
出エジプト記 

主は御業をイスラエルの民に見せ 

ご自身の道をモーセにしめした（詩１０３：７） 

 

１：９  彼は民に言った。｢見よ。イスラエルの民は、われわれよりも多く、また強い。 

  （１列６：１６）（１ヨハ４：４） 

１：１０  敵がわについて＝御使い、神の軍勢 

１：１２  しかし苦しめれば苦しめるほど、この民はますますふえ広がったので、 

  人々はイスラエル人を恐れた。 

 

1:21 助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせた。 

 (NKJ) He provided households for them.  

 (NIV) He give them familias of there own.(神は彼女たち自身の家族を与えた。（子どもが増えた？）) 

 ＠家＝◄ 1004. bayith (בית)2056 回► house 類(1637 回)、household 類(199 回)、family(3) 

これだけ見たら、建物を指すことが多いようだが、エス 4:14 「・・しかし、あなたも、あなたの父の家も滅びる

だろう。」のように家系を表すことも多い。 

  

 そのほかに◄ 1005. bayith  (בית)44 回►(旧約の母音記号もまったく同じ)がある。 

 こちらは、「ベイト・エロヒム」などと書いて神殿を指す場合に用いる。 

 

２：３  モーセをかくまう事を両親が信仰により決心した（ヘブル１１：２３） 

 ＠（6:20）父の名＝アムラム 母の名＝ヨケベデ  

 

2:7 そのとき、その子の姉がパロの娘に言った。｢あなたに代わって、その子に乳を飲ませるため、私が行って、ヘ

ブル女のうばを呼んでまいりましょうか。｣ 

 

2:9 パロの娘は彼女に言った。「この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私があなたの賃金を払

いましょう。」それで、その女はその子を引き取って、乳を飲ませた。 

＠結局モーセの母がその子を育てた 

＠賃金をもらって育てた 

 

2:11～15 上部に線を引く 

 

２：１６  ミデアン人＝アブラハムの３番目の妻ケトラの第４子ミデアンの子孫 

２：１９  「一人のエジプト人が」、モーセはエジプトに染まっていた 

 

3:2 すると【主】の使いが、柴の茂みのただ中の、燃える炎の中で彼に現れた。彼が見ると、なんと、   は、

燃えているのに柴は燃え尽きていなかった。 

3:3 モーセは思った。「近寄って、この大いなる光景を見よう。なぜ柴が燃え尽きないのだろう。」 

3:4 【主】は、彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は柴の茂みの中から彼に「モーセ、モーセ」と呼びか

けられた。彼は「はい、ここにおります」と答えた。 

 



柴、柴の茂み◄ 5572.( ְסנֶה ) seneh 6 回 ►おそらく黒苺の木（バラ科キイチゴ属の落葉低木で、学名は Rubus 

mesogaeus 

この単語が登場するのはこの箇所以外では申命記３３：１６のみ   

申 33:16 地とそこに満ちているものの賜物、柴の茂みの中におられた方の恵み、これらがヨセフの頭の上に、その

兄弟たちの中から選り抜かれた者の頭の頂に臨むように。 

 

 

 ＠呼びかけられた＝召しを与えた 

 

 

３：７  わたしの民の悩みを確かに見、追い使う者の前の彼らの叫びを聞いた。 

  わたしは彼らの痛みを知っている。 

 

3:12 神は仰せられた。「わたしが、あなたとともにいる。これが、あなたのためのしるしである。このわたしがあ

なたを遣わすのだ。あなたがこの民をエジプトから導き出すとき、あなたがたは、この山で神に仕えなければなら

ない。」 

仕える＝◄ 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 

 ただし日本語の聖書と KJV では「礼拝」とは出てこない。KJV で信者を礼拝者としては出てくる 

(NAS)worship (KJV)serve (INT) worship 

礼拝という訳はその他の箇所では 

 

礼拝 

 出エ 3:12 (NAS) worship  (KJV)serve (INT) worship (改 2)(改 4)仕える 

 出エ 12:31 (NAS) worship  (KJV)serve (INT) worship (改 2)(改 4)仕えよ 

 

 申 6:13 (NAS) worship  (KJV)serve (INT) worship (改 2)仕えなければならない (改 4)仕えなさい 

 詩 2:11 (NAS) worship  (KJV)serve (INT) worship (改 2)(改 4)仕えよ 

 イザヤ 19:21、(NAS)worship (KJV)do (INT)worship (改 2)(改 4)仕え 

 イザヤ 19:23 (NAS) worship  (KJV)serve (INT) worship (改 2)(改 4)仕える 

 

礼拝者： 

 2 王 10:19、2 王 10:19、(NAS)(KJV)(INT)worshipers (改 2)(改 4)信者 

 2 王 10:21、(NAS)(KJV)(INT)worshipers (改 2)(改 4)信者 

 2 王 10:22、(NAS)(KJV)(INT)worshipers (改 2)(改 4)信者 

 2 王 10:23、2 王 10:23、(NAS)(KJV)(INT)worshipers (改 2)(改 4)信者 

 

これが、あなたのためのしるしである=その時は確認できないしるし（１９：２）で成就 

 

3:13 モーセは神に申し上げた。「今、私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに『あなたがたの父祖の神

が、私をあなたがたのもとに遣わされました。』と言えば、彼らは、『その名は何ですか。』と私に聞くでしょう。私

は、何と答えたらよいのでしょうか。」 

＠モーセはかって自分の民に拒絶された傷がある 



3:19 しかし、エジプトの王は強いられなければ、あなたがたを行かせないのを、わたしはよく知っている。 

 

