
レビ記 

4:13 また、もしイスラエルの全会衆があやまちを犯した場合、集団はそのことに気づかなくても、主がするなと命

じられたことの一つでも行なって、罪に定められる場合には、 

 

5:4 あるいは人が口で軽々しく、悪いことまたは良いことをしようと誓う場合、その人が軽々しく誓ったことがど

のようなことであっても、そしてそれに気づかなくても、彼がそれを知ったときには、これらの一つについて罪に

定められる。 

 

レビ 5:5 これらの一つについて責めを覚える場合には、自分が陥っていた罪を告白し、 

告白＝ワダー◄ 3034. yadah(ידה) 114 回►感謝する 67 回、賛美する 19 回、告白 16 回、(NAS)(KJV): confess 

(現代語)confession=ホダア(הודאה) 

 

 

5:16 彼は、その聖なるものを犯した罪の償いをしなければならない。それにその五分の一を加えて、祭司にそれを

渡さなければならない。祭司は、罪過のためのいけにえの雄羊で、彼のために贖いをしなければならない。その人

は赦される。 

 

6:5 あるいは、それについて偽って誓った物全部を返さなければならない。元の物を償い、またこれに五分の一を

加えなければならない。彼は罪過のためのいけにえの日に、その元の所有者に、これを返さなければならない。 

＠民事的解決 

 

6:7 祭司は、主の前で彼のために贖いをする。彼が行なって罪過ある者とされたことのどれについても赦される。」 

＠刑事的解決 

 

6:12 祭壇の火はそのまま燃え続けさせ、それを消してはならない。かえって、祭司は朝ごとに、その上にたきぎを

くべ、その上に全焼のいけにえを整え、和解のいけにえの脂肪をその上で焼いて煙にしなさい。 

6:13 火は絶えず祭壇の上で燃え続けさせなければならない。消してはならない。 

 

7:1 (改 2)罪過のためのいけにえ (改 4) 代償のささげ物 

 

7:11 主にささげる和解のいけにえ  

shelem 87 (ֶשֶׁלם ).8002 ◄  回► Peace offering 

 

レビ 7:12 もし感謝のためにそれを献げるのなら、感謝のいけにえと一緒に、油を混ぜた種なしの輪形パンと、油

を塗った種なしの薄焼きパン、さらに、油を混ぜてよくこねた小麦粉の輪形パンを献げる。 

感謝＝トダ◄ 8426. todah (תודה) 32 回 ► 意味は「感謝」 

 

7:13 感謝のための交わりのいけにえと一緒に、種入りの輪形パンを献げる。 

感謝＝トダ◄ 8426. todah (תודה) 32 回 ► 意味は「感謝」 

 

7:15 感謝のための交わりのいけにえの肉は、それが献げられるその日に食べ、少しでも朝まで残しておいてはなら

ない。 



(改 2)和解のための感謝のいけにえの肉は 

(NKJ) The flesh of the sacrifice of his peace offering for thanksgiving 

 

レビ 22:29 【主】に感謝のいけにえを献げるときは、あなたがたが受け入れられるように、それを献げなければな

らない。 

感謝＝トダ◄ 8426. todah (תודה) 32 回 ► 意味は「感謝」 

 

7:23 「イスラエル人に告げて言え。あなたがたは、牛や、羊、あるいはやぎの脂肪をいっさい食べてはならない。 

7:24 死んだ動物の脂肪や野獣に引き裂かれた動物の脂肪は、何に使ってもさしつかえない。しかし、決してそれを

食べてはならない。 

7:25 すべて、火によるささげ物として主にささげる動物の脂肪を食べる者、これを食べる者は、その民から断ち切

られるからである。 

 

8:27 それから、彼は、その全部をアロンの手のひらとその子らの手のひらに載せ、奉献物として主に向かって揺り

動かした。 

 

