつまず
いたのは、倒れるためであったのか」。
断じてそうではない。かえって、彼らの
罪過によって、救が異邦人に及び、それ
によってイスラエルを奮起させるためで
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ある。
12 しかし、もし、彼らの罪過が世の富と

なり、彼らの失敗が異邦人の富となった
とすれば、まして彼らが全部救われたな
ら、どんなにかすばらしいことであろ
う。

ガラテヤの信徒への手紙 3:16 さて、約
束は、アブラハムと彼の子孫とに対して
なされたのである。それは、多数をさし
て「子孫たちとに」と言わずに、ひとり
をさして「あなたの子孫とに」と言って
いる。これは、キリストのことである。

17 わたしの言う意味は、こうである。神に
よってあらかじめ立てられた契約が、四
百三十年の後にできた律法によって破棄
されて、その約束がむなしくなるような
ことはない。

18 もし相続が、律法に基いてなされると
すれば、もはや約束に基いたものではな
い。ところが事実、神は約束によって、
相続の恵みをアブラハムに賜わったので
ある。

ヘブライ人への手紙 7:22 このようにし
て、イエスは更にすぐれた契約の保証と
なられたのである。

ヘブライ人への手紙 8:8 ところが、神は
彼らを責めて言われた、／「主は言われ
る、見よ、／わたしがイスラエルの家お
よびユダの家と、／新しい契約を結ぶ日
が来る。

9 それは、わたしが彼らの先祖たちの手を
とって、／エジプトの地から導き出した
日に、／彼らと結んだ契約のようなもの
ではない。彼らがわたしの契約にとどま
ることをしないので、／わたしも彼らを
かえりみなかったからであると、／主が
言われる。

10 わたしが、それらの日の後、イスラエル
の家と立て／ようとする契約はこれであ
る、と主が言われる。すなわち、わたし
の律法を彼らの思いの中に入れ、／彼ら
の心に書きつけよう。こうして、わたし
は彼らの神となり、／彼らはわたしの民
となるであろう。

11 彼らは、それぞれ、その同胞に、／ま
た、それぞれ、その兄弟に、／主を知
れ、と言って教えることはなくなる。な
ぜなら、大なる者から小なる者に至るま
で、／彼らはことごとく、／わたしを知
るようになるからである。

12 わたしは、彼らの不義をあわれみ、／
もはや、彼らの罪を思い出すことはしな
い」。

13 神は、「新しい」と言われたことによ
って、初めの契約を古いとされたのであ
る。年を経て古びたものは、やがて消え
ていく。

以下も参照されたい： 詩編 89:39; イザヤ記 8:17; イザ
ヤ記 26:8,9; エレミヤ記 14:21; エレミヤ記 31:31,32; エ

ゼキエル記 7:20-22; エゼキエル記 16:59-61; エゼキエル
記 24:21; ダニエル記 9:26; ミカ記 7:7; ルカによる福音書 

24:49-53.

F05 救世主は裏切られるであろう。

ゼカリヤ記 11:12 わたしは彼らに向かって、「
あなたがたがもし、よいと思うならば、わた
しに賃銀を払いなさい。もし、いけなけれ
ばやめなさい」と言ったので、彼らはわたし
の賃銀として、銀三十シケルを量った。

13 主はわたしに言われた、「彼らによって、わ
たしが値積られたその尊い価を、宮のさい
せん箱に投げ入れよ」。わたしは銀三十シ
ケルを取って、これを主の宮のさいせん箱
に投げ入れた。

マタイによる福音書 26:14 時に、十
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二弟子のひとりイスカリオテのユダとい
う者が、祭司長たちのところに行って

15 言った、「彼をあなたがたに引き渡せ
ば、いくらくださいますか」。すると、
彼らは銀貨三十枚を彼に支払った。

16 その時から、ユダはイエスを引きわたそ
うと、機会をねらっていた。

マタイによる福音書 27:3 そのとき、イエ
スを裏切ったユダは、イエスが罪に定め
られたのを見て後悔し、銀貨三十枚を祭
司長、長老たちに返して

4 言った、「わたしは罪のない人の血を売
るようなことをして、罪を犯しました」
。しかし彼らは言った、「それは、われ
われの知ったことか。自分で始末するが
よい」。

5 そこで、彼は銀貨を聖所に投げ込んで出
て行き、首をつって死んだ。

6 祭司長たちは、その銀貨を拾いあげて言
った、「これは血の代価だから、宮の金
庫に入れるのはよくのない」。

7 そこで彼らは協議の上、外国人の墓地に
するために、その金で陶器師の畑を買っ
た。

8 そのために、この畑は今日まで血の畑と
呼ばれている。

9 こうして預言者エレミヤによって言われ
た言葉が、成就したのである。すなわ
ち、「彼らは、値をつけられたもの、す
なわち、イスラエルの子らが値をつけた
ものの代価、銀貨三十を取って、1)

10 主がお命じになったように、陶器師の畑
の代価として、その金を与えた」。

1) ここで引用されている言葉はエレミア書
ではなく、ゼカリア書にある。さまざま
な推測で、この相違を調整している。最
も多い意見だと思われるのは、預言者の
名前がもともと伝道者によって省かれ、

後に続く写字生によって追加されたとい
うものである。昔の賢人はこう言ってい
た。「エレミアの幽霊がゼカリアに宿っ
ている」

F03 救世主は拒否されるであろう。
F08 救世主の死の詳細。
G04 救世主は霊を注ぐであろう。
H01 救世主の再来は予言されている。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