３：２２  エジプトから剥ぎ取らねばならない 

４：１０  わたしは口が重く」  

＠昔は雄弁だった（使徒７：２２） 

  ＠語られてからも＝あなたが共にいたとしても 

4:14 すると、主の怒りがモーセに向かって燃え上がり、こう仰せられた。「あなたの兄、レビ人アロンがいるでは

ないか。、、、 

 ＠アロン＝3 歳年上 

4:22 そのとき、あなたはパロに言わなければならない。主はこう仰せられる。『イスラエルはわたしの子、わたし

の初子である。 

 ＠初子＝（口）長子 

 

4:31 民は信じた。彼らは、【主】がイスラエルの子らを顧み、その苦しみをご覧になったことを聞き、ひざまずい

て礼拝した。 

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

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

(NAS)(KJV)(INT) *worship  (改 4)礼拝した 

 

５：２  主とはいったい何者か」 

＠ただし（８：８）で主を認めるようになる 

５：１９  これは悪い事になった。 

 

6:3 わたしは、アブラハム、イサク、ヤコブに、全能の神として現われたが、主という名では、わたしを彼らに知

らせなかった。 

 ＠全能の神＝エルシャダイ 

 

6:20 アムラムは父の妹ヨケベデを妻にめとり、彼女はアロンとモーセを産んだ。、、 

 

7:1 主はモーセに仰せられた。「見よ。わたしはあなたをパロに対して神とし、あなたの兄アロンはあなたの預言者

となる。 

７：１１  エジプトの呪法師たち」＝複数形(serpents)、すなわちモーセの蛇は２匹の蛇を飲み込んだ 

7:12 彼らがめいめい自分の杖を投げると、それが蛇になった。しかしアロンの杖は彼らの杖をのみこんだ。 

 杖＝rods(英語) 

 

７：２０  第１の災害、血の水 

 

8:1 主はモーセに仰せられた。「パロのもとに行って言え。主はこう仰せられます。『わたしの民を行かせ、彼らに

わたしに仕えさせるようにせよ。＠ ＝（７：２６）（共）以後ずれていく 

 

８：２  第２の災害、カエル 

 



8:5 主はモーセに仰せられた。「アロンに言え。あなたの手に杖を持ち、川の上、流れの上、池の上に差し伸ばし、

かえるをエジプトの地に、はい上がらせなさい。」＠ ＝（８：１）（共）８章の終わりまで以後ずれていく 

 

８：１０  あす」 ＝サタンは自分が不利でもそのそぶりを見せず、かっこつける 

８：１７  第３の災害、ブヨ 

８：２４  第４の災害、アブ 

 

8:32 しかし、パロはこのときも強情になり、民を行かせなかった。＠ ＝（８：２８）（共）ずれはここまで。 

 

９：６  第５の災害、エジプト人の家畜が全て死んだ 

９：１０  第６の災害、うみの出る腫物 

9:16 それにもかかわらず、わたしは、わたしの力をあなたに示すためにあなたを立てておく。また、わたしの名を

全地に告げ知らせるためである。 

＠（ローマ 9:17 聖書はパロに、「わたしがあなたを立てたのは、あなたにおいてわたしの力を示し、わた

しの名を全世界に告げ知らせるためである。」と言っています。9:18 こういうわけで、神は、人をみここ

ろのままにあわれみ、またみこころのままにかたくなにされるのです。 

 

＠（ヨシュア 11:20 彼らの心をかたくなにし、イスラエルを迎えて戦わせたのは、主から出たことであり、

それは主が彼らを容赦なく聖絶するためであった。まさに、主がモーセに命じたとおりに彼らを一掃する

ためであった。 

 

９：２０  パロの家臣のうちで主のことばを恐れた者は、しもべたちと家畜を家に避難させた。 

  ＠敵であっても主を恐れるものは救われる 

９：２３  第７の災害、雹 

 

10:1 主はモーセに仰せられた。「パロのところに行け。わたしは彼とその家臣たちを強情にした。それは、わたし

がわたしのこれらのしるしを彼らの中に、行なうためであり、 

10:2 わたしがエジプトに対して力を働かせたあのことを、また、わたしが彼らの中で行なったしるしを、あなたが

息子や孫に語って聞かせるためであり、わたしが主であることを、あなたがたが知るためである。」 

 

１０：１３ 第８の災害、イナゴ 

１０：２２ 第９の災害、闇 

 

11:3 主はエジプトが民に好意を持つようにされた。モーセその人も、エジプトの国でパロの家臣と民とに非常に尊

敬されていた。 

 

11:8 あなたのこの家臣たちはみな、私のところに下って来て、私にひれ伏し、『あなたもあなたに従う民もみな、

出て行ってください』と言うでしょう。その後私は出て行きます。」こうして、モーセは怒りに燃えてファラオのと

ころから出て行った。 

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

 

12:4 もし家族が羊一頭の分より少ないなら、その人はその家のすぐ隣の人と、人数に応じて一頭を取り、めいめい



が食べる分量に応じて、その羊を分けなければならない。 

 ＠キリストの 1500 年前 

 

12:22 ヒソプの一束を取って、鉢の中の血に浸し、その鉢の中の血をかもいと二本の門柱につけなさい。朝まで、

だれも家の戸口から外に出てはならない。 

＠ヒソプ＝信仰 

 