レビ 9:22 こうして、アロンは民に向かって両手を上げ、彼らを祝福し、罪のきよめのささげ物、全焼のささげ物、

交わりのいけにえを献げ終えて壇から降りて来た。 

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)。 

 

9:23 ついでモーセとアロンは会見の天幕にはいり、それから出て来ると、民を祝福した。すると主の栄光が民全体

に現われ、9:24 主の前から火が出て来て、祭壇の上の全焼のいけにえと脂肪とを焼き尽くしたので、民はみな、こ

れを見て、叫び、ひれ伏した。 

 

火が下った＝ペンテコステの型 

 イエスも昇天の前にベタニヤで手を上げて祝福した。その後にペンテコステに火が下った。 

ルカ 24:50 それから、イエスは、彼らをベタニヤまで連れて行き、手を上げて祝福された。 

 ＠ベタニヤ＝悩むものの家の意味  昇天の地（オリーブ山ではない） 

 ＠使徒の働き 1 章に「オリーブ山から帰った」という記述はあるが、そこが昇天の地とは書いていない。 

 ＠手を上げて祝福 

 

 使徒 2:3 また、炎のような舌が分かれて現れ、一人ひとりの上にとどまった。 

 

 

13:3 祭司はそのからだの皮膚の患部を調べる。その患部の毛が白く変わり、その患部がそのからだの皮膚よりも深

く見えているなら、それはらい病の患部である。祭司はそれを調べ、彼を汚れていると宣言する。 

 

13:6 祭司は七日目に再び彼を調べる。もし患部が薄れ、患部が皮膚に広がっていないなら、祭司は彼をきよいと宣

言する。それはかさぶたにすぎない。彼は自分の衣服を洗う。彼はきよい。 

 

13:13 祭司が調べる。もし吹き出物が彼のからだ全体をおおっているなら、祭司はその患者をきよいと宣言する。

すべてが白く変わったので、彼はきよい。 



 

13:17 祭司は彼を調べる。もしその患部が白く変わっているなら、祭司はその患者をきよいと宣言する。彼はきよ

い。 

 

13:20 祭司が調べて、もしそれが皮膚よりも低く見え、そこの毛が白く変わっていたなら、祭司は彼を汚れている

と宣言する。それはその腫物に吹き出たらい病の患部である。 

 

13:23 もしその光る斑点がもとのままであり、広がっていなければ、それはただ、できもののあとである。祭司は

彼をきよいと宣言する。 

 

13:25 祭司はこれを調べる。もし光る斑点の上の毛が白く変わり、それが皮膚よりも深く見えるなら、これはやけ

どに出て来たらい病である。祭司はこの者を汚れていると宣言する。それはらい病の患部である。 

 

13:27 それから七日目に祭司が彼を調べる。もしそれが一段と皮膚に広がっていれば、祭司はこの者を汚れている

と宣言する。これはらい病の患部である。 

 

13:30 祭司はその患部を調べる。もしそれが皮膚よりも深く見え、そこに細い黄色の毛があるなら、祭司は彼を汚

れていると宣言する。これはかいせんで、頭またはひげのらい病である。 

 

13:42 もしその頭のはげか、額のはげに、赤みがかった白の患部があるなら、それは頭のはげに、あるいは額のは

げに出て来たらい病である。 

 

13:44 その者はらい病人であって汚れている。祭司は彼を確かに汚れていると宣言する。その患部が頭にあるから

である。 

 

13:47 衣服にらい病の患部が生じたときは、羊毛の衣服でも、亜麻布の衣服でも、 

 

13:49 患部が緑がかっていたり、赤みを帯びたりしているなら、衣服でも、皮でも、織物でも、編物でも、またど

のような皮製品でも、それはらい病の患部である。それを祭司に見せる。 

 

13:51 七日目に彼はその患部のある物を調べる。それが衣服でも、織物でも、編物でも、皮でも、また皮が何に用

いられていても、それらにその患部が広がっているときは、その患部は悪性のらい病で、それは汚れている。 

 