ゼカリヤ記 12:1-2
ゼカリヤ記 12:3 その日には、わたしはエル

サレムをすべての民に対して重い石とす
る。これを持ちあげる者はみな大傷を受け
る。地の国々の民は皆集まって、これを攻
める。

ゼカリヤ記 12:4-7
ゼカリヤ記 12:8 その日、主はエルサレムの

住民を守られる。彼らの中の弱い者も、そ
の日には、ダビデのようになる。またダビデ
の家は神のように、彼らに先だつ主の使の
ようになる。

9 その日には、わたしはエルサレムに攻めて
来る国民を、ことごとく滅ぼそうと努める。

10 わたしはダビデの家およびエルサレムの住
民に、恵みと祈の霊とを注ぐ。彼らはその
刺した者を見る時、ひとり子のために嘆く
ように彼のために嘆き、ういごのために悲
しむように、彼のためにいたく悲しむ。

ゼカリヤ記 12:11-14

ヨハネによる福音書 19:34 しかし、
ひとりの兵卒がやりでそのわきを突きさ
すと、すぐ血と水とが流れ出た。

35 それを見た者があかしをした。そして、
そのあかしは真実である。その人は、自
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分が真実を語っていることを知ってい
る。それは、あなたがたも信ずるように
なるためである。

36 これらのことが起ったのは、「その骨は
くだかれないであろう」との聖書の言葉
が、成就するためである。

37 また聖書のほかのところに、「彼らは自
分が刺し通した者を見るであろう」とあ
る。

使徒言行録 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。そして、あなたがたのむす
こ娘は預言をし、／若者たちは幻を見、
／老人たちは夢を見るであろう。

18 その時には、わたしの男女の僕たちに
も／わたしの霊を注ごう。そして彼らも
預言をするであろう。

使徒言行録 2:23 このイエスが渡されたの
は神の定めた計画と予知とによるのであ
るが、あなたがたは彼を不法の人々の手
で十字架につけて殺した。

24 神はこのイエスを死の苦しみから解き放
って、よみがえらせたのである。イエス
が死に支配されているはずはなかったか
らである。

使徒言行録 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。

使徒言行録 2:36 だから、イスラエルの全
家は、この事をしかと知っておくがよ
い。あなたがたが十字架につけたこのイ
エスを、神は、主またキリストとしてお
立てになったのである」。

37 人々はこれを聞いて、強く心を刺され、

ペテロやほかの使徒たちに、「兄弟たち
よ、わたしたちは、どうしたらよいので
しょうか」と言った。

38 すると、ペテロが答えた、「悔い改めな
さい。そして、あなたがたひとりびとり
が罪のゆるしを得るために、イエス・キ
リストの名によって、バプテスマを受け
なさい。そうすれば、あなたがたは聖霊
の賜物を受けるであろう。

ヨハネの黙示録 1:7 見よ、彼は、雲
に乗ってこられる。すべての人の目、
ことに、彼を刺しとおした者たちは、彼
を仰ぎ見るであろう。また地上の諸族は
みな、彼のゆえに胸を打って嘆くであろ
う。しかり、アァメン。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4; #5; 使徒言行録 
10:45; 使徒言行録 11:15; テトスへの手紙 3:5,6.

E04 救世主の罪に対する勝利。
H03 救世主の未来の御国。

ゼカリヤ記 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。

2 万軍の主は言われる、その日には、わたし
は地から偶像の名を取り除き、重ねて人に
覚えられることのないようにする。わたしは
また預言者および汚れの霊を、地から去ら
せる。

エゼキエル記 36:25 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。

ヨハネによる福音書 1:29 その翌日、ヨハ
ネはイエスが自分の方にこられるのを見
て言った、「見よ、世の罪を取り除く神
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の小羊。

コリントの信徒への手紙一 6:11 あなたが
たの中には、以前はそんな人もいた。し
かし、あなたがたは、主イエス・キリス
トの名によって、またわたしたちの神の
霊によって、洗われ、きよめられ、義と
されたのである。

テトスへの手紙 3:5 わたしたちの行
った義のわざによってではなく、ただ
神のあわれみによって、再生の洗いを受
け、聖霊により新たにされて、わたした
ちは救われたのである。

6 この聖霊は、わたしたちの救主イエス・
キリストをとおして、わたしたちの上に
豊かに注がれた。

ヨハネの手紙一 1:7 しかし、神が光
の中にいますように、わたしたちも光の
中を歩くならば、わたしたちは互に交わ
りをもち、そして、御子イエスの血が、
すべての罪からわたしたちをきよめるの
である。

ヨハネの黙示録 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
から、恵みと平安とが、あなたがたにあ
るように。わたしたちを愛し、その血に
よってわたしたちを罪から解放し、

ヨハネの黙示録 7:13 長老たちのひと
りが、わたしにむかって言った、「この
白い衣を身にまとっている人々は、だれ
か。また、どこからきたのか」。

14 わたしは彼に答えた、「わたしの主よ、
それはあなたがご存じです」。すると、
彼はわたしに言った、「彼らは大きな患
難をとおってきた人たちであって、その

衣を小羊の血で洗い、それを白くしたの
である。

以下も参照されたい： #1; #2; #5; エゼキエル記 37:23-26; 
ホセア記 2:18; ホセア記 14:7; ゼファニヤ記 1:3,4; エフェ
ソの信徒への手紙 5:25-27; ヘブライ人への手紙 9:13,14; 

ヨハネによる福音書 5:6.

