
申命記 

二ヶ月間の出来事 

主は再び語られるの意味。（律法が再び語られた） 

 

１：６ あなた方は、、長くとどまっていた 

１：７ 向きを変えて 

 

申 1:11 どうか、あなたがたの父祖の神、【主】があなたがたを今の千倍にも増やしてくださるように。そして、あ

なたがたに約束されたとおり、あなたがたを祝福してくださるように。 

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)。 

 

1:22 すると、あなたがた全部が、私に近寄って来て、「私たちより先に人を遣わし、私たちのために、その地を探

らせよう。私たちの上って行く道や、はいって行く町々について、報告を持ち帰らせよう。」と言った。 

1:23 私にとってこのことは良いと思われたので、私は各部族からひとりずつ、十二人をあなたがたの中から取った。 

＠民数記 13:1 主はモーセに告げて仰せられた。13:2 「人々を遣わして、わたしがイスラエル人に与えよ

うとしているカナンの地を探らせよ。父祖の部族ごとにひとりずつ、みな、その族長を遣わさなければな

らない。」 

 

1:30 あなたがたに先立って行かれるあなたがたの神、主が、エジプトにおいて、あなたがたの目の前で、あなたが

たのためにしてくださったそのとおりに、あなたがたのために戦われるのだ。 

 

1:33 主は、あなたがたが宿営する場所を捜すために、道中あなたがたの先に立って行かれ、夜は火のうち、昼は雲

のうちにあって、あなたがたの進んで行く道を示されるのだ。」 

 

1:38 あなたに仕えているヌンの子ヨシュアが、そこに、はいるのだ。彼を力づけよ。彼がそこをイスラエルに受け

継がせるからだ。 

 

1:43 私が、あなたがたにこう告げたのに、あなたがたは聞き従わず、主の命令に逆らい、不遜にも山地に登って行

った。 

 

2:5 彼らに争いをしかけてはならない。わたしは彼らの地を、足の裏で踏むほども、あなたがたには与えない。わ

たしはエサウにセイル山を彼の所有地として与えたからである。 

 ＠主によって許された範囲内だけを自分のものとする。 

 

申 2:7 事実、あなたの神、【主】はあなたのしたすべてのことを祝福し、この広大な荒野でのあなたの旅を見守っ

ていたのだ。この四十年の間、あなたの神、【主】はあなたとともにいて、あなたには何一つ欠けたものがなかった。」 

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)。 

 

2:30 しかし、ヘシュボンの王シホンは、私たちをどうしても通らせようとはしなかった。それは今日見るとおり、

彼をあなたの手に渡すために、あなたの神、主が、彼を強気にし、その心をかたくなにされたからである。 

 

＠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。 

＠箴言 16:4 主はすべてのものを、ご自分の目的のために造り、悪者さえもわざわいの日のために造られた。 

 

3:25 どうか、私に、渡って行って、ヨルダンの向こうにある良い地、あの良い山地、およびレバノンを見させてく

ださい。」 

＠見させてください＝見る事はできた 

＠この箇所で見れたかどうか説明不足（3:27 ピスガの頂に登って、目を上げて西、北、南、東を

見よ。あなたのその目でよく見よ。あなたはこのヨルダンを渡ることができないからだ。 

 

＠32:52 あなたは、わたしがイスラエルの人々に与えようとしている地を、はるかにながめることはでき

るが、その地へはいって行くことはできない。」 

 

＠34:1 モーセはモアブの草原からネボ山、エリコに向かい合わせのピスガの頂に登った。主は、彼に次の

全地方を見せられた。ギルアデをダンまで、34:2 ナフタリの全土、エフライムとマナセの地、ユダの全土

を西の海まで、34:3 ネゲブと低地、すなわち、なつめやしの町エリコの谷をツォアルまで。34:4 そして

主は彼に仰せられた。「わたしが、アブラハム、イサク、ヤコブに、『あなたの子孫に与えよう。』と言って

誓った地はこれである。わたしはこれをあなたの目に見せたが、あなたはそこへ渡って行くことはできな

い。」 

 

3:25 どうか、私に、渡って行って、ヨルダンの向こうにある良い地、あの良い山地、およびレバノンを見させてく

ださい。」 

3:26 しかし主は、あなたがたのために私を怒り、私の願いを聞き入れてくださらなかった。そして主は私に言われ

た。「もう十分だ。このことについては、もう二度とわたしに言ってはならない。 

 ＠あなたがたのために私を怒り＝モーセは民の罪ゆえに約束の地に入れなかった。 

  ＠他人の罪ゆえに自分がのろわれた。＝キリストの雛形 

 

＠（申命記 32:52） あなたは、わたしがイスラエルの人々に与えようとしている地を、はるかにながめる

ことはできるが、その地へはいって行くことはできない。」 

 

＠（申命記 34:1 モーセはモアブの草原からネボ山、エリコに向かい合わせのピスガの頂に登った。主は、

彼に次の全地方を見せられた。ギルアデをダンまで、34:2 ナフタリの全土、エフライムとマナセの地、ユ

ダの全土を西の海まで、34:3 ネゲブと低地、すなわち、なつめやしの町エリコの谷をツォアルまで。34:4 

そして主は彼に仰せられた。「わたしが、アブラハム、イサク、ヤコブに、『あなたの子孫に与えよう。』と

言って誓った地はこれである。わたしはこれをあなたの目に見せたが、あなたはそこへ渡って行くことは

できない。」 

 

 

4:4 しかし、あなたがたの神、主にすがってきたあなたがたはみな、きょう、生きている。 

 

4:8 また、きょう、私があなたがたの前に与えようとしている、このみおしえのすべてのように、正しいおきてと

定めとを持っている偉大な国民が、いったい、どこにあるだろう。 



 

4:19 また、天に目を上げて、日、月、星の天の万象を見るとき、魅せられてそれらを拝み、それらに仕えないよう

にしなさい。それらのものは、あなたの神、主が全天下の国々の民に分け与えられたものである。 

 

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 (改 4) 拝み ★ 

 

＠（ヨブ 31:26 あるいは、輝く日の光を見、照りながら動く月を見て、31:27 私の心がひそかに惑わされ、

手をもって口づけを投げかけたことがあるなら、31:28 これもまた裁判にかけて罰せられる罪だ。私が上

なる神を否んだためだ。 

 

