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神は我らと共に 

パート１： 大いなる祝福 

創世記―申命記 

第１２メッセージ － 第 2 世代のために再表示された律法 

申命記１－２６章 

はじめに 

 この本の題名「申命記」とは「第二の律法」または、律法の「反復」を意

味すると同時に、モーセ五書の最後のこの本は、その題名が意味するより 

はるかに深い意味を持っている。イスラエルの第二世代は、約束の地に入国

寸前であった。ヨルダン川の東の地域に宿営しており、ヨシュアの導きによ

ってカナンに入国しようとしていた。死が間近に迫っていたモーセが新しい

世代のために最後の情熱的な説教をする。モーセは、イスラエルの民が豊か

な神のご臨在、保護、糧に恵まれた未来を楽しむために、イスラエルの民が

契約の忠実さを覚えるよう呼びかけた。たどった歴史と神に選ばれた国家と

呼ばれる偉大な特権を見直し、神への献身的な愛と服従の姿勢を呼びかけ、

最終的に神に服従するかしない選択によって得られる広範囲の祝福、また、

規律を語った。次の箇所は申命記全体の色調が見られる：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と、定めと、おきてで

あって、あなたがたは渡って行って獲る地で、これを行わなければならな

い。これはあなたが子や孫と共に、あなたの生きながらえる日の間、つね

にあなたの神、主を恐れて、わたしが命じるもろもろの定めと、命令とを

守らせるため、またあなたが長く命を保つことのできるためである。それ

ゆえ、イスラエルよ、聞いて、それを守り行え。そうすれば、あなたはさ

いわいを得、あなたの先祖の神、主があなたに言われたように、乳と蜜の

流れる国で、あなたの数は大いに増すであろう（申命記６：１－３）。 

イスラエルの歴史を顧みる： １：１－３：２９ 

 １章から３章は、歴史的見直しである。第一世代が神に背いた場所カデシ

ュ・バルネアまでの道のりをモーセが再度順をおって話すところから始ま

る。そして、その世代は、来る 40 年もの間、世代全体が死ぬまで、荒野で

の放浪生活から抜け出すことは出来なかった。この本の冒頭は、冷静にいか

なるものであったかを検討するきっかけを与えてくれる：ホレブからセイ

ル山の道を経て、カデシ・バルネアに達するには、十一日の道のりであ

る。第四十年の十一月となり、その月の一日に、モーセはイスラエルの

人々にむかって、主が彼らのため彼に授けられた命令を、ことごとく告げ

た（申命記１：２，３）。 

 １１日間の旅を４０年間の悪夢に変えてしまったのは何であろうか・・・ 

その答えは、第一世代が神を信頼し続け、みことばに従い続けることが出来

なかったことである。第二世代も同じ過ちを犯すのでしょうか？ 

 モーセによる歴史的見直しは、４０年が過ぎ、第二世代が約束の地の東側

に位置する国境において、今にも国境を越えようとしている今日まで続く。 

モーセは、イスラエルの第二世代の指導者として神によってヨシュアが任命

されたことを語り、神への完全な従順を怠ったために約束の土地に導く特権

を失ってしまった自身の失敗を語る。この回顧はイスラエルの民に、１）

神の「民との契約」に対する忠実さと、２）契約条件の範囲内で生きるこ

とを怠った第一世代が支払った代価を思い出させた。 

契約の忠実の訴え： ４：１－１１：３２ 

 はじめの注釈にも記したように、申命記の中核は、シナイ山にてイスラエ

ルの民に与えられた、ヤハウエとの契約関係の基礎を形成する律法の反復で

ある。これらの律法は、１２－２６章において反復された後に、契約更新の

ための儀式の概要についての説明が続く。しかし、将来が主によって祝福さ

れるためには、まず、愛して下さっている神を心を尽くして愛し、従わなけ

ればならないということがモーセのイスラエルの民に対する熱烈な訴えであ

った。これ程力強く神の民に向かって、自分たちのために、神に従う様に訴

えている箇所は他には無い。ここは申命記の魂であるので、是非、慎重に思

慮深く瞑想していただきたい。 