13:52 羊毛製であるにしても、亜麻製であるにしても、衣服、あるいは織物でも、編物でも、それがまたどんな皮

製品でも、患部のある物は焼く。これは悪性のらい病であるから、火で焼かなければならない。 

 

13:59 以上は、羊毛あるいは亜麻布の衣服、織物、編物、あるいはすべての皮製品のらい病の患部についてのおし

えであり、それをきよい、あるいは汚れている、と宣言するためである。 

 

14:5 祭司は、土の器に入れた湧き水の上で、その小鳥のうちの一羽をほふるよう命じる。 

 

14:7 それを、らい病からきよめられる者の上に七たび振りかけて、その者をきよいと宣言し、さらにその生きてい



る小鳥を野に放す。 

 ＠祭司の一方的な行動＝らい病人は黙って待っているのみ 

＠祭司としての私たちの役割は、罪の赦しを宣言すること 

 

15:2 「イスラエル人に告げて言え。だれでも、隠しどころに漏出がある場合、その漏出物は汚れている。 

＠隠しどころに漏出＝（共）尿道に炎症 (KJV) his flesh (ヘ)mibbasarow((ָבָּשׂר)basar 270 回)体、肉 

 

15:18 男が女と寝て交わるなら、ふたりは共に水を浴びる。彼らは夕方まで汚れる。 

＠男が女と寝て交わるなら＝ 

(KJV) Also, when a woman lies with a man, and there is an emission of semen 

(へ) ヘブライ語の文章も KJV と同じ。KJV は忠実に翻訳している 

（共）性の漏出は男と寝た女にも当てはまる 

 

15:19 女に漏出があって、その漏出物がからだからの血であるならば、彼女は七日間、月のさわりの状態になる。 

＠女に漏出があって＝ （共）女性の生理が始まったならば 

＠、月のさわりの状態＝（共）月経期間 

 

15:32 以上が、漏出のある者、また精を漏らして汚れた者、 

漏出＝◄ 2100.( זּוב) zub 42 回► 流出、流れる 

 出エジプト 3:8 わたしが下って来たのは、エジプトの手から彼らを救い出し、その地から、広く良い地、

乳と蜜の流れる地に、カナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいる場所に、

彼らを導き上るためである。 

 

ただし、似た単語として、◄ 2101.( זֹוב) zob 13 回►がある。意味は discharge (13 回). 

登場するのは 13 回とも全部レビ記で、同じような用法です。その両者を使い分ける意味は不明。もしかしたら、聖

書学者の勘違い？ 

 

＠漏出のある者 ＝（共）尿道の炎症による漏出のある者 

 

 

16:16 彼はイスラエル人の汚れと、そのそむき、すなわちそのすべての罪のために、聖所の贖いをする。彼らの汚

れの中に彼らとともにある会見の天幕にも、このようにしなければならない。 

 

16:17 彼が贖いをするために聖所にはいって、再び出て来るまで、だれも会見の天幕の中にいてはならない。彼は

自分と、自分の家族、それにイスラエルの全集会のために贖いをする。 

 

レビ 16:21 アロンは生きている雄やぎの頭に両手を置き、それの上で、イスラエルの子らのすべての咎とすべての

背き、すなわちすべての罪を告白する。これらをその雄やぎの頭の上に載せ、係りの者の手でこれを荒野に追いや

る。 

告白する＝ワダー◄ 3034. yadah(ידה) 114 回►感謝する 67 回、賛美する 19 回、告白する 16 回、 

(NAS)(KJV): confess 

 (現代語)confession=ホダア(הודאה) 



 

 

16:30 なぜなら、この日に、あなたがたをきよめるために、あなたがたの贖いがなされるからである。あなたがた

は、主の前でそのすべての罪からきよめられるのである。 

 

