
 

  

神＝エロヒム  

 

全能の神＝エルシャダイ 

創世記 17:1 35:11  43:14  48:3  

出エジプト記 6:3   

@創世記 28:3 エゼキエル 10:5 以外は新改訳聖書で、わざわざ（エルシャダイ）と下に書いてい

る。 

創世記 28:3   

エゼキエル 10:5 

＠これらは新改訳聖書には全能の神と書いており多分エルシャダイであるが確証は無い。 

 

創世記 

1:1 初めに、神が天と地を創造した。 

 @神＝エロヒム（聖書にもっとも多く登場する） 

 ＠天＝heavens ＝複数形 第２の天 第３の天という言葉の根拠 

 

＠ヘブル 11:3 信仰によって、私たちは、この世界が神のことばで造られたことを悟り、したがって、見えるものが

目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。 

 

1:22 神はそれらを祝福して、「生めよ。増えよ。海の水に満ちよ。鳥は地の上に増えよ」と仰せられた。 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

  

1:26 そして神は、「われわれに似るように、われわれのかたちに、人を造ろう。そして彼らに、海の魚、空の鳥、

家畜、地のすべてのもの、地をはうすべてのものを支配させよう。」と仰せられた。 

＠われわれのかたちに＝ 

  神の形 １、創造性 

   ２、地を支配 

   ３、自由意志 

 ＠われわれ（複数形） ヘブライ語の神の一般名詞の「エロヘム」も複数形である 

 ＠複数形＝ 三位一体、  

   神は交わりの神＝ 神の似姿なる人は互いの交わりを必要としている 

 

1:27 神は人をご自身のかたちとして創造された。神のかたちとして彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。 

 ＠彼 ＝(2017) 人、(NKJ) he 

 ＠男◄ 2145. zakar ザカル 82 回 ►  ちなみにイシュ(376. ish )は 2006 回 

 ＠女◄ 5347. neqebah ネケバ 22 回► ちなみにイシャ(802. ishshah)は 781 回 

 

ザカルとネケバは動物のオスとメスを表す言葉でもある。ところが、（創世記 7:2)に関しては、雄と雌はイ

シュ、イシャが用いられている。 

それでも、祭司の「男子」というときにはザカルが用いられる。 



＠イシュ 

（創世記 4:1)男子を得た。（創世記 3:16)夫を恋い慕う（創世記 6:4)名のある者（創世記 7:2)雄と雌 

（創世記 15:10)each(その半分を互いに向かい合わせにした) 

 

＠ある解釈 

神のかたちとして＝神のかたち＋によって・・神のかたちと＝キリスト、 

 コロサイ 1:15 御子は、見えない神のかたちであり、すべての造られたものより先に生まれた方です。 

 eikōn tou Theou (image of the God) 

 

 ２コリ 4:4 彼らの場合は、この世の神が、信じない者たちの思いを暗くし、神のかたちであるキリストの 

  栄光に関わる福音の光を、輝かせないようにしているのです。 

  eikōn tou Theou (image of the God) 

 

 ＠ただし 

１コリ 11:7 男は神のかたちであり、神の栄光の現れなので、頭にかぶり物を着けるべきではありません。 

一方、女は男の栄光の現れです。 

eikōn kai doxa Theou (image and glory of God) 

 

1:28 神はまた、彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。「生めよ。ふえよ。地を満たせ。地を従えよ。

海の魚、空の鳥、地をはうすべての生き物を支配せよ。」 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

創 2:3 神は第七日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神が、なさっていたすべての創造のわざをや

められたからである。 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

創 2:7 神である【主】は、その大地のちりで人を形造り、その鼻にいのちの息を吹き込まれた。それで人は生きる

ものとなった。 

生きるもの＝Nephesh Chaiah (חיה נפש)=(KJV) living soul。(NAS)(NKJ)living being。 (改 2) 生きもの。 

◄ 5315. nephesh (נפש)754 回►魂(239 回)、命(146 回)、被造物(9 回) being(4 回) 

◄ 2416. chay (חי)503 回►生きる 

KJV では生ける魂(living soul)と翻訳されているなど、人が特別な存在に聞こえますが、「生き物」(2:19、1:20,21,24)

などと変わらない言葉。 

 

（参考）動物＝(google)バリ・ハイーム()(םחיי בעלי)語順に乱れあり 

 

 

2:8 神である主は、東の方エデンに園を設け、そこに主の形造った人を置かれた。 

 

2:15 神である主は、人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。 

 ＠守らせた＝（ヘ）シャマー◄ 8104. shamar 469 回► 

 ＠耕す＝◄ 5647. abad(עבד) アバッド 289 回►serve 系の訳 203 回、礼拝系 13 回、耕す系 10 回 



(KJV)   and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. 服を着せる、飾る 

(A.standard)  and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. 

 

2:17 しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。」 

 ＠その時＝いち日の内に（yowm ヨム） 

 

《2:18》 また、神である【主】は言われた。「人がひとりでいるのは良くない。わたしは人のために、ふさわしい

助け手を造ろう。」 

 ＠ふさわしい＝ ◄ 5048. neged ネゲッド 150 回► 

  意味。in front of、 in sight of、 opposite to、 

  NASB Translation：before(60 回)、 opposite(21 回)、 front(15 回) 

《詩篇 16:8》私はいつも【主】を前に(neged)しています。主が私の右におられるので私は揺るがされ

ることがありません。 

 

 ＠助け手＝ ◄ 5828. ezer エゼル 21 回► 

 

 

2:19 神である主が、土からあらゆる野の獣と、あらゆる空の鳥を形造られたとき、それにどんな名を彼がつけるか

を見るために、人のところに連れて来られた。人が、生き物につける名は、みな、それが、その名となった。 

＠われわれにこの地を治める権威があることを知り、それを実践するときに、主ご自身が祈りの対象を連

れてきてくださいます。それを成就させるために。 

 

生き物＝Nephesh Chaiah (חיה נפש)= (KJV)(NAS)(NKJ)living creature。 (改 2) 生き物。 

同じ単語を(KJV)の 2:7 では living soul と翻訳して人と動物を区別しているが実際には原語には違いはない 

 

2:24 それゆえ、男はその父母を離れ、妻と結び合い、ふたりは一体となるのである。(改 2) 

2:24 それゆえ、男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、ふたりは一体となるのである。(改 4) 

 

創世記 34:3 （改 4) 彼はヤコブの娘ディナに心を奪われ、この若い娘を愛し、彼女に優しく語りかけた。 

 @原語では魂◄ 5315. nephesh (נפש)►が強くつながった◄ 1692. (דבק) dabaq 54 回► 

dabaq 54 (דבק ) .1692 ◄  回► to cling, cleave, keep close＝は現代語では接着剤などを表す言葉 

ルツ 1:14 彼女たちはまた声をあげて泣いた。オルパは姑に別れの口づけをしたが、ルツは彼女にすがりついた。 

 

３章： 愛＝自由意志＝選択可 

 （申３０：１９）、、命と死、、あなたは命を選びなさい 

 

3:3 しかし、園の中央にある木の実について、神は、『あなたがたは、それを食べてはならない。それに触れてもい

けない。あなたがたが死ぬといけないからだ。』と仰せになりました。」 

  それに触れてもいけない」とは言っていない＝律法主義 

＠３：３ それを食べてはならない」 神の言葉を守る＝信仰の戦い（１テモ６：１１，１２） 

＠３：５「あなた方は神のようになります」 人類最初の罪＝ むさぼり 

       高ぶり（２コリ１０：５） 



 

3:6 そこで女が見ると、その木は、まことに食べるのに良く、目に慕わしく、賢くするというその木はいかにも好

ましかった。それで女はその実を取って食べ、いっしょにいた夫にも与えたので、夫も食べた。 

そこで女が見ると、 

＠ヒューマニズム（人の目には好ましい） 

＠女は以前にも何度かこの実を見ていたと思う。映像が刻みつけられていたので、欲望となった。コマー

シャルを見るときに欲しくなる。 

＠夫＝◄ 582. enosh エノシュ 222 回►夫、人、その人という意味で対象が女性の場合もあるようだ(創世

記 16:3 

 

３：７ イチジクの葉をつづり合わせた 人類初の宗教 

 イチジクの葉＝人間的な解決 

 けもの（子羊）の衣＝神的方法（救い） 

 

3:8 そよ風の吹くころ、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は、神である主の御

顔を避けて園の木の間に身を隠した。 

 ＠声＝（ קֹול qowl コウル）＝声、音、雑音（2017 版は音) 

 

 

3:12 人は言った。「あなたが私のそばに置かれたこの女が、あの木から取って私にくれたので、私は食べたのです。」 

 ＠女＝（ヘ）イシャ。 （ＲＶ）compaNero 

 

3:13 そこで、神である主は女に仰せられた。「あなたは、いったいなんということをしたのか。」女は答えた。「蛇

が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。」 

＠惑わした＝( נָָשׁא ナシャー =だます)（共）（口）だました 

 

3:15 わたしは、おまえと女との間に、また、おまえの子孫と女の子孫との間に、敵意を置く。彼は、おまえの頭を

踏み砕き、おまえは、彼のかかとにかみつく。」 

 ＠頭＝（ヘ）ROSH ＝権威、支配の意味 

 

３：１６ 「身ごもりの苦しみを大いに増す」  

 ＠地上の自然のことは天上の霊的な事のあらわれ。女が苦しんで子を産むのはキリストの苦しみの型 

 したがって神のこの宣言は女に対する断罪ではなく、神自身が苦しむという決意の宣言 

 ＠ 

 

３：１７「土地は呪われてしまった」＝ 

＠（ローマ８：１９）被造物もせつなる思いで、、待っている 

 ＠土地ののろいゆえの労苦は、スピリチュアルな意味でとりなしの雛形 

 

３：２１ 「彼らに着せてくださった」 救いはただ受け取るもの 

 （ガラテア 3:27） 、、、キリストにつく者とされたあなたがたはみな、キリストをその身に着たのです。 

 



３：２４ 「追放した」 

＠罪を背負ったまま永遠にいきる事がないように神の愛（３：２２） 

 ＠神の聖さに触れて死なないように 

 

4:7 あなたが正しく行なったのであれば、受け入れられる。ただし、あなたが正しく行なっていないのなら、罪は

戸口で待ち伏せして、あなたを恋い慕っている。だが、あなたは、それを治めるべきである。」 

＠捧げ者が受け入れられなかったのは「地の産物」を携えたからではなく、心が正しくなかった。 

＠（１ヨハ 3:12） カインのようであってはいけません。彼は悪い者から出た者で、兄弟を殺しました。な

ぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行ないは悪く、兄弟の行ないは正しかったからです。 

 ＠「戸口」われわれの意思は心の戸口です。意思で決定すれば心を守れる。 

 

4:10 そこで、仰せられた。「あなたは、いったいなんということをしたのか。聞け。あなたの弟の血が、その土地

からわたしに叫んでいる。 

 

４：１０ 「土地から私に叫んでいる」  （ＤＨＨ）「義を行ってください。」   

 アベルの血は呪いを叫び、「キリストの血はさらに優れた事を語る（ヘブル１２：２４） 

 

｛創 4:26｝ セツにもまた男の子が生まれた。彼は、その子をエノシュと名づけた。そのとき、人々は【主】の御

名によって祈ることを始めた。 

《創 4:26》 セツにもまた、男の子が生まれた。セツは彼の名をエノシュと呼んだ。そのころ、人々は【主】の名

を呼ぶことを始めた。 

 ＠呼ぶ＝◄ 7121. qara ► 

 ＠名づける＝◄ 7121. qara ► 

 

 

5:1 これは、アダムの歴史の記録である。神はアダムを創造されたとき、神に似せて彼を造られ、 

 ＠（へ）系図 

 

5:2 男と女とに彼らを創造された。彼らが創造された日に、神は彼らを祝福して、その名をアダムと呼ばれた。 

 ＠アダム＝（ＮＩＶ）Men 

 ＠男がアダムではなく「彼ら」男と女がアダムです。神の目に彼らはひとつだった。 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

5:3  アダム 「人」 

 

5:6 セツ 「立てる」 

 

5:9 エノシュ 「弱い」 

 

5:12 ケナン 「巣を作る」 

 

5:15 マハラルエル 「神を賛美」 



 

5:18 エレデ ((改 4) ヤレデ) 「下る」 

 エノク書によると、ヤレデの時代に御使いが女と結婚した。 

 

5:21 エノク 「捧げられたもの」 

 

5:25 メトシェラ 「死がもたらす」＝（彼がしんだら（洪水が）やって来る） 

  彼はもっとも長生きした＝神の忍耐と憐れみ 

 