－最初の従順の訴え： ４：１－４９ 

 第４章において、初めて契約への忠誠を訴えている。この部分では、 

モーセによる国民への別れのスピーチの中で何度も示される幾つかの重要な

鍵となる課題が紹介される。 

１．モーセは、イスラエル国家が神に従順でなければならない理由は、こ

の世に神のご性質を反映する、強く明確な証人を生み出す使命にある国民だ



からであるということを繰り返した。それこそが、アブラハムの子孫が神の

元に召されたそもそもの理由であったということを思い出しましょう。 

イスラエルの民は祭司国家であり、清い国民となることによって（出エジプ

ト１９：５、６）、他の全ての国々のための祝福となるために（創世記１２：

３）。モーセは、民に元々存在する意味へと立ち返る様に呼びかけた 

（参照：第一ペテロ２：９）： 

 わたしの神、主が命じられたとおりに、定めと、おきてとを、あなたがたに教え

る。あなたがたがはいって、自分のものとする地において、そのように行うためであ

る。あなたがたは、これを守って行わなければならない。これは、もろもろの民にあ

なたがたの知恵、また知識を示す事である。彼らは、このもろもろの定めを聞いて、

『この大いなる国民は、まことに知恵あり、知識ある民である』と言うであろう。 

われわれの神、主は、われわれが呼び求める時、つねにわれわれに近くおられる。い

ずれの大いなる国民に、このように近くおる神があるであろうか。また、いずれの大

いなる国民に、きょう、わたしがあなたがたの前に立てるこのすべての律法のような

正しい定めと、おきてとがあるであろうか（申命記４：５－８）。 

２．「覚える」ということがもう一つの大きな課題である。もし、未来の

世代が、神の過去の忠実さを思い出さなくなってしまったとき、間違いなく

直面する課題の恐怖に焼き尽くされてしまうであろう： 

 あなたはみずから慎み、またあなた自身をよく守りなさい。そして目に見たことを

忘れず、生きながらえている間、それらの事をあなたの心から離してはならない。ま

たそれらのことを、あなたの子孫に知らせなければならない。あなたがホレブにおい

て、あなたの神、主の前に立った日に、主はわたしに言われた、『民をわたしのもと

に集めよ。わたしは彼らにわたしの言葉を聞かせ、地上に生きながらえる間、彼らに

わたしを恐れることを学ばせ、またその子供を教えることのできるようにさせよう』

（申命記４：９，１０）。 

 「覚える」ということは恐怖を麻痺させるための解毒薬である。 

 申命記全体を通して、それぞれ新しい世代に深い信仰を育成するために、「読み聞

かせ」を用いるようにモーセは民に訴える。親は、偉大なる神の御手による力を、ま

ず自身で体験する必要があり、それから、神の忠実な行為を子供たちへと語り継がな

ければならない。そうすることによって、子供たちもまた人生の課題において神に信

頼することを学ぶためである。あなたは神の偉大なる御わざを「覚え」次世代に伝え

ておられますか？（参照：６：４－９、及び、１１：１８－２１） 

３．偶像礼拝の危険性についての力説。偶像礼拝の罪は、神の裁きによっ

て約束の地からはじき出される結果となる（カナン人がその土地から追放され

たのは同じような理由からである；参照：１５６頁）。：あなたがたは慎み、あ

なたがたの神、主があなたがたと結ばれた契約を忘れて、あなたの神、主

が禁じられたどんな形の刻んだ像をも造ってはならない。あなたの神、主

は焼きつくす火、ねたむ神である（申命記４：２３，２４）。 

 神は愛であり、嫉妬されるお方であり、合法的に神に所属する者（神ご自

身が贖われ、純粋な心をもって献身する者）を望んでおられるということは明確

である。新約聖書においてヤコブは、神に対する霊的不義に対して警告して

いる（ヤコブの手紙４：１－１０）。 

 偶像崇拝による神への背きは神を憤慨させる。神に深い嫉妬を誘発させ、深い苦し

みをもたらす。神以外への排他的な献身は、嫉妬の苦しみによって神の心を苛立たせ

る。アレンダーとロングマン「魂の叫び」（１３１頁）。 

４．モーセは、神を世に表すために、神によって選ばれた者としての偉大