5:2 私たちの神、主は、ホレブで私たちと契約を結ばれた。 

5:3 主が、この契約を結ばれたのは、私たちの先祖たちとではなく、きょう、ここに生きている私たちひとりひと

りと、結ばれたのである。 

＠ホレブでの主との契約、モアブの地での契約（申２９：１）とは別物である 

＠29:1 これは、モアブの地で、主がモーセに命じて、イスラエル人と結ばせた契約のことばである。ホレ

ブで彼らと結ばれた契約とは別である。 

 

5:4 主はあの山で、火の中からあなたがたに顔と顔とを合わせて語られた。 

 

5:9 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、ねたみの神。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、 

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 

 

5:16 あなたの父と母を敬え。あなたの神、主が命じられたとおりに。それは、あなたの齢が 

 長くなるため、また、あなたの神、主が与えようとしておられる地で、しあわせに 

 なるためである。 

 ＠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 

 

6:1 これは、あなたがたの神、主が、あなたがたに教えよと命じられた命令・・おきてと定め・・である。あなた

がたが、渡って行って、所有しようとしている地で、行なうためである。 

 

６：４ 主はただひとり＝  《ヘ》エハッド＝複合体で１つであるの意味（例）アダムとエバ 



    参考《ヘ》ヤヒッド＝単体でひとつの意味  

 

申 7:13 あなたを愛し、あなたを祝福し、あなたを増やす。主があなたに与えるとあなたの父祖たちに誓われた地

で、あなたの胎の実も、穀物、新しいぶどう酒、油などの大地の実りも、またあなたの群れの中の子牛、群れの中

の子羊も祝福される。 

 

7:14 あなたはあらゆる民の中で最も祝福される。あなたのうちには、子のいない男、子のいない女はいなくなる。

あなたの家畜も同様である。 

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)。 

 

7:22 あなたの神、主は、これらの国々を徐々にあなたの前から追い払われる。あなたは彼らをすぐに絶ち滅ぼすこ

とはできない。野の獣が増してあなたを襲うことがないためである。 私達が徐々に前進するのは主の計画であ

り愛である 

＠（出 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。 

 

 

7:25 あなたがたは彼らの神々の彫像を火で焼かなければならない。それにかぶせた銀や金を欲しがってはならない。

自分のものとしてはならない。あなたがわなにかけられないために。それは、あなたの神、主の忌みきらわれるも

のである。 

＠それにかぶせた銀や金を欲しがってはならない。」＝偶像を壊すけど、それに付属しているものを、妥協

して取りこんではいけない。 

 

＠（共）7:25、、それにかぶせてある銀や金に目を奪われて、それを取っておくことがあってはならない。 

＠新共同訳では偶像そのものを滅ぼさずにとっておくという意味で書いている。 

 

8:2 あなたの神、主が、この四十年の間、荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それ

は、あなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心のうちにあるものを知るた

めであった。 

 ＠それはあなたを苦しめて、、心の内にあるものを知るためである」 

   われわれは苦しみを経て動機を探られる 

 ＠（共）8:2、、あなたの心にあること、すなわち御自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。 

 

（２歴代誌 32:31） バビロンのつかさたちが彼のもとに代言者を遣わし、この地に示されたしるしについ

て説明を求めたとき、神は彼を試みて、その心にあることをことごとく知るために彼を捨て置かれた。 

＠主は心の中にあることを知るために、私たちから御顔を隠される。 

 

8:5 あなたは、人がその子を訓練するように、あなたの神、主があなたを訓練されることを、知らなければならな

い。 

 

8:7 あなたの神、主が、あなたを良い地に導き入れようとしておられるからである。そこは、水の流れと泉があり、

谷間と山を流れ出た深い淵のある地、 



 

申 8:10 あなたが食べて満ち足りたとき、主がお与えくださった良い地について、あなたの神、【主】をほめたたえ

なければならない。 

ほめたたえ＝＝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)。★ 

 

8:16 あなたの先祖たちの知らなかったマナを、荒野であなたに食べさせられた。それは、あなたを苦しめ、あなた

を試み、ついには、あなたをしあわせにするためであった。・・ 

 ＠約束の地は祝福だが、準備期間（荒野）をへずに入るならのろいとなってしまう。 

 

8:17 あなたは心のうちで、「この私の力、私の手の力が、この富を築き上げたのだ。」と言わないように気をつけな

さい。 

 

8:19 もしもあなたが、あなたの神、【主】を忘れ、ほかの神々に従って行き、それらに仕え、それらを拝むような

ことがあれば、今日、私はあなたがたにこう警告する。あなたがたは必ず滅びる 

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

 

8:20 主があなたがたの前で滅ぼされる国々のように、あなたがたも滅びる。あなたがたがあなたがたの神、主の御

声に聞き従わないからである。 

 

９：４ あなたは心の中で、「私が正しいから、主が私にこの地を得させてくださったのだ。」 

 と言ってはならない。これらの国々が悪いために、主はあなたの前から彼らを追い 

 出そうとしておられるのだ。 

 

 

9:6 知りなさい。あなたの神、主は、あなたが正しいということで、この良い地をあなたに与えて所有させられる

のではない。あなたはうなじのこわい民であるからだ。 

 

9:7 あなたは荒野で、どんなにあなたの神、主を怒らせたかを覚えていなさい。忘れてはならない。エジプトの地

を出た日から、この所に来るまで、あなたがたは主に逆らいどおしであった。 

  

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。 

 ＠９：２０ アロンへのとりなし 

 （詩篇 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。 

 

9:25 それで、私は、その四十日四十夜、主の前にひれ伏していた。それは主があなたがたを根絶やしにすると言わ

れたからである。 

 ＠民へのとりなし 

＠（民数 14:15 そこでもし、あなたがこの民をひとり残らず殺すなら、あなたのうわさを聞いた異邦の民

は次のように言うでしょう。14:16 『主はこの民を、彼らに誓った地に導き入れることができなかったの

で、彼らを荒野で殺したのだ。』14:17 どうか今、わが主の大きな力を現わしてください。あなたは次のよ

うに約束されました。 



 

