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クラス概要
概要：
このクラス（旧約聖書概観１）の目的は、聖書全体の土台と呼ぶことができるモーセ五書を、

歴史的背景や各書の特徴などを考慮しながらその全体像を捉えていくことにあります。学生はこ
のクラスを通してモーセ五書の目的、各書の強調点、そしてイスラエルの歴史の礎を理解すること
が求められています。

具体的な学習目的：
A. 聖書の区分に関して理解する

B. イスラエルの略歴を覚える

C. 律法の書の著者について非聖書的な見解の問題点と聖書的な見解の証明をあげることがで
きる

D. 律法の書全体の目的を説明することができる

E. 各書の特徴を説明することができる

F. 各書の目的を説明することができる

G. 各書の内容をアウトラインに沿って理解する

課題：
課題はCanvasを参照してください。
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聖書に関する基礎知識



I. 聖書の構成
A. 二つの契約
1. 旧約聖書

2. 新約聖書

B. 旧約聖書の分類
1. ヘブライ語の聖書の区分（キリストの時代に用いられていた順番）

a. 律法

b. 預言書

(1) 前預言書

(2) 後預言書

c. 諸書

(1) 詩文書

(2) 五巻物（メギロース）

(3) 歴史書

2. 現代の一般的な区分

a. 律法

b. 歴史書

c. 詩文書

d. 預言書

C. 章番号及び節番号
オリジナルの聖書には、章番号も節番号も付いていませんでした。これらは聖書が書かれ

てからかなりの時間がたった後（13世紀から16世紀にかけて）加えられたものです。それ
ゆえに、必ずしもこれらの章節区切りが原文の意味を正しく区分するものであるとは限らな
いことを、聖書を読むときに理解しておかなければなりません。

D. 旧約聖書と新約聖書の関係
クリスチャンは旧約に関して、新約と同等の知識を持っていないことが多いのですが、旧

約が新約と同じように重要だという事実を忘れてはなりません（ヨハネ5:34; ルカ
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24:25-28）。新約聖書は旧約に依存する部分が多くあります。事実ある学者によると新約
には250の旧約からの直接的引用があり、1603の間接的引用や旧約の歴史などに対する引
喩があるといいます。神学的に考えても、旧約は新約の中にある神学の基礎をなすものとし
て正しく理解されなければならないものなのです。

II. 原語
A. 旧約聖書の原語

B. 新約聖書の原語

III.旧約に見るイスラエルの略歴
A. 全世界的取り扱い（創世記1-11）

神は全世界的に人との関わりを持っていました。創造の後、人は罪を犯し、悪は地を満
たしていきました。それは全世界的洪水をもたらし、またその後のバベルの塔での裁きへと
つながっていきました。

B. 族長時代（創世記11-50）
イスラエルは、アブラハムが選ばれることによって選民とされ、神が彼と交わした契約が

息子イサク、ヤコブへと引き継がれていきました。イスラエルの民はヤコブ、ヨセフの時代
にエジプトへと下っていきます。

C. エジプトでの奴隷時代（出エジプト1）
ヨセフが生きていた時代の幸福が消え去り、エジプトに移住したイスラエル人たちの生活

は困難なものになっていきました。

D. モーセによる解放（出エジプトー申命記）
モーセとパロの対立、エジプトを出てシナイ山で律法を受け、40年間荒野をさまよい、

ヨシュアとカレブを除く不信仰な世代は死に絶えました。

E. カナンの地の制圧と区分（ヨシュア記）
７年間の戦いの後、アブラハムに約束されていたカナンの地は12部族によって占拠され

ます。ヨシュアによって土地は分配されますが、その後イスラエルの民は完全な制圧をする
ことを怠り、異邦人との結婚と、偶像礼拝という２つの罪を後の世代まで残し続ける結果を
生み出しました。

F. 士師の時代（士師記、ルツ記、Iサムエル1-8）
ヨシュア死後、民を導くリーダーを欠いていたイスラエルには、背教と罪に満ちた生活が

待っていました。その中で神は士師を与え、民や町を敵の攻撃から守られました。
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G. 王国時代（Iサムエル12̶ II歴代誌）
イスラエルの民は国を導くリーダーを求め王制を要求します。サウルによる王政以降12

部族は統一され、一大王国として繁栄しましたが、ソロモンの死後、北の王国イスラエル
（10部族）と南の王国ユダ（2部族）とに分裂します。イスラエルは722B.C.にアッシリヤ
によって、ユダは586B.C.にバビロニアによって滅ぼされます。

H. 捕囚の時代
バビロンでの70年間の捕囚時代の様子は、ダニエル書の一部を除いては物語として旧約

聖書に記されていません。

I. 回復の時代（エズラ記、ネヘミヤ記、エステル記）
バビロニア帝国は、メディア・ペルシャ連合軍によって打ち破られ、ペルシャの王クロス

の取った政策により、捕囚の民は再びエルサレムに戻ることになります。そこで民は神殿と
エルサレムの町を再建します。旧約聖書はネヘミヤの働きを記した後、閉じられています。

IV.聖書の作成
A. 執筆期間
1. 旧約聖書：

2. 新約聖書：

B. 聖書に関する３つの重要な概念
1. 啓示：

2. 霊感：

a. 執筆された書（聖書）が霊感を受けていて、著者は霊感を受けていない

b. 霊感を受けているのは、オリジナルのみである

c. 聖書はどのように霊感を受けるようになったのかという過程を説明せず、単に霊感
を受けているという事実を宣言している

3. 保存：

a. 可能性：聖書は人の手によって損なわれる可能性がある

b. 摂理：神はその摂理によって聖書を守られる

旧約聖書概観１ 聖書に関する基礎知識
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律法の書



I. 律法の書とは
A. 名称
1. ヘブライ語：トーラ

2. ギリシャ語：ペンタトゥーク

3. 聖書的呼称

a. 律法（ヨシュア8:34; エズラ10:3; マタイ12:5; ヨハネ7:19）

b. 律法の書（ヨシュア1:8; ネヘミヤ8:3; ガラテヤ3:10）

c. モーセの律法の書（ヨシュア8:31; Ⅱ列王14:6）

d. モーセの書（エズラ6:18; マルコ12:26）

e. 主の律法（エズラ7:10; ルカ2:23, 24）

f. 神の律法（ネヘミヤ10:28, 29）

g. 神の律法の書（ヨシュア24:26; ネヘミヤ8:18）

h. 主の律法の書（Ⅱ歴代17:9; ネヘミヤ9:3）

B. 重要性
1. 霊的生涯の基礎を示す

2. キリストを示す

II. 著者
A. 伝統的・聖書的見解

B. 近代的・批判的見解
この見解はモーセが生存していた時代よりも何世紀も後のいくつかの文献に基づいて五書

が構成されているという考えで、モーセが著者ではないが、モーセの伝統が生かされている
と考えます。このような見解は合理主義と反超自然主義に基づいて生まれてきます。合理主
義者は、神が啓示している真理に基づい理解するのではなく、人間の知恵や常識的判断を基

旧約聖書概観１ 律法の書
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「五書の内容を注意深く考え、全ての内的
また外的証拠を正当に計るとき、モーセが
五書の著者であるという説が、最も事実に
適合するものであるという確信を研究者は
持つことができる。」

（Gleason L. Archer, Jr.）



準として聖書の記事を理解しようとします。また反超自然主義者は、奇蹟的な現象は起こり
えないという前提の下に物事を考えるため、既述されている内容に対して、反超自然的見解
を示そうとします。こうした考えに基づいて形成された代表的な見解がJEDP説（The 
Documentary Hypothesis または Graf-Wellhausen Hypothesis）と呼ばれるものです。
これはモーセ五書が４つの違った文献から構成されているという考えに基づいています。