12:23 主がエジプトを打つために行き巡られ、かもいと二本の門柱にある血をご覧になれば、主はその戸口を過ぎ

越され、滅ぼす者があなたがたの家にはいって、打つことがないようにされる。 

＠血をご覧になれば＝ヘブル人も血を塗らねば災害に遭った 

＠ノアの箱舟、キリスト）戸はひとつしかない 

12:25 また、主が約束どおりに与えてくださる地にはいるとき、あなたがたはこの儀式を守りなさい。 

 

12:27 あなたがたはこう答えなさい。『それは【主】の過越のいけにえだ。主がエジプトを打たれたとき、主はエジ

プトにいたイスラエルの子らの家を過ぎ越して、私たちの家々を救ってくださったのだ。』」すると民はひざまずい

て礼拝した。 

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

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

(NAS)(KJV)(INT) *worship   (改 4)礼拝した 

 

１２：２９ 第１０の災害、初子の死 

 

出 12:32 おまえたちが言ったとおり、羊の群れも牛の群れも連れて出て行け。そして私のためにも祝福を祈れ。」 

祝福を祈れ＝祝福しろ 

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)。 

 

12:33 エジプトは、民をせきたてて、強制的にその国から追い出した。人々が、「われわれもみな死んでしまう。」

と言ったからである。 

12:36 主はエジプトがこの民に好意を持つようにされたので、エジプトは彼らの願いを聞き入れた。こうして、彼

らはエジプトからはぎ取った。 

 

１２：３８ 外国人＝後に災いとなった（民１１：４） 

 

12:42 この夜、主は彼らをエジプトの国から連れ出すために、寝ずの番をされた。この夜こそ、イスラエル人はす

べて、代々にわたり、主のために寝ずの番をするのである。 

 

12:46 これは一つの家の中で食べなければならない。あなたはその肉を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。 

 

13:3 モーセは民に言った。「奴隷の家であるエジプトから出て来たこの日を覚えていなさい。主が力強い御手で、

あなたがたをそこから連れ出されたからである。種を入れたパンを食べてはならない。 

 



13:9 これをあなたの手の上のしるしとし、またあなたの額の上の記念としなさい。それは主のおしえがあなたの口

にあるためであり、主が力強い御手で、あなたをエジプトから連れ出されたからである。 

 

13:17 さて、パロがこの民を行かせたとき、神は、彼らを近道であるペリシテ人の国の道には導かれなかった。神

はこう言われた。「民が戦いを見て、心が変わり、エジプトに引き返すといけない。」 

 

１３：１９ 必ず 

 

14:2 「イスラエル人に、引き返すように言え。そしてミグドルと海の間にあるピ・ハヒロテに面したバアル・ツェ

フォンの手前で宿営せよ。あなたがたは、それに向かって海辺に宿営しなければならない。 

 

(以下の教えは未確認) 

＠ミグドル＝（へ）裁き ＝とりで、やぐら（別の人の教え） 

＠ピ・ハヒロテ＝（へ）不可能。 ただし別の人の教えでは ＠ピ・ハヒロテ＝（へ）自由、解放（勘違い？） 

＠バアル・ツェフォン＝（へ）裁き 

 

14:5 民の逃げたことがエジプトの王に告げられると、パロとその家臣たちは民についての考えを変えて言った。

「われわれはいったい何ということをしたのだ。イスラエルを去らせてしまい、われわれに仕えさせないとは。」 

 

14:12 私たちがエジプトであなたに言ったことは、こうではありませんでしたか。『私たちのことはかまわないで、

私たちをエジプトに仕えさせてください。』事実、エジプトに仕えるほうがこの荒野で死ぬよりも私たちには良かっ

たのです。」 

＠イスラエル人の不平 

 

１４：１３ 永久に見る事はできない 

１４：１４ 主があなたがたのために戦われる。あなたがたは黙っていなければならない。 

１４：２２ 乾いた地 

 

14:31 イスラエルは主がエジプトに行なわれたこの大いなる御力を見たので、民は主を恐れ、主とそのしもべモー

セを信じた。 

１５：３  主はいくさびと。その御名は主。 

 

15:11 【主】よ、神々のうちに、だれかあなたのような方がいるでしょうか。だれがあなたのように、聖であって

輝き、たたえられつつ恐れられ、奇しいわざを行う方がいるでしょうか。 

たたえられ＝◄  8416. tehillah ( תהלה)57 回► 賛美、賛美の歌 

 

15:20 アロンの姉、女預言者ミリヤムはタンバリンを手に取り、女たちもみなタンバリンを持って、踊りながら彼

女について出て来た。    

＠ミリヤム＝（ヘ）反逆 民数記１２章でモーセに反逆 

＠８４歳以上 

 

15:25 モーセは主に叫んだ。すると、主は彼に一本の木を示されたので、モーセはそれを水に投げ入れた。すると、



水は甘くなった。その所で主は彼に、おきてと定めを授け、その所で彼を試みられた。 

 ＠一本の木＝十字架を象徴する 

 

15:26 そして、仰せられた。「もし、あなたがあなたの神、主の声に確かに聞き従い、主が正しいと見られることを

行ない、またその命令に耳を傾け、そのおきてをことごとく守るなら、わたしはエジプトに下したような病気を何

一つあなたの上に下さない。わたしは主、あなたをいやす者である。」 

＠私は主あなたを癒すものである 

 

 

16:6 それでモーセとアロンは、すべてのイスラエル人に言った。「夕方には、あなたがたは、主がエジプトの地か

らあなたがたを連れ出されたことを知り、 

16:7 朝には、主の栄光を見る。主に対するあなたがたのつぶやきを主が聞かれたのです。あなたがたが、この私た

ちにつぶやくとは、いったい私たちは何なのだろう。」 

 