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。 

 ＠モーセが切り出した。（申命記１０：１）←→ 神が石を切り出した。（出３１：１８） 

＠（出エジプト 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。 

＠以前の石は神自身が切り出したものでした。しかし今回モーセ自身が準備せねばなりませんでした。人

間的に言えば石の板をもって山に登るのだからできるだけ軽くしたい、小さい石にしたいしたいと思うこ

とでしょう。 

また、楽に切り出した荒削りの石にしたいと思うかもしれません。 

申命記は「再び語られる」という意味です。神は二度目のチャンスを与えられるが、以前は受け取るだけ

の祝福を自分の意思で自己鍛錬しなければならない。 

 

申 10:8 そのとき、【主】はレビ部族を選り分けて、【主】の契約の箱を運び、【主】の前に立って仕え、また御名に

よって祝福するようにされた。今日までそうである。 

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)。 

 

＠（ヘブル 8:5） 、、、「よく注意しなさい。山であなたに示された型に従って、すべてのものを作りなさい。」 

 

10:16 あなたがたは、心の包皮を切り捨てなさい。もううなじのこわい者であってはならない。 

 

10:17 あなたがたの神、主は、神の神、主の主、偉大で、力あり、恐ろしい神。かたよって愛することなく、わい

ろを取らず、 

 

10:21 この方こそあなたの賛美、この方こそあなたの神であって、あなたが自分の目で見たこれらの大いなる恐る

べきことを、あなたのために行われた方である。 

賛美＝◄  8416. tehillah ( תהלה)57 回► 賛美、賛美の歌 

 

11:2 きょう、知りなさい。私が語るのは、あなたがたの子どもたちにではない。彼らはあなたがたの神、主の訓練、

主の偉大さ、その力強い御手、伸べられた腕、そのしるしとみわざを経験も、目撃もしなかった。 

 

11:8 あなたがたは、私が、きょう、あなたに命じるすべての命令を守りなさい。そうすれば、あなたがたは、強く

なり、あなたがたが、渡って行って、所有しようとしている地を所有することができ、 

 ＠（別訳）文頭に「それゆえ」を挿入 

 

11:9 また、主があなたがたの先祖たちに誓って、彼らとその子孫に与えると言われた地、乳と蜜の流れる国で、長

生きすることができる。 

11:10 なぜなら、あなたが、はいって行って、所有しようとしている地は、あなたがたが出て来たエジプトの地の

ようではないからである。あそこでは、野菜畑のように、自分で種を蒔き、自分の力で水をやらなければならなか

った。 

 

11:16 気をつけなさい。あなたがたの心が惑わされ横道に外れて、ほかの神々に仕え、それを拝むことのないよう



に。 

拝む＝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)拝む ★ 

 

11:20 これをあなたの家の門柱と門に書きしるしなさい。 

 ＠家の基礎 

 

11:26 見よ、私は今日、あなたがたの前に祝福とのろいを置く。 

11:27 祝福とは、私が今日あなたがたに命じる、あなたがたの神、【主】の命令に聞き従った場合であり、 

11:29 あなたが入って行って所有しようとしている地に、あなたの神、【主】があなたを導き入れたら、あなたはゲ

リジム山の上には祝福を、エバル山の上にはのろいを置かなければならない。 

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

のろい(名詞）＝◄ 7045.( קללה) qelalah ►のろい (google)のろい 

 

12:5 ただあなたがたの神、主がご自分の住まいとして御名を置くために、あなたがたの全部族のうちから選ぶ場所

を尋ねて、そこへ行かなければならない。 

 

12:7 その所であなたがたは家族の者とともに、あなたがたの神、主の前で祝宴を張り、あなたの神、主が祝福して

くださったあなたがたのすべての手のわざを喜び楽しみなさい。 

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

 

12:30 よく気をつけ、彼らがあなたの前から根絶やしにされて後に、彼らにならって、わなにかけられないように

しなさい。彼らの神々を求めて、「これらの異邦の民は、どのように神々に仕えたのだろう。私もそうしてみよう。」

と言わないようにしなさい。 

 

12:31 あなたの神、主に対して、このようにしてはならない。彼らは、主が憎むあらゆる忌みきらうべきことを、

その神々に行ない、自分たちの息子、娘を自分たちの神々のために、火で焼くことさえしたのである。 

12:32 あなたがたは、私があなたがたに命じるすべてのことを、守り行なわなければならない。これにつけ加えて

はならない。減らしてはならない。 

 

13:1 あなたがたのうちに預言者または夢見る者が現われ、あなたに何かのしるしや不思議を示し、 

13:2 あなたに告げたそのしるしと不思議が実現して、「さあ、あなたが知らなかったほかの神々に従い、これに仕

えよう。」と言っても、 

13:3 その預言者、夢見る者のことばに従ってはならない。あなたがたの神、主は、あなたがたが心を尽くし、精神

を尽くして、ほんとうに、あなたがたの神、主を愛するかどうかを知るために、あなたがたを試みておられるから

である。 

 

＠しるしや不思議―従ってはならない―ほんとうに、あなたがたの神、主を愛するかどうかを知るために

―試みておられる 

＠聖母マリアの奇跡などが悪霊によって起こることを主が容認されているのは、私達を試みるために。 

ちょうど天でサタンと神がこのような会話をされていたかもしれません。「キリスト教徒と呼ばれる人た

ちは、聖書から外れて、マリアを礼拝しているじゃないか？あれでもあなたが愛する子供だと言えるので



すか？今、奇跡と不思議を大々的に行うことを許して下さい。」「よし、わかった、それによって心を尽く

して私を愛し、聖書に従うかどうかがわかるだろう」 

 

13:17 その聖絶の物は、一部でも、あなたの手の中にとどまることがあってはならない。それは【主】が燃える怒

りを収めて、あなたにあわれみを施し、あなたの父祖たちに誓ったとおりに、あなたをあわれんで、あなたを増や

すためである。 

 ＠ヨシュア７章の問題はあらかじめ警告 

 