な特権を強調した： 

 試みにあなたの前に過ぎ去った日について問え。神が地上に人を造られた日からこ

のかた、天のこの端から、かの端までに、かつてこのように大いなる事があったであ

ろうか。このようなことを聞いたことがあったであろうか。火の中から語られる神の

声をあなたが聞いたように、聞いてなお生きていた民がかつてあったであろうか。あ

るいはまた、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に、あな

たがたのためにもろもろの事をなされたように、試みと、しるしと、不思議と、戦い

と、強い手と、伸ばした腕と、大いなる恐るべき事とをもって臨み、一つの国民を他

の国民のうちから引き出して、自分の民とされた神が、かつてあったであろうか 

（申命記４：３２－３４）。 

－十戒の再表示：５：１－３３ 

 ５章は、シナイ山においてモーセに与えられた十戒の見直しである。モー

セは、新しい世代に祖先が神の御声に従うことを誓ったことを思い出させた

（悲しいことに、誓いに徹底的に従うことができなかった。）。この箇所の終わり

に、神の子供たちへの神の心からの叫びを聞く：ただ願わしいことは、彼

らがつねにこのような心をもってわたしを恐れ、わたしのすべての命令を

守って、彼らもその子孫も永久にさいわいを得るにいたることである。

（申命記５：２９）。 

 神が、従順であるように求められるのは、私たち自身の利益のためであ

る。申命記全体を通して「～のためにわたしに従いなさい」という神の口調

が繰り返し目につく。神は、単に独裁者になることを目的に、服従を命令し

ておられるのではない。むしろ、我が子の最善を求めて下さる愛である父で

あり、神は「息子たちを」優しく抱いて下さる（申命記１：３１）。ですから

「神に従う」ように命令される個所の文末に「私たち自身のためである」と

繋げて下さい。神は、愛して下さっており、最善の人生を願っておられる！ 



－従順を呼びかける第二の訴え 

 ６章には「偉大なるシェマ」ユダヤ教の中で最も重要な祈りが含まれてい

る。シェマはへブル語の動詞で「聞く」と言う意味である。イスラエル国家

は、他の誰の声よりも勝る神の御声を注意深く聞くために召されている： 

 イスラエルよ聞け。われわれの神、主は唯一の主である。あなたは心をつくし、精

神をつくし、力をつくして、あなたの神、主を愛さなければならない。きょう、わた

しがあなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に留め、努めてこれをあなたの子らに

教え、あなたが家に座している時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これに

ついて語らなければならない。またあなたはこれをあなたの手につけてしるしとし、

あなたの目の間に置いて覚えとし、またあなたの家の入口の柱と、あなたの門とに書

きしるさなければならない（申命記６：４－９）。 

－近親結婚と偶像礼拝に対する警告：７：１－２６ 

 近親結婚に対する強い警告の主な理由は、必然的に偶像礼拝を含む異教の 

宗教的実践の取り入れへと導かれ繋がってしまうからである。その罪は、神

の裁きを民の上に招く： 

 それは彼らがあなたのむすこを惑わしてわたしに従わせず、ほかの神々に仕えさ

せ、そのため主はあなたがたにむかって怒りを発し、すみやかにあなたがたを滅ぼさ

れることとなるからである（申命記７：４）。 

 しかし、もし、イスラエルの民がヤハウェに忠実を保つならば、神は約束

の地の住民を追放して下さる。例え、その王国がイスラエルよりもはるかに

強くても、ヤハウエの力に対抗することは出来ない。もし、神の民が契約に

忠実でいられた場合の話である。悲しいかな、近親結婚/偶像崇拝の問題そ

のものが、後にイスラエルの民を契約の悲劇的な違反にイスラエルを導き、

最終的には、徐々に約束の土地から追放された結果、まず、アッシリアで監

禁され、後にバビロンで監禁の身となる（紀元前７２２－５８６年）。 