5:28 レメク 

 

５：２９ 「ノア」＝その意味は慰め、休息 

 

6:4 神の子らが、人の娘たちのところにはいり、彼らに子どもができたころ、またその後にも、ネフィリムが地上

にいた。これらは、昔の勇士であり、名のある者たちであった。 

 

 ＠ネフィリム＝（ヘ）巨人◄ 5303. Nephilim ► 

 

＠（共）6:4 当時もその後も、地上にはネフィリムがいた。これは、神の子らが人の娘たちのところに入

って産ませた者であり、大昔の名高い英雄たちであった。 

 

＠「神の子ら」＝堕落した御使い 

 女の子孫がサタンを打ち砕く事を知っていたので＝その血統を汚そうとした 

 

６：９ 「正しい人であった」＝血統の正しい人＝サタンに汚されていない 

 ＠正しい人＝（共）無垢な人 

 

6:13 そこで、神はノアに仰せられた。「すべての肉なるものの終わりが、わたしの前に来ている。地は、彼らのゆ

えに、暴虐で満ちているからだ。それで今わたしは、彼らを地とともに滅ぼそうとしている。 

 

6:14 あなたは自分のために、ゴフェルの木の箱舟を造りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外とを木のやにで塗りな

さい。 

 ＠やに＝聖霊 

 

６：２２ノアは単に船を作っただけではなく、伝道していた 

  「（２ペテ２：５）義を述べ伝えたノアたち」 

 

7:14 彼らといっしょにあらゆる種類の獣、あらゆる種類の家畜、あらゆる種類の地をはうもの、あらゆる種類の鳥、

翼のあるすべてのものがみな、はいった。 

 ＠あらゆる種類＝すべての民族の雛形 

 

8:4 箱舟は、第七の月の十七日に、アララテの山の上にとどまった。 



 山・・正しくは「山系」mountains (複数形)  ט ֲאָרָרֽ ָ֥הֵרי    (アララト ハレ)アララテ山系 

 

8:21 主は、そのなだめのかおりをかがれ、主は心の中でこう仰せられた。「わたしは、決して再び人のゆえに、こ

の地をのろうことはすまい。人の心の思い計ることは、初めから悪であるからだ。わたしは、決して再び、わたし

がしたように、すべての生き物を打ち滅ぼすことはすまい。 

 初めから＝（口）幼い時、（へ）◄ 5271. naur ► youth、 early life 

 

＠参考聖書箇所、ただし、ここでは 

(詩 58:3 悪者どもは、母の胎を出たときから、踏み迷い、偽りを言う者どもは生まれたときから

さまよっている。 

＠母の胎を出たときから＝（ヘ）◄ 7358. rechem 子宮の意味►、(KJV) from the womb 

＠生まれたときから＝（ヘ）◄ 990. beten おなか、子宮►、(KJV) as soon as they are born 

 

8:22 地の続くかぎり、種蒔きと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜とは、やむことはない。」 

 ＠再臨が近いからといって種まきをしなくていいわけではない 

 

創 9:1 神はノアとその息子たちを祝福して、彼らに仰せられた。「生めよ。増えよ。地に満ちよ。 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

9:16 虹が雲の中にあるとき、わたしはそれを見て、神と、すべての生き物、地上のすべて肉なるものとの間の永遠

の契約を思い出そう。」 

 ＠神からの一方的な契約 

１）ノア 

２）アブラハム（創世記 15:18 その日、主はアブラムと契約を結んで仰せられた。「わたしはあ

なたの子孫に、この地を与える。エジプトの川から、あの大川、ユーフラテス川まで。 

３）ダビデ（２サムエル 7:13 彼はわたしの名のために一つの家を建て、わたしはその王国の王座

をとこしえまでも堅く立てる。 

 

9:22「 カナンの父ハムは、父の裸を見て、外にいるふたりの兄弟に告げた。」 

 ＠この「見て」を 

 レビ記 20:17 人がもし自分の姉妹、すなわち父の娘か母の娘を妻とし、自分の姉妹の裸を見て、女もその

人の裸を見たなら、これは恥ずべきことである。同族の目の前でその人たちは断ち切られる。その人は自

分の姉妹の裸をあらわにしたのである。その咎を負わなければならない。(改 4) 

  

 とからめてハムが父を男色したと解釈する人がいるが無理があると思う。 

 レビ記は「めとり」「男が彼女を見」「女が彼を見る」創世記は単に「見た」 

 

 (改 4)あらわにする。(改 2)見る＝◄ 7200.( ָרָאה) raah 1306 回►意味は「見る」 

数多くの意味があるが、ほとんどは見ることに関連したものである。性交を意味する言葉に翻訳されるこ

とは無いが、文脈によって、その意味を読み取らなければならない。 

 

＠ハムは計略と悪意があったという説がある。 



（ハバクク 2:15） ああ。自分の友に飲ませ、毒を混ぜて酔わせ、その裸を見ようとする者。 2:16 あ

なたは栄光よりも恥で満ち足りている。あなたも飲んで、陽の皮を見せよ。主の右の手の杯は、あな

たの上に巡って来て、恥があなたの栄光をおおう。 

 

9:24 ノアが酔いからさめ、末の息子が自分にしたことを知って、 

 ＠意味不明。ハムは末の息子か？ 

  ＠カナンはハムの末の息子なのでこう表現したという説がある。 

 

創 9:26 また言った。「ほむべきかな、セムの神、【主】。カナンは彼らのしもべとなるように。 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

(NAS)(KJV)Blessed 

 

10:1 これはノアの息子、セム、ハム、ヤペテの歴史である。大洪水の後に、彼らに子どもが生まれた。 

 ハム＝エジプトの先祖 

 

10:8 クシュはニムロデを生んだ。ニムロデは地上で最初の権力者となった。 

 ＠ニムロデはハムの子 

 ＠ニムロデ＝反逆の意味 

 

11:4 そのうちに彼らは言うようになった。「さあ、われわれは町を建て、頂が天に届く塔を建て、名をあげよう。

われわれが全地に散らされるといけないから。」 

 

11:9 それゆえ、その町の名はバベルと呼ばれた。主が全地のことばをそこで混乱させたから、すなわち、主が人々

をそこから地の全面に散らしたからである。 

 

 バベル＝《別訳注》バビロン 

 混乱＝ (ヘ)バラル 

 

１１：３１  「ウル」＝トルコ（古いバビロン） 

  アブラハムも昔は神々を拝んでいた。 

＠（ヨシュア 24:2 ヨシュアはすべての民に言った。「イスラエルの神、主はこう仰せられる。『あ

なたがたの先祖たち、アブラハムとナホルとの父テラは、昔、ユーフラテス川の向こうに住んで

おり、ほかの神々に仕えていた。 

 

12:1 その後、主はアブラムに仰せられた。「あなたは、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、わたしが示

す地へ行きなさい。 

 アブラム＝高貴なる父 

仰せられた＝過去完了形（すでに語っていた）過去に語られたことに従わなかったからといってそれでお

わりではない 

 

12:2 そうすれば、わたしはあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あ

なたの名は祝福となる。 



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。地上のすべての民族は、あな

たによって祝福される。」 

 ＠のろう＝（へ）見下す 

 ＠民族＝ミシュパホット（全ての英訳）家族、（共）氏族 ◄ 4940. mishpachah (משפחה)ミシュパハ► 

 部族と訳されているのは 300 回中 1 回、親戚は１回だけ、家族は 293 回 

 現代語でもミシュパハ(משפחה)は家族を意味する単語 

 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

祝福(名詞)＝バラカ◄ 1293.( ברכה) berakah 69 回►祝福。(google)では「あいさつ」 

呪う＝◄ 7043.( קלל) qalal 82 回►呪う、見下す、たやすい 

 

 

28 章のヤコブの場合も同様。 

（28:14） あなたの子孫は地のちりのように多くなり、あなたは、西、東、北、南へと広がり、地上のす

べての民族は、あなたとあなたの子孫によって祝福される。 

ミシュパホット（全ての英訳）家族 

 

＠もっとも解放が難しいのろいは自分で十分にかけるのろいである。自分をだめだとか馬鹿だとか言って

いる人はそうなってしまう。 

 

  アブラハムも昔は神々を拝んでいた（ヨシュア２４：２） 

 

12:5 アブラムは妻のサライと、おいのロトと、彼らが得たすべての財産と、カランで加えられた人々を伴い、カナ

ンの地に行こうとして出発した。こうして彼らはカナンの地にはいった。 

 ＠ロト＝われわれの過去を知り、付きまとうものの型 

 

創 12:15 ファラオの高官たちが彼女を見て、ファラオに彼女を薦めたので、サライはファラオの宮廷に召し入れら

れた。 

薦めた＝ハラル◄ 1984. halal (הלל)165 回► もともとの意味は「輝く」（訳出では「賛美、誇る、気が狂う」） 

(NAS) praised her to Pharaoh; (KJV): commended her (改 2)推賞 (改 4) 薦めた 

 

 

13:2 アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。 

 

13:9 全地はあなたの前にあるではないか。私から別れて行ってくれないか。あなたが左なら、私は右に行こう。あ

なたが右なら、私は左に行こう。」 

 

13:14 ロトがアブラムから別れて行った後、【主】はアブラムに言われた。「さあ、目を上げて、あなたがいるその

場所から北、南、東、西を見渡しなさい。 

 ＠霊的な目が開かれることを意味 

 

創 14:19 彼はアブラムを祝福して言った。「アブラムに祝福あれ。いと高き神、天と地を造られた方より。 



祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

14:20 いと高き神に誉れあれ。あなたの敵をあなたの手に渡された方に。」アブラムはすべての物の十分の一を彼に

与えた。 

＠十一献金は律法でなく自由意志による 

誉れあれ＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

(NAS)(NKJ)Blessed 

 

15:2 アブラムは言った。「【神】、主よ、あなたは私に何を下さるのですか。私は子がないままで死のうとしていま

す。私の家の相続人は、ダマスコのエリエゼルなのでしょうか。」 

 ＠リベカをみつけたしもべという説がある。 

 

15:10 彼はそれら全部を持って来て、それらを真二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。しかし、

鳥は切り裂かなかった。 

 ＠血の契約 

 

15:12 日が沈みかかったころ、深い眠りがアブラムを襲った。そして見よ。ひどい暗黒の恐怖が彼を襲った。 

 ＠とりなし手が経験すること 

 

15:16 そして、四代目の者たちが、ここに戻って来る。それはエモリ人の咎が、そのときまでに満ちることはない

からである。」 

 

15:17 さて、日は沈み、暗やみになったとき、そのとき、煙の立つかまどと、燃えているたいまつが、あの切り裂

かれたものの間を通り過ぎた。 

 

 ＠切り裂かれた獣の間を通る＝もし契約を破れば、この動物のようにされるという血の契約 

 （エレミヤ 34:18） また、わたしの前で結んだ契約のことばを守らず、わたしの契約を破った者たちを、

 二つに断ち切られた子牛の間を通った者のようにする。 

 

 ＠神様だけがそこを通った。＝ 一方的な契約。アブラハムが寝ている間に結ばれた契約。 

 

15:18 その日、主はアブラムと契約を結んで仰せられた。「わたしはあなたの子孫に、この地を与える。エジプトの

川から、あの大川、ユーフラテス川まで。 

 

１５：１８ 「この地を与える」＝《Ｇ》与えてしまった この節以前は未来形、与えるであろう 

  契約の結果 

 ＠神自身が一方的に与えた破られることの無い契約 

（民 34:3～ あなたがたの南側は、エドムに接するツィンの荒野に始まる。南の境界線は、東のほ

うの塩の海の端に始まる。 

 

(申命記 1:7～8) 向きを変えて、出発せよ。そしてエモリ人の山地に行き、その近隣のすべての地、

アラバ、山地、低地、ネゲブ、海辺、カナン人の地、レバノン、さらにあの大河ユ一フラテス川



にまで行け。1:8 見よ。わたしはその地をあなたがたの手に渡している。行け。その地を所有せ

よ。これは、主があなたがたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓って、彼らとその後の子孫

に与えると言われた地である。」 

 

(ヨシュア 1:3-4 あなたがたが足の裏で踏む所はことごとく、わたしがモーセに約束したとおり、

あなたがたに与えている。1:4 あなたがたの領土は、この荒野とあのレバノンから、大河ユーフ

ラテス、ヘテ人の全土および日の入るほうの大海に至るまでである。 

  

 ＠エレミヤ３１：１２にて 

  神＝むすぶ 民＝破る  神＝する 民＝しない（受身） 

 