14:24 もしあなたの神、【主】が御名を置くために選ばれる場所が遠くて、あなたの神、【主】に祝福していただく

ために運んで行くことができないほど、道のりが長いなら、 

14:29 そうすれば、あなたと同じようには相続地を割り当てられないレビ人や、あなたの町囲みの中にいる寄留者

や、孤児や、やもめが来て食べ、満ち足りるであろう。それはあなたの神、【主】があなたのすべての手のわざを祝

福してくださるためである。 

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)。 

 

15:4 もっとも、あなたの神、【主】が相続地としてあなたに与えて所有させようとしておられる地で、【主】が必ず

あなたを祝福されるので、あなたのうちには貧しい人がいなくなるであろう。 

 

15:6 あなたの神、【主】はあなたに約束したようにあなたを祝福されるから、あなたは多くの国々に貸すが、あな

たが借りることはない。また、あなたは多くの国々を支配するが、彼らがあなたを支配することはない。 

 

15:10 必ず彼に与えなさい。また、与えるとき物惜しみをしてはならない。このことのゆえに、あなたの神、【主】

は、あなたのすべての働きと手のわざを祝福してくださるからである。 

 

15:14 必ず、あなたの羊の群れと打ち場と踏み場のうちから取って、彼に分けてやらなければならない。あなたの

神、【主】があなたに祝福として与えられたものを与えなければならない。 

 

15:18 彼を自由の身として去らせるときには、厳しくしてはならない。彼は六年間、雇い人の賃金の二倍の分あな

たに仕えたからである。こうして、あなたの神、【主】は、あなたのなすすべてのことにおいて、あなたを祝福して

くださる。 

＠全て。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)。 

＠１４節の「祝福として」も原語では動詞 

 

１５：１０与えるとき、心に未練を持ってはならない。あなたのすべての働きと手のわざを祝福 

 

16:6 ただ、あなたの神、主が御名を住まわせるために選ぶその場所で、夕方、日の沈むころ、あなたがエジプトか

ら出た時刻に、過越のいけにえをほふらなければならない。 

 

16:10 そして、あなたの神、【主】のために七週の祭りを行い、あなたの神、【主】の祝福に応じて、進んで献げる

ささげ物をあなたの手によって豊かに献げなさい。 

祝福に＝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)。 

＠原語では動詞 



 

16:11 あなたは、あなたの息子、娘、男女の奴隷、あなたの町囲みのうちにいるレビ人、あなたがたのうちの在留

異国人、みなしご、やもめとともに、あなたの神、主の前で、あなたの神、主が御名を住まわせるために選ぶ場所

で、喜びなさい。16:12 あなたがエジプトで奴隷であったことを覚え、これらのおきてを守り行ないなさい。 

＠喜ぶことは命令である 

＠申命記 14:26 あなたは、そこでその金をすべてあなたの望むもの、牛、羊、ぶどう酒、強い酒、また何

であれ、あなたの願うものに換えなさい。あなたの神、主の前で食べ、あなたの家族とともに喜びなさい。 

 

16:15 あなたの神、【主】のために、【主】が選ばれる場所で七日間、祭りをしなければならない。あなたの神、【主】

があなたのすべての収穫、あなたの手のすべてのわざを祝福されるからである。あなたは大いに喜びなさい。 

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)。 

 

17:3 行ってほかの神々に仕え、また、太陽や月や天の万象など、私が命じなかったものを拝む者があり、 

拝む＝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)拝む ★ 

原語では「仕え」と「拝む」が続けて書かれている。 

 

17:14 あなたの神、主があなたに与えようとしておられる地にはいって行って、それを占領し、そこに住むように

なったとき、あなたが、「回りのすべての国々と同じく、私も自分の上に王を立てたい。」と言うなら、 

17:15 あなたの神、主の選ぶ者を、必ず、あなたの上に王として立てなければならない。あなたの同胞の中から、

あなたの上に王を立てなければならない。同胞でない外国の人を、あなたの上に立てることはできない。 

＠ 王権創立は御心ではなかったが、許容範囲だった 

 

17:16 王は、自分のために決して馬を多くふやしてはならない。馬をふやすためだといって民をエジプトに帰らせ

てはならない。「二度とこの道を帰ってはならない。」と主はあなたがたに言われた。 

①馬を増やすな ②エジプトに帰るな 

＠（１列王 10:26 ソロモンは戦車と騎兵を集めたが、戦車一千四百台、騎兵一万二千人が彼のもとに集ま

った。そこで、彼はこれらを戦車の町々に配置し、また、エルサレムの王のもとにも置いた。 

 

17:17 多くの妻を持ってはならない。心をそらせてはならない。自分のために金銀を非常に多くふやしてはならな

い。 

 ③多くの妻を持つな ④心をそらすな ⑤金銀をふやすな 

 ＠11:3 彼には七百人の王妃としての妻と、三百人のそばめがあった。その妻たちが彼の心を転じた。 

 ＠10:23 ソロモン王は、富と知恵とにおいて、地上のどの王よりもまさっていた。 

 

 

17:18 彼がその王国の王座に着くようになったなら、レビ人の祭司たちの前のものから、自分のために、このみお

しえを書き写して、17:19 自分の手もとに置き、一生の間、これを読まなければならない。それは、彼の神、主を

恐れ、このみおしえのすべてのことばとこれらのおきてとを守り行なうことを学ぶためである。 

＠１７：１８ ⑥自分の為に教えを書き写す 

 

18:11 呪文を唱える者、霊媒をする者、口寄せ、死人に伺いを立てる者があってはならない。 



 

18:15 あなたの神、主は、あなたのうちから、あなたの同胞の中から、私のようなひとりの預言者をあなたのため

に起こされる。彼に聞き従わなければならない。 

 

18:20 ただし、わたしが告げよと命じていないことを、不遜にもわたしの名によって告げたり、あるいは、ほかの

神々の名によって告げたりする預言者があるなら、  その預言者は死ななければならない。」 

 

18:22 預言者が主の名によって語っても、そのことが起こらず、実現しないなら、それは主が語られたことばでは

ない。その預言者が不遜にもそれを語ったのである。彼を恐れてはならない。 

 

 

19:15 どんな咎でも、どんな罪でも、すべて人が犯した罪は、ひとりの証人によっては立証されない。ふたりの証

人の証言、または三人の証人の証言によって、そのことは立証されなければならない。 

 ＠ヨハネ 8:17 あなたがたの律法にも、ふたりの証言は真実であると書かれています。 

＠申命記 17:6 ふたりの証人または三人の証人の証言によって、死刑に処さなければならない。ひとりの証

言で死刑にしてはならない。 

 