＠大贖罪の日ヨム・キプール 

16:34 以上のことは、あなたがたに永遠のおきてとなる。これは年に一度、イスラエル人のすべての罪から彼らを

贖うためである。」モーセは主が命じられたとおりに行なった。 

＠ヘブル 9:26 もしそうでなかったら、世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。し

かしキリストは、ただ一度、今の世の終わりに、ご自身をいけにえとして罪を取り除くために、来られた

のです。 

エゼキエル 36:23 わたしは、諸国の民の間で汚され、あなたがたが彼らの間で汚したわたしの偉大な名の

聖なることを示す。わたしが彼らの目の前であなたがたのうちにわたしの聖なることを示すとき、諸国の

民は、わたしが主であることを知ろう。・・神である主の御告げ。・・ 

 

17:10 また、イスラエルの家の者、または彼らの間の在留異国人のだれであっても、どんな血でも食べるなら、わ

たしはその血を食べる者から、わたしの顔をそむけ、その者をその民の間から断つ。 

17:11 なぜなら、肉のいのちは血の中にあるからである。わたしはあなたがたのいのちを祭壇の上で贖うために、

これをあなたがたに与えた。いのちとして贖いをするのは血である。 

18:28 あなたがたがこの地を汚すことによって、この地が、あなたがたより先にいた国民を吐き出したように、あ

なたがたを吐き出すことのないためである。 

 

18:6 だれも、自分の肉親の者に近づき、相手の裸をあらわにして交わってはならない。わたしは【主】である。 

18:7 父の裸をあらわにすること、すなわちあなたの母の裸をあらわにすることをしてはならない。彼女はあなたの

母である。彼女の裸をあらわにしてはならない。 

・・・・ （これ以後、19 節かその先までパターンを変えて戒めが続く） 

 

「交わっては」は補足。「あらわにする」の意味をはっきりさせるために「交わる」という言葉が付け足された。  

(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。 

 

 

19:32 あなたは白髪の老人の前では起立し、老人を敬い、またあなたの神を恐れなければならない。わたしは主で

ある。 

＠老人には席を譲ること 

 

20:17 人がもし、自分の姉妹、すなわち父の娘、あるいは母の娘をめとり、その姉妹の裸を見、また女が彼の裸を

見るなら、これは恥ずべきことである。同族の目の前で彼らは断ち切られる。彼はその姉妹を犯した。その咎を負

わなければならない。 

 ＠これを根拠に創世記 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。」 

 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」 

 

22:20 欠陥のあるものは、いっさい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。 

 

レビ 22:29 【主】に感謝のいけにえを献げるときは、あなたがたが受け入れられるように、それを献げなければな

らない。 

感謝＝トダ(名詞)◄ 8426. todah (תודה) 32 回 ►意味は「感謝(18 回)」 告白(1 回) (新改訳)、聖歌隊 3 回(新改訳) 

 

23:3 六日間は仕事をしてもよい。しかし七日目は全き休みの安息、聖なる会合の日である。あなたがたは、いっさ

いの仕事をしてはならない。この日はあなたがたがどこに住んでいても主の安息日である。 

＠安息日 

 

23:4 あなたがたが定期に召集しなければならない聖なる会合、すなわち主の例祭は次のとおりである。 

 

23:5 第一の月の十四日には夕暮れに過越のいけにえを【主】に献げる。 

23:6 この月の十五日は【主】への種なしパンの祭りである。七日間、あなたがたは種なしパンを食べる。 

 ＠過ぎ越し 

 

23:10 「イスラエル人に告げて言え。わたしがあなたがたに与えようとしている地に、あなたがたがはいり、収穫

を刈り入れるときは、収穫の初穂の束を祭司のところに持って来る。 

23:11 祭司は、あなたがたが受け入れられるために、その束を主に向かって揺り動かす。祭司は安息日の翌日、そ

れを揺り動かさなければならない。 

 ＠初穂の祭り 

 