 ＠エジプトの川から、あの大川、ユーフラテス川まで＝まだ成就していない 

 

16:2 サライはアブラムに言った。「ご存じのように、主は私が子どもを産めないようにしておられます。どうぞ、

私の女奴隷のところにおはいりください。たぶん彼女によって、私は子どもの母になれるでしょう。」アブラムはサ

ライの言うことを聞き入れた。 

 ＠神のときを待たない肉の力 

 ＠この後 3 年間神は沈黙された 

 

16:2 サライはアブラムに言った。「ご存じのように、主は私が子どもを産めないようにしておられます。どうぞ、

私の女奴隷のところにおはいりください。たぶん彼女によって、私は子どもの母になれるでしょう。」アブラムはサ

ライの言うことを聞き入れた。 

@主の主権を認めつつも、自分の意志を通そうとする行動 

＠神の時をまたず肉の力による。＝このあと１３年間神は沈黙された。 

 

16:5 そこでサライはアブラムに言った。「私に対するこの横柄さは、あなたのせいです。私自身が私の女奴隷をあ

なたのふところに与えたのですが、彼女は自分がみごもっているのを見て、私を見下げるようになりました。主が、

私とあなたの間をおさばきになりますように。」 

＠主の名によって語ったが御心ではなかった、 

 

16:13 そこで、彼女は自分に語りかけられた主の名を「あなたはエル・ロイ。」と呼んだ。それは、「ご覧になる方

のうしろを私が見て、なおもここにいるとは。」と彼女が言ったからである。 

  

（ＲＶ）ここにいる私を見られる方を私は見ていなかったのかしら 

 

（共）16:13 ハガルは自分に語りかけた主の御名を呼んで、「あなたこそエル・ロイ（わたしを顧みられる

神）です」と言った。それは、彼女が、「神がわたしを顧みられた後もなお、わたしはここで見続けていた

ではないか」と言ったからである。 

 

 12:4 16:16 17:17 23:1 25:20 25:26 25:7 41:46  47:9 47:28 50:26 

イシュ  0 14          

サラ 65 76 90 127         



アブラ 75 86 100 137 140 160 175      

イサク   0 37 40 60 75      

ヤコブ      0 15   130 147  

ヨセフ       0 30    110 

 
 12:4 16:16 17:17 23:1 25:20 25:26 25:7 41:46  47:9 47:28 50:26  
イシュマエル  0 14           
サラ 65 76 90 127          
アブラハム 75 86 100 137 140 160 175       
イサク   0 37 40 60 75       
ヤコブ      0 15   130 147   
ヨセフ       0 30    110  

 

17:1 アブラムが九十九歳になったとき主はアブラムに現われ、こう仰せられた。「わたしは全能の神である。あな

たはわたしの前を歩み、全き者であれ。 

 ＠全能の神＝（へ）エルシャダイ 

 ◄ 7706. Shadday (שדי)48 回►全能者 

 語源は◄ 7703. shadad (שדד)57 回► Definition: to deal violently with, despoil, devastate, ruin 

 あるいは 

 シャド（乳房）。乳とは豊かさの象徴。良い物を憎しみなく与え、子どもの幸せのために犠牲を払う神。 

 調べてみたら(שד)は胸、あるいは悪魔(by Google 翻訳) 

 google 画像検索を見ると両方の意味があるようだがおそらく悪魔を意味するのは現代語だけであろう。 

 ただし、悪魔を意味する名詞は◄ 7854. satan (שטן)►  

 

17:5 あなたの名は、もう、アブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。わたしが、あなたを多

くの国民の父とするからである。 

 ＠Abram(אברם)  + H(ה) = Abraham(אברהם)  H(ה)は神の名、神を表す  

 

17:9 ついで、神はアブラハムに仰せられた。「あなたは、あなたの後のあなたの子孫とともに、代々にわたり、わ

たしの契約を守らなければならない。 

 

創 17:16 わたしは彼女を祝福し、彼女によって必ずあなたに男の子を与える。わたしは彼女を祝福する。彼女は

国々の母となり、もろもろの民の王たちが彼女から出てくる。」 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

17:17 アブラハムはひれ伏し、そして笑ったが、心の中で言った。「百歳の者に子どもが生まれようか。サラにして

も、九十歳の女が子を産むことができようか。」 

 

17:20 イシュマエルについては、あなたの言うことを聞き入れた。必ず、わたしは彼を祝福し、子孫に富ませ、大

いに増やす。彼は十二人の族長たちを生む。わたしは彼を大いなる国民とする。 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

17:26 アブラハムとその子イシュマエルは、その日のうちに割礼を受けた。 

 ＠アブラハム 99 歳  イシュマエル 13 歳 



 

１８：１ 「天幕の入り口に座っていた」 

＠＝ロトはソドムの門に座っていた 

 

18:2 彼が目を上げて見ると、なんと、三人の人が彼に向かって立っていた。アブラハムはそれを見るなり、彼らを

迎えようと天幕の入り口から走って行き、地にひれ伏した。 

ひれ伏した＝シャハー◄ 7812. shachah ( שחה) (172 回) ► ひざまづく、礼拝する、礼をする 

 

１８：３ 「素通りなさらないで下さい」 

 １、霊的な目によって主の訪れを知る 

 ２、主との関わりによって主から受け取る 

 

18:16 、、、アブラハムも彼らを見送るために、彼らといっしょに歩いていた。    

＠見送らなければ計画を知ることが出来なかった 

 

18:17 主はこう考えられた。「わたしがしようとしていることを、アブラハムに隠しておくべきだろうか。 

 ＠ともに歩むことによって、啓示を受ける 

 ＠預言は１つだけではない（１）子供が与えられる。（２）ソドムへの裁き 

 

創 18:18 アブラハムは必ず、強く大いなる国民となり、地のすべての国民は彼によって祝福される。 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

創 18:19 (改 2) わたしが彼を選び出したのは、彼がその子らと、彼の後の家族とに命じて【主】の道を守らせ、

正義と公正とを行わせるため、【主】が、アブラハムについて約束したことを、彼の上に成就するためである。」 

 

創 18:19 (改 4) わたしがアブラハムを選び出したのは、彼がその子どもたちと後の家族に命じて、彼らが【主】

の道を守り、正義と公正を行うようになるためであり、それによって、【主】がアブラハムについて約束したことを

彼の上に成就するためだ。」 

 

選び出した＝◄ 3045. yada ►知る 

 

「後の家族」＝Betow aharaw 彼の後の彼の家 主要な英語訳は全てここを his household と訳している。 

NAS: his children and his household after 

KJV: his children and his household after him, 

INT: may command his children and his household after to keep 

 

 

「正義と公正とを行わせるため」の部分を（へ）おこなわせるからと訳することも可能 

◄ 4616. maan (מען)272 回►は account (1), because (14), behalf (1), order (40), purpose (2), reason is so (1), sake 

(50), so (54), therefore (1), this reason (1). 

 

 



18:21 わたしは下って行って、わたしに届いた叫びどおりに、彼らが実際に行なっているかどうかを見よう。わた

しは知りたいのだ。」 

 ＠（創世記 11:5 そのとき主は人間の建てた町と塔をご覧になるために降りて来られた。 

 

19:1 その二人の御使いは、夕暮れにソドムに着いた。ロトはソドムの門のところに座っていた。ロトは彼らを見る

と、立ち上がって彼らを迎え、顔を地に付けて伏し拝んだ。 

伏し拝んだ＝シャハー◄ 7812. shachah ( שחה) (172 回) ► ひざまづく、礼拝する、礼をする 

 

１９：１ 「ソドムの門の所に座っていた」  

＠アブラハムは天幕の門に座っていた（１８：１） 

１９：１ ロトは義人であった（２ペテ２：８） 

  

１９：７ 兄弟たちよ」、暗闇と同化している 

＠兄弟たちよ＝（共）どうか、みなさん 

 

１９：８ 娘達を連れてきます」、ソドムで道徳観念が麻痺している 

 

19:16 しかし彼はためらっていた。すると、その人たちは彼の手と彼の妻の手と、ふたりの娘の手をつかんだ。・・

主の彼に対するあわれみによる。そして彼らを連れ出し、町の外に置いた。 

 

19:17 彼らを外のほうに連れ出したとき、そのひとりは言った。「いのちがけで逃げなさい。うしろを振り返っては

いけない。この低地のどこででも立ち止まってはならない。山に逃げなさい。さもないと滅ぼされてしまう。」 

 ＠後で従った（山に行ったが）そのときはもう御心ではない。 

  

（民数記民 14:40 翌朝早く、彼らは山地の峰の方に上って行こうとして言った。「われわれはここに

いるが、とにかく【主】が言われた場所へ上って行ってみよう。われわれは罪を犯してしまったのだ。」 

 

19:19 ご覧ください。このしもべはあなたの心にかない、あなたは私のいのちを救って大きな恵みを与えてくださ

いました。しかし、私は、山に逃げることができません。わざわいが追いついて、たぶん私は死ぬでしょう。 

 

心にかない＝(改 4)あなたのご好意を受けました 

 

恵み ＝聖書で初の「◄ 2617. checed ֵחֵסד►」(KJV) your kindness 

 

１９：２４ ソドムとゴモラの上に」、 

＠（ユダ１：７）その近隣の町も滅ぼされた 

 

19:29 こうして、神が低地の町々を滅ぼされたとき、神はアブラハムを覚えておられた。それで、ロトが住んでい

た町々を滅ぼされたとき、神はロトをその破壊の中からのがれさせた。 

 

19:30 その後、ロトはツォアルを出て、ふたりの娘といっしょに山に住んだ。 

＠彼らは主に従ったつもりであるが（19:1 山に逃げなさい。）その時にはもう御心ではなかった。 



＠（ヨシュア 14:40）「私たちは罪を犯したのだから、とにかく主が言われた所へ上って行ってみよう。」 

＠われわれは常に御心を求めなければならない、たとえ以前語った言葉でも今、有効とはかぎらない。 

 

19:32 さあ、お父さんに酒を飲ませ、いっしょに寝て、お父さんによって子孫を残しましょう。」 

 ＠ソドムで得た道徳観念 

 

19:36 こうして、ロトのふたりの娘は、父によってみごもった。 

 ＠ロトが自分の考えに従った結果 

 

２０：１２ 「あれは私の妹です」 

  本当の事であるが、不誠実である＝罪 

 

21:13 しかしはしための子も、わたしは一つの国民としよう。彼もあなたの子だから。」 

 

21:18 行ってあの少年を起こし、彼を力づけなさい。わたしはあの子を大いなる国民とするからだ。」 

 

22:1 これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に会わせられた。神は彼に、「アブラハムよ。」と呼びかけられる

と、彼は、「はい。ここにおります。」と答えた。 

 

２２：２ あなたの愛する」 聖書で初めて出てくる愛という言葉◄ 157. aheb ► 

 

@創 20:13 神が私を父の家から、さすらいの旅に出されたとき、私は彼女に、『このようにして、

あなたの真実の愛を私に尽くしてほしい。私たちが行くどこででも、私のことを、この人は私の

兄です、と言ってほしい』と言ったのです。」 

＠ここで出てくる愛という単語は「◄ 2617. checed ֵחֵסד►」(KJV) your kindness 

 

２２：２ モリアの地」＝エルサレム 

 １、（？）主がダビデに現れた 

 ２、（２サム２４：２５）そこに主のために祭壇を築き、全焼のいけにえと和解のいけにえと  

 ３、（2 歴３：４）主がソロモンに語りかけた 

 

@モリヤはギブオンではない 

１列 3:4 王はいけにえをささげるためにギブオンへ行った。そこは最も重要な高き所であったからであ

る。ソロモンはそこの祭壇の上に一千頭の全焼のいけにえをささげた。3:5 その夜、ギブオンで主は夢

のうちにソロモンに現われた。神は仰せられた。「あなたに何を与えようか。願え。」 

 

ギブオンについてのその他の記載 

２歴 1:3 ソロモンおよび彼とともにいた全集団はギブオンにある高き所に行った。そこには、主のし

もべモーセが荒野で造った神の会見の天幕があったからである。1:4 ・・しかし、神の箱については、

ダビデはこれをキルヤテ・エアリムから、ダビデがそのために定めておいた場所に運び上らせた。箱

のために天幕をエルサレムに張っておいたからである。・・ 

 



22:5 それで、アブラハムは若い者たちに、「おまえたちは、ろばと一緒に、ここに残っていなさい。私と息子はあ

そこに行き、礼拝をして、おまえたちのところに戻って来る」と言った。 

礼拝して＝シャハー◄ 7812. shachah ( שחה) (172 回) ► ひざまづく、礼拝する、礼をする ★ 

 