 

F01 救世主の死は予言されている。
F06 救世主は一人残されるであろう。

ゼカリヤ記 13:7 万軍の主は言われる、「つ
るぎよ、立ち上がってわが牧者を攻めよ。わ
たしの次に立つ人を攻めよ。牧者を撃て、
その羊は散る。わたしは手をかえして、小さ
い者どもを攻める。

マタイによる福音書 26:31 そのと
き、イエスは弟子たちに言われた、「
今夜、あなたがたは皆わたしにつまずく
であろう。『わたしは羊飼を打つ。そし
て、羊の群れは散らされるであろう』
と、書いてあるからである。

マタイによる福音書 26:56 しかし、
すべてこうなったのは、預言者たちの書
いたことが、成就するためである」。そ
のとき、弟子たちは皆イエスを見捨てて
逃げ去った。

マルコによる福音書 14:27 そのと
き、イエスは弟子たちに言われた、「あ
なたがたは皆、わたしにつまずくであろ
う。『わたしは羊飼を打つ。そして、羊
は散らされるであろう』と書いてあるか
らである。

マルコによる福音書 14:50 弟子たち
は皆イエスを見捨てて逃げ去った。
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ヨハネによる福音書 16:32 見よ、あ
なたがたは散らされて、それぞれ自分の
家に帰り、わたしをひとりだけ残す時が
来るであろう。いや、すでにきている。
しかし、わたしはひとりでいるのではな
い。父がわたしと一緒におられるのであ
る。

ヨハネによる福音書 17:12 わたしが
彼らと一緒にいた間は、あなたからいた
だいた御名によって彼らを守り、また保
護してまいりました。彼らのうち、だれ
も滅びず、ただ滅びの子だけが滅びまし
た。それは聖書が成就するためでした。

ヨハネによる福音書 18:7 そこでまた彼ら
に、「だれを捜しているのか」とお尋ね
になると、彼らは「ナザレのイエスを」
と言った。

8 イエスは答えられた、「わたしがそれで
あると、言ったではないか。わたしを捜
しているのなら、この人たちを去らせて
もらいたい」。

9 それは、「あなたが与えて下さった人た
ちの中のひとりも、わたしは失わなかっ
た」とイエスの言われた言葉が、成就す
るためである。

以下も参照されたい： イザヤ記 5:1-5; イザヤ記 27:1,2; マ
タイによる福音書 18:10-14; 使徒言行録 2:23.

H02 将来の救世主による裁き。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

ゼカリヤ記 13:8 主は言われる、全地の人の
三分の二は断たれて死に、三分の一は生き
残る。

9 わたしはこの三分の一を火の中に入れ、銀
をふき分けるように、これをふき分け、金

を精錬するように、これを精錬する。彼ら
はわたしの名を呼び、わたしは彼らに答え
る。わたしは『彼らはわが民である』と言
い、彼らは『主はわが神である』と言う」。

マタイによる福音書 21:43 それだか
ら、あなたがたに言うが、神の国はあな
たがたから取り上げられて、御国にふさ
わしい実を結ぶような異邦人に与えられ
るであろう。

44 またその石の上に落ちる者は打ち砕か
れ、それがだれかの上に落ちかかるな
ら、その人はこなみじんにされるであろ
う」。

マタイによる福音書 24:2 そこでイエスは
彼らにむかって言われた、「あなたがた
は、これらすべてのものを見ないか。よ
く言っておく。その石一つでもくずされ
ずに、そこに他の石の上に残ることもな
くなるであろう」。

マタイによる福音書 24:21 その時に
は、世の初めから現在に至るまで、かつ
てなく今後もないような大きな患難が起
るからである。

22 もしその期間が縮められないなら、救
われる者はひとりもないであろう。しか
し、選民のためには、その期間が縮めら
れるであろう。

ルカによる福音書 21:24 彼らはつるぎの
刃に倒れ、また捕えられて諸国へ引きゆ
かれるであろう。そしてエルサレムは、
異邦人の時期が満ちるまで、彼らに踏み
にじられているであろう。

ヨハネの黙示録 8:7 第一の御使が、
ラッパを吹き鳴らした。すると、血の
まじった音と火とがあらわれて、地上に
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降ってきた。そして、地の三分の一が焼
け、木の三分の一が焼け、また、すべて
の青草も焼けてしまった。

8 第二の御使が、ラッパを吹き鳴らした。
すると、火の燃えさかっている大きな山
のようなものが、海に投げ込まれた。そ
して、海の三分の一は血となり、

9 海の中の造られた生き物の三分の一は死
に、舟の三分の一がこわされてしまっ
た。

10 第三の御使が、ラッパを吹き鳴らした。
すると、たいまつのように燃えている大
きな星が、空から落ちてきた。そしてそ
れは、川の三分の一とその水源との上に
落ちた。

11 この星の名は「苦よもぎ」と言い、水の
三分の一が「苦よもぎ」のように苦くな
った。水が苦くなったので、そのために
多くの人が死んだ。

12 第四の御使が、ラッパを吹き鳴らした。
すると、太陽の三分の一と、月の三分の
一と、星の三分の一とが打たれて、これ
らのものの三分の一は暗くなり、昼の三
分の一は明るくなくなり、夜も同じよう
になった。

ヨハネの黙示録 16:19 大いなる都は三
つに裂かれ、諸国民の町々は倒れた。神
は大いなるバビロンを思い起し、これに
神の激しい怒りのぶどう酒の杯を与えら
れた。

以下も参照されたい： #1; #2; #5; 詩編 66:10-12; マタイ
による福音書 23:35-37; ルカによる福音書 19:41-44; ル
カによる福音書 21:20-24; ルカによる福音書 23:28-30; 

コリントの信徒への手紙一 3:11-13; テサロニケの信徒へ
の手紙一 2:15,16; ペトロの手紙一 1:6-8; ペトロの手紙一 

4:12,13.