16:18 しかし、彼らがオメルでそれを計ってみると、多く集めた者も余ることはなく、少なく集めた者も足りない

ことはなかった。各自は自分の食べる分だけ集めたのである。 

＠（２コリ 8:15 「多く集めた者も余るところがなく、少し集めた者も足りないところがなかった。」と書

いてあるとおりです。  

 

１７：１  レフィデム （民２０：１－１３）メリバ 

 

＠＠聖書への書き込み 

彼が裁かれた理由 

（１） (詩篇 106:33) 軽率なことを口にした・・・(民 20:10) 自分が水を出すといった・・ 

 ・・(申命記 32:51) 信頼を裏切った。（民 20:12）信頼せず・・・ 

   ・・・（申命記 32:51) 聖なる者としなかった。命令に逆らった。 

（２）二度打った（民 20:11）・・・(民数記 27:14)命令に逆らい 

 

17:6 さあ、わたしはあそこのホレブの岩の上で、あなたの前に立とう。あなたがその岩を打つと、岩から水が出る。

民はそれを飲もう。」そこでモーセはイスラエルの長老たちの目の前で、そのとおりにした。   

＠民 20:11 では２度打った 

 

主の命令  モーセの行動 モーセの問題点 

出１７：レフィデム・ホレブ 岩を打て  岩を打った  

民２０：メリバカディシュ  岩に命ぜよ ２度打った 主を聖なる者としなかった（民 27:14) 

主に対する不信の罪（申３２：５１ 

軽率な事を口にした（詩１０６：３２）モーセは自分が岩から水を出すと言っってしまった。（民 27:14) 

 

詩篇 106:32 彼らはメリバの水のほとりで主を怒らせた。モーセは彼らのゆえにわざわいを被った。 

106:33 彼らが主の御霊に逆らったとき彼が軽率なことを口にしたのである。 

 

民 20:10 モーセとアロンは岩の前に集会を召集し、彼らに言った。「逆らう者たちよ。さあ、聞け。この岩



から、われわれがあなたがたのために水を出さなければならないのか。」 

20:11 モーセは手を上げ、彼の杖で岩を二度打った。すると、豊かな水が湧き出たので、会衆もその家畜

も飲んだ。 

20:12 しかし、【主】はモーセとアロンに言われた。「あなたがたはわたしを信頼せず、イスラエルの子ら

の見ている前でわたしが聖であることを現さなかった。それゆえ、あなたがたはこの集会を、わたしが彼

らに与えた地に導き入れることはできない。」 

 

民数記 27:14 ツィンの荒野で会衆が争ったとき、あなたがたがわたしの命令に逆らい、彼らの見ている前

で、あの水のところで、わたしが聖であることを現さなかったからである。」これはツィンの荒野のメリバ

テ・カデシュの水のことである。 

 

＠これが原因でモーセは約束の地に入れなかった。 

民数記 27:13 それを見て、あなたもまた、あなたの兄弟アロンが加えられたのと同じように、自分の

民に加えられる。 

 

申命記 32:50 あなたの兄弟アロンがホル山で死んで、その民に加えられたように、あなたも、これか

ら登るその山で死に、あなたの民に加えられる。 

32:51 それは、あなたがたがツィンの荒野のメリバテ・カデシュの水のほとりで、イスラエルの子ら

の間でわたしの信頼を裏切り、イスラエルの子らの間で、わたしを聖なる者としなかったからである。 

32:52 あなたは、わたしがイスラエルの子らに与えようとしている地を目の前に見るが、その地へ入

って行くことはできない。」 

 

２度打った＝以前（出１７：６）成功した方法を用いて（民２７：１４）主の命令に逆らった 

 

 

 

17:9 モーセはヨシュアに言った。「私たちのために幾人かを選び、出て行ってアマレクと戦いなさい。あす私は神

の杖を手に持って、丘の頂に立ちます。」 

 

１７：１１ モーセのとりなし 

１７：１２ とりなし者へのとりなし 

 

17:15 モーセは祭壇を築き、それをアドナイ・ニシと呼び、 

17:16 「それは『主の御座の上の手』のことで、主は代々にわたってアマレクと戦われる。」と言った。 

＠（ヘ）ニシ＝旗 旗は兵士への励まし 

 

18:7 モーセはしゅうとを迎えに出て行き、身をかがめ、彼に口づけした。彼らは互いに安否を問い、天幕に入った。 

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

 

18:10 イテロは言った。「【主】がほめたたえられますように。主はあなたがたをエジプト人の手とファラオの手か

ら救い出し、この民をエジプトの支配から救い出されました。 

 



ほめたたえられますように＝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)。 

(NAS)(KJV)Blessed 

 

１８：１４ しゅうとからのアドバイス 

  ＠最高指導者もアドバイスを聞く必要がある 

   モーセのビジョン（姿勢）は正しかったがアドバイスを聞く必要があった 

  ＠イテロのアドバイスのポイント 

  １、民をとりなす（１８：１９）２、教える（１８：２０） ３、まねさせる（１８：２０） 

  ４、やり方の指導 ５、リーダーを選ぶ 

  ＠Ensenanza, Guianza, Establecimiento de presedimiento, Seleccion, 

    Calificacion, delegar la responsabilidad, Jerarquiacion de demando, 

   ミニストリーの範囲とその程度, 神が語っていても押しつけない(18:23) 