1. 文献１：J 

紀元前８５０年頃、南の王国ユダで不明の著者によって記された文献。著者は特に
個人の伝記に興味があり、人物の鮮明な描写が主な特徴とされている。著者はよく神
を擬人的表現（神に体があり、人間が持っているような感情を持っている）を用いて
記している。また道徳的神学的な事柄に対して預言者的興味を示しているが、いけに
えや儀式に関しては比較的無関心である。

2. 文献２：E

紀元前７５０年頃に北の王国イスラエルで不明の著者によって記された文献。著者
はJの著書に比べ客観的で、道徳的神学的事柄にそれほど深い興味を示していない。創
世記でEは儀式と礼拝に興味を示し、神が幻や夢を通して人々に語られている姿を描
く。出エジプトから民数記では、モーセを特別な奇蹟を行う者と捉え、その地位を高
いものとしている。

3. 文献３：D

ヨシア王の下で起こったリバイバル（紀元前621年）の時、ヨシア王の指示で行われ
た改革に基づき、大祭司ヒルカヤの指揮（？）で記された。目的はユダの王国の住民
たちが、「高いところ」での礼拝をやめ、全てのいけにえと宗教的捧げものをエルサ
レムの神殿で行うようにすることであった。この文献は預言者的運動（特にエレミヤ
のもの）に強い影響を受けている。この文献を記した者達が、後にヨシュア記、士師
記、サムエル記、そして列王記の歴史的記述を編纂した。

4. 文献４：P

紀元前570年頃に記されたエゼキエルによる神聖法典（レビ17-26）から律法の書
にある祭司的内容の刷新を指導したエズラまでのいくつかの段階で書き留められた文
献。Pは起源に関する組織的内容とイスラエルの神政政治に関する事柄に重きを置いて
いた。特に、起源、系図、またいけにえや儀式に重点が置かれている。

これら４つの文献は紀元前500年以降、何度かの編集を経て、今日の旧約聖書になって
いったと批評的見解をする人々は主張します。またこれらの文献が一つにされていく課程の
中で多くの神話的内容（超自然的な内容）が加えられたため、現代の聖書研究者の使命は、
五書から神話部分を取り除き、真の歴史を理解することであると考えられています。

旧約聖書概観１ 律法の書

7

これら２つの文献JとEは紀元前650年頃、不明の編集者によって一つの文献（J-E）にまとめられる



この見解の一番の問題点は、この説が全く証拠のない仮定に基づいていることです。これ
らの4つの文献、またそれらが一つのものとしてまとめられるに至る文献は発見されたこと
がなく、そのような文献が存在したことを示す客観的証拠は一つもありません。またこの見
解はイスラエルの宗教が多神教信仰から一神教信仰へと進化していったという前提に基づい
ています。このプロセスは宗教発展の自然な過程であると考えられ、この考えを受け入れる
人々はイスラエルの民に神からの啓示が与えられたことはないと考えています。それゆえ
に、私たちが手にしている五書は、イスラエルの宗教の伝説的進化の記録であり、神からの
特別な助けを全く借りずに人の力によって書かれたものであるとされるのです。このような
考え方は、全く根拠のない推論からの論議であり、五書の著者を考える上で、受け入れるに
価しない議論であることを私たちは理解しなければなりません。

C. 聖書的証明
聖書はモーセが律法の書の著者であることを明確に示しています。

1. 五書自体がモーセが著者であることを語っている

2. 旧約聖書がモーセが著者であることを
語っている

3. 新約聖書がモーセが著者であることを
語っている

III.主題と目的
A. 主題
1. 神

2. 契約

3. 罪

旧約聖書概観１ 律法の書
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モーセは神によって五書を書くために特別に
整えられていたことに私たちは気付くべきです。
モーセの育った環境を考えるとき、またどのよう
に彼がイスラエルの歴史において用いられたの
かを考えるとき、モーセが五書を記したことを
疑う理由はなくなっていくのです。



4. 選び

5. 出エジプト

6. 律法

7. 土地

B. 目的

IV.内容と比較
A. 全体的な内容

五書は永遠の過去（創造時）から紀元前1407年（モーセの死）までの最低でも3000年
以上の歴史を記しています。

旧約聖書概観１ 律法の書
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本 鍵 国 民 神の特徴 神の役割 神の命令

創世記

出エジプト

レビ記

民数記

申命記

起源 選び 整えられる
力ある
主権者

創造主 「○○あれ!」

贖い 解放 贖われる あわれみ 贖い主
「わたしの民
を行かせろ!」

礼拝 分離 教えられる 聖 きよめ主 「聖であれ!」

彷徨い 指導 試みられる 公正 保ち主 「行け!」

契約の更新 準備 教えられる 愛ある主 報いられる主 「従え!」



B. 各書の特徴
1. 創世記：

2. 出エジプト記：

3. レビ記：

4. 民数記：

5. 申命記：

旧約聖書概観１ 律法の書

10

モーセ五書は、五巻そろって初めて一つの本であると考えるべきです。また 
五書は聖書が記す啓示全体の土台となる本であり、神がこの後啓示して
きた事柄は、全て五書に含まれていると言っても過言ではありません。これら
の五巻がこれから約束の地を占拠しようとしているイスラエルの民に対して
書かれていたことを忘れるならば、五書の正しい解釈をすることは困難にな
るでしょう。



創世記

焦点 ４つの出来事４つの出来事４つの出来事４つの出来事 ４人の人物４人の人物４人の人物４人の人物

区分

内容内容

場所

期間

創
造

1:1-
2:25

堕
落

3:1-
5:32

洪
水

6:1-
9:29

国
々

10:1-
11:9

ア
ブ
ラ
ハ
ム

12:1-
25:8

イ
サ
ク

25:9-
28:5

ヤ
コ
ブ

28:6-
36:43

ヨ
セ
フ

37:1-
50:26

人類の始まり人類の始まり人類の始まり人類の始まり イスラエル人の始まりイスラエル人の始まりイスラエル人の始まりイスラエル人の始まり

歴史的歴史的歴史的歴史的 伝記的伝記的伝記的伝記的

肥沃三日月地帯
（エデンーハラン）
肥沃三日月地帯
（エデンーハラン）
肥沃三日月地帯
（エデンーハラン）
肥沃三日月地帯
（エデンーハラン）

カナン
（ハランーカナン）

カナン
（ハランーカナン）

カナン
（ハランーカナン）

エジプト

約2000年
　(c. 4004-2090 B.C.)

約2000年
　(c. 4004-2090 B.C.)

約2000年
　(c. 4004-2090 B.C.)

約2000年
　(c. 4004-2090 B.C.)

193年
(2090-1897 B.C.)

193年
(2090-1897 B.C.)

193年
(2090-1897 B.C.)

93年
(1897-
1804 
B.C.)



I. 序論
A. タイトル
1. ヘブル語：「はじめに」

2. LXX：「創世記」

B. 場所と期間
1. ３つの中心的場所

a. 肥沃三日月地帯

b. カナン

c. エジプト

2. ３つの期間

a. 2000+ 年 (創造から2090 B.C.)

b. 193年 (2090-1897 B.C.)

c. 93年 (1897-1804 B.C.)