19:21 あわれみをかけてはならない。いのちにはいのち、目には目、歯には歯、手には手、足には足。 

 

20:8 つかさたちは、さらに民に告げて言わなければならない。「恐れて弱気になっている者はいないか。その者は

家に帰れ。戦友たちの心が、彼の心のようにくじけるといけないから。」 

 

申 21:5 それから、レビの子らである祭司たちが進み出なさい。あなたの神、【主】が、ご自分に仕えさせ、また【主】

の御名によって祝福を宣言するために選ばれた者は彼らであり、いかなる争いも、いかなる傷害事件も彼らの判決

によるからである。 

祝福を宣言する＝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)。 

 

21:17 きらわれている妻の子を長子として認め、自分の全財産の中から、二倍の分け前を彼に与えなければならな

い。彼は、その人の力の初めであるから、長子の権利は、彼のものである。 

 

21:23 その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木につ

るされた者は、神にのろわれた者だからである。あなたの神、主が相続地としてあなたに与えようとしておられる

地を汚してはならない。 

 

 

22:1 あなたの同族の者の牛または羊が迷っているのを見て、知らぬふりをしていてはならない。あなたの同族の者

のところへそれを必ず連れ戻さなければならない。 

＠他の教会のメンバーが迷っていたら、もとの場所に戻す事 

 

 

22:5 女は男の衣装を身に着けてはならない。また男は女の着物を着てはならない。すべてこのようなことをする者

を、あなたの神、主は忌みきらわれる。 



＠異性の格好をしてはならない 

 

22:24 あなたがたは、そのふたりをその町の門のところに連れ出し、石で彼らを打たなければならない。彼らは死

ななければならない。これはその女が町の中におりながら叫ばなかったからであり、その男は隣人の妻をはずかし

めたからである。あなたがたのうちから悪を除き去りなさい。 

 

23:3 アモン人とモアブ人は主の集会に加わってはならない。その十代目の子孫さえ、決して、主の集会に、はいる

ことはできない。 

 ＠アモン人、モアブ人を避ける、ルツはモアブ人であったが、彼女は憐れみによって主に近づけた 

 

23:5 しかし、あなたの神、【主】はバラムに耳を貸そうとはせず、かえってあなたの神、【主】はあなたのために呪

いを祝福に変えられた。あなたの神、【主】はあなたを愛しておられたからである。 

のろい(名詞）＝◄ ► qelalah (קללה  ).7045  のろい (google)のろい 

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

 

23:7 エドム人を忌みきらってはならない。あなたの親類だからである。エジプト人を忌みきらってはならない。あ

なたはその国で、在留異国人であったからである。 

 

23:13 武器とともに小さなくわを持ち、外でかがむときは、それで穴を掘り、用をたしてから、排泄物をおおわな

ければならない。 

23:14 あなたの神、主が、あなたを救い出し、敵をあなたに渡すために、あなたの陣営の中を歩まれるからである。

あなたの陣営はきよい。主が、あなたの中で、醜いものを見て、あなたから離れ去ることのないようにしなければ

ならない。 

 

23:18 どんな誓願のためでも、遊女のもうけや犬のかせぎをあなたの神、主の家に持って行ってはならない。これ

はどちらも、あなたの神、主の忌みきらわれるものである。 

 ＠汚れたお金を主の元に携えてはならない 

 

23:19 金銭の利息であれ、食物の利息であれ、すべて利息をつけて貸すことのできるものの利息を、あなたの同胞

から取ってはならない。 

 

23:20 異国人からは利息を取ってもよいが、あなたの同胞からは利息を取ってはならない。それは、あなたが入っ

て行って所有しようとしている地で、あなたの神、【主】があなたのすべての手のわざを祝福されるためである。 

祝福される＝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)。 

 

23:24 隣人のぶどう畑にはいったとき、あなたは思う存分、満ち足りるまでぶどうを食べてもよいが、あなたのか

ごに入れてはならない。 

 ＠祝福を受け取る時にむさぼってはならない 

 

24:4 彼女を出した最初の夫は、その女を再び自分の妻としてめとることはできない。彼女は汚されているからであ

る。これは、主の前に忌みきらうべきことである。あなたの神、主が相続地としてあなたに与えようとしておられ

る地に、罪をもたらしてはならない。 



 ＠同じ女性との再婚の禁止、しかしイスラエルは哀れみより回復（ホセア３：１） 

 

24:5 人が新妻をめとったときは、その者をいくさに出してはならない。これに何の義務をも負わせてはならない。

彼は一年の間、自分の家のために自由の身になって、めとった妻を喜ばせなければならない。 

 

24:10 隣人に何かを貸すときに、担保を取るため、その家にはいってはならない。 

 

24:13 日没のころには、その担保を必ず返さなければならない。彼は自分の上着を着て寝て、あなたを祝福するで

あろう。また、そのことはあなたの神、【主】の前であなたの義となる。 

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)。 

 

24:16 父親が子どものために殺されてはならない。子どもが父親のために殺されてはならない。人が殺されるのは、

自分の罪のためでなければならない。 

 

24:19 あなたが畑で穀物の刈り入れをして、束の一つを畑に置き忘れたときは、それを取りに戻ってはならない。

それは寄留者や孤児、やもめのものとしなければならない。あなたの神、【主】があなたのすべての手のわざを祝福

してくださるためである。 

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

 

25:18 彼は、神を恐れることなく、道であなたを襲い、あなたが疲れて弱っているときに、あなたのうしろの落後

者をみな、切り倒したのである。 

 ＠サタンは教会にしっかりつながっていないものを狙う 

 

25:19 あなたの神、主が相続地としてあなたに与えて所有させようとしておられる地で、あなたの神、主が、周囲

のすべての敵からあなたを解放して、休息を与えられるようになったときには、あなたはアマレクの記憶を天の下

から消し去らなければならない。これを忘れてはならない。 

 