E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

H01 救世主の再来は予言されている。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。
. 
ゼカリヤ記 14:1-2
ゼカリヤ記 14:3 その時、主は出てきて、いく

さの日にみずから戦われる時のように、そ
れらの国びとと戦われる。

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。そしてオリ
ブ山は、非常に広い一つの谷によって、東
から西に二つに裂け、その山の半ばは北
に、半ばは南に移り、

5 わが山の谷はふさがれる。裂けた山の谷
が、そのかたわらに接触するからである。
そして、あなたがたはユダの王ウジヤの世
に、地震を避けて逃げたように逃げる。こ
うして、あなたがたの神、主はこられる、も
ろもろの聖者と共にこられる。

6 その日には、寒さも霜もない。
7 そこには長い連続した日がある（主はこれ

を知られる）。これには昼もなく、夜もな
い。夕暮になっても、光があるからである。

8 その日には、生ける水がエルサレムから流
れ出て、その半ばは東の海に、その半ばは
西の海に流れ、夏も冬もやむことがない。

9 主は全地の王となられる。その日には、主
ひとり、その名一つのみとなる。

ゼカリヤ記 14:10-15
ゼカリヤ記 14:16 エルサレムに攻めて来たも

ろもろの国びとの残った者は、皆年 上々っ
て来て、王なる万軍の主を拝み、仮庵の祭
を守るようになる。

17 地の諸族のうち、王なる万軍の主を拝むた
めに、エルサレムに上らない者の上には、
雨が降らない。

18 エジプトの人々 が、もし上ってこない時に
は、主が仮庵の祭を守るために、上ってこ
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ないすべての国びとを撃たれるその災が、
彼らの上に臨む。

19 これが、エジプトびとの受ける罰、およびす
べて仮庵の祭を守るために上ってこない国
びとの受ける罰である。

20 その日には、馬の鈴の上に「主に聖なる
者」と、しるすのである。また主の宮のなべ
は、祭壇の前の鉢のように、聖なる物とな
る。

21 エルサレムおよびユダのすべてのなべは、
万軍の主に対して聖なる物となり、すべて
犠牲をささげる者は来てこれを取り、その
中で犠牲の肉を煮ることができる。その日
には、万軍の主の宮に、もはや商人はいな
い。

イザヤ記 2:2 終りの日に次のことが起
る。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。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。

4 彼はもろもろの国のあいだにさばきを行
い、多くの民のために仲裁に立たれる。
こうして彼らはそのつるぎを打ちかえ
て、すきとし、そのやりを打ちかえて、
かまとし、国は国にむかって、つるぎを
あげず、彼らはもはや戦いのことを学ば
ない。

マタイによる福音書 16:27 人の子は
父の栄光のうちに、御使たちを従えて来
るが、その時には、実際のおこないに応
じて、それぞれに報いるであろう。

マタイによる福音書 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。

36 その日、その時は、だれも知らない。天
の御使たちも、また子も知らない、ただ
父だけが知っておられる。

37 人の子の現れるのも、ちょうどノアの時
のようであろう。

マタイによる福音書 28:18 イエスは
彼らに近づいてきて言われた、「わたし
は、天においても地においても、いっさ
いの権威を授けられた。

ヨハネによる福音書 4:10 イエスは答えて
言われた、「もしあなたが神の賜物のこ
とを知り、また、『水を飲ませてくれ』
と言った者が、だれであるか知っていた
ならば、あなたの方から願い出て、その
人から生ける水をもらったことであろ
う」。

ヨハネによる福音書 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」
。

ヨハネによる福音書 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」。

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。すなわち、イエスはまだ栄光を受け
ておられなかったので、御霊がまだ下っ
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ていなかったのである。

使徒言行録 1:10 イエスの上って行かれる
とき、彼らが天を見つめていると、見
よ、白い衣を着たふたりの人が、彼らの
そばに立っていて

11 言った、「ガリラヤの人たちよ、なぜ天
を仰いで立っているのか。あなたがたを
離れて天に上げられたこのイエスは、天
に上って行かれるのをあなたがたが見た
のと同じ有様で、またおいでになるであ
ろう」。

12 それから彼らは、オリブという山を下っ
てエルサレムに帰った。この山はエルサ
レムに近く、安息日に許されている距離
のところにある。

ヨハネの黙示録 11:13 この時、大地震
が起って、都の十分の一は倒れ、その地
震で七千人が死に、生き残った人々は驚
き恐れて、天の神に栄光を帰した。

ヨハネの黙示録 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」。

ヨハネの黙示録 16:18 すると、いなず
まと、もろもろの声と、雷鳴とが起り、
また激しい地震があった。それは人間が
地上にあらわれて以来、かつてなかった
ようなもので、それほどに激しい地震で
あった。

19 大いなる都は三つに裂かれ、諸国民の町
々は倒れた。神は大いなるバビロンを思
い起し、これに神の激しい怒りのぶどう
酒の杯を与えられた。

20 島々はみな逃げ去り、山々は見えなくな

った。
21 また一タラントの重さほどの大きな音

が、天から人々の上に降ってきた。人々
は、この音の災害のゆえに神をのろっ
た。その災害が、非常に大きかったから
である。

ヨハネの黙示録 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。

25 都の門は、終日、閉ざされることはな
い。そこには夜がないからである。

ヨハネの黙示録 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、

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。

ヨハネの黙示録 22:5 夜は、もはやな
い。あかりも太陽の光も、いらない。主
なる神が彼らを照し、そして、彼らは世
々限りなく支配する。

ヨハネの黙示録 22:17 御霊も花嫁も共
に言った、「きたりませ」。また、聞く
者も「きたりませ」と言いなさい。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。

以下も参照されたい： #1; #2; #3; #4; #5; ヨハネの黙示
録 21:1-3.
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E10 救世主はまた、異邦人の救いとなるで
あろう。

H03 救世主の未来の御国。

マラキ記 1:11 日の出る所から没する所ま
で、国々のうちにわが名はあがめられてい
る。また、どこでも香と清いささげ物が、わ
が名のためにささげられる。これはわが名
が国々のうちにあがめられているからであ
ると、万軍の主は言われる。