C. 著者：モーセ
1. 問題

a. 創世記自体に著者に関する言及がない

b. 創世記はヨセフの死をもって終わっている

2. モーセが著者である証明

a. 旧約聖書の言及

b. 新約聖書の言及

c. モーセの教育（使徒7:22）

旧約聖書概観１ 創世記
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創世記の著者はモーセです。執筆年代は
出エジプトから彼の死までの4 0年間
（1445-1405 B.C.）であると考えられます。



D. テーマ
1. アブラハムの契約（12:1-3, 7; 13:14-17; 15:1-21; 17:1-21; 18:17-19; 22:15-18; 
26:2-5; 28:10-17; 35:9-12; 50:24）

a. 契約の発展

(1) 契約の必要（11:26）

(2) 契約の基礎（12:1-3）

(3) 契約の締結（15:1-21）

(4) 契約の印（17:1-14）

(5) 契約の目的（18:17-19）

(6) 契約の祝福（22:15-18）

(7) 契約の確認（26:2-5; 28:10-17; 35:9-12; 50:24）

b. 契約の要素

(1) アブラハム個人の祝福（12:2）

(2) 偉大な国（12:2; 17:4-6; 18:18; 25:23; 35:11; 46:3）

(a) 土地（12:1, 7; 13:14-18; 15:18-21; 17:8; 23:1-20; 24:7; 26:3-4; 
28:13; 35:12; 50:24）

(b) 子孫から誕生する国（12:2; 7; 15:5; 17:3-14; 22:16-17; 26:4, 24; 
28:14; 35:11）

i) 一団として（12:7; 13:15-16; 15:5, 13, 18; 17:7-10, 19; 22:17; 
26:3-4, 24; 28:13-14; 35:11-12）

ii) 個人として

(1) 子（15:3）

(2) メシア（22:17-18; 26:4-5; 28:14）

(3) 全世界的祝福（12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14）

2. 万能の神（1-2; 6-8; 15:1）

旧約聖書概観１ 創世記
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3. 主権者なる神（37-50）

4. 人類の罪（3, 4, 6, 11, 19）

5. 神の裁き（3, 4, 6, 11, 19）

6. 神の恵み

E. 目的

旧約聖書概観１ 創世記
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創世記は、全ての事柄の始まりを記しています。世界の始まり、人間の始まり、
罪の始まり、そしてイスラエルの始まりについて明確に記すことが目的となって
います。
特にイスラエルに関して言えることは、創世記を通していかに神がイスラエル
の民を選び、どのような契約を結んだのかを知ることができる重要な書である
ということです。
神が人をなぜ創造し、どのように罪に対して接し、その解決を与えようとしてお
られるのかを知るために、創世記を理解することは大切なのです。



II. アウトライン
I. 天地創造（1:1-2:3）

II. 天と地の創造の記録（2:4-4:26）

A. エデンの園におけるアダムとエバ（2:4-25）

B. 堕落とその結果（3:1-24）

C. 最初の殺人（4:1-24）

D. セツの子孫による希望（4:25-26）

III. アダムの歴史の記録（5:1-6:8）

A. アダムからノアまでの系図（5:1-32）

B. 洪水前の人の状態（6:1-8）

IV. ノアの歴史の記録（6:9-9:29）

A. 洪水の準備（6:9-7:9）

B. 洪水と救助（7:10-8:19）

C. ノアの契約（8:20-9:17）

D. ノアの子どもの状態（9:18-29）

V. セム・ハム・ヤペテの歴史の記録（10:1-11:9）

A. 国家（10:1-32）

B. 国家の離散（11:1-9）

VI. セムの歴史の記録（11:10-26）

VII. テラの歴史の記録（11:27-25:11）

A. 系図（11:27-32）

B. アブラハムの契約：土地と国民（12:1-22:19）

1. 約束の地への旅路（12:1-9）
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2. エジプトからの贖い（12:10-20）

3. 土地の分割（13:1-18）

4. 王たちに対する勝利（14:1-24）

5. 契約の締結（15:1-21）

6. ハガルとイシュマエルの否認（16:1-16）

7. 契約の承認としるし（17:1-27）

8. イサクの誕生の予告（18:1-15）

9. ソドムとゴモラ（18:16-19:38）

10.アビメレクとアブラハム（20:1-18）

11.イサクの誕生（21:1-34）

12.アブラハムとイサクの信仰の証明（22:1-19）

C. アブラハムの約束の子孫（22:20-25:11）

1. リベカの素性（22:20-24）

2. サラの死（23:1-20）

3. イサクの結婚（24:1-67）

4. 継承者イサク（25:1-6）

5. アブラハムの死（25:7-11）

VIII. イシュマエルの歴史の記録（25:12-18）

IX. イサクの歴史の記録（25:19-35:29）

A. エサウとヤコブの争い（25:19-34）

B. イサクへの契約の祝福（26:1-33）

C. 祝福を得るためのヤコブの偽り（26:34-27:40）

D. 異邦の地でのヤコブの祝福（27:41-32:32）

1. ヤコブがラバンの下に行く（27:1-28:9）

2. ベテルでの幻（28:10-22）

3. ラバンとの不一致（29:1-30）

4. 約束の子（29:31-30:24）
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5. アラムからの出立（30:25-31:55）

6. 神の御使いとの遭遇（32:1-32）

E. エサウとヤコブの再会と和解（33:1-17）

F. シェケムからマムレまでの出来事と死（33:18-35:29）

X. エサウの歴史の記録（36:1-37:1）

XI. ヤコブの歴史の記録（37:2-50:26）

A. ヨセフの夢（37:2-11）

B. 家族の悲劇（37:12-38:30）

C. エジプトでのヨセフ（39:1-41:57）

D. 家族との再会（42:1-45:28）

E. エジプトへの移民（46:1-50:26）

1. エジプトへの旅（46:1-27）

2. ゴシェンでの居住（46:28-47:31）

3. 十二部族への祝福（48:1-49:28）

4. ヤコブの死と葬儀（49:29-50:14）

5. ヨセフの死（50:15-26）
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III.内容
A. アダムからノア：人の歴史の始まり（1:1-11:32）
1. 創造の記録（1:1-2:25）

a. 創造の時期についてのコメント：

(1) 最も有名な創造の推定年：

この日付はジェームス・アッシャー大司教（1581-1656）によって計算された
ものである。これは旧約の系図にはギャップがないという閉ざされたものであるこ
とを前提としている。

(2) 実際の創造の時：

b. 創造の重要性に関するコメント：

c. 創造の日数に関するコメント：

(1) 間違った見解

(a) 一日が一時代であると考える説

(b) 一日は象徴であると考える説

(c) ギャップ説

(2) 正しい見解：字義的一日説

(a) 字義的理解が最も文脈にふさわしい

(b) 「夕があり、朝があった」という付随表現は字義的一日を示している

(c) 「日」を形容する数字は単語の意味を実際の一日に限定する

(d) 神は創造の一週間を人の一週間の基としている（出エジプト20:11; 
31:17）
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d. 第一週目の出来事

(1) 第一日（1:1-5）

(2) 第二日（1:6-8）

(3) 第三日（1:9-13）

(4) 第四日（1:14-19）

(5) 第五日（1:20-24）

(6) 第六日（1:24-31）

(7) 第七日（2:1-3）

2. 人の堕落とその結果（3:1-6:9）

a. 人の堕落（3:1-24）

(1) 最初の罪に関するコメント：

(2) 神の約束に関するコメント：

b. 堕落の結果（4:1-6:9）

(1) 神に逆らう家系（4:1-24）

(2) 神に従う家系（4:25-5:32）
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(3) 系図の意味と目的：