22:8 アブラハムは答えた。「イサク。神ご自身が全焼のいけにえの羊を備えてくださるのだ。」 

 ＠言い訳に聞こえるが預言的宣言 

 

22:12 、、、今、わたしは、あなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは、自分の子、自分のひとり子さえ惜

しまないでわたしにささげた。」 

＠＝あなたが祝福そのものよりも祝福を与える方を愛していることを知った」という意味が含まれている。 

 

22:14 そうしてアブラハムは、その場所を、アドナイ・イルエと名づけた。今日でも、「主の山の上には備えがある。」

と言い伝えられている。 

 ＠「主の山の上には備えがある」＝受け取る為に上らねばならない 

＠（共）22:14 アブラハムはその場所をヤーウェ・イルエ（主は備えてくださる）と名付けた。そこで、

人々は今日でも「主の山に、備えあり（イエラエ）」と言っている。 

 

２２：１３ 角をやぶに引っ掛けている」羊の角は何の役にも立たないが、主はそれを 

   デザインされた、それはこのときのため。 

 

22:16 仰せられた。「これは主の御告げである。わたしは自分にかけて誓う。あなたが、このことをなし、あなたの

子、あなたのひとり子を惜しまなかったから、22:17 わたしは確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を、空

の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫は、その敵の門を勝ち取るであろう。 

 

＠「から」・・・条件付の祝福 （アブラハムの決心によって主は祝福をされる  

＠敵の門＝ハデスの門（死の力）（マタイ 16:18） 

 

創 22:17 確かにわたしは、あなたを大いに祝福し、あなたの子孫を、空の星、海辺の砂のように大いに増やす。あ

なたの子孫は敵の門を勝ち取る。 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

22:18 あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたがわたしの声に聞き従ったか

らである。」 

 ＠復活の信仰・アブラハムはよみがえりを信じた 

（ヘブル 

(改 4)11:19 彼は、神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼

は、比喩的に言えば、イサクを死者の中から取り戻したのです。 

(改 2) 11:19 彼は、神には人を死者の中からよみがえらせることもできる、と考えました。それで

彼は、死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。 

 

（ヨハネ 8:56 あなたがたの父アブラハムは、わたしの日を見ることを思って大いに喜びました。

彼はそれを見て、喜んだのです。」 



 

23:6 「ご主人。私たちの言うことを聞き入れてください。あなたは私たちの間にあって、神のつかさです。私たち

の最上の墓地に、なくなられた方を葬ってください。私たちの中で、だれひとり、なくなられた方を葬る墓地を拒

む者はおりません。 

 ＠当時のパレスチナ式の交渉方法 

 ＠真意は＝「お安くしときまっせ、どこにしましょうか」 

 

23:7 そこで、アブラハムは立って、その土地の人々、ヒッタイト人に礼をして、 

礼をして＝シャハー◄ 7812. shachah ( שחה) (172 回) ► ひざまづく、礼拝する、礼をする ★ 

 

23:11 「ご主人。どうか、私の言うことを聞き入れてください。畑地をあなたに差し上げます。そこにあるほら穴

も、差し上げます。私の国の人々の前で、それをあなたに差し上げます。なくなられた方を、葬ってください。」 

 ＠真意は＝「畑も買えよ」 

 

ＨＰの資料より・http://www.nunochu.com/bible/01_genesis/gen30.html 

ところで、洞窟と周辺の畑地の所有者エフロンは、洞窟を売るついでに畑地も売りつけようと考えていました。ヒ

ッタイトの法律では、特定の土地の一部を売却してもその土地の税金を払い続ける義務があったからです。そして、

400 シェケルという高額を提示しました（他の史料によると、村まるごと売却の値段が 100～1000 シェケルだった） 

 

23:12 アブラハムは、その土地の人々に礼をし、 

礼をし＝シャハー◄ 7812. shachah (שחה) (172 回) ► ひざまづく、礼拝する、礼をする ★ 

 

24:1 アブラハムは年を重ねて、老人になっていた。【主】は、あらゆる面でアブラハムを祝福しておられた。 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

24:11 彼は夕暮れ時、水を汲む女たちが出て来るころ、町の外の井戸のそばにらくだを伏させた。★ 

伏させた＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

(NAS)(KJV) kneel down 

 

24:14 、、、その娘が『お飲みください。私はあなたのらくだにも水を飲ませましょう。』と言ったなら、その娘こそ、

あなたがしもべイサクのために定めておられたのです。、、、 

 ＠水を飲ませましょうといったなら＝水を汲んだらではない 

 

24:26 その人は、ひざまずき、【主】を礼拝して、 

ひざまづき＝カダド◄  6915. qadad ( קדד)15 回► おじぎする、ひざまづく 

礼拝して＝シャハー◄ 7812. shachah ( שחה) (172 回) ► ひざまづく、礼拝する、礼をする ★ 

(NAS)worshiped (KJV) worshiped  (INT) worshiped  (改 4)礼拝した 

 

24:27 こう言った。「私の主人アブラハムの神、【主】がほめたたえられますように。主は、私の主人に対する恵み

とまことをお捨てになりませんでした。【主】は道中、この私を導いてくださいました。主人の兄弟の家にまで。」 

 

ほめたたえられますように＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。  



 (NAS)(KJV) Blessed be 

 

創 24:31 そこでラバンは言った。「どうぞ、おいでください。【主】に祝福された方。なぜ外に立っておられるので

すか。私は、お宿と、らくだのための場所を用意しております。」 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

24:35 【主】は私の主人を大いに祝福されましたので、主人は富んでおります。主は主人に、羊や牛、銀や金、男

女の奴隷、らくだやろばをお与えになりました。 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

創 24:48 そして私はひざまずき、【主】を礼拝し、私の主人アブラハムの神、【主】をほめたたえました。主は、

私の主人の親族の娘さんを主人の息子に迎えるために、私を確かな道に導いてくださったのです。 

ひざまづき＝◄ 6915. qadad (קדד)15 回►おじぎする、ひざまづく 

礼拝し＝シャハー◄ 7812. shachah () 172 回 ► ひざまづく、礼拝する 

ほめたたえました＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

24:46 急いで水がめを降ろし、『お飲みください。あなたのらくだにも水を飲ませましょう。』と言われたので、私

は飲みました。らくだにも水を飲ませてくださいました。 

 

24:48 そして私はひざまずき、【主】を礼拝し、私の主人アブラハムの神、【主】をほめたたえました。主は、私の

主人の親族の娘さんを主人の息子に迎えるために、私を確かな道に導いてくださったのです。 

 

ひざまづき＝カダド◄  6915. qadad ( קדד) 15 回►  ひざまづく ひれ伏す 

 

礼拝し＝シャハー◄ 7812. shachah ( שחה) (172 回) ► ひざまづく、礼拝する、礼をする ★ 

(NAS)worshiped (KJV) worshiped  (INT) worshiped  (改 4)礼拝した 

 

ほめたたえる＝バラク◄ ך ) .1288 barak 330(בר 回► 祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる、ひざまづく 

 

24:52 アブラハムのしもべは、彼らのことばを聞くやいなや、地にひれ伏して【主】を礼拝した。 

 

ひれ伏して・・礼拝した＝シャハー◄ 7812. shachah ( שחה) (172 回) ► ひざまづく、礼拝する、礼をする ★ 

原語ではシャハーの一言だけである。 

(NAS) bowed (KJV) worshipped  (INT) bowed 

 

24:56 しもべは彼らに、「私が遅れないようにしてください。主が私の旅を成功させてくださったのですから。私が

主人のところへ行けるように私を帰らせてください。」と言った。 

 

24:60 彼らはリベカを祝福して言った。「われらの妹よ、あなたは幾千万にも増えるように。あなたの子孫は敵の門

を勝ち取るように。」 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 



24:63 イサクは夕暮れ近く、野に散歩に出かけた。彼がふと目を上げ、見ると、らくだが近づいて来た。 

 ＠主との交わり 主を第一にしているときに主は妻を与えた。 

 

創 25:11 アブラハムの死後、神は彼の子イサクを祝福された。イサクはベエル・ラハイ・ロイの近くに住んだ。 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

25:18 イシュマエルの子孫は、、、、、それぞれ自分のすべての兄弟たちに敵対して住んだ。 

 

25:26 そのあとで弟が出て来たが、その手はエサウのかかとをつかんでいた。それでその子をヤコブと名づけた。

イサクは彼らを生んだとき、六十歳であった。 

 ＠かかと◄ 6119. aqeb בעק►現代語でもアケブ 

 

25:28 イサクはエサウを愛していた。それは彼が猟の獲物を好んでいたからである。リベカはヤコブを愛していた。 

 ＠りべカへの反発。エサウが不憫なので。 

 

25:32 エサウは、「見てくれ。死にそうなのだ。長子の権利など、今の私に何になろう。」と言った。 

 ＠愛情を受けなかった人は人から与えられたものを安っぽく売るか、人のものを奪うかどちらか。 

 

25:34 、、、こうしてエサウは長子の権利を軽蔑したのである。 

 

創 26:3 あなたはこの地に寄留しなさい。わたしはあなたとともにいて、あなたを祝福する。あなたとあなたの子

孫に、わたしがこれらの国々をすべて与える。こうしてわたしは、あなたの父アブラハムに誓った誓いを果たす。 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

26:4 そしてわたしは、あなたの子孫を空の星のように増し加え、あなたの子孫に、これらの国々をみな与える。あ

なたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

26:5 これはアブラハムがわたしの声に聞き従い、わたしの戒めと命令とおきてとおしえを守ったからである。」 

 ＠戒めと命令とおきて 

戒め◄ 4931. mishmereth משמרת► 命令◄ 4687. mitsvah מצוה►  

おきて◄ 2708. chuqqah חקה► おしえ◄ 8451. torah תורה► 

（改４）では最初の戒め◄ 4931. mishmereth משמרת►が省かれている。 

 

 ＠トーラーとはシナイ山の律法のことではなく、神からの教えの全てである。 

 ＠したがって、律法（トーラー）は良いものである。 

＠（申命記１２： 申命記２９：  

＠（ローマ 7:12 ですから、律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しく、また良いものなのです。 

 

＠（エレミヤ 7:22 わたしは、あなたがたの先祖をエジプトの国から連れ出したとき、全焼のいけにえや、

ほかのいけにえについては何も語らず、命じもしなかった。7:23 ただ、次のことを彼らに命じて言った。

『わたしの声に聞き従え。そうすれば、わたしは、あなたがたの神となり、あなたがたは、わたしの民と



なる。あなたがたをしあわせにするために、わたしが命じるすべての道を歩め。』 

 

＠法律と規則との違い 

 道路交通法は、法律を守ることが主題なのではなく、命の尊厳を守り、混乱をなくすことにある 

 

２６：７  妻との関係がうまくいっていなかったのでミニストリーもうまくいってなかった 

 

26:12 イサクはその地に種を蒔き、その年に百倍の収穫を見た。【主】は彼を祝福された。 

  飢饉の時に種をまくのはリスク、２つの選択、食べるか、蒔くか 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

26:20、、イサクはその井戸の名をエセクと呼んだ。それは彼らがイサクと争ったからである。 

 ＠エセク＝争い 

26:21 、、それについても彼らが争ったので、その名をシテナと呼んだ。 

 ＠シテナ＝敵意 

 

26:22 イサクはそこから移って、ほかの井戸を掘った。、その井戸については争いがなかったので、その名をレホボ

テと呼んだ。そして彼は言った。「今や、主は私たちに広い所を与えて、私たちがこの地でふえるようにしてくださ

った。」 

 ＠ほかの井戸を掘った＝あきらめない 

＠レホボテ＝広いところ 

 

26:24 【主】はその夜、彼に現れて言われた。「わたしは、あなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。

わたしがあなたとともにいるからだ。わたしはあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加える。わたしのしもべアブ

ラハムのゆえに。」 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 ＠困難 → 進み続ける → 解決 → 約束の地 → そこで主は語られる（26:24） 

 

26:29 私たちがあなたに手出しをせず、ただ良いことだけをして、平和のうちにあなたを送り出したように、あな

たも私たちに害を加えないという盟約です。あなたは今、【主】に祝福されています。」 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

26:34 エサウは四十歳になって、ヘテ人ベエリの娘エフディテとヘテ人エロンの娘バセマテとを妻にめとった。 

 ＠約束の民の祖、長子としての自覚が無い。 

 