イザヤ記 66:20 彼らはイスラエルの子ら
が清い器に供え物を盛って主の宮に携え
て来るように、あなたがたの兄弟をこと
ごとくもろもろの国の中から馬、車、か
ご、橿馬、らくだに乗せて、わが聖なる
山エルサレムにこさせ、主の供え物とす
る」と主は言われる。

ローマの信徒への手紙 14:11 すなわ
ち、／「主が言われる。わたしは生きて
いる。すべてのひざは、わたしに対して
かがみ、／すべての舌は、神にさんびを
ささげるであろう」／と書いてある。

フィリピの信徒への手紙 2:10 それは、
イエスの御名によって、天上のもの、地
上のもの、地下のものなど、あらゆるも
のがひざをかがめ、

ヘブライ人への手紙 9:9 この幕屋という
のは今の時代に対する比喩である。すな
わち、供え物やいけにえはささげられる
が、儀式にたずさわる者の良心を全うす
ることはできない。

10 それらは、ただ食物と飲み物と種々の
洗いごとに関する行事であって、改革の
時まで課せられている肉の規定にすぎな
い。

11 しかしキリストがすでに現れた祝福の

大祭司としてこられたとき、手で造られ
ず、この世界に属さない、さらに大き
く、完全な幕屋をとおり、

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。

ヨハネの黙示録 8:3 また、別の御使
が出てきて、金の香炉を手に持って祭壇
の前に立った。たくさんの香が彼に与え
られていたが、これは、すべての聖徒の
祈に加えて、御座の前の金の祭壇の上に
ささげるためのものであった。

4 香の煙は、御使の手から、聖徒たちの祈
と共に神のみまえに立ちのぼった。

以下も参照されたい： #1; #4; #5; 詩編 113:3,4; イザヤ記 
45:6; イザヤ記 59:19.

C02 救世主の前身が告げられた

マラキ記 3:1 「見よ、わたしはわが使者
をつかわす。彼はわたしの前に道を備え
る。またあなたがたが求める所の主は、た
ちまちその宮に来る。見よ、あなたがたの
喜ぶ契約の使者が来ると、万軍の主が言わ
れる。

イザヤ記 40:3 呼ばわる者の声がする、
「荒野に主の道を備え、さばくに、われ
われの神のために、大路をまっすぐにせ
よ。

マタイによる福音書 3:3 預言者イザヤに
よって、「荒野で呼ばわる者の声がす
る、『主の道を備えよ、その道筋をまっ
すぐにせよ』」と言われたのは、この人
のことである。
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マタイによる福音書 11:10 『見よ、
わたしは使をあなたの先につかわし、あ
なたの前に、道を整えさせるであろう』
と書いてあるのは、この人のことであ
る。

11 あなたがたによく言っておく。女の産ん
だ者の中で、バプテスマのヨハネより大
きい人物は起らなかった。しかし、天国
で最も小さい者も、彼よりは大きい。

マルコによる福音書 1:2 預言者イザヤの
書に、「見よ、わたしは使をあなたの先
につかわし、あなたの道を整えさせるで
あろう。

3 荒野で呼ばわる者の声がする、『主の道
を備えよ、その道筋をまっすぐにせよ』
」と書いてあるように、

4 バプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪
のゆるしを得させる悔改めのバプテスマ
を宣べ伝えていた。

ルカによる福音書 1:76 幼な子よ、あな
たは、いと高き者の預言者と呼ばれるで
あろう。主のみまえに先立って行き、そ
の道を備え、

77 罪のゆるしによる救を／その民に知らせ
るのであるから。

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、

79 暗黒と死の陰とに住む者を照し、わたし
たちの足を平和の道へ導くであろう」。

ルカによる福音書 7:26 では、何を見に
出てきたのか。預言者か。そうだ、あな
たがたに言うが、預言者以上の者であ
る。

27 『見よ、わたしは使をあなたの先につか
わし、あなたの前に、道を整えさせるで

あろう』と書いてあるのは、この人のこ
とである。

28 あなたがたに言っておく。女の産んだ
者の中で、ヨハネより大きい人物はいな
い。しかし、神の国で最も小さい者も、
彼よりは大きい。

ルカによる福音書 10:24 あなたがたに言
っておく。多くの預言者や王たちも、あ
なたがたの見ていることを見ようとした
が、見ることができず、あなたがたの聞
いていることを聞こうとしたが、聞けな
かったのである」。

H02 将来の救世主による裁き。
H03 救世主の未来の御国。

マラキ記 3:2 その来る日には、だれが耐
え得よう。そのあらわれる時には、だれが
立ち得よう。彼は金をふきわける者の火の
ようであり、布さらしの灰汁のようである。

3 彼は銀をふきわけて清める者のように座し
て、レビの子孫を清め、金銀のように彼ら
を清める。そして彼らは義をもって、ささげ
物を主にささげる。

4 その時ユダとエルサレムとのささげ物は、
昔の日のように、また先の年のように主に
喜ばれる。

5 そしてわたしはあなたがたに近づいて、さ
ばきをなし、占い者、姦淫を行う者、偽りの
誓いをなす者にむかい、雇人の賃銀をかす
め、やもめと、みなしごとをしえたげ、寄留
の他国人を押しのけ、わたしを恐れない者
どもにむかって、すみやかにあかしを立てる
と、万軍の主は言われる。

16 そのとき、主を恐れる者は互に語った。主
は耳を傾けてこれを聞かれた。そして主を
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恐れる者、およびその名を心に留めている
者のために、主の前に一つの覚え書がしる
された。