(4) 二つの家系の結合（6:1-9）

3. 洪水：人に対する神の裁き（6:10-8:19）

a. 洪水前の準備（6:10-22）

b. 大洪水（7:1-8:19）

(1) 期間：

(2) 範囲：

(a) 洪水の目的（6:13）

(b) 7:19, 20 の表現

(c) 箱船の必要性

(d) イエスの言葉（マタイ24:39）

(e) ペテロの言葉（Ⅱペテロ3:5, 6）

4. 新しい始まり（8:20-9:19）

a. ノアの契約に関するコメント：

5. ノアと子ども達（9:20-10:32）

a. ノアの罪と子どもたちへの祝福と呪い（9:20-29）
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b. 国家の記録（10:1-32）

6. バベルの塔（11:1-9）

7. セムとその子孫（11:10-32）

B. アブラハムからヨセフ：イスラエルの歴史の始まり（12:1-50:26）
1. アブラハム（12:1-25:18）

a. アブラハムのカナンへの移住（12:1-14:24）

(1) アブラムの旅路とその性質に関するコメント：

(2) メルキゼデクに関するコメント

b. 約束の子の待望（15:1-22:24）

(1) アブラハムの契約の締結に関するコメント：

(2) イシュマエルに関するコメント：
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(3) ソドムとゴモラに関するコメント：

(4) イサクを捧げることに関するコメント：

c. サラの死、イサクの嫁探し、アブラハムの死（23:1-25:18）

(1) サラの死に関するコメント

2. イサクと双子の息子ヤコブとエサウ（25:19-36:43）

a. イサクの家族（25:19-34）

(1) 双子の誕生に関するコメント： 

(2) 長子の権利に関するコメント：

  

b. イサクのカナン居住（26:1-33）

c. イサクからの祝福（26:34-28:9）

d. ヤコブの結婚（28:10-32:21）
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ヤコブには多くの娘がいたが、ディナだけが聖書で紹介されている（34章）

レア ビルハ ジルパ ラケル

１）ルベン ５）ダン ７）ガド １１）ヨセフ

２）シメオン ６）ナフタリ ８）アシェル １２）ベニヤミン

３）レビ

４）ユダ

９）イッサカル

１０）ゼブルン

(1) ラバンとヤコブに関するコメント：

 

e. ヤコブのカナンへの帰還（32:3-35:21）

(1) ヤコブの格闘に関するコメント：

 

(2) シメオンとレビに関するコメント：

f. ヤコブとエサウの子孫（35:22-36:43）

3. ヨセフ（37:1-50:26）

a. 最愛の子、ヨセフ（37:1-36）

b. ユダとタマル（38:1-20）
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c. 奴隷から支配者へ（39:1-47:57）

d. ヨセフと兄弟たち（42:1-45:28）

e. エジプトにおけるイスラエルの確立（46:1-50:26）

旧約聖書概観１ 創世記

24



出エジプト記

焦点 エジプトからの贖いエジプトからの贖いエジプトからの贖いエジプトからの贖いエジプトからの贖い 神からの啓示神からの啓示

区分

内容内容

場所

期間

贖
い
の
必
要
1:1
-

1:22

贖
い
の
準
備
2:1
-

4:31

イ
ス
ラ
エ
ル
の
贖
い

5:1-15:21

イ
ス
ラ
エ
ル
の
贖
い

5:1-15:21

イ
ス
ラ
エ
ル
の
維
持

15:22-18:27

契
約
の
啓
示

19:1-31:18

契
約
へ
の
応
答

32:1-40:38

物語物語物語物語物語 法律制定法律制定

従属従属従属 解放解放 指導指導

エジプト
(1:1-13:16)
エジプト

(1:1-13:16)
エジプト

(1:1-13:16)
荒野

(13:17-18:27)
荒野

(13:17-18:27)
シナイ山

(19:1-40:38)
シナイ山

(19:1-40:38)

430年430年430年 2ヶ月2ヶ月 10ヶ月10ヶ月



I. 序論
A. タイトル
1. ヘブル語：「さて彼らの名は」

2. LXX：「出エジプト」

B. テーマ
1. 贖い（6:6; 15:13）と解放（2, 3, 6, 7, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 29, 32, 33）

2. YHWH

a. 主の名（3, 6, 9, 15, 20, 23, 33, 34）

b. 主の知識（5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 29, 31, 33）

c. 主の恐れ（1, 9, 14, 18, 20）

3. 聖さ（3, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40）

4. 族長（2, 3, 4, 6, 32, 33）

5. 契約

a. アブラハム（2:24; 6:4, 5）

b. シナイ[モーセ]（19:5; 20-23; 24:7, 8; 31:16; 34:10-27）

6. 安息日（16, 20, 23, 31, 35）

7. 過越（12, 34）と種なしパン（12, 13, 23, 34）

8. 十戒（20, 31, 32, 34）

9. 幕屋（25-31; 34-40）

10.荒野（3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 23）

C. 目的：
1. イスラエルの子孫をエジプトの縄目から贖い、イスラエルの民との契約を結ぶ

2. イスラエルという国の始まりと目的を告げる
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D. 背景
1. 期間

a. この書に記されている出来事は、ヤコブがエジプトに下った時（1875B.C.）から
シナイ山で幕屋を完成させる時（1444B.C.）までの約431年間の出来事です。

b. この430年のうち、350年間は出エジプト1章で紹介されています。

c. 残りの81年間が2章から40章までの間に記されています。

2. 地理

出エジプト記が始まるとき、イスラエルの民はエジプトに滞在しています。そして
この本が閉じるとき、イスラエルはエジプトを離れ、シナイ山に幕屋を張っていま
す。約束の地（カナン）への旅の第一年目です。この旅の残りの部分は五書の残り３
巻に継続されるのです。

3. 歴史

エジプトはヨセフの死後、ヒクソス（イスラエル人たちと同族のセム人）によって
治められた時期がありました（紀元前18世紀から16世紀頃）。このヒクソスがヨセフ
のことを知らない王であったと推測されます。ヒクソスによる支配からエジプトが解
放された後に起こったエジプト第18王朝時代に出エジプト記に記されているイベント
が起こっています。
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１ ヤコブがエジプトへ行く 1875	B.C.

２ モーセによる出エジプト 1445	B.C.

３ シナイ山で幕屋が完成する 1444	B.C.

431年間

１　ヤコブがエジプトに行く 1875	B.C.

２　ヨセフの死 1804	B.C.

３　ヨセフを知らない王 1730	B.C.

４　モーセの誕生 1525	B.C.

350年間

１　モーセの誕生 1525	B.C.

２　ミデヤンへの逃亡 1485	B.C.

３　出エジプト 1445	B.C.

４　幕屋の建設と完成 1444	B.C.

81年間



II. アウトライン
I. エジプトでのイスラエル（1:1-12:36）

A. 人口の爆発的増加（1:1-7）

B. パロによる弾圧（1:8-22）

C. 解放者の成長（2:1-4:31）

D. パロとの対決（5:1-11:10）

E. 旅立ちの準備（12:1-36）

II. シナイ山に向かうイスラエル（12:37-18:27）

A. エジプトからの脱出と混乱（12:37-14:14）

B. 紅海の横断と歓喜（12:37-15:21）

C. シナイ山への旅と不満（15:22-17:16）

D. イテロとの面談と助言（18:1-27）

III. シナイ山に宿営を張るイスラエル（19:1-40:38）

A. 神の律法が与えられる（19:1-24:28）

B. 神の幕屋が説明される（25:1-31:18）

C. 神の礼拝が汚される（32:1-35）

D. 神の臨在が確証される（33:1-34:45）

E. 神の幕屋が建設される（35:1-40:38）
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III.内容
A. エジプトからの解放（1-18）
1. エジプトでの隷属（1）

2. 解放者としてモーセが召される（2-4）

a. モーセの誕生（2:1-10）

(1) 誕生年：

(2) モーセの養子縁組

b. モーセの逃亡（2:11-25）

(1) モーセの失敗

(2) モーセの隠伏生活

c. モーセの召命（3:1-4:31）

(1) 「燃える柴」での出来事に関するコメント

(2) モーセの反論に関するコメント
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エジプト第１８王朝エジプト第１８王朝
アハモセ 1570-1546 BC
アメンホテップ I 1546-1526 BC
トトメス I 1525-1512 BC
トトメス II 1512-1504 BC
ハトシェプスト 1504-1482 BC
トトメス III 1504-1450 BC
アメンホテップ II 1450-1425 BC
トトメス IV 1425-1417 BC