23:15 あなたがたは、安息日の翌日から、すなわち奉献物の束を持って来た日から、満七週間が終わるまでを数え

る。23:16 七回目の安息日の翌日まで五十日を数え、あなたがたは新しい穀物のささげ物を主にささげなければな

らない。 

 ＠五旬節 

 

 

23:22 あなたがたの土地の収穫を刈り入れるとき、あなたは刈るときに、畑の隅まで刈ってはならない。あなたの

収穫の落ち穂も集めてはならない。貧しい者と在留異国人のために、それらを残しておかなければならない。わた

しはあなたがたの神、主である。」 

 

 

23:24 「イスラエル人に告げて言え。第七月の第一日は、あなたがたの全き休みの日、ラッパを吹き鳴らして記念

する聖なる会合である。 

＠ラッパの祭り、（今日のロシュ・ハシャナー） 

 この時が新年となった経緯は不明。おそらくバビロン捕囚 

 

23:27 「特にこの第七月の十日は贖罪の日、あなたがたのための聖なる会合となる。あなたがたは身を戒めて、火

によるささげ物を主にささげなければならない。 



23:28 その日のうちは、いっさいの仕事をしてはならない。その日は贖罪の日であり、あなたがたの神、主の前で、

あなたがたの贖いがなされるからである。 

 ＠贖罪の日（大贖罪日） 

 

23:34 「イスラエル人に告げて言え。この第七月の十五日には、七日間にわたる主の仮庵の祭りが始まる。 

 ＠仮庵 

 

＠ゼカリア 14:16） エルサレムに攻めて来たすべての民のうち、生き残った者はみな、毎年、万軍の主で

ある王を礼拝し、仮庵の祭りを祝うために上って来る。 

 

 

２５：１  安息の年、借金や失ったものを回復するのは主の御心、無条件の憐れみ 

 ＠ 

 

25:10 あなたがたは第五十年目を聖別し、国中のすべての住民に解放を宣言する。これはあなたがたのヨベルの年

である。あなたがたはそれぞれ自分の所有地に帰り、それぞれ自分の家族のもとに帰らなければならない。 

 ＠ヨベルの年 

 ＠自分の所有地に帰る＝ 所有地の返却を受ける（共）25:13 ヨベルの年には、、所有地の返却を受ける。 

 

25:13 このヨベルの年には、あなたがたは、それぞれ自分の所有地に帰らなければならない。 

 ＠（共）25:13 ヨベルの年には、おのおのその所有地の返却を受ける。 

 ＠失われたものや、借金が回復されるのは主の御心である。 

 

 ＠自由人にとって、解放の年は喜びであるが、自分は豊かだと思っていた奴隷にとっては喪失の時 

 

＠奴隷は所有地を受けても解放のときまでしか所有できない。 

エゼキエル 46:16 神である主はこう仰せられる。もし、君主が、贈り物として自分の相続地を自

分の息子たちに与えるなら、それは息子たちのものとなり、それは相続地として彼らの所有地と

なる。46:17 しかし、もし、彼が自分の相続地の一部を贈り物として奴隷のひとりに与えるなら、

それは解放の年まで彼のものであるが、その後、それは君主に返される。ただ息子たちだけが、

相続地を自分のものとすることができる。 

 

レビ 25:21 わたしは六年目に、あなたがたのためにわたしの祝福を命じ、三年分の収穫を生じさせる。 

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

 

25:23 地は買い戻しの権利を放棄して、売ってはならない。地はわたしのものであるから。あなたがたはわたしの

もとに居留している異国人である。 

 

 

25:42 彼らは、わたしがエジプトの地から連れ出した、わたしの奴隷だからである。彼らは奴隷の身分として売ら

れてはならない。 

 ＠奴隷＝(改 4)しもべ ◄ 5650. ( עבד) ebed 800 回►しもべ （動詞の◄ 5647. abad ►の名詞形） 



 