   牧師の安息, 民の平安（並ばなくていい） 

 

18:19 さあ、私の言うことを聞いてください。私はあなたに助言をしましょう。どうか神があなたとともにおられ

るように。あなたは民に代わって神の前にいて、事件を神のところに持って行きなさい。 

 ＠助言＝カウンセラーもカウンセリングが必要 

 ＠神の前にいる＝とりなし  ①とりなし 

 

18:20 あなたは彼らにおきてとおしえとを与えて、彼らの歩むべき道と、なすべきわざを彼らに知らせなさい。 

 ②教え ③導く 

 

 おきて＝◄ 2706. choq (חק)126 回►法令 79 回 境界 1 回、制限 1 回 

 おしえ＝◄ 8451. torah (תורה) 219 回►direction, instruction, law 

 

18:21 あなたはまた、民全体の中から、神を恐れる、力のある人々、不正の利を憎む誠実な人々を見つけ出し、千

人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として、民の上に立てなければなりません。 

 ④選択  ⑤ 

 

18:22 いつもは彼らが民をさばくのです。大きい事件はすべてあなたのところに持って来、小さい事件はみな、彼

らがさばかなければなりません。あなたの重荷を軽くしなさい。彼らはあなたとともに重荷をになうのです。 

 ⑥責任を与える ⑦階層の確立 ⑧ミニストリーの範囲と責任 ⑨事件の大きさを測る 

 

(改 2)18:23 もしあなたがこのことを行なえば、・・神があなたに命じられるのですが、・・あなたはもちこたえるこ

とができ、この民もみな、平安のうちに自分のところに帰ることができましょう。」 

 

(改 4)18:23 もし、あなたがこのことを行い、神があなたにそのように命じるなら、あなたも立ち続けることができ、

この民もみな、平安のうちに自分のところに帰ることができるでしょう。」 

 

 ＠（18:23） あなたがこの事を行なえば・・神があなたに命じられるのですが・・ 

  ＠神が語っていても押しつけない 

＠（共）18:23 、、神があなたに命令を与えてくださるならば、 



＠もちこたえる＝牧師の安息 ⑩ 

 

18:24 モーセはしゅうとの言うことを聞き入れ、すべて言われたとおりにした。 

 ＠聞き入れ＝へりくだり 

 

18:25 モーセは、イスラエル全体の中から力のある人々を選び、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長とし

て、民のかしらに任じた。 

 ＠（申命記１：１５） 

 

19:1 エジプトの地を出たイスラエル人は、第三の月の新月のその日に、シナイの荒野にはいった。 

 (NKJ)19:1 In the third month after the children of Israel had gone out of the land of Egypt, on the 

same day, they came to the Wilderness of Sinai. 

(へ）第三の月、エジプトを出た同じ日 

 

＠この日は出エジプトから一ヵ月後(すなわち 28～29 日後)の同じ日 

出エジプトはアビブの 15 日だから３回目の新月の日 

 

 

１９：１  シナイの荒野、（３：１２）の約束の成就 

＠3:12 神は仰せられた。「わたしはあなたとともにいる。これがあなたのためのしるしである。わたしが

あなたを遣わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなたがたは、この山で、神に仕えなけ

ればならない。」 

 

19:5 今、もしあなたがたが、まことにわたしの声に聞き従い、わたしの契約を守るなら、あなたがたはすべての国々

の民の中にあって、わたしの宝となる。全世界はわたしのものであるから。 

 

19:18 シナイ山は全山が煙っていた。それは主が火の中にあって、山の上に降りて来られたからである。その煙は、

かまどの煙のように立ち上り、全山が激しく震えた。 

 

２０：１－ １０戒 

 

   ① 主が唯一の神であること(20:3) 

   ② 偶像を作ってはならないこと（偶像崇拝の禁止）(20:4-5) 

   ③ 神の名をみだりに唱えてはならないこと(20:7) 

   ④ 安息日を守ること(20:8) 

   ⑤ 父母を敬うこと(20:12) 

   ⑥ 殺人をしてはいけないこと（汝、殺す無かれ）(20:13) 

   ⑦ 姦淫をしてはいけないこと(20:14) 

   ⑧ 盗んではいけないこと(20:15) 

   ⑨ 隣人について偽証してはいけないこと(20:16) 

   ⑩ 隣人の財産をむさぼってはいけないこと(20:17) 

 



20:4 あなたは、自分のために、偶像を造ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下

の水の中にあるものでも、どんな形をも造ってはならない。 

  

カトリックの十戒には「偶像を作ってはならない」がない。 

上の天にあるもの＝太陽（ヨブ３１：２６） 月星（申命記４：１９） 

 

20:5 それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主であるわたしは、ねたむ神、わた

しを憎む者には、父の咎を子に報い、三代、四代にまで及ぼし、 

 ＠ねたむ神＝ヤコブ４：５ 

 

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

(NAS)worship (KJV) bow down  (INT) worship 

 

出 20:11 それは【主】が六日間で、天と地と海、またそれらの中のすべてのものを造り、七日目に休んだからであ

る。それゆえ、【主】は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。 

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)。 

 

20:12 あなたの父と母を敬え。あなたの神、【主】が与えようとしているその土地で、あなたの日々が長く続くよう

にするためである。 

 