モーセの反論 主の回答
権威の欠如（3:11） 主の臨在（3:12）
メッセージの欠如（3:13） 主の御名（3:14）
信用の欠如（4:1） 主の力（4:1-9）
雄弁さの欠如（4:10） 主の助け（4:11-12, 14-16）



3. モーセとパロ、10の災いと過越（5-12）

a. モーセとパロの最初の対決（5:1-6:9）

b. 9の災い（6:10-11:10）

c. 10番目の災いと過越（12:1-51）

(1) 過越の制定（12:1-28）

(2) 初子の死（12:29-30）

(3) 結果（12:31-39）

(4) イスラエルのエジプトでの滞在期間と過越の祭りの規定（12:40-49）

(5) エジプトからの脱出（12:50-51）

4. 旅立ちと紅海の横断（13:1-15:21）

a. 種なしパンの規定と初子の贖いの規定（13:1-16）

b. イスラエルの旅路と神の臨在（13:17-22）

c. 紅海の横断（14:1-31）

d. 勝利の賛美（15:1-21）
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5. 神の様々な備え（15:22-18:27）

a. 水の供給（15:22-27）

b. 食料の供給（16:1-36）

c. 水の供給２（17:1-7）

d. アマレク人との戦い（17:8-16）

e. イテロの助言（18:1-27）

B. 律法の授与（19-34）
1. モーセを通して律法が授けられる（19-31）

a. 「鷲の翼」のメッセージとイスラエルの応答（19:1-8）

b. 十戒の授与（19:9-20:21）

c. 契約の書の授与（20:22-24:4）

d. 契約の締結（24:5-8）

e. 律法の授与（24:9-31:18）

2. イスラエルによって律法が破られる（32）

a. イスラエルの罪（32:1-6）

b. 神の怒り（32:7-10）
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c. モーセのとりなし（32:11-14）

d. 罪の結果（32:15-35）

3. 神とモーセの会見と契約の回復（33-34）

C. 幕屋の建築と完成（35-40）
1. 幕屋建設のための奉納物と働き人（35）

2. 幕屋建設と家具の準備（36-39）

3. 幕屋の完成（40）
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レビ記

焦点 いけにえいけにえいけにえいけにえ きよめきよめきよめきよめきよめ

区分

内容内容

場所

期間

神
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
た
め
の
律
法
1:1
-

7:38

祭
司
の
律
法
8:1
-

10:20

聖
さ
に
関
す
る
律
法

11:1
-

15:33

贖
い
の
日
に
関
す
る
律
法

16:1
-

17:16

聖
い
民
と
な
る
た
め
の
律
法

18:1
-

20:27

聖
い
祭
司
と
な
る
た
め
の
律
法

21:1
-

22:33

聖
い
礼
拝
を
す
る
た
め
の
律
法

23:1
-

24:23

カ
ナ
ン
の
地
で
の
聖
い
生
活
の
た
め
の
律
法

25:1
-

26:46

聖
い
者
と
し
て
の
誓
い
に
関
す
る
律
法

27:1
-

27:34

神への道神への道神への道神への道 神との歩み神との歩み神との歩み神との歩み神との歩み

神に受け入れられる方法神に受け入れられる方法神に受け入れられる方法神に受け入れられる方法 神と交わる方法神と交わる方法神と交わる方法神と交わる方法神と交わる方法

シナイ山シナイ山シナイ山シナイ山シナイ山シナイ山シナイ山シナイ山シナイ山

約1ヶ月約1ヶ月約1ヶ月約1ヶ月約1ヶ月約1ヶ月約1ヶ月約1ヶ月約1ヶ月



I. 序論
A. タイトル
1. ヘブル語：「そして神は呼んだ」

2. LXX：「レビ記」

B. テーマ
1. 主の臨在

a. 「主の御前での」捧げ物（1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 16, 17）

b. 「あなたの神、主」から命じられている日常の行動（18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26）

2. 聖さ（10:10）

a. 聖

(1) YHWH（11:44, 45; 19:2; 20:6）

(2) イスラエル（ 11:44, 45; 19:2; 20:6）

(3) 物（2:3, 10; 4:6）

(4) 時（23:2, 3, 4, 7, 8, 21, 24, 27 35, 36, 37）

b. 汚れ（19:8, 12, 29; 20:3; 21:6, 9, 12, 15, 23; 22:2）

c. 清いもの（11-15）

d. 汚れたもの（11-15）

3. いけにえのシステム

a. 捧げ物（1-7; 16）

b. 祭司（8-10）

C. 目的：
神がその選民の真中に住み、人々が主と交わりを持つための方法を示す

D. 背景
1. 期間

2. 地理
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II. アウトライン
I. いけにえに関する律法（1:1-7:38）

A. イスラエル人全般に対する法律（1:1-6:7）

1. 全焼のいけにえ（1）

2. 穀物のいけにえ（2）

3. 和解のいけにえ（3）

4. 罪のいけにえ（4:1-5:13）

5. 罪過のいけにえ（5:14-6:7）

B. 祭司に対する法律（6:8-7:38）

1. 全焼のいけにえ（6:8-13）

2. 穀物のいけにえ（6:14-23）

3. 罪のいけにえ（6:24-30）

4. 罪過のいけにえ（7:1-10）

5. 和解のいけにえ（7:11-36）

6. まとめ（7:37, 38）

II. 祭司職の始まり（8:1-10:20）

A. アロンとその子たちの聖別（8）

B. 最初のいけにえ（9）

C. ナダブとアビフの処刑（10）

III. 汚れに対する規定（11:1-16:34）

A. 汚れた動物（11）

B. 出産の汚れ（12）

C. 汚れた病（13）

D. 病のきよめ（14）

E. 漏出物の汚れ（15）

F. 会見の幕屋のきよめ（16）

旧約聖書概観１ レビ記
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IV. 実践的な聖さの指針（17:1-27:34）

A. いけにえと食事（17）

B. 正しい性的行為（18）

C. 隣交（19）

D. 重罪（20）

E. 祭司に対する教示（21, 22）

F. 宗教的祭り（23）

G. 幕屋（24:1-9）

H. 冒瀆の記録（24:10-23）

I. 安息の年とヨベルの年（25）

J. 従順であることの励ましー祝福と呪いー（26）

K. 誓約（27）

旧約聖書概観１ レビ記
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III.内容
A. いけにえによって聖なる神の前に立つ（1-16）
1. いけにえに関する律法（1-7）

a. いけにえに関する教え（1:1-6:7)

b. いけにえの儀式に関する教え（6:8-7:38）

2. 祭司職の制定といけにえの開始（8-10）

a. アロンとその子孫の任命（8-9）

b. ナダブとアビフの罪（10）

旧約聖書概観１ レビ記
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名前 焼却部分 他の部分 動物 機会/理由 箇所