27:4 そして私の好きなおいしい料理を作り、ここに持って来て私に食べさせておくれ。私が死ぬ前に、私自身が、

おまえを祝福できるために。」 

 ＠主の計画を知りながらヤコブを無視している。 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

 

27:7 『獲物を捕って来て、私においしい料理を作ってくれ。食べて、死ぬ前に、【主】の前でおまえを祝福しよう。』 



祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

27:10 あなたが父上のところに持って行けば、食べて、死ぬ前にあなたを祝福してくださるでしょう。」 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

27:16 また、子やぎの毛皮を、彼の手と首のなめらかなところにかぶせてやった。 

 ＠動物の衣で父をだましたヤコブは後に、自分の息子達にヤギの血によってだまされた。 

  37:31 彼らはヨセフの長服を取り、雄やぎをほふって、その血に、その長服を浸した。 

 

27:19 ヤコブは父に、「長男のエサウです。私はお父さんが言われたとおりにしました。どうぞ、起きて座り、私の

獲物を召し上がってください。そうして、自ら私を祝福してください」と答えた。 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

27:23 ヤコブの手が、兄エサウの手のように毛深かったので、イサクには見分けがつかなかった。それでイサクは

彼を祝福しようとして、 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

27:25 そこでイサクは言った。「私のところに持って来なさい。わが子の獲物を食べたい。そうして私自ら、おまえ

を祝福しよう。」そこでヤコブが持って来ると、イサクはそれを食べた。またぶどう酒を持って来ると、それも飲ん

だ。 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

27:27 ヤコブは近づいて、彼に口づけした。イサクはヤコブの衣の香りを嗅ぎ、彼を祝福して言った。「ああ、わが

子の香り。【主】が祝福された野の香りのようだ。 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

27:29 諸国の民がおまえに仕え、もろもろの国民がおまえを伏し拝むように。おまえは兄弟たちの主となり、おま

えの母の子がおまえを伏し拝むように。おまえを呪う者がのろわれ、おまえを祝福する者が祝福されるように。」 

 

伏し拝む＝シャハー◄ 7812. shachah ( שחה) (172 回) ► ひざまづく、礼拝する、礼をする 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

27:30 イサクがヤコブを祝福し終わり、ヤコブが父イサクの前から出て行くとすぐに、兄のエサウが猟から戻って

来た。 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

27:31 彼もまた、おいしい料理を作って、父のところに持って来た。そして父に言った。「お父さん。起きて、息子

の獲物を召し上がってください。あなた自ら、私を祝福してくださるために。」 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

27:33 イサクは激しく身震いして言った。「では、いったい、あれはだれだったのか。獲物をしとめて、私のところ

に持って来たのは。おまえが来る前に、私はみな食べてしまい、彼を祝福してしまった。彼は必ず祝福されるだろ



う。」 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

激しく身震い＝ 人の反発にもかかわらず計画をなされる主への恐れ（？）or 怒り 

 

27:34 エサウは父のことばを聞くと、声の限りに激しく泣き叫び、父に言った。「お父さん、私を祝福してください。

私も。」 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

27:35 父は言った。「おまえの弟が来て、だましたのだ。そしておまえへの祝福を奪い取ってしまった。」 

祝福（名詞）＝バラカ(名詞) ◄ 1293.( ברכה) berakah 69 回►祝福。(google)では「あいさつ」 

 ＠イサクも主の計画を知っていたはず 

 

27:36 エサウは言った。「あいつの名がヤコブというのも、このためか。二度までも私を押しのけて。私の長子の権

利を奪い取り、今また、私への祝福を奪い取った。」また言った。「私のためには、祝福を取っておかれなかったの

ですか。」 

祝福（名詞）＝バラカ(名詞) ◄ 1293.( ברכה) berakah 69 回►祝福。(google)では「あいさつ」 

 

27:38 エサウは父に言った。「お父さん、祝福は一つしかないのですか。お父さん、私を祝福してください。私も。」

エサウは声をあげて泣いた。 

祝福（名詞）＝バラカ(名詞) ◄ 1293.( ברכה) berakah 69 回►祝福。(google)では「あいさつ」 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

27:41 エサウは、父がヤコブを祝福した祝福のことで、ヤコブを恨んだ。それでエサウは心の中で言った。「父の

喪の日も近づいている。そのとき、弟ヤコブを殺してやろう。」 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

祝福（名詞）＝バラカ(名詞) ◄ 1293.( ברכה) berakah 69 回►祝福。(google)では「あいさつ」 

 

リベカ＝肉の力で神の約束を実現させようとした。（霊的敏感だが、バランスを欠いた人の型） 

イサク＝霊的盲目ゆえにうまく采配を取れなかった。（霊的権威を実行しない） 

ヤコブ＝ずるがしこい、奪おうとする 

エサウ＝与えられたものを軽んじる人。欺かれたようだが自分の意思で長子の権利を放棄していた。 

 

27:46 リベカはイサクに言った。「私はヘテ人の娘たちのことで、生きているのがいやになりました。もしヤコブが、

この地の娘たちで、このようなヘテ人の娘たちのうちから妻をめとったなら、私は何のために生きることになるの

でしょう。」 

＠ヘテ人の女＝エサウの妻（26:34 エサウは四十歳になって、ヘテ人ベエリの娘エフディテとヘテ人エロ

ンの娘バセマテとを妻にめとった。 

 

 

28:1 イサクはヤコブを呼び寄せ、彼を祝福し、そして彼に命じた。「カナンの娘たちの中から妻を迎えてはならな

い。 

28:3 全能の神がおまえを祝福し、多くの子を与え、おまえを増やしてくださるように。そして、おまえが多くの民



の群れとなるように。 

祝福（名詞）＝バラカ(名詞) ◄ 1293.( ברכה) berakah 69 回►祝福。(google)では「あいさつ」 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

創 28:6 エサウは、イサクがヤコブを祝福したこと、またパダン・アラムから妻を迎えるために彼を送り出したこ

とを知った。イサクが、ヤコブを祝福して送り出したときに、カナンの娘たちから妻を迎えてはならないと命じ、 

 

28:11 ある所に着いたとき、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。、、、 

 ＠着いた＝ＰＡＧＡ とりなしの意味 

 

28:12 そのうちに、彼は夢を見た。見よ。一つのはしごが地に向けて立てられている。その頂は天に届き、見よ、

神の使いたちが、そのはしごを上り下りしている。 

＠はしごが＝（共）階段 

＠＝キリスト （ヨハネ 1:51 そして言われた。「まことに、まことに、あなたがたに告げます。天が開け

て、神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのを、あなたがたはいまに見ます。」 

 

28:14 あなたの子孫は地のちりのように多くなり、あなたは、西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族は、

あなたとあなたの子孫によって祝福される。 

 ＠民族＝ミシュパホット（全ての英訳）家族◄ 4940. mishpachah (משפחה)► 

 部族と訳されているのは 300 回中 1 回だけ、家族は 293 回 

 現代語でもミシュパハ(משפחה)は家族を意味する単語 

 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

28:19 そして、その場所の名をベテルと呼んだ。しかし、その町の名は、以前はルズであった。 

 ＠ベテル(Bethel)( בית אל)＝神の家 （神のすむところ、主が個人的に語るところ） 

 

28:21 無事に父の家に帰らせてくださるなら、【主】は私の神となり、(改 4) 

 ＠28:21 無事に父の家に帰らせてくださり、こうして【主】が私の神となられるなら、(改 3) 

 ＠28:21 無事に父の家に帰らせてくださり、主がわたしの神となられるなら、（共） 

   ヤコブの主への献身は条件付であった＝にもかかかわらず 

   一方的な主の選び 

 @ 28:21 私が無事に父の家に帰ることができ、主が私の神となってくださるので、(改 2) 

  (改 2)は少しニュアンスが違う 

 

29:8 すると彼らは言った。「全部の群れが集められるまでは、そうできないのです。集まったら、井戸の口から石

をころがし、羊に水を飲ませるのです。」 

 ＠因習、効率が悪い 

 

29:19 するとラバンは、「娘を他人にやるよりは、あなたにあげるほうが良い。私のところにとどまっていなさい。」

と言った。 

「娘」の部分の単語は ◄ 853. eth (את)►(発音：ayth) 訳出するなら英語で「a」 



娘と言うよりは「彼女」と訳したほうが良い。 

 

29:21 ヤコブはラバンに申し出た。「私の妻を下さい。期間も満了したのですから。私は彼女のところにはいりたい

のです。」 

 

ラケルと結婚の折りラバンにだまされ姉のレアと初夜を迎え結婚させられてしまいました。旧約聖書でセックスは

結婚の契約だからです。 

 

29:26 ラバンは答えた。「われわれのところでは、長女より先に下の娘をとつがせるようなことはしないのです。 

 原文の意味「下のものが先になることはない。」 

 

また、ラケルに対してどうして父の言いなりになるのかと責めることもできません。ヤコブも母の言いなりだった

からです。初夜でヤコブが「ラケルよ」と呼びかけたでしょうが、それに「はい」と答えたレアを責めることもで

きません。お前はエサウかと聞かれたときに(27:24)「私です」と答えていたからです。 

 

29:22 そこでラバンは、その所の人々をみな集めて祝宴を催した。 

 ＠土地の人たちと共謀した 

 

29:25 朝になって、見ると、それはレアであった。 

 ＠かってエサウと偽って父をだました報いを刈り取っている。 

 

29:32 レアはみごもって、男の子を産み、その子をルベンと名づけた。それは彼女が、「主が私の悩みをご覧になっ

た。今こそ夫は私を愛するであろう。」と言ったからである。 

 ◄ 7205. Reuben (ראובן)►意味は behold a son 息子を見よ  

 現代語でもレア (ראה)は見るを意味する。ただし、母の名のレアはスペル違いの(לאה) 

 

29:33 彼女はまたみごもって、男の子を産み、「主は私がきらわれているのを聞かれて、この子をも私に授けてくだ

さった。」と言って、その子をシメオンと名づけた。 

 ◄ 8095. Shimon (שמעון)► 発音はシモン、 シモンペテロはシメオンペテロ 

 ◄ 8085. shama (שמע)1160 回► 

 

29:34 彼女はまたみごもって、男の子を産み、「今度こそ、夫は私に結びつくだろう。私が彼に三人の子を産んだの

だから。」と言った。それゆえ、その子はレビと呼ばれた。 

◄ 3867. lavah (לוה)26 回►結びつく、結びついた 

◄ 3878. Levi  (לוי)► 

 

29:35 彼女はまたみごもって、男の子を産み、「今度は主をほめたたえよう。」と言った。それゆえ、その子を彼女

はユダと名づけた。それから彼女は子を産まなくなった。 

たたえる=オウデ＝◄ 3034. yadah  (ידה)►たたえる、感謝する  

(NAS)(KJV): praise (改 4)ほめたたえる 

 

ユダ＝◄ 3063. Yehudah (יהודה)► 



 

30:6 そこでラケルは、「神は私をかばってくださり、私の声を聞き入れて、私に男の子を賜わった。」と言った。そ

れゆえ、その子をダンと名づけた。 

◄ 1835. Dan (דן)►  裁き Jurdge を意味する 

◄ 1777. din (דין)►の派生語。Google 翻訳では din は学部長と翻訳された。 

 

30:7 ラケルの女奴隷ビルハは、またみごもって、ヤコブに二番目の男の子を産んだ。 

30:8 そこでラケルは、「私は姉と死に物狂いの争いをして、ついに勝った。」と言って、その子をナフタリと名づけ

た。 

◄ 5321. Naphtali (נפתלי)►の語源は◄ 6617. pathal (פתל)►この単語はヨブ 5:13 では「悪巧み」。詩篇 18：22、２

サムエル 22：27 では捻じ曲げる 

 

30:11 レアは、「幸運が来た。」と言って、その子をガドと名づけた。 

◄ 1410. Gad (גד)►の語源は◄ 1408. Gad ►幸運から来ている。ただし聖書にはこの単語は載っていない。 

 

30:13 レアは、「なんとしあわせなこと。女たちは、私をしあわせ者と呼ぶでしょう。」と言って、その子をアシェ

ルと名づけた。 

◄ 836. Asher (אשר)►の語源は◄ 833. ashar ►祝福。聖書に 16 回登場する。 

which を意味する◄ 834. asher ►は 5502 回聖書に登場する。 

 

30:14 さて、ルベンは麦刈りのころ、野に出て行って、恋なすびを見つけ、それを自分の母レアのところに持って

来た。するとラケルはレアに、「どうか、あなたの息子の恋なすびを少し私に下さい。」と言った。 

 ＠恋なすび＝有毒で麻酔性がある 

 ◄ 1736. duday (דודי)► mandrake 

 なぜかエレミヤ 24:1 ではイチジクのかごに対してこの単語を当てている。 

 