26:10 今ここに私は、【主】よ、あなたが私に与えてくださった大地の実りの初物を持って参りました。」あなたは、

あなたの神、【主】の前にそれを供え、あなたの神、【主】の前で礼拝しなければならない。 

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

 

 

26:14 わたしはその聖なる物を喪のうちで食べたことがなく、また汚れた身でそれを取り出したことがなく、また

死人にそれを供えたことがありませんでした。わたしはわたしの神、主の声に聞き従い、すべてあなたがわたしに

命じられたとおりにいたしました。 

＠（申命記 27:15 「職人の手のわざである、主の忌みきらわれる彫像や鋳像を造り、これをひそかに安置

する者はのろわれる。」民はみな、答えて、アーメンと言いなさい。 

 

申 26:15 あなたの聖なる住まいの天から見下ろして、御民イスラエルと、あなたが私たちの父祖たちに誓われたと

おり私たちに下さった土地、乳と蜜の流れる地とを祝福してください。」 

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)。 

 



26:19 あなたを、主が造られたすべての国々の上に高く上げて栄誉と名声と栄えとし、約束のとおり、あなたが、

あなたの神、【主】の聖なる民となることを誓約されたのである。 

 

栄誉＝◄  8416. tehillah ( תהלה)57 回► 賛美、賛美の歌 

 

27:4 あなたがたがヨルダン川を渡ったら、私が今日あなたがたに命じるこれらの石をエバル山に立て、それに石灰

を塗りなさい。 

 @『サマリヤ五書』では、エバル山をゲリジム山に書き換えている。 

 

27:12 あなたがたがヨルダンを渡ったとき、次の者たちは民を祝福するために、ゲリジム山に立たなければならな

い。シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ヨセフ、ベニヤミン。 

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)。 

 

27:13 また次の者たちはのろいのために、エバル山に立たなければならない。ルベン、ガド、アシェル、ゼブルン、

ダン、ナフタリ。 

 ＠ゲリジム山と、エバル山は隣り合わせに存在する。 

 

27:14 レビ人はイスラエルのすべての人々に大声で宣言しなさい。 

 

27:15 「職人の手のわざである、主の忌みきらわれる彫像や鋳像を造り、これをひそかに安置する者はのろわれる。」

民はみな、答えて、アーメンと言いなさい。 

 

27:15 「職人の手のわざである、主の忌みきらわれる彫像や鋳像を造り、これをひそかに安置する者はのろわれる。」

民はみな、答えて、アーメンと言いなさい。 

＠申命記 26:14 わたしはその聖なる物を喪のうちで食べたことがなく、また汚れた身でそれを取り出した

ことがなく、また死人にそれを供えたことがありませんでした。わたしはわたしの神、主の声に聞き従い、

すべてあなたがわたしに命じられたとおりにいたしました。 

 

27:26 「このみおしえのことばを守ろうとせず、これを実行しない者はのろわれる。」民はみな、アーメンと言いな

さい。 

 

28:1 もし、あなたが、あなたの神、主の御声によく聞き従い、私が、きょう、あなたに命じる主のすべての命令を

守り行なうなら、あなたの神、主は、地のすべての国々の上にあなたを高くあげられよう。 

28:2 あなたがあなたの神、主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに臨み、あなたは祝福される。 

28:3 あなたは、町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。 

28:4 あなたの身から生まれる者も、地の産物も、家畜の産むもの、群れのうちの子牛も、群れのうちの雌羊も祝福

される。 

28:5 あなたのかごも、こね鉢も祝福される。 

28:6 あなたは、はいるときも祝福され、出て行くときにも祝福される。 

28:7 主は、あなたに立ち向かって来る敵を、あなたの前で敗走させる。彼らは、一つの道からあなたを攻撃し、あ

なたの前から七つの道に逃げ去ろう。 

28:8 主は、あなたのために、あなたの穀物倉とあなたのすべての手のわざを祝福してくださることを定めておられ



る。あなたの神、主があなたに与えようとしておられる地で、あなたを祝福される。 

28:9 あなたが、あなたの神、主の命令を守り、主の道を歩むなら、主はあなたに誓われたとおり、あなたを、ご自

身の聖なる民として立ててくださる。 

28:10 地上のすべての国々の民は、あなたに主の名がつけられているのを見て、あなたを恐れよう。 

28:11 主が、あなたに与えるとあなたの先祖たちに誓われたその地で、主は、あなたの身から生まれる者や家畜の

産むものや地の産物を、豊かに恵んでくださる。 

28:12 主は、その恵みの倉、天を開き、時にかなって雨をあなたの地に与え、あなたのすべての手のわざを祝福さ

れる。それであなたは多くの国々に貸すであろうが、借りることはない。 

28:13 私が、きょう、あなたに命じるあなたの神、主の命令にあなたが聞き従い、守り行なうなら、主はあなたを

かしらとならせ、尾とはならせない。ただ上におらせ、下へは下されない。 

 

28:14 あなたは、私が、きょう、あなたがたに命じるこのすべてのことばを離れて右や左にそれ、ほかの神々に従

い、それに仕えてはならない。 

 

28:43 あなたのうちの在留異国人は、あなたの上にますます高く上って行き、あなたはますます低く下って行く。 

 

28:47 あなたがすべてのものに豊かになっても、あなたの神、主に、心から喜び楽しんで仕えようとしないので、 

＠ たとえ主に仕えていても、喜んで主に仕えないのは祝福をそこなう 

 

28:63 かつて主があなたがたをしあわせにし、あなたがたをふやすことを喜ばれたように、主は、あなたがたを滅

ぼし、あなたがたを根絶やしにすることを喜ばれよう。あなたがたは、あなたがはいって行って、所有しようとし

ている地から引き抜かれる。 

 

28:65 これら異邦の民の中にあって、あなたは休息することもできず、足の裏を休めることもできない。主は、そ

の所で、あなたの心をおののかせ、目を衰えさせ、精神を弱らせる。 

 

２９：３  大きなしるし不思議」  

２９：４）しかし 

  しるしと不思議そのものによって改心させる事は出来ない 

 

29:9 あなたがたは、この契約のことばを守り、行ないなさい。あなたがたのすることがみな、栄えるためである。 

 