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。

18 その時あなたがたは、再び義人と悪人、神
に仕える者と、仕えない者との区別を知る
ようになる。

ダニエル記 7:10 彼の前から、ひと筋の火
の流れが出てきた。彼に仕える者は千
々、彼の前にはべる者は万々、審判を行
う者はその席に着き、かずかずの書き物
が開かれた。

マタイによる福音書 3:10 斧がすでに木の
根もとに置かれている。だから、良い実
を結ばない木はことごとく切られて、火
の中に投げ込まれるのだ。

11 わたしは悔改めのために、水でおまえた
ちにバプテスマを授けている。しかし、
わたしのあとから来る人はわたしよりも
力のあるかたで、わたしはそのくつをぬ
がせてあげる値うちもない。このかた
は、聖霊と火とによっておまえたちにバ
プテスマをお授けになるであろう。

12 また、箕を手に持って、打ち場の麦をふ
るい分け、麦は倉に納め、からは消えな
い火で焼き捨てるであろう」。

マタイによる福音書 12:35 善人はよ
い倉から良い物を取り出し、悪人は悪い
倉から悪い物を取り出す。

36 あなたがたに言うが、審判の日には、人
はその語る無益な言葉に対して、言い開
きをしなければならないであろう。

37 あなたは、自分の言葉によって正しいと

され、また自分の言葉によって罪ありと
されるからである」。

ヨハネによる福音書 12:48 わたしを
捨てて、わたしの言葉を受けいれない人
には、その人をさばくものがある。わた
しの語ったその言葉が、終りの日にその
人をさばくであろう。

ヨハネによる福音書 17:24 父よ、あ
なたがわたしに賜わった人々が、わた
しのいる所に一緒にいるようにして下さ
い。天地が造られる前からわたしを愛し
て下さって、わたしに賜わった栄光を、
彼らに見させて下さい。

エフェソの信徒への手紙 5:26 キリスト
がそうなさったのは、水で洗うことによ
り、言葉によって、教会をきよめて聖な
るものとするためであり、

テサロニケの信徒への手紙二 1:7 それは、
主イエスが炎の中で力ある天使たちを率
いて天から現れる時に実現する。

8 その時、主は神を認めない者たちや、わ
たしたちの主イエスの福音に聞き従わな
い者たちに報復し、

テトスへの手紙 2:14 このキリスト
が、わたしたちのためにご自身をささげ
られたのは、わたしたちをすべての不法
からあがない出して、良いわざに熱心な
選びの民を、ご自身のものとして聖別す
るためにほかならない。

ペトロの手紙一 2:5 この主のみもと
にきて、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、
聖なる祭司となって、イエス・キリスト
により、神によろこばれる霊のいけにえ
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を、ささげなさい。

ヨハネの黙示録 1:6 わたしたちを、
その父なる神のために、御国の民とし、
祭司として下さったかたに、世々限り
なく栄光と権力とがあるように、アァメ
ン。

7 見よ、彼は、雲に乗ってこられる。すべ
ての人の目、ことに、彼を刺しとおした
者たちは、彼を仰ぎ見るであろう。また
地上の諸族はみな、彼のゆえに胸を打っ
て嘆くであろう。しかり、アァメン。

ヨハネの黙示録 6:17 御怒りの大いな
る日が、すでにきたのだ。だれが、その
前に立つことができようか」。

ヨハネの黙示録 15:4 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。あなただけが聖なるか
たであり、あらゆる国民はきて、あなた
を伏し拝むでしょう。あなたの正しいさ
ばきが、あらわれるに至ったからであり
ます」。

以下も参照されたい： #1; #2; #5; マラキ記 4:1; アモス記 
5:18-20; マタイによる福音書 23:13-35; ルカによる福音
書 3:9,17; ルカによる福音書 12:49; ヨハネによる福音書 
4:23,24; ローマの信徒への手紙 11:5-10; ヘブライ人への

手紙 10:28-30; ヘブライ人への手紙 12:25,26.

H02 将来の救世主による裁き。
H03 救世主の未来の御国。
H09 民の将来の預言者。

マラキ記 4:1 万軍の主は言われる、見
よ、炉のように燃える日が来る。その時す
べて高ぶる者と、悪を行う者とは、わらの
ようになる。その来る日は、彼らを焼き尽
して、根も枝も残さない。

2 しかしわが名を恐れるあなたがたには、義

の太陽がのぼり、その翼には、いやす力を
備えている。あなたがたは牛舎から出る子
牛のように外に出て、とびはねる。

3 また、あなたがたは悪人を踏みつけ、わた
しが事を行う日に、彼らはあなたがたの足
の裏の下にあって、灰のようになると、万軍
の主は言われる。

4 あなたがたは、わがしもべモーセの律法、
すなわちわたしがホレブで、イスラエル全
体のために、彼に命じた定めとおきてとを
覚えよ。

マタイによる福音書 3:12 また、箕を手に
持って、打ち場の麦をふるい分け、麦は
倉に納め、からは消えない火で焼き捨て
るであろう」。

ルカによる福音書 1:50 そのあわれみ
は、代々限りなく／主をかしこみ恐れる
者に及びます。

ヨハネによる福音書 1:4 この言に命があ
った。そしてこの命は人の光であった。

5 光はやみの中に輝いている。そして、や
みはこれに勝たなかった。

ヨハネによる福音書 3:19 そのさばきとい
うのは、光がこの世にきたのに、人々は
そのおこないが悪いために、光よりもや
みの方を愛したことである。

ヨハネによる福音書 8:12 イエスは、また
人々に語ってこう言われた、「わたしは
世の光である。わたしに従って来る者
は、やみのうちを歩くことがなく、命の
光をもつであろう」。

使徒言行録 13:26 兄弟たち、アブ
ラハムの子孫のかたがた、ならびに皆さ
んの中の神を敬う人たちよ。この救の言
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葉はわたしたちに送られたのである。