30:18 そこでレアは、「私が、女奴隷を夫に与えたので、神は私に報酬を下さった。」と言って、その子をイッサカ

ルと名づけた。 

◄ 3485. Yissaskar (יששכר)► 語源は不明 

 

30:20 レアは言った。「神は私に良い賜物を下さった。今度こそ夫は私を尊ぶだろう。私は彼に六人の子を産んだの

だから。」そしてその子をゼブルンと名づけた。 

◄ 2074. Zebulun (זבולון)► 語源◄ 2082. zabal (זבל)►の意味は dwell 住む。ただし現代語で(זבל)は junk ごみ 

 

 

30:24 その子をヨセフと名づけ、「主がもうひとりの子を私に加えてくださるように。」と言った。 

◄ 3130. Yoseph (יוסף)►語源は◄ 3254. yasaph (יסף)►加える、再び（211 回中） 

 

30:27 ラバンは彼に言った。「私の願いをあなたがかなえてくれるなら──。あなたのおかげで【主】が私を祝福し 

 

30:30 私が来る前は、あなたの財産はわずかでしたが、増えて多くなりました。私の行く先々で【主】があなたを

祝福されたからです。いったい、いつになったら私は自分の家を持てるのですか。」 



祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

30:37 ヤコブは、ポプラや、アーモンドや、すずかけの木の若枝を取り、それの白い筋の皮をはいで、その若枝の

白いところをむき出しにし、 

30:38 その皮をはいだ枝を、群れが水を飲みに来る水ため、すなわち水ぶねの中に、群れに差し向かいに置いた。

それで群れは水を飲みに来るときに、さかりがついた。 

30:39 こうして、群れは枝の前でさかりがついて、しま毛のもの、ぶち毛のもの、まだら毛のものを産んだ。 

 

31:3 主はヤコブに仰せられた。「あなたが生まれた、あなたの先祖の国に帰りなさい。わたしはあなたとともにい

る。」 

 

31:13 わたしはベテルの神。あなたはそこで、石の柱に油をそそぎ、わたしに誓願を立てたのだ。さあ、立って、

この土地を出て、あなたの生まれた国に帰りなさい。』」 

 

31:30 それはそうと、あなたは、あなたの父の家がほんとうに恋しくなって、どうしても帰って行きたくなったの

であろうが、なぜ、私の神々を盗んだのか。」 

 

31:52 この石塚が証拠であり、この石の柱が証拠である。敵意をもって、この石塚を越えてあなたのところに行く

ことはない。あなたもまた、この石塚やこの石の柱を越えて私のところに来てはならない。 

 ＠自分の財産を守るため 

 

創 31:55 翌朝早く、ラバンは孫と娘たちに口づけして、彼らを祝福した。それからラバンは去って、自分の所へ帰

った。 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

32:24 ヤコブはひとりだけ、あとに残った。すると、ある人が夜明けまで彼と格闘した。 

＠（ヘブ１２：４）罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません 

 

創 32:26 すると、その人は言った。「わたしを去らせよ。夜が明けるから。」ヤコブは言った。「私はあなたを去ら

せません。私を祝福してくださらなければ。」 

すると、その人は言った。＝ ＠今までの人と違いヤコブの良い点を見た。 

 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

32:27 その人は言った。「あなたの名は何というのか。」彼は答えた。「ヤコブです。」 

 ＠昔の名前 

 

32:28 その人は言った。「あなたの名は、もうヤコブとは呼ばれない。イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦っ

て、勝ったからだ。」 

 ＠ヤコブの今までのやり方（動機）は間違っていたが、戦うことはあなたの（良い）特性だ！ 

 ＠彼はいつも祝福のために戦っていた。 

 



32:29 ヤコブは願って言った。「どうか、あなたの名を教えてください。」すると、その人は「いったい、なぜ、わ

たしの名を尋ねるのか」と言って、その場で彼を祝福した。 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

32:30 そこでヤコブは、その所の名をペヌエルと呼んだ。「私は顔と顔とを合わせて神を見たのに、私のいのちは救

われた。」という意味である。 

 ＠神の御顔の意味 

◄ 6439. Penuel (פנואל)►  

◄ 6440. panim (פנים) or paneh (2128 回)►face(64 回) before(1006 回) surface(26 回) front(87 回) prasence(131 回) 

 

33:3 ヤコブは自ら彼らの先に立って進んだ。彼は兄に近づくまで、七回地にひれ伏した。 

ひれ伏した＝シャハー◄ 7812. shachah ( שחה) (172 回) ► ひざまづく、礼拝する、礼をする 

 

33:6 すると、女奴隷とその子どもたちが進み出て、ひれ伏した。 

33:7 次に、レアも、その子どもたちと進み出て、ひれ伏した。最後に、ヨセフとラケルが進み出て、ひれ伏した。 

ひれ伏した＝シャハー◄ 7812. shachah (שחה) (172 回) ► ひざまづく、礼拝する、礼をする 

 

33:10 ヤコブは答えた。「いいえ。もしお気に召したら、どうか私の手から私の贈り物を受け取ってください。私は

あなたの顔を、神の御顔を見るように見ています。あなたが私を快く受け入れてくださいましたから。 

 ＠解放されると他の人の中に神を見ることができる 

 ＠32:30 で与えられた「ペヌエル」という言葉が当時の彼のテーマとなっていた。 

 

33:11 どうか、私が持って来たこの祝いの品を受け取ってください。神が私を恵んでくださったので、私はたくさ

ん持っていますから。」ヤコブがしきりに勧めたので、エサウは受け取った。 

 

33:13 ヤコブは彼に言った。「あなたもご存じのように、子どもたちは弱く、乳を飲ませている羊や牛は私が世話を

しています。一日でも、ひどく追い立てると、この群れは全部、死んでしまいます。 

 

33:14 あなたは、しもべよりずっと先に進んで行ってください。私は、私の前に行く家畜や子どもたちの歩みに合

わせて、ゆっくり旅を続け、あなたのところ、セイルへまいります。」 

 ＠ベテルに行くべき（31:13）なのに、相手に媚びてうそをついた。その結果は 34 章後半の惨事。 

 

33:17 ヤコブはスコテへ移って行き、そこで自分のために家を建て、家畜のためには小屋を作った。それゆえ、そ

の所の名はスコテと呼ばれた。 

 ＠スコテ（スコット＝仮庵の祭り）＝小屋の意味 

 ＠神の家（ベテル）に行くべきなのに、小屋に甘んじた。 

 

34:3 （改 4) 彼はヤコブの娘ディナに心を奪われ、この若い娘を愛し、彼女に優しく語りかけた。 

 （改 2)心をひかれ 

 (NKJ) soul was strongly attracted 

@原語では魂◄ 5315. nephesh (נפש)►が強くつながった◄ 1692. (דבק) dabaq 54 回► 

dabaq 54 (דבק ) .1692 ◄  回► to cling, cleave, keep close＝現代語では接着剤などを表す言葉 



 

創世記 2:24 それゆえ、男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、ふたりは一体となるのである。(改 4) 

ルツ 1:14 彼女たちはまた声をあげて泣いた。オルパは姑に別れの口づけをしたが、ルツは彼女にすがりついた。 

 

愛する＝アヘブ◄ 157. aheb (אהב)209 回►。 名詞はアヘブ◄ 158. ahab (אהב)2 回►。アハバ(אהבה)これも名詞か？ 

 

  聖書の中で恋をする事は全て偶像礼拝に関わっている 

エレ 22:20） レバノンに上って叫び、バシャンで声をあげ、アバリムから叫べ。あなたの恋人は

みな、砕かれたからである。 

エレ 30:14） あなたの恋人はみな、あなたを忘れ、あなたを尋ねようともしない。わたしが、敵

を打つようにあなたを打ち、ひどい懲らしめをしたからだ。あなたの咎が大きく、あなたの罪が

重いために。 

 

  エゼキ 23:9 ）それでわたしは、彼女が恋い慕う恋人たちの手アッシリヤ人の手に彼女を渡した。 

エゼキ 16:33）遊女には、すべて代価が支払われるのに、あなたは、自分のほうから持参金をす

べての愛人たちに与え、彼らに贈り物をして、四方からあなたのところに来させて姦淫をした。、 

 

＠恋する  （２サム１３：１）アムノムとタマル 

 

34:15 ただ次の条件であなたがたに同意しましょう。それは、あなたがたの男子がみな、割礼を受けて、私たちと

同じようになることです。 

 ＠割礼を受けて同じようになる＝形式主義 

 

ヨシ 9:7 イスラエルの子らはそのヒビ人たちに言った。「おそらく、あなたがたは、私たちのただ中に住

んでいるのだろう。どうして私たちがあなたがたと盟約を結べるだろうか。」 

 

このギブオンの住民はヒビ人でもあった。 

ヨシ 11:19 ギブオンの住民であるヒビ人以外に、イスラエルの子らと和を講じた町は一つもなかった。

イスラエルの子らは戦って、すべてを奪い取った。 

 

この人たちは割礼を受けていたものの子孫 

創世記 34:2 すると、その土地の族長であるヒビ人ハモルの子シェケムが彼女を見て、これを捕らえ、

これと寝て辱めた。・・・ 

34:15 ただし、次の条件でなら同意しましょう。もし、あなたがたの男たちがみな、割礼を受けて、

私たちと同じようになるなら、34:16 私たちの娘たちをあなたがたに嫁がせ、あなたがたの娘たちを

妻に迎えましょう。そうして私たちはともに住み、一つの民となりましょう。 

 

ただし、他にも（敵対する）ヒビ人はいた。 

ヨシュア 11:3 すなわち、東西のカナン人、アモリ人、ヒッタイト人、ペリジ人、山地のエブス人、ヘ

ルモンのふもと、ミツパの地のヒビ人に人を遣わした。11:4 彼らはその全陣営とともに出て来た。海

辺の砂のように大勢の兵で、馬や戦車も非常に多かった。11:5 これらの王たちはみな集まり、進んで

行き、イスラエルと戦うためにメロムの水のほとりでともに陣を敷いた。 



 

ヨシュア 9:23 今、あなたがたはのろわれ、あなたがたはいつまでも奴隷となり、私の神の家のために、た

きぎを割る者、水を汲む者となる。」 

 

エズラ 2:20 ギバル族、九十五名。◄ 1402. Gibbar(גִָּבּר ) １回► 

ネヘミヤ 7:25 ギブオン族、九十五名。◄ 1391. Gibon (גְִּבעֹון ) 37 回► 

 

かつてはヨシュアをだまし、お情けで生存していたギブオンの住民が、神の家のための薪を割る仕事をしているうちに神

の幕屋に仕える者となった。 

 

 

34:23 そうすれば、彼らの群れや財産、それにすべての彼らの家畜も、私たちのものになるではないか。さあ、彼

らに同意しよう。そうすれば彼らは私たちとともに住まおう。」 

 ＠周りを説得するために出た言葉 

 

34:25 三日目になって、ちょうど彼らの傷が痛んでいるとき、ヤコブのふたりの息子、ディナの兄シメオンとレビ

とが、それぞれ剣を取って、難なくその町を襲い、すべての男子を殺した。 

 

35:1 神はヤコブに仰せられた。「立ってベテルに上り、そこに住みなさい。そしてそこに、あなたが兄エサウから

のがれていたとき、あなたに現われた神のために祭壇を築きなさい。」 

 ＠不従順であったが、31 章１３節で語られた、神の命令を苦しみの中で受け入れる。 

 

35:5 彼らが旅立つと、神からの恐怖が回りの町々に下ったので、彼らはヤコブの子らのあとを追わなかった。 

 

創 35:9 ヤコブがパダン・アラムから帰って来たとき、神は再び彼に現れ、彼を祝福された。 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

 

35:10 (改 4)神は彼に仰せられた。「あなたの名はヤコブである。しかし、あなたの名は、もうヤコブとは呼ばれない。

イスラエルが、あなたの名となるからだ。」こうして神は彼の名をイスラエルと呼ばれた。 

 

35:10 (改 2)神は彼に仰せられた。「あなたの名はヤコブであるが、あなたの名は、もう、ヤコブと呼んでは

ならない。あなたの名はイスラエルでなければならない。」それで彼は自分の名をイスラエルと呼んだ。 

 

＠(改 2)の翻訳だと以前（32:28）から主は彼をイスラエルと呼んでいたが、この時からヤコブは自分自身

をイスラエルと呼ぶようになった。 

 