申 29:19 こののろいの誓いのことばを聞いたとき、心の中で自分を祝福し、「私は自分の頑なな心のままに歩んで

も大丈夫だ」と言うなら、潤った者も渇いた者も等しく滅びることになる。 

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)。 

自分を祝福し＝自己義認する、思い上がる的なニュアンス 

(NAS): he will boast, saying, (KJV): he bless himself in his heart, (INT): he will boast his heart saying 

 

29:26 彼らの知らない、また彼らに割り当てられたのでもない、ほかの神々のもとに行って仕え、それらを拝んだ

からだ。 

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 拝んだ ★ 



 

29:29 隠されていることは、私たちの神、主のものである。しかし、現わされたことは、永遠に、私たちと私たち

の子孫のものであり、私たちがこのみおしえのすべてのことばを行なうためである。 

＠２９：２９ 隠されている事は主のもの」 

＠（詩 131:1） 主よ。私の心は誇らず、私の目は高ぶりません。及びもつかない大きなことや、奇しいこ

とに、私は深入りしません。 

  ＠（詩７１：１５）救いを語り告げましょう。私は、その全部を知ってはおりませんが。  

＠（マタ１０：２６）おおわれているもので、現わされないものはなく、隠されているもので知

られずに済むものはありません。 

  ＠（箴言２５：２）事を隠すのは神の誉れ。事を探るのは王の誉れ 

 

申 30:1 私があなたの前に置いた祝福とのろい、これらすべてのことがあなたに臨み、あなたの神、【主】があな

たをそこへ追い散らしたすべての国々の中で、あなたが我に返り、 

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

のろい(名詞）＝◄ ► qelalah (קללה  ).7045  のろい (google)のろい 

 

30:3 あなたの神、主は、あなたを捕われの身から帰らせ、あなたをあわれみ、あなたの神、主がそこへ散らしたす

べての国々の民の中から、あなたを再び、集める。 

30:4 たとい、あなたが、天の果てに追いやられていても、あなたの神、主は、そこからあなたを集め、そこからあ

なたを連れ戻す。 

30:5 あなたの神、主は、あなたの先祖たちが所有していた地にあなたを連れて行き、あなたはそれを所有する。主

は、あなたを栄えさせ、あなたの先祖たちよりもその数を多くされる。 

 

30:9 あなたの神、主は、あなたのすべての手のわざや、あなたの身から生まれる者や、家畜の産むもの、地の産物

を豊かに与えて、あなたを栄えさせよう。まことに、主は、あなたの先祖たちを喜ばれたように、再び、あなたを

栄えさせて喜ばれる。 

 

30:11 まことに、私が、きょう、あなたに命じるこの命令は、あなたにとってむずかしすぎるものではなく、遠く

かけ離れたものでもない。30:12 これは天にあるのではないから、「だれが、私たちのために天に上り、それを取っ

て来て、私たちに聞かせて行なわせようとするのか。」と言わなくてもよい。 

30:13 また、これは海のかなたにあるのではないから、「だれが、私たちのために海のかなたに渡り、それを取って

来て、私たちに聞かせて行なわせようとするのか。」と言わなくてもよい。 

30:14 まことに、みことばは、あなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれ

を行なうことができる。 

 ＠（口）このことば 

 ＠みことば＝◄ 1697.( ָדָבר) dabar 1441 回► 

 

30:16 もしあなたが、私が今日あなたに命じる命令に聞き、あなたの神、【主】を愛し、主の道に歩み、主の命令と

掟と定めを守るなら、あなたは生きて数を増やし、あなたの神、【主】は、あなたが入って行って所有しようとして

いる地で、あなたを祝福される。 

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)。 

 



30:17 しかし、もしあなたが心を背け、聞き従わず、誘惑されてほかの神々を拝み、これに仕えるなら、 

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 (改 4)礼拝(する) ★ 

 

３０：１９ あなたは命を選びなさい」  

  主はなぞめかしていない、私達は自由だが、明確に答えを教えている 

 

31:6 強くあれ。雄々しくあれ。彼らを恐れてはならない。おののいてはならない。あなたの神、主ご自身が、あな

たとともに進まれるからだ。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。 

 ＠民に対して言った 

 

31:7 ついでモーセはヨシュアを呼び寄せ、イスラエルのすべての人々の目の前で、彼に言った。「強くあれ。雄々

しくあれ。主がこの民の先祖たちに与えると誓われた地に、彼らとともにはいるのはあなたであり、それを彼らに

受け継がせるのもあなたである。 

 ＠リーダーに対して言った 

 

31:8 主ご自身があなたの先に進まれる。主があなたとともにおられる。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てな

い。恐れてはならない。おののいてはならない。」 

 

31:13 これを知らない彼らの子どもたちもこれを聞き、あなたがたが、ヨルダンを渡って、所有しようとしている

地で、彼らが生きるかぎり、あなたがたの神、主を恐れることを学ばなければならない。」 

 ＠教えとは （神について）聞かす事、（神を）恐れさす、み言葉を（学ぶ） 

 ＠教える 

（１） 神はどのような方か 

（２） 詩篇 119:11 あなたに罪を犯さないため、私は、あなたのことばを心にたくわえました。 

（３） （箴言 1:7 主を恐れることは知識の初めである。愚か者は知恵と訓戒をさげすむ。 

 

31:23 ついで主は、ヌンの子ヨシュアに命じて言われた。「強くあれ。雄々しくあれ。あなたはイスラエル人を、わ

たしが彼らに誓った地に導き入れなければならないのだ。わたしが、あなたとともにいる。」 

 

31:24 モーセが、このみおしえのことばを書物に書き終えたとき、 

 31:25 モーセは、主の契約の箱を運ぶレビ人に命じて言った。 

 31:26 「このみおしえの書を取り、あなたがたの神、主の契約の箱のそばに置きなさい。その所で、あなたに対す

るあかしとしなさい。 

 ＠みおしえ＝◄ 8451. torah ► 

 ＠書物＝◄ 5612. sepher 186 回► Short Definition: book 

     Definition: a missive, document, writing, book 

NASB Translation 

Book (47), book (79), books (2), certificate (3), deed (6), deeds (3), illiterate* (1), indictment (1), letter (14), 

letters (15), literate* (1), literature (2), read* (1), scroll (6), scroll* (3), writ (1). 