全焼 全て なし
傷のない雄

財産に基づく動物
なだめの供え物
献身の表現 レビ1

穀物 一部 祭司の食事
種なしパン
小麦粉
塩で味付け

感謝 レビ2

和解 脂肪部分 祭司と捧げた
者の食事

傷のない羊、子
羊、やぎ、その他
財産に基づく動物

交わり
祝福の感謝
誓願の成就
一般的感謝

レビ3,
レビ

22:18-30

罪 脂肪部分 祭司の食事
祭司/民：雄牛
王：雄やぎ
個人：雌羊

浄めが必要なとき レビ4

罪過 脂肪部分 祭司の食事
傷のない羊

その他財産に基づ
く動物

罪の咎があるとき レビ5



3. 汚れに関する律法（11-15）

a. 食事に関する律法（11）

b. 出産後のきよめ（12）

c. 皮膚病により汚れ（13-14）

d. 漏出物による汚れ（15）

4. 贖いの日に関する律法（16）

a. 贖いの日に関するコメント

(1) 時期：毎年第7月の10日

(2) 名称：ヨムキプアー

(3) 目的：

b. 贖いの日の儀式

(1) 中庭の旋盤で大祭司は身を清め、幕屋で亜麻布の礼服に着替える（v. 4）

(2) 自分と自分の家族のために雄牛を罪のためのいけにえとして捧げる（vv. 3, 6, 
11）

(3) 雄牛の血と香と祭壇の炭火を持って至聖所に入る（vv. 12-13）

(4) 「贖いのふた」に雄牛の血を7回振りかける（v. 14）

(5) 中庭に戻り、二頭の雄やぎのためにくじをひく（vv. 7-8）

(6) 人々の罪のためのいけにえとして一頭の雄やぎを捧げる（vv. 5, 9, 15）

(7) 至聖所に戻り、やぎの血を「贖いのふた」と聖所に振りかける（vv. 15-17）

(8) 祭壇に戻り、祭壇を雄牛と雄やぎの血できよめる（vv. 11, 15, 18, 19）

(9) やぎを荒野に解き放つ（vv. 20-22）

(10)やぎを解き放った者が身を清める（v. 26）

(11)亜麻布の服を脱ぎ、身を清めた後で普段の礼服に着替える（vv. 23-24）

(12)二頭の羊を自分と全会衆のために全焼のいけにえとして捧げる（v. 3, 5, 24）

(13)罪のためのいけにえの脂肪が焼かれる（v. 25）
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(14)罪のためのいけにえの雄牛とやぎが宿営の外に持ち出され焼かれる（v. 27）

(15)焼いた者は身を清める（v. 28）

B. 分離によって聖なる神と共に歩む（17-27）
1. いけにえと肉を食べることに関する律法（17）

2. 契約に基づく道徳観と異教の習慣に倣わないことに関する律法（18-20）

a. 性行為に関する律法（18）

b. 様々な日常の事柄に関する律法（19）

c. 不従順に対する罰（20）

3. 祭司といけにえの聖さに関する律法（21-22）

4. 主の例祭に関する律法（23）

a. 過越と種なしパンの祭り

b. 五旬節（ペンテコステ）
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時期時期 例祭
ユダヤ教 キリスト教暦

ニサン（14） ３−４月 過越
ニサン（15-21） ３−４月 種なしパン
ニサン（16） ３−４月 初穂
シバン（6） ５−６月 ペンテコステ
ティシュリ（1） ９−１０月 ラッパ
ティシュリ（10） ９−１０月 贖罪
ティシュリ（15-21） ９−１０月 仮庵



c. 仮庵の祭り

5. 幕屋のともしびとパン、神への冒瀆に関する律法（24）

6. 特別な年に関する律法（25）

a. 安息年（25:1-7）

b. ヨベルの年（25:8-55）

7. 従順への祝福と不従順に対する呪い（26）

8. 誓約、捧げ物、十分の一税に関する律法（27）
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民数記

焦点 古い世代古い世代 悲しい転換期悲しい転換期悲しい転換期悲しい転換期 新しい世代新しい世代新しい世代

区分

内容内容

場所

期間

イ
ス
ラ
エ
ル
の
組
織
化
1:1
-

4:9

イ
ス
ラ
エ
ル
の
き
よ
め
5:1
-

10:10

カ
デ
シ
ュ
バ
ル
ネ
ア
へ

10:11
-

12:16

カ
デ
シ
ュ
バ
ル
ネ
ア
で

13:1
-

14:45

荒
野
で

15:1
-

19:22

モ
ア
ブ
へ

20:1
-

25:18

イ
ス
ラ
エ
ル
の
再
編

26:1
-

27:23

捧
げ
物
と
誓
い
の
規
則

28:1
-

30:16

カ
ナ
ン
の
占
拠
と
分
配

31:1
-

36:13

秩序秩序 混沌混沌混沌混沌 再秩序再秩序再秩序

準備準備 遅延遅延遅延遅延 準備準備準備

シナイ山シナイ山 荒野荒野荒野荒野 モアブの草原モアブの草原モアブの草原

20日20日 38年3ヶ月10日38年3ヶ月10日38年3ヶ月10日38年3ヶ月10日 約5ヶ月約5ヶ月約5ヶ月



I. 序論
A. タイトル
1. ヘブル語：「荒野で」「そして彼は語った」

2. LXX：「民数記」

B. テーマ
1. 荒野（1, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 26, 27, 32, 34）

2. イスラエルの反抗（11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 25）

3. 不従順な民に対する神の怒り（11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 25）

4. 主の忍耐（1-10; 26-36）

5. 土地（9:14; 10:9; 13-15; 16:14; 18:20; 20:12. 24; 26:53, 55; 32:7-9, 11; 
33:50-56; 34-36）

C. 目的：
イスラエルの不従順が民の死をもたらせるが、イスラエルを祝福するという主の究極的な

目的は変更されることがない

1. 不信仰のゆえにもたらされた荒野での放浪の期間を記録する（14:32-34）

2. 不従順な世代と従順な世代の人口調査を記録し、二つの世代をつなげる

D. 背景
1. 期間：

カデシュ・バルネアにおける反逆ゆえに、主はイスラエルの民に４０年の放浪とい
う裁きを与えます。この４０年はエジプトを出たときから、カナンの地に入るときま
での期間です。そしてこの４０年のほとんどの時期が民数記に記されています。この
４０年の分類は次のようになります。

旧約聖書概観１ 民数記
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申命記1:3 民数記の最後 第４０年の第十一月の一日

民数記1:1 民数記の始め 第２年の第二月の一日

TOTAL ３８年９ヶ月

出エジプト〜レビ記
エジプトからシナイ山へ、律法の
授与、幕屋の完成、礼拝に関する
指導

エジプトからシナイ山へ、律法の
授与、幕屋の完成、礼拝に関する
指導

約１年１ヶ月

民数記 カナンの国境までの旅カナンの国境までの旅 約３８年９ヶ月

申命記 約２ヶ月

TOTAL ４０年



2. 地理：

シナイ山の麓に滞在していたイスラエルは、この本が閉じるに当たって、約束の地
の国境（モアブ）に移動しています。

II. アウトライン
I. 第一世代の荒野での経験（1:1-25:18）

A. 主への従順（1:1-10:36）

1. 主の幕屋を中心としたイスラエルの組織化（1:1-6:27）

2. 主の幕屋に対するイスラエルのあり方（7:1-10:36）

B. 主に対する不従順（11:1-25:18）

1. 旅路に対するつぶやき（11:1-12:16）

2. カデシュ・バルネアでのイスラエルとリーダーの反抗（13:1-20:29）

a. イスラエルの反抗とその報い（13:1-19:22）

b. モーセとアロンの反抗とその報い（20:1-29）

3. 旅路に対する新たなつぶやき（21:1-22:1）

4. バラムによるイスラエルへの祝福（22:2-24:25）

5. バアル・ペオルを慕うことによる最終的な反抗（25:1-18）

II. 第二世代のモアブの草原での経験：主への従順の回復（26:1-36:13）

A. 約束の地征服の準備（26:1-32:42）

B. 荒野での旅路の回顧（33:1-49）

C. 約束の地征服の予期（33:50-36:13）
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III.内容
A. シナイ山におけるイスラエル：旅の準備（1:1-10:10）
1. 最初の人口調査（1）