35:11 神はまた彼に仰せられた。「わたしは全能の神である。生めよ。ふえよ。一つの国民、諸国の民のつどいが、

あなたから出て、王たちがあなたの腰から出る。 

 ＠全能の神＝エルシャダイ 

 

創 35:18 彼女が死に臨み、たましいが離れ去ろうとしたとき、その子の名をベン・オニと呼んだ。しかし、その子

の父はベニヤミンと名づけた。 



◄ 1126. Ben-oni (אוני בן)► oni は「問題、悲しみ、wickedness」を意味する◄ 205. aven (און)78 回►の派生語 

◄ 1144. Binyamin ( בנימין)► 

◄ 1121. ben (בן)►息子 

◄ 3225. yamin (ימין)►右の手、 右 

 

35:28 イサクの一生は百八十年であった。 

 

36:14 ツィブオンの子アナの娘でエサウの妻オホリバマの子は次のとおり。、、 

 ＠温泉を発見（３６：２４） 

 

36:24 ツィブオンの子は次のとおり。アヤ、アナ。このアナは父ツィブオンのろばを飼っていたとき荒野で温泉を

発見したアナである。 

 

37:7 見ると、私たちは畑で束を作っていました。すると突然、私の束が起き上がり、まっすぐに立ちました。そし

てなんと、兄さんたちの束が周りに来て、私の束を伏し拝んだのです。」 

伏し拝んだ＝シャハー◄ 7812. shachah ( שחה) (172 回) ► ひざまづく、礼拝する、礼をする 

 

37:10 ヨセフが父や兄たちに話したとき、父は彼をしかって言った。「おまえの見た夢は、いったい何なのだ。私や、

おまえの母上、兄さんたちが、おまえのところに進み出て、地に伏しておまえを拝むとでも言うのか。」 

 

拝む＝シャハー◄ 7812. shachah ( שחה) (172 回) ► ひざまづく、礼拝する、礼をする 

 

 ＠受けた預言と現実には大きなギャップがあるかもしれないがそれによって将来は左右されない。 

 

37:11 兄たちは彼をねたんだが、父はこのことを心に留めていた。 

 ＠与えられた幻に対する敵の攻撃 

 ＠受けた預言と現実は異なるかもしれないが、それによって将来が左右される事はない。 

 ＠与えられた幻に対する敵の攻撃 

  １）プライド ２）性的なもの ３）お金 ４）怠慢 

 

37:12 その後、兄たちはシェケムで父の羊の群れを飼うために出かけて行った。 

 ＠シェケムは今のナブラス 

 

37:14 父は言った。「さあ、行って、兄さんたちが無事かどうか、羊の群れが無事かどうかを見て、その様子を私に

知らせておくれ。」こうして彼をヘブロンの谷から使いに送った。それで彼はシェケムにやって来た。 

 ＠これが今のヘブロンを指すなら７５ｋｍも離れている 

 

37:25 それから彼らはすわって食事をした。彼らが目を上げて見ると、そこに、イシュマエル人の隊商がギルアデ

から来ていた。らくだには樹膠と乳香と没薬を背負わせ、彼らはエジプトへ下って行くところであった。 

 ＠哀れみを請うヨセフを尻目に食事をした。 

（創世記 42:21 彼らは互いに言った。「ああ、われわれは弟のことで罰を受けているのだなあ。

あれがわれわれにあわれみを請うたとき、彼の心の苦しみを見ながら、われわれは聞き入れなか



った。それでわれわれはこんな苦しみに会っているのだ。」 

 

37:31 彼らはヨセフの長服を取り、雄やぎをほふって、その血に、その長服を浸した。 

＠かって父を子ヤギの毛皮でだました事の刈り取り。 

（創世記 27:16） また、子やぎの毛皮を、彼の手と首のなめらかなところにかぶせてやった。 

 

37:36 あのミデヤン人はエジプトで、パロの廷臣、その侍従長ポティファルにヨセフを売った。 

 廷臣＝（ヘ）◄ 5631. saris (סריס)►（サーリース）（サリィス） 頻度 42 回、その内宦官は 15 回 

 

 ２列王記 8:6 王が彼女に尋ねると、彼女は王にそのことを話した。そこで、王は彼女のためにひ

とりの宦官に命じて言った。「彼女の物は全部返してやりなさい。それに、彼女がこの地を離れた

日から、きょうまでの畑の収穫もみな、返してやりなさい。」 

◄ 5631. saris (סריס)► 

 

38:9 しかしオナンは、その生まれる子が自分のものとならないのを知っていたので、兄に子孫を与えないために、

兄嫁のところにはいると、地に流していた。 

 ＠快楽を求めるが自分の役割を果たせないでいる世代の型。 

 ＠オナンはユダ（賛美）を途絶えさせようとしていた。 

 

    シェア---・妻 

   ・ 

ヤコブ ------------------ ユダ ------ シェラ 

・ ---   ------ オナン 

・ ---合計１２  ------ エル 

・     ・ 

・       ・タマル 

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

38:18 それで彼が、「しるしとして何をあげようか。」と言うと、「あなたの印形とひもと、あなたが手にしている

杖。」と答えた。そこで彼はそれを与えて、彼女のところにはいった。こうしてタマルは彼によってみごもった。 

 しるし＝◄ 6162. erabon (ערבון)3 回►創世記 38 章に 3 回出てくるだけの単語 

     現代ヘブライ語でもエラボンは保障を意味する 

ギリシャ語でも◄ 728. arrabón ３回► 

 第２コリント１：２２ Ⅱコリ 1:22 神はまた、私たちに証印を押し、保証として御霊を私たちの心・・ 

 第２コリント５：５  ・・・神はその保証として御霊を下さいました。 

 エペソ１：１４ エペ 1:14 聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。・・・ 

 

 ＠印形＝◄ 2368. chotham (חותם) 14 回 ホタム►  

 雅 8:6 封印のように、私をあなたの胸に、封印のように、あなたの腕に押印してください。・・ 

 

＠この印形（ホタム）が 新約ではアラボンだという教えがあるが（おそらく）正確には、印形は聖霊を表してい

るつまり、保証（しるし、エラボン）として御霊（印形 ホタム）を下さいました」といえるでしょう。 



 

 ひも＝ベルト（真理） 杖＝権威 

 

38:29 しかし、その子が手を引っ込めたとき、もうひとりの兄弟のほうが出て来た。それで彼女は、「あなたは何で

あなたのために割りこむのです。」と言った。それでその名はペレツと呼ばれた。 

 ＠割り込む＝◄ 6556. perets (פרץ)19 回► 

 ＠ペレツ＝開くもの、心砕くもの、割り込むもの 

 

創 39:5 主人が彼にその家と全財産を管理させたときから、【主】はヨセフのゆえに、このエジプト人の家を祝福さ

れた。それで、【主】の祝福が、家や野にある全財産の上にあった。 

祝福する＝バラク◄ 1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 (google)ひざ。 

祝福（名詞）＝バラカ(名詞) ◄ 1293.( ברכה) berakah 69 回►祝福。(google)では「あいさつ」 

 

39:10 それでも彼女は毎日、ヨセフに言い寄ったが、彼は、聞き入れず、彼女のそばに寝ることも、彼女といっし

ょにいることもしなかった。 

 

39:13 彼が上着を彼女の手に残して外へ逃げたのを見ると、 

＠２テモテ 2:22 それで、あなたは、若い時の情欲を避け、きよい心で主を呼び求める人たちとともに、

義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。 

＠情欲に対しては、立ち向かうのではなく、避ける（逃げる）こと。 

 

神からの（試み）＝ 喜ぶ（ヤコブ１：２） 

サタンからの（誘惑）＝ 立ち向かう（ヤコブ４：７） 

世からの（誘惑） ＝ 逃げる（創世記３９：１３） 

 

40:1 これらのことの後、エジプト王の献酌官と調理官とが、その主君、エジプト王に罪を犯した。  

 

40:14 あなたがしあわせになったときには、きっと私を思い出してください。私に恵みを施してください。私のこ

とをパロに話してください。この家から私が出られるようにしてください。 

 ＠人頼み 

 

41:38 そこで、ファラオは家臣たちに言った。「神の霊が宿っているこのような人が、ほかに見つかるだろうか。」 

 

創 41:44 ファラオはヨセフに言った。「私はファラオだ。しかし、おまえの許しなくしては、エジプトの国中で、

だれも何もすることができない。」 

 

42:6 ときに、ヨセフはこの地の権力者であり、この地のすべての人に穀物を売る者であった。ヨセフの兄弟たちは

やって来て、顔を地に付けて彼を伏し拝んだ。 

伏し拝んだ＝シャハー◄ 7812. shachah ( שחה) (172 回) ► ひざまづく、礼拝する、礼をする 

 

42:11 私たちはみな、同じひとりの人の子で、私たちは正直者でございます。しもべどもは間者ではございません。」 

 



42:17 こうしてヨセフは彼らを三日間、監禁所にいっしょに入れておいた。 

 監獄(改 2) 

 

42:24 ヨセフは彼らから離れて、泣いた。それから彼らのところに帰って来て、彼らに語った。そして彼らの中か

らシメオンをとって、彼らの目の前で彼を縛った。 

＠シメオン＝次男 長男のルベンはヨセフをおとしめることに反対していた。それゆえシメオンは事実上

ヨセフへの策略の最高責任者。 

 

43:1 さて、その地でのききんは、ひどかった。 

 

43:2 彼らがエジプトから持って来た穀物を食べ尽くしたとき、父は彼らに言った。「また行って、私たちのために

少し食糧を買って来ておくれ。」 

 ＠困難の中で固執していたものを手放す。 

 

43:9 私自身が彼の保証人となります。私に責任を負わせてください。万一、彼をあなたのもとに連れ戻さず、あな

たの前に彼を立たせなかったら、私は一生あなたに対して罪ある者となります。 

 ◄ 6148. arab(ערב) 23 回►誓約する 保障する 

 ＠ユダ＝イエスの先祖の家系＝身代わり 

 

43:14 全能の神がその方に、あなたがたをあわれませてくださるように。そしてもうひとりの兄弟とベニヤミンと

をあなたがたに返してくださるように。私も、失うときには、失うのだ。」 

 ＠全能の神＝エルシャダイ 

 

43:26 ヨセフが家に帰って来たとき、彼らはその家まで携えて来た贈り物を彼に差し出し、地に伏して彼を拝した。 

 

43:28 彼らは答えた。「あなた様のしもべ、私たちの父は元気で、まだ生きております。」そして、彼らはひざまず

いて彼を拝した。 

地に伏して ＆ ひざまづいて＝カダド◄  6915. qadad ( קדד) 15 回►  ひざまづく ひれ伏す 

拝した＊２＝シャハー◄ 7812. shachah (שחה) (172 回) ►ひざまづく、礼拝する、礼をする 

 

創 44:18 すると、ユダが彼に近づいて言った。「ご主人様。どうか、しもべが申し上げることに、耳をお貸しくだ

さい。どうか、しもべを激しくお怒りにならないでください。あなた様はファラオのようなお方です。 

 

44:33 ですから、どうか今、このしもべを、あの子の代わりに、あなたさまの奴隷としてとどめ、あの子を兄弟た

ちと帰らせてください。 

 ＠ユダ 

 

45:5 今、私をここに売ったことで心を痛めたり、怒ったりしてはなりません。神はいのちを救うために、あなたが

たより先に、私を遣わしてくださったのです。 

 

45:27 彼らはヨセフが話したことを残らず話して聞かせ、彼はヨセフが自分を乗せるために送ってくれた車を見た。

すると彼らの父ヤコブは元気づいた。 



 ◄ 2421. chayah (חיה)►生きる、(חיה)は現代語では動物 

 ◄ 7307. ruach (רוח)►霊、風 

 ＠父ヤコブ（の霊）は元気づいた（NIV） 

参考： 創 2:7 神である【主】は、その大地のちりで人を形造り、その鼻にいのちの息を吹き込

まれた。それで人は生きるものとなった。 

living being 

◄ 5315. nephesh (נפש)754 回►魂(239 回)、命(146 回)、被造物(9 回) being(4 回) 

◄ 2416. chay (חי)503 回►生きる 

 

(改 4)生きるもの (改 2)生きもの 

NAS: became a living being. 

KJV: and man became a living soul. 