 

 



 

32:8 「いと高き方が、国々に、相続地を持たせ、人の子らを、振り当てられたとき、イスラエルの子らの数にした

がって、国々の民の境を決められた。 

＠人の子ら=bene1121 adam120 

@イスラエルの子ら＝(ヘ)bene yisrael、(死海写本)神の子ら、(70 人訳)神の御使いたち 

（ダニ４：１３，１７）見張りの者 

 

32:11 わしが巣のひなを呼びさまし、そのひなの上を舞いかけり、翼を広げてこれを取り、羽に載せて行くように。 

32:12 ただ主だけでこれを導き、主とともに外国の神は、いなかった。 

（共）32:11 鷲が巣を揺り動かし／雛の上を飛びかけり／羽を広げて捕らえ／翼に乗せて運ぶように 32:12 

ただ主のみ、その民を導き／外国の神は彼と共にいなかった。 

 

32:17 神ではない悪霊どもに、彼らはいけにえをささげた。それらは彼らの知らなかった神々、近ごろ出てきた新

しい神々、先祖が恐れもしなかった神々だ。 

（1 コリ 10:20 いや、彼らのささげる物は、神にではなくて悪霊にささげられている、と言っているので

す。私は、あなたがたに悪霊と交わる者になってもらいたくありません。 

 

32:26 わたしは彼らを粉々にし、人々から彼らの記憶を消してしまおうと考えたであろう。 

32:27 もし、わたしが敵のののしりを気づかっていないのだったら。・・彼らの仇が誤解して、『われわれの手で勝

ったのだ。これはみな主がしたのではない。』と言うといけない。」 

32:28 まことに、彼らは思慮の欠けた国民、彼らのうちに、英知はない。 

32:29 もしも、知恵があったなら、彼らはこれを悟ったろうに。自分の終わりもわきまえたろうに。 

32:30 彼らの岩が、彼らを売らず、主が、彼らを渡さなかったなら、どうして、ひとりが千人を追い、ふたりが万

人を敗走させたろうか。 

32:31 まことに、彼らの岩は、私たちの岩には及ばない。敵もこれを認めている。 

32:32 ああ、彼らのぶどうの木は、ソドムのぶどうの木から、ゴモラのぶどう畑からのもの。彼らのぶどうは毒ぶ

どう、そのふさは苦みがある。  

 

32:39 今、見よ。わたしこそ、それなのだ。わたしのほかに神はいない。わたしは殺し、また生かす。わたしは傷

つけ、またいやす。わたしの手から救い出せる者はいない。 

 

32:46 彼らに言った。「あなたがたは、私が、きょう、あなたがたを戒めるこのすべてのことばを心に納めなさい。

それをあなたがたの子どもたちに命じて、このみおしえのすべてのことばを守り行なわせなさい。 

 ＠みおしえ＝ha torah 8451 

 

32:47 これは、あなたがたにとって、むなしいことばではなく、あなたがたのいのちであるからだ。このことばに

より、あなたがたは、ヨルダンを渡って、所有しようとしている地で、長く生きることができる。」 

 

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よ。 

 

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。 

 @(改 2)不信の罪を犯し   ＠(改 2)神聖さを・・・現わさなかった 

 

32:52 あなたは、わたしがイスラエルの人々に与えようとしている地を、はるかにながめることはできるが、その

地へはいって行くことはできない。」 

 

32:52 あなたは、わたしがイスラエルの人々に与えようとしている地を、はるかにながめることはできるが、その

地へはいって行くことはできない。」 

＠3:25 どうか、私に、渡って行って、ヨルダンの向こうにある良い地、あの良い山地、およびレバノンを

見させてください。」 

 

33:1 次は神の人モーセが、その死を前にしてイスラエルの子らを祝福した、祝福のことばである。 

 

33:11 【主】よ。彼の財産を祝福し、その手のわざを受け入れてください。彼に向かい立つ者の腰を打ち砕き、彼

を憎む者たちが立ち上がれないようにしてください。」 

 

33:13 ヨセフについては、こう言った。「彼の地は【主】に祝福されたもの。天の賜物の露、下に横たわる大いなる

水の賜物、 

 

33:20 ガドについては、こう言った。「ガドの土地を広げる方はほむべきかな。ガドは雌獅子のように伏し、腕や頭

の頂をかみ裂く。 

ほむべきかな＝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)(INT): Blessed (改 4)ほむべきかな 

 

33:23 ナフタリについては、こう言った。「ナフタリは恵みに満ち足り、【主】の祝福に満ちている。彼は西と南を

所有せよ。」 

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

 

33:24 アシェルについては、こう言った。「アシェルは子らの中で最も祝福されている。その兄弟たちに愛されて、

その足を油の中に浸すようになれ。 

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)。 

 

34:1 モーセはモアブの草原からネボ山、エリコに向かい合わせのピスガの頂に登った。主は、彼に次の全地方を見

せられた。ギルアデをダンまで、34:2 ナフタリの全土、エフライムとマナセの地、ユダの全土を西の海まで、34:3 

ネゲブと低地、すなわち、なつめやしの町エリコの谷をツォアルまで。34:4 そして主は彼に仰せられた。「わたし

が、アブラハム、イサク、ヤコブに、『あなたの子孫に与えよう。』と言って誓った地はこれである。わたしはこれ

をあなたの目に見せたが、あなたはそこへ渡って行くことはできない。」 

 

３４：４ 目に見せたが入って行く事は出来ない」 

 ＠（申３：２６）「もう十分だ。このことについては、もう二度とわたしに言ってはならない。 

 

３４：６ その墓を知った者はいない。 



＠（ユダ１：９）ミカエルが悪霊と論じ 

 ＠遺体が消滅しただけで、携挙されたわけではない 

 

34:9 ヌンの子ヨシュアは、知恵の霊に満たされていた。モーセが彼の上に、かつて、その手を置いたからである。

イスラエル人は彼に聞き従い、主がモーセに命じられたとおりに行なった。 

 ＠旧約で唯一聖霊に、満たされていた人  

＠（民 27:18 主はモーセに仰せられた。「あなたは神の霊の宿っている人、ヌンの子ヨシュアを取り、あ

なたの手を彼の上に置け。 

 

  