 ＠逆に言えばこの教えにそぐわない人生の分野はうまくいかない。 

 ＠人生で最初の権威者に対する態度が一生を決定付ける。 

 ＠（ガラ 6:7 、、人は種を蒔けば、その刈り取りもすることになります。 

  今の社会は自然界の法則（物理学等）を知り用いて発展してきた。しかし霊的 

  な法則をまったく無視している。ペンを落して壊れてもそれはサタンの責任で 

  はない。同じように離婚した夫婦にも霊の法則が適用され刈り取る事になる。 

 ＠（マタイ 7:1,2)裁いてはいけません、、  物理法則＝作用があれば反作用がある 

       霊的法則＝まいた種は刈り取る 

 ＠（ホセア 8:7） 彼らは風を蒔いて、つむじ風を刈り取る。 

  霊的法則によると、まいた物が大きくなってそれを刈り取る 

 

20:13 殺してはならない。 

＠心の中ででも＝（マタイ 5:22 しかし、わたしはあなたがたに言います。兄弟に向かって腹を立てる者は、

だれでもさばきを受けなければなりません。兄弟に向かって『能なし。』と言うような者は、最高議会に引

き渡されます。また、『ばか者。』と言うような者は燃えるゲヘナに投げ込まれます。 

 

20:17 あなたの隣人の家を欲してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ろば、すべてあなたの隣

人のものを欲してはならない。」 

＠カトリックはこの第十戒を二つに分けて、４節で「偶像を造ってはならない」を省いたことに対してつじ

つまを合わせている。 

 

20:19 彼らはモーセに言った。「どうか、私たちに話してください。私たちは聞き従います。しかし、神が私たちに



お話しにならないように。私たちが死ぬといけませんから。」 

 

20:24 あなたは、わたしのために土の祭壇を造りなさい。その上に、あなたの全焼のささげ物と交わりのいけにえ

として、羊と牛を献げなさい。わたしが自分の名を覚えられるようにするすべての場所で、わたしはあなたに臨み、

あなたを祝福する。 

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)。 

 

２１：５－６ 

＠愛ゆえに主人に仕える耳に穴のあいた奴隷＝（申命記１５：１６） 

 

21:10 もし彼が他の女をめとるなら、先の女への食べ物、着物、夫婦の務めを減らしてはならない。 

 

２１：１９ 休業損失について 

 

22:15 もし、持ち主がいっしょにいたなら、償いをする必要はない。しかし、それが賃借りの物であったなら、借

り賃は払わなければならない。 

 

22:16 まだ婚約していない処女をいざない、彼女と寝た場合は、その人は必ず花嫁料を払って、彼女を自分の妻と

しなければならない。 

22:17 もし、その父が彼女をその人に与えることを堅く拒むなら、その人は処女のために定められた花嫁料に相当

する銀を支払わなければならない。 

 

22:20 ただ主ひとりのほかに、ほかの神々にいけにえをささげる者は、聖絶しなければならない。 

 

２３：１－３ 

 ＠公正な裁き 

 

２３：４  あなたの敵の牛とか、ろばで、迷っているのに出会った場合、必ずそれを 

  彼のところに返さなければならない。 

 

23:19 あなたの土地の初穂の最上のものを、あなたの神、主の家に持って来なければならない。子やぎを、その母

親の乳で煮てはならない。 

 ＠それは異邦の習慣であった。しかし、イエスの時代にはそのようなことをしている異民族はまわりには

もうおらず、その命令の本質が理解できなかった。それゆえ、ただ、肉と乳の関係だけが取りただされて、口伝律

法として、乳製品と肉を食べなくなった。 

 

23:20 見よ。わたしは、使いをあなたの前に遣わし、あなたを道で守らせ、わたしが備えた所にあなたを導いて行

かせよう。 

 ＠使い＝（ＲＶ）御使い 

23:21 あなたは、その者に心を留め、御声に聞き従いなさい。決して、その者にそむいてはならない。わたしの名

がその者のうちにあるので、その者はあなたがたのそむきの罪を赦さないからである。 

＠聖霊に逆らう罪（マタイ 12:31 だから、わたしはあなたがたに言います。人はどんな罪も冒涜も赦して



いただけます。しかし、聖霊に逆らう冒涜は赦されません。 

 

２３：２４，２５ 我々がすべき事 

 

23:24 あなたは彼らの神々を拝んではならない。それらに仕えてはならない。また、彼らの風習に倣ってはならな

い。それらの神々を徹底的に破壊し、その石の柱を粉々に打ち砕かなければならない。 

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

(NAS)worship (KJV) bow down  (INT) worship 

 

23:25 あなたがたの神、【主】に仕えよ。そうすれば、主はあなたのパンと水を祝福する。わたしはあなたの中から

病気を取り除く。 

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)。 

 

２３：２７ 主がなされる事 

 

23:29 しかし、わたしは彼らを一年のうちに、あなたの前から追い払うのではない。土地が荒れ果て、野の獣が増

して、あなたを害することのないためである。 

 

２３：３２－３３ われわれがするべきこと 

 

24:1 主はモーセに言われた。「あなたとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老七十人は、【主】のもと

へ上って来て、遠く離れて伏し拝め。 

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

 

24:9 、、、、長老七十人は上って行った。 

 

24:13 そこで、モーセとその従者ヨシュアは立ち上がり、モーセは神の山に登った。 

 

２５：９  示すのと全く同じように＝ 

＠（使徒 7:44 私たちの先祖たちのためには、荒野にあかしの幕屋がありました。それは、見たとおりの形

に造れとモーセに言われた方の命令どおりのものでした。(改 4) 

 

25:19  ケルビム 

 

25:30 机の上には臨在のパンを置き、絶えずわたしの前にあるようにする。(改 4) 