KJV では生ける魂と翻訳されているなど、特別な存在に聞こえますが、「生き物」(2:19,20,21,24)

などと変わらない言葉 

 

46:1 イスラエルは、彼に属するすべてのものといっしょに出発し、ベエル・シェバに来たとき、父イサクの神にい

けにえをささげた。 

 ＠来たとき＝一歩踏み出したとき  

  ＠（創世記 26:24） 主はその夜、彼に現われて仰せられた。 

 

46:34 あなたがたは答えなさい。『あなたのしもべどもは若い時から今まで、私たちも、また私たちの先祖も家畜を

飼う者でございます。』と。そうすれば、あなたがたはゴシェンの地に住むことができるでしょう。羊を飼う者はす

べて、エジプト人に忌みきらわれているからです。」 

 ＠それゆえエジプト人と社会的に分離できた。 

 

創 47:7 それから、ヨセフは父ヤコブを連れて来て、ファラオの前に立たせた。ヤコブはファラオを祝福した。 

祝福する＝バラク◄ ך ) .1288 barak 330(בר 回► 祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 

 

47:9 ヤコブはパロに答えた。「私のたどった年月は百三十年です。私の齢の年月はわずかで、ふしあわせで、私の

先祖のたどった齢の年月には及びません。」 

 

47:10 ヤコブはファラオを祝福し、ファラオの前から立ち去った。 

祝福する＝バラク◄ ך ) .1288  barak 330(בר 回► 祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 

 

47:31 イスラエルは言った。「私に誓ってくれ。」ヨセフは彼に誓った。イスラエルは寝床の枕もとで、ひれ伏した。 

ひれ伏した＝シャハー◄ 7812. shachah ( שחה) (172 回) ► ひざまづく、礼拝する、礼をする 

 

48:3 ヤコブはヨセフに言った。「全能の神がカナンの地ルズで私に現われ、私を祝福して、 

 ＠全能の神＝エルシャダイ 

祝福する＝バラク◄ ך ) .1288  barak 330(בר 回► 祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 

 

創 48:9 ヨセフは父に答えた。「神がここで私に授けてくださった息子たちです。」すると、父は「私のところに連



れて来なさい。彼らを祝福しよう」と言った。 

祝福する＝バラク◄ ך ) .1288 barak 330(בר 回► 祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 

 

48:12 ヨセフはヤコブの膝から彼らを引き寄せて、顔を地に付けて伏し拝んだ。 

伏し拝んだ＝シャハー◄ 7812. shachah ( שחה) (172 回) ► ひざまづく、礼拝する、礼をする 

 

48:14 すると、イスラエルは、右手を伸ばして、弟であるエフライムの頭の上に置き、左手をマナセの頭の上に置

いた。マナセが長子であるのに、彼は手を交差して置いたのである。 

 

48:15 彼はヨセフを祝福して言った。「私の先祖アブラハムとイサクが、その御前に歩んだ神よ。今日のこの日まで、

ずっと私の羊飼いであられた神よ。 

48:16 すべてのわざわいから私を贖われた御使いが、この子どもたちを祝福してくださいますように。私の名が先

祖アブラハムとイサクの名とともに、彼らのうちに受け継がれますように。また、彼らが地のただ中で豊かに増え

ますように。」 

祝福する＝バラク◄ ך ) .1288 barak 330(בר 回► 祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 

 

48:17 ヨセフは父が右手をエフライムの頭の上に置いたのを見て、それはまちがっていると思い、父の手をつかん

で、それをエフライムの頭からマナセの頭へ移そうとした。 

 ＠エフライム＝ヨシュアの先祖 

 ＠エフライム＝北イスラエルを代表する。 

エゼキエル 37:16 「人の子よ。一本の杖を取り、その上に、『ユダと、それにつくイスラエル人

のために。』と書きしるせ。もう一本の杖を取り、その上に、『エフライムの杖、ヨセフと、それ

につくイスラエルの全家のために。』と書きしるせ。 

37:19 彼らに言え。神である主はこう仰せられる。見よ。わたしは、エフライムの手にあるヨセ

フの杖と、それにつくイスラエルの諸部族とを取り、それらをユダの杖に合わせて、一本の杖と

し、わたしの手の中で一つとする。 

 

  ＠散らされたことから異邦人の雛形でもあるという考え方もある 

 

創 48:19 しかし、父は拒んで言った。「分かっている。わが子よ。私には分かっている。彼もまた、一つの民とな

り、また大いなる者となるであろう。しかし、弟は彼よりも大きくなり、その子孫は国々に満ちるほどになるであ

ろう。」 

 

48:20 彼はその日、彼らを祝福して言った。「おまえたちによって、イスラエルは祝福のことばを述べる。『神がお

まえをエフライムやマナセのようになさるように』と。」こうして彼はエフライムをマナセの先にした。 

祝福する＝バラク◄ ך ) .1288 barak 330(בר 回► 祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 

 

49:3 ルベンよ。あなたはわが長子。わが力、わが力の初めの実。すぐれた威厳とすぐれた力のある者。 

 ◄ 7205. Reuben (ראובן)►意味は behold a son 息子を見よ  

 現代語でもレア (ראה)は見るを意味する。ただし、母の名のレアはスペル違いの(לאה) 

 ＠ルベン＝長男＝レア① 

49:4 だが、水のように奔放なので、もはや、あなたは他をしのぐことはない。あなたは父の床に上り、そのとき、



あなたは汚したのだ。・・彼は私の寝床に上った。・・ 

 ＠父の床に上り＝姦淫 

＠（１歴代誌 5:1 イスラエルの長子ルベンの子孫・・彼は長子であったが、父の寝床を汚したことにより、

その長子の権利はイスラエルの子ヨセフの子に与えられた。系図の記載は長子の権利に従って行なうもの

ではない。 

 

49:5 シメオンとレビとは兄弟、彼らの剣は暴虐の道具。 

 ＠シメオン＝次男＝レア②  レビ＝三男＝レア③ 

◄ 8095. Shimon (שמעון)► 発音はシモン、 シモンペテロはシメオンペテロ 

◄ 8085. shama (שמע)1160 回► 

 

◄ 3867. lavah (לוה)26 回►結びつく、結びついた 

◄ 3878. Levi  (לוי)► 

 

49:8 ユダよ。兄弟たちはあなたをたたえ、あなたの手は敵のうなじの上にあり、あなたの父の子らはあなたを伏

し拝む。 

たたえる＝ヨウドゥカ＝◄ 3034. yadah  (ידה)►たたえる、感謝する 

 (NAS)(KJV): praise 

 

ユダ＝◄ 3063. Yehudah (יהודה)► 

 ＠ユダ＝四男＝レア④ 

＠ヨセフをとりなした。＝（創世記 37:26 すると、ユダが兄弟たちに言った。「弟を殺し、その血を隠し

たとて、何の益になろう。37:27 さあ、ヨセフをイシュマエル人に売ろう。われわれが彼に手をかけては

ならない。彼はわれわれの肉親の弟だから。」兄弟たちは彼の言うことを聞き入れた。 

 

＠身代わりになった。＝（創世記 44:33 ですから、どうか今、このしもべを、あの子の代わりに、あなた

さまの奴隷としてとどめ、あの子を兄弟たちと帰らせてください。 

 

＠うなじの上にあり＝首根っこをつかむ 

 

伏し拝む＝シャハー◄ 7812. shachah ( שחה) (172 回) ► ひざまづく、礼拝する、礼をする 

 

49:9 ユダは獅子の子。わが子よ、おまえは獲物によって成長する。雄獅子のように、雌獅子のように、うずくまり、

身を伏せる。だれがこれを起こせるだろうか。 

 

うずくまり＝＝カラ◄ kara 36 (כרע  ).3766 回► ひざまづく （現ヘ）ひざまづく 

(NAS)up. He couches, (KJV) he stooped down (INT) couches (改 4) うずくまり 

 

身を伏せる＝◄ 7257. rabats ►Definition: stretch oneself out, lie down, lie stretched out 

 

49:10 王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついにはシロが来て、国々の民は彼に

従う。 



 

49:13 ゼブルンは海辺に住み、そこは船の着く岸辺。その背中はシドンにまで至る。 

◄ 2074. Zebulun (זבולון)► 語源◄ 2082. zabal (זבל)►の意味は dwell 住む。ただし現代語で(זבל)は junk ごみ 

 

 ＠ゼブルン＝１０＝レア⑥ 

 

49:14 イッサカルはたくましいろばで、彼は二つの鞍袋の間に伏す。 

◄ 3485. Yissaskar (יששכר)► 語源は不明 

 ＠イッサカル＝９＝レア⑤ 

 

49:16 ダンはおのれの民をさばくであろう、イスラエルのほかの部族のように。 

◄ 1835. Dan (דן)►  裁き Jurdge を意味する 

◄ 1777. din (דין)►の派生語。Google 翻訳では din は学部長と翻訳された。 

 ＠ダン＝５＝ビルハ① 

 

49:19 ガドについては、襲う者が彼を襲うが、彼はかえって彼らのかかとを襲う。 

◄ 1410. Gad (גד)►の語源は◄ 1408. Gad ►幸運から来ている。ただし聖書にはこの単語は載っていない。 

 ＠ガド＝７＝ジルバ① 

 

49:20 アシェルには、その食物が豊かになり、彼は王のごちそうを作り出す。 

◄ 836. Asher (אשר)►の語源は◄ 833. ashar ►祝福。聖書に 16 回登場する。 

which を意味する◄ 834. asher ►は 5502 回聖書に登場する。 

 ＠アシェル＝８＝ジルバ② 

 

49:21 ナフタリは放たれた雌鹿で、美しい子鹿を産む。 

◄ 5321. Naphtali (נפתלי)►の語源は◄ 6617. pathal (פתל)►この単語はヨブ 5:13 では「悪巧み」。詩篇 18：22、２

サムエル 22：27 では捻じ曲げる 

 @小鹿＝(別訳)ことば 

 ＠ナフタリ＝６＝ビルハ② 

 

49:22 ヨセフは実を結ぶ若枝、泉のほとりの実を結ぶ若枝、その枝は垣を越える。 

◄ 3130. Yoseph (יוסף)►語源は◄ 3254. yasaph (יסף) (211 回)►加える、再び 

 ＠ヨセフ＝１１＝ラケル① 

     ┏ マナセ  

 ヨセフ━┻ エフライム（弟） 

＠（ヨシュア 14:4） ヨセフの子孫が、マナセとエフライムの二部族になっていたからである。彼らは、レ

ビ族には、その住むための町々と彼らの所有になる家畜のための放牧地を除いては、その地で割り当て地

を与えなかった。 

 
 無い ある 
黙示録 ダン・エフライム ヨセフ・マナセ 
民数記 13 章 マナセ ヨセフ・エフライム 

 



 

49:25 おまえを助ける、おまえの父の神によって、おまえを祝福する全能者によって、上よりの天の祝福、下に横

たわる大水の祝福、乳房と胎の祝福があるように。 

49:28 これらはすべてイスラエルの部族で、十二であった。これは、彼らの父が彼らに語ったことである。彼らを

祝福したとき、それぞれにふさわしい祝福を与えたのであった。 

祝福する＝バラク◄1288. (ברך)barak 330 回►祝福する 316 回(英)の内 74 回ほめる(改 4)。 

 

49:27 ベニヤミンはかみ裂く狼。朝には獲物を食らい、夕には略奪したものを分ける。」 

 ＠ベニヤミン＝ ＝ラケル② 

◄ 1126. Ben-oni (אוני בן)► oni は「問題、悲しみ、wickedness」を意味する◄ 205. aven (און)78 回►の派生語 

◄ 1144. Binyamin ( בנימין)► 

◄ 1121. ben (בן)►息子 

◄ 3225. yamin (ימין)►右の手、 右 

 

 

50:15 ヨセフの兄弟たちが、彼らの父が死んだのを見たとき、彼らは、「ヨセフはわれわれを恨んで、われわれが彼

に犯したすべての悪の仕返しをするかもしれない。」と言った。 

 

50:17 『ヨセフにこう言いなさい。あなたの兄弟たちは実に、あなたに悪いことをしたが、どうか、あなたの兄弟

たちのそむきと彼らの罪を赦してやりなさい、と。』今、どうか、あなたの父の神のしもべたちのそむきを赦してく

ださい。」ヨセフは彼らのこのことばを聞いて泣いた。 

 ＠悲しくて泣いた 

 

50:20 あなたがたは、私に悪を計りましたが、神はそれを、良いことのための計らいとなさいました。それはきょ

うのようにして、多くの人々を生かしておくためでした。 

 

50:25 そうして、ヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、「神は必ずあなたがたを顧みてくださるから、そのとき、

あなたがたは私の遺体をここから携え上ってください。」と言った。 

＠携え上ってください＝約束の地に対する信仰 

 

 