2. 宿営の順番（2）

3. レビ族の選出

4. レビ族の中での役割分担（4）

5. 汚れと不貞に関する律法（5）

6. ナジル人の誓願（6:1-21）

7. 祝福の宣言（6:22-27）

8. 各部族のいけにえ（7）
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9. レビ族の聖別（8）

10.過越の祭りと参加者に関する詳細（9:1-14）

11.栄光の雲に関する教え（9:15-23）

12.銀のラッパ（10:1-10）

B. シナイ山からカデシュ・バルネアへの旅路（10:11-12:16）
1. 旅の始まり（10:11-36）

2. 食事に関する不満（11）

3. モーセの姉兄の非難（12）

C. カデシュ・バルネアでの失態と荒野での放浪（13:1-20:13）
1. 斥候の報告とイスラエルの反乱（13-14）

a. カデシュ・バルネアに関するコメント

b. スパイたちの報告に関するコメント：

(1) 何日間滞在したか？

(2) 10人の不信仰なスパイの報告はどのようなものだったか？

(3) この報告を聞いた民の決断は（14:4）？

(4) 民の不信仰を責めたモーセとアロン、そして二人のスパイに対して民はどのよ
うな態度を示したか？また主は彼らをどのように助けたか？
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(5) なぜ神はイスラエルを滅ぼされなかったのか？

(6) イスラエルに与えられた裁きは何か？

(7) 裁きを聞いた民の反応はどのようなものだったか（14:36-38）？

2. カナンの地での生活に関する律法（15）

3. コラ、ダタン、アビラムの反逆（16）

4. アロンの杖と祭司職の確定（17）

5. レビ族の責任ときよめの儀式（18-19）

6. ミリヤムの死とメリバの水（20:1-13）

IV. カナンへの旅路（20:14-21:35）
A. イスラエルの通過を拒否するエドム（20:14-21）

B. アロンの死（20:22-29）

C. いくつかの戦いと毒蛇（21）
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V. モアブの草原：約束の地の境界（22-36）
A. バラクとバラム（22-24）

B. ペオルでの偶像崇拝（25）

C. 二回目の人口調査（26）

D. 相続に関する律法（27:1-11）

E. ヨシュアの任命（27:12-23）

F. 礼拝と誓願に関する決まり（28-30）

G. ミデヤン人に対する報い（31）

H. ルベン、ガド、マナセの半部族がヨルダン川の東に定住を決める（32）

I. エジプトからモアブまでの旅の回顧（33）

J. 約束の地の境界（３４）

K. レビ族の町とのがれの町（３５）

L. 娘に相続地が与えられるときの注意点（３６）
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申命記

焦点 説教１ 説教２説教２説教２説教２ 説教３説教３説教３

区分

内容内容

場所

期間

神
の
働
き
の
再
考

1:1-4:43

十
戒
の
講
解

4:44-11:32

儀
式
に
関
す
る
律
法

12:1-
16:17

民
事
に
関
す
る
律
法

16:18-
20:20

社
会
に
関
す
る
律
法

21:1-
26:19

契
約
の
承
認

27:1-
28:68

パ
レ
ス
チ
ナ
の
契
約

29:1-
30:20

契
約
の
仲
介
者
の
移
行

31:1-
34:12

神が成し
たこと

神が要求すること神が要求すること神が要求すること神が要求すること 神が成すこと神が成すこと神が成すこと

歴史的 法的法的法的法的 預言的預言的預言的

モアブの草原モアブの草原モアブの草原モアブの草原モアブの草原モアブの草原モアブの草原モアブの草原

約１ヶ月約１ヶ月約１ヶ月約１ヶ月約１ヶ月約１ヶ月約１ヶ月約１ヶ月



I. 序論
A. タイトル
1. ヘブル語：「これらが言葉である」

2. LXX：「第二の律法」

B. テーマ
1. イスラエルの選び

a. 「私たちの神、主」「あなたがたの神、主」（1-31）

b. 主の選び（4, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 26, 31）

2. 主の属性

a. 無比でねたむ神（4, 5, 6, 13, 29, 33）

b. 真実（1, 2, 3, 7, 31, 32）

c. 愛（1, 4, 7, 13, 23, 30, 33）

d. 恵み（1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 28, 29）

e. 裁き (1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 29, 31, 32）

3. イスラエルに対する要求（10:12-13）

a. 主を恐れる（4, 5, 6, 8, 10, 1, 14, 17, 28, 31）

b. 主を愛する（5, 6, 7, 10, 11, 13, 19, 30）

c. 主の掟を守る（4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 26, 27, 28, 29, 30）

d. 主の道を歩む（5, 8, 10, 11, 13, 19, 26, 28, 30）

e. 主に仕える（10, 11, 13, 28）

f. 主に聞き従う（4, 5, 6, 9, 11, 27, 28, 30, 31）

4. 土地の占拠（1-12, 15-19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32）

C. 目的：
新しい世代のイスラエルが約束の地に入り、占拠する準備を整える

D. 背景
1. 期間：1ヶ月10日（ヨシュア4:19; 申命記1:3）
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2. 状況：

この時点で著者モーセは120歳になっています。イスラエルの民はモアブの草原に
集まり、いよいよ彼らと約束の地との間にはヨルダン川だけが残っているそのような
状況の中にありました。しかしモーセは約束の地に入ることができないため、彼は長
老たちと人々を集め、この書に記されている事柄を教えます。

E. 五書の関係

本 タイプ 内容

創世記

出エジプト記

レビ記

民数記

申命記

歴史的物語
イスラエルの家族の誕生、約束と祝福、エジプトへの移住を
記す。

歴史的物語
モーセの働きによってエジプトから救出されたイスラエルが
シナイ山で神の契約の国となる。幕屋が建設され、神の栄光
の雲が契約の民の真中に留まる。

指導/律法制定
堕落した人が何を持って、いつ、どのように主の前に立つこ
とができるのかを制定する。

歴史的物語

民の不信仰のゆえにもたらされた38年を超える荒野での放浪
を記す。エジプトを出た最初の世代が荒野で死に絶え、次の
世代がカナンの地の国境にたどり着き、約束の地の占拠を心
待ちにする。

指導
モーセが自らの死の直前の一ヶ月、イスラエルに対して最後
のメッセージを残す。約束の地に入る準備の為にモーセは
メッセージを語る。

F. 特徴
1. 申命記は従順を促す本である

2. 申命記は記憶と回想を強調する本である

3. 申命記はイエスが好んで引用した本である
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4. 申命記は「第二の律法」であるが、単なる繰り返しではなく、特に第二世代のイスラ
エルの抱えていた状況に沿った教えがなされる本である
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内容 箇所
1. 序文 1:1-5
2. 歴史的回顧 1:6-4:43
3. 契約の条項 4:44-26:19
4. 祝福とのろい　 27:1-29:1
5. 契約を不朽のものとするための準備 29:2-30:20