ローマの信徒への手紙 16:20 平和の神
は、サタンをすみやかにあなたがたの足
の下に踏み砕くであろう。どうか、わた
したちの主イエスの恵みが、あなたがた
と共にあるように。

テサロニケの信徒への手紙二 1:8 その時、
主は神を認めない者たちや、わたしたち
の主イエスの福音に聞き従わない者たち
に報復し、

ヨハネの黙示録 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」。

ヨハネの黙示録 11:18 諸国民は怒り狂
いましたが、あなたも怒りをあらわされ
ました。そして、死人をさばき、あなた
の僕なる／預言者、聖徒、小さき者も、
大いなる者も、すべて御名をおそれる者
たちに報いを与え、また、地を滅ぼす者
どもを滅ぼして下さる時がきました」。

以下も参照されたい： #1; #2; #5; イザヤ記 50:10; イザヤ
記 66:1,2; ペトロの手紙二 3:7.

C02 救世主の前身が告げられた
D02 救世主の預言者としての祈り。
E23 救世主は民を回心させるであろう。

マラキ記 4:5 見よ、主の大いなる恐るべ
き日が来る前に、わたしは預言者エリヤを
あなたがたにつかわす。

6 彼は父の心をその子供たちに向けさせ、子
供たちの心をその父に向けさせる。これは

わたしが来て、のろいをもってこの国を撃
つことのないようにするためである」。

マタイによる福音書 11:13 すべての
預言者と律法とが預言したのは、ヨハネ
の時までである。

14 そして、もしあなたがたが受けいれるこ
とを望めば、この人こそは、きたるべき
エリヤなのである。

マタイによる福音書 17:11 答えて言
われた、「確かに、エリヤがきて、万事
を元どおりに改めるであろう。

12 しかし、あなたがたに言っておく。エリ
ヤはすでにきたのだ。しかし人々は彼を
認めず、自分かってに彼をあしらった。
人の子もまた、そのように彼らから苦し
みを受けることになろう」。

13 そのとき、弟子たちは、イエスがバプテ
スマのヨハネのことを言われたのだと悟
った。

ルカによる福音書 1:16 そして、イスラ
エルの多くの子らを、主なる彼らの神に
立ち帰らせるであろう。

17 彼はエリヤの霊と力とをもって、みま
えに先立って行き、父の心を子に向けさ
せ、逆らう者に義人の思いを持たせて、
整えられた民を主に備えるであろう」。

ヨハネによる福音書 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。

15 ヨハネは彼についてあかしをし、叫ん
で言った、「『わたしのあとに来るかた
は、わたしよりもすぐれたかたである。
わたしよりも先におられたからである』
とわたしが言ったのは、この人のことで
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ある」。
16 わたしたちすべての者は、その満ち満ち

ているものの中から受けて、めぐみにめ
ぐみを加えられた。

17 律法はモーセをとおして与えられ、めぐ
みとまこととは、イエス・キリストをと
おしてきたのである。

使徒言行録 3:22 モーセは言った、『主な
る神は、わたしをお立てになったよう
に、あなたがたの兄弟の中から、ひとり
の預言者をお立てになるであろう。その
預言者があなたがたに語ることには、こ
とごとく聞きしたがいなさい。

23 彼に聞きしたがわない者は、みな民の中
から滅ぼし去られるであろう』。

ヨハネの黙示録 1:16 その右手に七つ
の星を持ち、口からは、鋭いもろ刃のつ
るぎがつき出ており、顔は、強く照り輝
く太陽のようであった。

以下も参照されたい： #5; イザヤ記 40:3; マラキ記 3:1; 
マタイによる福音書 13:14-26; マタイによる福音書 

23:35-38; マタイによる福音書 24:27-30; マタイによる福
音書 27:47-49; マルコによる福音書 9:11-13; ルカによる
福音書 1:76; ルカによる福音書 7:26-28; ルカによる福音

書 19:41-44; ルカによる福音書 21:22-27; ヨハネによる福
音書 1:21,25.
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- 福音書と使徒行伝におけるタナハの引用と示唆

マタイによる福音書

1:23 イザヤ記 7:14

2:6 ミカ記 5:1

2:15 ホセア記 11:1

2:18 エレミヤ記 31:15

2:23 民数記 6:13; 詩編 69:9,10;

  イザヤ記 53:2

3:3 イザヤ記 40:3

4:4       申命記 8:3

4:6 詩編 91:11,12

4:10         申命記 6:13,14; 申命記 10:20

4:15,16 イザヤ記 9:1,2

4:7 申命記 6:16

5:3 イザヤ記 57:15

5:4 イザヤ記 61:2,3

5:5 イザヤ記 29:19; イザヤ記 61:1

5:6 イザヤ記 41:17; イザヤ記 49:10; 

  イザヤ記 55:1-3

5:7 詩編 112:4; ミカ記 6:8

5:8 詩編 73:1; 箴言 22:11; 

  エゼキエル記  36:25

5:11 イザヤ記 66:5

5:12 イザヤ記 3:10

5:13 レビ記 2:13; ヨブ記 6:6; 

5:14 箴言 4:18

5:15 出エジプト記 25:37

5:16 イザヤ記 60:1-3; イザヤ記 61:3

5:17 詩編 40:7-9; イザヤ記 42:21

5:18     イザヤ記 40:8; イザヤ記 51:6; 

  詩編 119:89

5:19    申命記 12:32; 申命記 27:26; 

  ダニエル記 12:3

5:21 創世記 9:5,6; 出エジプト記 20:13;

  申命記 5:17

5:23-24   申命記 16:16,17; 