25:30 机の上には供えのパンを置き、絶えずわたしの前にあるようにする。(改 2) 

臨在の（供えの）＝◄ 6440. panim or paneh (פנים) 2128 回►顔(265 回)、前、面した、前に(957 回) 臨在(136 回) 

 

２８：１２ 両肩に負い、記念とする 

 

28:17 その中に、宝石をはめ込み、宝石を四列にする。すなわち、第一列は赤めのう、トパ一ズ、エメラルド。 

28:18  第二列はトルコ玉、サファイヤ、ダイヤモンド。 



28:19  第三列はヒヤシンス石、めのう、紫水晶、 

28:20 第四列は緑柱石、しまめのう、碧玉。これらを金のわくにはめ込まなければならない。 

 

（共） 28:17 第一列ルビー トパーズ エメラルド 

28:18 第二列ざくろ石 サファイア ジャスパー 

28:19 第三列オパール めのう 紫水晶 

28:20 第四列藍玉 ラピス・ラズリ 碧玉 

 

(NKJ) 28:17 The first row shall be a sardius, a topaz, and an emerald; this shall be the first row; 

28:18 "the second row shall be a turquoise, a sapphire, and a diamond; 

28:19 "the third row, a jacinth, an agate, and an amethyst; 

28:20 "and the fourth row, a beryl, an onyx, and a jasper. 

 

 

２９：２４ 主に向かって揺り動かす 

 ＠（共）主の御前にささげる 

 ＠(NKJ) and you shall wave them as a wave offering before the Lord. 

 

３０：２４ 桂枝＝いやしのくすり 

３０：２９ これらに触れるものも全て聖なるものとなる 

３０：３２ だれの体にも注いではならない 

 ＠（共）一般の人の体に 

 ＠(NKJ)  30:32 'It shall not be poured on man's flesh; 

 ＠（NIV）どのような肉にも 

 

31:13 「あなたはイスラエル人に告げて言え。あなたがたは、必ずわたしの安息を守らなければならない。これは、

代々にわたり、わたしとあなたがたとの間のしるし、わたしがあなたがたを聖別する主であることを、あなたがた

が知るためのものなのである。 

 ＠安息日を守らねばならないのは、契約を結んでいるというしるしだから。 

 

31:18 こうして主は、シナイ山でモーセと語り終えられたとき、あかしの板二枚、すなわち、神の指で書かれた石

の板をモーセに授けられた。 

 ＠神が石を切り出した。←→ モーセが切り出した。（申命記１０：１） 

＠（申命記 10:1 そのとき、主は私に仰せられた。「前のような石の板を二枚切って作り、山のわ

たしのところに登れ。また木の箱を一つ作れ。 

 

32:2 それで、アロンは彼らに言った。「あなたがたの妻や、息子、娘たちの耳にある金の耳輪をはずして、私のと

ころに持って来なさい。」 

 ＠ 契約の箱を作るために主が持たせた。 

（出エジプト 12:36 主はエジプトがこの民に好意を持つようにされたので、エジプトは彼らの願

いを聞き入れた。こうして、彼らはエジプトからはぎ取った。 

 



32:8 彼らは早くも、わたしが彼らに命じた道から外れてしまった。彼らは自分たちのために鋳物の子牛を造り、そ

れを伏し拝み、それにいけにえを献げ、『イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から導き上った、あなたの神々

だ』と言っている。」 

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

(NAS)(KJV)(INT) *worship   

 

32:10 今はただ、わたしのするままにせよ。わたしの怒りが彼らに向かって燃え上がって、わたしが彼らを絶ち滅

ぼすためだ。しかし、わたしはあなたを大いなる国民としよう。」 

英語（ＴＥＶ） 32:10 Now, don't try to stop me. 

 口語訳  32:10 それで、わたしをとめるな。 

 新共同訳  32:10 今は、わたしを引き止めるな。 

 ＠主はとりなし手を捜している、本当は引き止めてほしい。「とめてくれるなおっかさん」 

  

 「わたしはあなたを大いなる国民としよう」＝モーセの心の動機を試している。 

 

３２：１１ ＠問題の時モーセは二度主の前に出ていのり、一度民をとがめた。リーダーが訓戒する時もその

数倍主の前に出るべきである 

 

32:14 すると、主はその民に下すと仰せられたわざわいを思い直された。 

 

３２：２１ アロンが裁かれなかったのはモーセのとりなしのおかげ 

＠（申９：２０）主は、激しくアロンを怒り、彼を滅ぼそうとされたが、そのとき、私はアロンのために

も、とりなしをした。 

＠（詩１０６：２３）それゆえ、神は、「彼らを滅ぼす。」と言われた。もし、神に選ばれた人モーセが、

滅ぼそうとする激しい憤りを避けるために、御前の破れに立たなかったなら、どうなっていたことか。 

 ＠（詩１０６：１６において、にもかかわらずアロンを聖徒と呼び尊んだ。 

 

32:25 モーセは、民が乱れており、アロンが彼らをほうっておいたので、敵の物笑いとなっているのを見た。 

 ＠われわれが神に従っていないと敵が笑う。 

 

32:28 レビ族は、モーセのことばどおりに行なった。その日、民のうち、おおよそ三千人が倒れた。 

 

出 32:29 モーセは言った。「あなたがたは各自、その子、その兄弟に逆らっても、今日、【主】に身を献げた。主が

あなたがたに、今日、祝福を与えてくださるように。」 

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

（ヘ）祝福するという動詞ではなく名詞である祝福を与えるという言葉 

 