II. アウトライン
I. 序文（1:1-4）

II. モーセの最初のメッセージ：歴史的回顧（1:5-4:43）

A. ホレブからベテ・ペオルまでの神の恵みの業の歴史的回顧（1:5-3:29）

B. 律法への従順の奨励（4:1-40）

C. 逃れの町の選定（4:41-43）

III. モーセの第二のメッセージ：シナイ山の契約の条項（5:1-11:32）

A. 序文（4:44-49）

B. 主とイスラエルの関係における基礎的な要素（5:1-11:32）

1. 十戒（5:1-33）

2. 主への完全な献身（6:1-25）

3. 他国の神々からの分離（7:1-26）

4. 主を忘れることに関する警告（8:1-20）

5. 過去に起こったイスラエルの反抗からの例証（9:1-10:11）

6. 神を恐れ、愛し、主のみこころに従うことの訓示（10:12-11:32）

C. 約束の地での生活に関する規定（12:1-26:19）

1. 礼拝の生活に関する指示（12:1-16:17）

2. リーダーシップに関する指示（16:18-18:22）

3. 社会の秩序に関する指示（19:1-23:14）

4. 様々な律法に関する指示（23:15-25:19）

5. 初穂と十分の一税（26:1-15）

6. 従順の約束（26:16-19）

D. 契約の祝福と呪い（27:1-28:68）

IV. モーセの第三のメッセージ（29:1-30:20）
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V. 最後の出来事（31:1-34:12）

A. リーダーの交代（31:1-8）

B. 律法の朗読の指示（31:9-13）

C. モーセの詩（31:14-32:47）

1. イスラエルの失敗の予知（31:14-29）

2. モーセの詩（31:30-32:43）

3. 歌の重要性の教え（32:44-47）

D. モーセの生涯の最後の出来事（32:48-34:12）

1. モーセの死に関する指示（32:48-52）

2. モーセの祝福（33:1-29）

3. モーセの死（34:1-12）

旧約聖書概観１ 申命記

53



III.内容
I. 序文（1:1-4）

II. 歴史的回顧：モーセの最初のメッセージ（1:5-4:43）
A. シナイ山からカデシュまで：スパイたちと反逆（1:5-46）

B. エドム、モアブ、アモン：アモン人との戦い（2）

C. オグ王との戦い：2部族半の定住（3）

D. モーセの警告と従順への召し（4:1-40）

E. ヨルダンの東岸に3つの逃れの町を築く（4:41-43）

III. 契約の条項：モーセの第二のメッセージ（4:44-26:19）
A. 基本的な命令（4:44-11:32）

1. 十戒とシナイ山における律法の授与（4:44-5:33）

2. 重要な命令：次世代を教える（6）

3. 信仰と従順への召し（7-11）

a. カナン人との関わり方（7）

b. 神の恵みに満ちた働き（8）

c. シナイ山でのイスラエルの罪と神のあわれみ（9:1-10:11）

d. 神の要求とイスラエルの責任（10:12-22）

e. 従順に対する祝福と呪い（11）
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B. 詳細な律法（12-26）

1. 礼拝に関する規定（12:1-16:17）

a. 偶像と礼拝所の破壊（12:1-7）

b. 捧げ物と礼拝場所（12:8-31）

c. 偶像崇拝の禁止（12:32-13:18）

d. 異教の哀悼の行為の禁止（14:1-2）

e. きよい動物と汚れた動物（14:3-21）

f. 十分の一税（14:22-29）

g. 安息年（15）

h. 三大例祭（16:1-17）

2. 礼拝の責任者に関する規定（16:18-18:22）

a. 「さばきつかさ」の任命（16:18-20）

b. 偶像崇拝者の処刑（16:21-17:7）

c. 裁判問題（17:8-13）

d. 王に関する規定（17:14-20）

e. 祭司とレビ族の収入（18:1-8）

f. 魔術の処罰（18:9-14）

g. 預言者の到来の約束（18:15-22）

3. 社会的問題に関する規定（19-23:23）

a. 逃れの町（19）

b. 戦争に関する規定（20）

c. 未解決の殺人事件に関する規定（21:1-9）

d. 捕虜の女性に関する規定（21:10-14）

e. 長子の権利に関する規定（21:15-17）

f. 親に逆らう者に関する規定（21:18-21）

g. 木につるされた場合の規定（21:22-23）

h. 迷った動物に関する規定（22:1-4）
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i. 異性の服を身に着けることに関する規定（22:5）

j. 鳥の巣に関する規定（22:6-7）

k. 家、畑、衣服に関する規定（22:8-12）

l. 性的関係に関する規定（22:13-30）

m. 主の集会に加わる者の条件（23:1-8）

n. 戦場での兵士に関する規定（23:9-14） 

o. 奴隷に関する規定（23:15-16）

p. 神殿での売春行為に関する規定（23:17-18）

q. 利息に関する規定（23:19-20）

r. 誓願に関する規定（23:21-23）

4. 人間関係に関する規定（23:24-25:19）

a. 隣人の畑に関する規定（23:24-25）

b. 離婚に関する規定（24:1-4）

c. 新婚者に関する規定（24:5）

d. 生活の基盤を守ることに関する規定（24:6）

e. 誘拐に関する規定（24:7）

f. 皮膚病に関する規定（24:8-9）

g. 借金に関する規定（24:10-13）

h. 貧困者に関する規定（24:14-15）

i. 親子の罰に関する規定（24:16）

j. 社会的弱者に関する規定（24:17-22）

k. 体罰に関する規定（25:1-3）

l. 家畜に関する規定（25:4）

m. レビレート婚に関する規定（25:5-10）

n. 争いに関する規定（25:11-12）

o. 正当な商売に関する規定（25:13-16）

p. アマレク人の裁き（25:17-19）
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5. 初穂と十分の一税（26:1-15）

6. まとめの言葉（26:16-19）

IV. 呪いと祝福（27:1-29:1）
A. 契約を承認することに関する命令（27:1-26）

1. 指示（27:1-14）

2. 呪い（27:15-26）

3. 祝福と呪い（28:1-29:1）

a. 祝福（28:1-14）

ここで約束されている祝福は「霊的」なものだけではないことに注目したい。民
が主に従順であるとき、あらゆる面における祝福が与えられているのである。

b. 呪い（28:15-68）

要約として記されている最初の４つの呪い（16-19）は、同じ要約の４つの祝福
（3-6）に直接対比していることに注目したい。これらの４つの呪いはこの後具体
的に記されていく。

c. まとめ（29:1）

V. 契約の要求のまとめ（29:2-30:20）
A. イスラエルに対する主の誠実さの再考（29:2-9）

旧約聖書概観１ 申命記

57



B. イスラエルの不従順に対する呪いの再考（29:10-28）

C. 反抗を悔い改めたときにもたらされる祝福の約束（29:29-30:10）

D. 従順と服従の最後の懇願（30:11-20）

1. 主が与えた律法の明瞭さと身近さ（30:11-14）

2. 主が与えた律法にのみある真の幸福と充足（30:15-20）

VI. 付録：リーダーの交代（31-34）
A. ヨシュアの任命と律法の保管（31:1-29）

1. ヨシュアが次期リーダーとして任命される（31:1-8）

2. 安息年に律法を朗読することに関する命令（31:9-13）

3. 主によるヨシュアの任命（31:14-23）

4. 律法の保管場所に関する命令（31:24-29）
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B. モーセの歌（31:30-32:43）

C. モーセの死の準備（32:44-52）

1. モーセの最後の訓示（32:44-47）

2. 約束の地の眺望の約束（32:48-52）

D. イスラエルに対する祝福の言葉（33:1-29）

E. モーセの死（34:1-12）

1. モーセが約束の地を眺める（34:1-4）

2. モーセの死とヨシュアの就任（34:5-9）

3. モーセの碑文（34:10-12）
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