26:1 あなたがたは自分のために偶像を造ってはならない。また自分のために彫像や石の柱を立ててはならない。あ

なたがたの地に石像を立てて、それを拝んではならない。わたしがあなたがたの神、【主】だからである。 

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) *bow (改 4)拝んで 

 

26:8 あなたがたの五人は百人を追いかけ、あなたがたの百人は万人を追いかけ、あなたがたの敵はあなたがたの前

に剣によって倒れる。 

 

26:40 彼らは、わたしに不実なことを行ない、わたしに反抗して歩んだ自分たちの咎と先祖たちの咎を告白するが、 

告白＝ワドゥ◄ 3034. yadah(ידה) 114 回►感謝する 67 回、賛美する 19 回、告白 16 回、 

(NAS)(KJV): confess 

(現代語)confession=ホダア(הודאה) 

 

26:41 しかし、わたしが彼らに反抗して歩み、彼らを敵の国へ送り込んだのである。そのとき、彼らの無割礼の心

はへりくだり、彼らの咎の償いをしよう。 

26:42 わたしはヤコブとのわたしの契約を思い起こそう。またイサクとのわたしの契約を、またアブラハムとのわ

たしの契約をも思い起こそう。そしてわたしはその地をも思い起こそう。 

 

＠（共）26:40 しかし、もし彼らが自分と自分の先祖の罪、すなわち、わたしを欺いて、反抗した罪を告

白するならば、26:41 たとえわたしが彼らに立ち向かい、敵の国に連れ去っても、もし、彼らのかたくな

な心が打ち砕かれ、罪の罰を心から受け入れるならば、26:42 そのとき、わたしはヤコブとのわたしの契

約、イサクとのわたしの契約、更にはアブラハムとのわたしの契約を思い起こし、かの土地を思い起こす。 

  

＠罪の罰を心から受け入れるなら契約を回復しよう」という意味である。 

 ＠新改訳ではわけがわからない。 

 

27:26 しかし、家畜の初子は、主のものである。初子として生まれたのであるから、だれもこれを聖別してはなら

ない。牛であっても、羊であっても、それは主のものである。 

 

レビ 27:28 ただし、人であれ家畜であれ、自分の所有の畑であれ、自分の持っているすべてのもののうちで、【主】

に対して聖絶したものは、何であろうとそれを売ることはできない。また買い戻すこともできない。すべて聖絶の

物は も聖なるものであり、【主】のものである。 

 

(改 4)聖絶したもの＝ (改 2)絶滅すべき聖絶のもの 

   （共）永久に・・・すべての奉納物 

   （ヘ）devoted (offering)◄ 2764. cherem 38 回► 

    英語に訳すと devoted (offering) that may devote a man to Yahweh 

 

＠（共）27:28 また、自分の持ち物のうちから、永久に主のものとして奉納したすべての奉納物は、人で

あれ、家畜であれ、先祖伝来の畑であれ、それを売ったり、買い戻したりすることはできない。永久に奉

納物はすべて、神聖なもので主に属する。 



 

 

 

 

27:29 人であって、聖絶されるべきものは、贖われることはできない。その者は必ず殺されなければならない。 

 

＠（共）27:29 特に、永久に神に奉納された奉納物が人である場合は、その人を買い戻すことはできず、

必ず殺さねばならない。 

＠29 節の場合、すなわち人の場合は「聖絶」と訳するのが正しいであろう。 

 

＠偶像や魔術に関わるものを処分する場合、売るのではなく、捨てるなり燃やすなりする必要がある 

 

27:32 牛や羊の十分の一については、牧者の杖の下を十番目ごとに通るものが、主の聖なるものとなる。 

27:33 その良い悪いを見てはならない。またそれを取り替えてはならない。もしそれを替えるなら、それもその代

わりのものも共に聖なるものとなる。それを買い戻すことはできない。」 



  