32:32 今、もし、彼らの罪をお赦しくだされるものなら・・。しかし、もしも、かないませんなら、どうか、あな

たがお書きになったあなたの書物から、私の名を消し去ってください。」 

 ＠のろわれたものとなる 

＠モーセ 

＠イエス（ガラテア 3:13） キリストは、私たちのためにのろわれたものとなって、私たちを律



法ののろいから贖い出してくださいました。なぜなら、「木にかけられる者はすべてのろわれたも

のである。」と書いてあるからです。 

  ＠パウロ（ローマ 9:3）、、キリストから引き離されて、呪われた者となることさえ願いたいのです。 

 

32:34 、、、、（ただし《口語訳》を挿入）わたしのさばきの日にわたしが彼らの罪をさばく。」 

 

33:6 それで、イスラエル人はホレブの山以来、その飾り物を取りはずしていた。 

 

33:10 雲の柱が天幕の入り口に立つのを見ると、民はみな立ち上がって、それぞれ自分の天幕の入り口で伏し拝ん

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 

(NAS)(KJV)(INT) *worship (改 4)ひれふした 

 

33:13 今、もしも、私があなたのお心にかなっているのでしたら、どうか、あなたの道を教えてください。そうす

れば、私はあなたを知ることができ、あなたのお心にかなうようになれるでしょう。この国民があなたの民である

ことをお心に留めてください。」 

 ＠モーセは道を求めた 

  （詩篇 103:7） 主は、ご自身の道をモーセに、そのみわざをイスラエルの子らに知らされた。 

 

33:14 すると主は仰せられた。「わたし自身がいっしょに行って、あなたを休ませよう。」 

 

33:15 それでモーセは申し上げた。「もし、あなたご自身がいっしょにおいでにならないなら、私たちをここから上

らせないでください。 

 

３３：１８ どうかあなたの栄光を私に見せてください。」、 

＠神の栄光を見たものは死ぬ。つまりモーセは「死んでもいいから栄光を見せてください。」と言った。 

 

34:1 主はモーセに仰せられた。「前のと同じような二枚の石の板を、切り取れ。わたしは、あなたが砕いたこの前

の石の板にあったあのことばを、その石の板の上に書きしるそう。 

＠（ヨハネ 1:16 私たちはみな、この方の満ち満ちた豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けたので

ある。1:17 というのは、律法はモーセによって与えられ、恵みとまことはイエス・キリストによって実現

したからである。 

＠恵みの上の恵みとは、民が一方的に律法を拒否したにもかかわらず、主は再び石の板をモーセに与えた（出 34:1） 

 

34:6 主は彼の前を通り過ぎるとき、宣言された。「主、主は、あわれみ深く、情け深い神、怒るのにおそく、恵み

とまことに富み、 

 

34:8 モーセは急いで地にひざまずき、ひれ伏した。 

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

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 

(NAS)(KJV)(INT) *worship (改 4)ひれふした 

 



34:14 あなたは、ほかの神を拝んではならない。【主】は、その名がねたみであり、ねたみの神であるから。 

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

(NAS)(KJV)(INT) *worship (改 4) 拝んで ★ 

 

34:24 わたしがあなたの前から、異邦の民を追い出し、あなたの国境を広げるので、あなたが年に三度、あなたの

神、主の前に出るために上る間にあなたの地を欲しがる者はだれもいないであろう。 

 

35:5 あなたがたの中から主への奉納物を受け取りなさい。すべて、心から進んでささげる者に、主への奉納物を持

って来させなさい。すなわち、金、銀、青銅、 

 

35:21 感動した者と、心から進んでする者とはみな、会見の天幕の仕事のため、また、そのすべての作業のため、

また、聖なる装束のために、主への奉納物を持って来た。 

 

35:31 彼に、知恵と英知と知識とあらゆる仕事において、神の霊を満たされた。 

 ＠仕事＝◄ 4399. melakah 167 回► 

 

36:1 ベツァルエルとオホリアブ、および、聖所の奉仕のすべての仕事をすることのできる知恵と英知を主に与えら

れた、心に知恵のある者はみな、主が命じられたすべてのことを成し遂げなければならない。」 

 ＠賜物を与えられたものはそれを用いて計画を成し遂げなければならない 

 

出 39:43 モーセがすべての仕事を見ると、彼らは、見よ、【主】が命じられたとおりに行っていた。そこでモーセ

は彼らを祝福した。 

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)。 

 

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。 

 ＠（コロ 1:19） なぜなら神は、ご自分の満ち満ちたものをすべて御子のうちに宿らせ、 

 主の栄光が住む場所 

 

  言葉は人となって私達の間に住んだ（ヨハ１：１４） 

  地上の幕屋が壊れても、、幕屋を脱ぎたい（２コリ５：１） 

  脱ぎ捨てるのが間近に（２ペテ１：１４） 

  キリストの言葉を豊かに住まわせ（コロ３：１６）  

  （黙示 21:3）「見よ。神の幕屋が人とともにある。神は彼らとともに住み、彼らはその民となる。 

 

 

40:35 モーセは会見の天幕にはいることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたか

らである。 

  ＠神は彼らの中に住みたかったが彼らは近づけなかった。 

 

40:36 イスラエル人は、旅路にある間、いつも雲が幕屋から上ったときに旅立った。 

40:37 雲が上らないと、上る日まで、旅立たなかった。 

40:38 イスラエル全家の者は旅路にある間、昼は主の雲が幕屋の上に、夜は雲の中に火があるのを、いつも見てい



たからである。 

 