  イザヤ記 1:10-17

5:25 箴言 25:8

5:27 出エジプト記 20:14; 申命記 5:18

マタイによる福音書

5:31 申命記 24:1

5:33 レビ記 19:12; 民数記 30:2

5:34,35 ホセア記 4:15; ゼカリヤ記 5:3

5:38 出エジプト記 21:24

5:42 申命記 15:7-14

5:43 レビ記 19:18; 詩編 139:21

5:44 出エジプト記 23:45

5:48 レビ記 19:2; レビ記 20:26

6:2 詩編 37:21; 箴言 20:6

6:4 イザヤ記 58:10-12

6:5,6 列王記下 4:33; ダニエル記 6:10

6:7 コヘレトの言葉 5:2

6:8 詩編 38:10

6:9 イザヤ記 63:16; イザヤ記 64:8

6:10 ダニエル記 2:44; ダニエル記 7:27

6:11 出エジプト記 16:16-35

6:12 出エジプト記 34:7; イザヤ記 1:18

6:13 申命記 8:2

6:16 イザヤ記 58:3-5

6:17 コヘレトの言葉 9:8; ダニエル記 10:3

6:19 詩編 62:11; コヘレトの言葉 5:10-14

6:24 出エジプト記 20:39

6:25 詩編 55:23

6:26 創世記 1:29-30

6:31 レビ記 25:20-22; 詩編 55:23

6:33 列王記上 3:11-13; 箴言 3:9,10

6:34 出エジプト記 16:18-20; 哀歌 3:23

7:3 サムエル記下 12:5; 詩編 50:16-21

7:7 イザヤ記 55:6,7; エレミヤ記 29:12,13

7:11 創世記 8:5; 詩編 103:11-13

7:12 アモス記 5:14,15; ゼカリヤ記 8:16,17

7:14 イザヤ記 35:8

7:15 申命記 13:1-3

7:17 詩編 92:14,15

7:18 エレミヤ記 17:8

7:19 エゼキエル記 15:2-7

7:21 イザヤ記 29:13; ホセア記 8:2,3

7:23 詩編 6:9

7:26,27 エゼキエル記 13:10-16

タナハの言及（旧約聖書）
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マタイによる福音書

7:29 申命記 18:18,19

8:17 イザヤ記 53:4

9:13       箴言 21:3; ホセア記 6:6;

  ミカ記 6:6-8

10:35,36 創世記 3:15; エレミヤ記 12:6

10:37 申命記 33:9

10:41 創世記 20:7

11:5         イザヤ記 29:18; イザヤ記 35:4-6; 

  イザヤ記 42:6-7

11:10 マラキ記 3:1

11:14 マラキ記 4:5

11:23 イザヤ記 14:13,15

11:24 哀歌 4:6

11:25 詩編 8:3; エレミヤ記 1:5-8

11:26 イザヤ記 45:10

11:28       イザヤ記 11:10; イザヤ記 55:1-3; 

  エレミヤ記 6:16

11:29 イザヤ記 42:1-4; ゼカリヤ記 9:9; 

  エレミヤ記 6:16

12:1 申命記 23:25

12:2 出エジプト記 23:12; 民数記 15:32-36

12:3 サムエル記上 21:3-6

12:4 出エジプト記 25:30; 出エジプト記 29:33;

  レビ記 24:8-9

12:5 民数記 28:19,20; ネヘミヤ記 13:17

12:6 マラキ記 3:1

12:7        イザヤ記 1:11-17; ホセア記 6:6; 

  ミカ記 6:6-8

12:11 出エジプト記 23:4,5

12:1721 イザヤ記 11:2,10; イザヤ記 42:14; 

  イザヤ記 49:6

12:35 詩編 37:30,31

12:36 コヘレトの言葉 12:14

12:37 箴言 13:3

12:40 ヨナ記 1:17

12:41,42 列王記上 10:110

13:3 エゼキエル記 17:2; エゼキエル記 24:3

13:11 詩編 25:8,9,14; イザヤ記 29:10

13:13 イザヤ記 44:15; エゼキエル記 12:2

マタイによる福音書

13:14,15 イザヤ記 6:9,10; イザヤ記 29:10,12

13:35 詩編 78:2

13:43 ダニエル記 12:3

15:4 出エジプト記 20:12; レビ記 20:9;   

 申命記 5:16

15:8 イザヤ記 29:3

15:13 詩編 92:14; イザヤ記 60:21

15:14 イザヤ記 9:16

15:18 箴言 10:32

15:19 創世記 6:5; エレミヤ記 17:9

16:4 ヨナ記 1:17

16:27 詩編 62:13; ダニエル記 7:10

17:11 マラキ記 4:5,6

18:10 詩編 34:8; 詩編 91:11; 

  ゼカリヤ記 13:7

18:14 イザヤ記 40:11; ゼカリヤ記 13:7

18:15 レビ記 19:17

18:16 申命記 19:15

18:22 イザヤ記 55:7

19:4 創世記 1:27

19:5,6 創世記 2:24

19:7 申命記 24:1

19:9 エレミヤ記 3:1

19:18 出エジプト記 20:12-17; 

  申命記 5:16-21

19:19 レビ記 19:3

19:23 申命記 8:10-18

19:26 エレミヤ記 32:27; ゼカリヤ記 8:6

19:28 イザヤ記 66:22; ダニエル記 7:22

21:4,5 ゼカリヤ記 9:9

21:9 詩編 118:26

21:12 マラキ記 3:1,2

21:13 イザヤ記 56:7

21:16 詩編 8:4

21:42 詩編 118:22,23

21:43 出エジプト記 32:10; イザヤ記 26:2; 

  イザヤ記 55:5

21:44 イザヤ記 8:14; ゼカリヤ記 12:3

22:32 出エジプト記 3:6

タナハの言及（旧約聖書）
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マタイによる福音書
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