－従順を呼びかける三つめの訴え：８：１－２０ 

 モーセは、ひき続き心を尽くして神を愛するよう民に嘆願する。ここで、 

モーセは、エジプトから出てきた第一世代と神との間の非常に興味深い 

間柄を明らかにする： 

 あなたの神、主がこの四十年の間、荒野であなたを導かれたそのすべての道を覚

えなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたの心のうちを

知り、あなたがその命令を守るか、どうかを知るためであった。 それで主はあなた

を苦しめ、あなたを飢えさせ、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマ

ナをもって、あなたを養われた。人はパンだけでは生きず、人は主の口から出るすべ

てのことばによって生きることをあなたに知らせるためであった。この四十年の間、

あなたの着物はすり切れず、あなたの足は、はれなかった。あなたはまた人がその子

を訓練するように、あなたの神、主もあなたを訓練されることを心にとめなければな

らない（申命記８：２－５）。 

 出エジプトと民数記において、イスラエルの民の飲み水と食物が底をつ

き、神に不平を言った時の状況を覚えておられるでしょうか？  そのことに

よって謙虚にさせ、心の内を試みられたのは、他でもない神ご自身であった

ということを学びます。神は、イスラエルの民が神を信頼しているかどうか

を試されたのである。悲しいかな、第一世代は、神の神聖を信頼しようとし

なかったということが明らかにされた。 

 日常生活の中で、不平不満を言ってしまいたいような状況も神の試みであるでしょ

うか？イスラエルの民が体験した飢えが神の試みであったことにお気付きになられた

でしょうか？なぜでしょう？神の民を飢え死にさせるおつもりではなかったことは確

かである。むしろ、神の子どもたちが備えて下さるお方であり、守って下さる神を忠

実に見上げることを望んでおられたのである。今、非常に辛い状況におかれている方

がいらっしゃるかもしれません。そして、その様な状況をお許しになられた神に不平

を言いたい誘惑に駆られることがあるかもしれません。心がこの試練において、どの

ように反応するかを神様が試されておられるのではないでしょうか？自身と希望に満

ちた心をもって神を信頼しておられるるでしょうか？それとも、不信仰と恐れに満ち

た心をもって神に不平を言っておられるでしょうか？ 

 モーセはまた、神を忘れ、全ての成功を人間の知恵や力で得たとする、一

種の誇りについても警告している： 

 あなたは食べて飽き、あなたの神、主がその良い地を賜わったことを感謝するで

あろう。 あなたは、きょう、わたしが命じる主の命令と、おきてと、定めとを守ら

ず、あなたの神、主を忘れることのないように慎まなければならない。あなたは食べ

て飽き、麗しい家を建てて住み、また牛や羊がふえ、金銀が増し、持ち物がみな増し

加わるとき、おそらく心にたかぶり、あなたの神、主を忘れるであろう。主はあなた

をエジプトの地、奴隷の家から導き出し、・・・あなたは心のうちに『自分の力と自

分の手の働きで、わたしはこの富を得た』と言ってはならない。あなたはあなたの

神、主を覚えなければならない。主はあなたの先祖たちに誓われた契約を今日のよう

に行うために、あなたに富を得る力を与えられるからである（申命記８：１０－ 

１４，１７－１８）。 

 誇りは人類の大きな罪の一つである。本来、神からの贈り物であるものを自分たち

の手柄として受けとること。自分の業績、教育、財産、収入、地位、友人等々に誇り

を持っている。事実、今日の私たちへと繋げた能力も機会も与えて下さったのは神様

である。詩篇４９篇は、この様な人間の傲慢さに対して強く警告している。人が富を

得るときも、その家の栄えが増し加わるときも、恐れてはならない。死ぬときは何一

つ携え行くことは出来ず、その栄えも従って下って行くことはないからである。たと

い生きながらえる間、自分を幸福と思っても、またみずから幸な時に、人々から称賛



されても、ついにおのれの先祖の仲間に連なる。絶えて光を見ることがない。人は栄

華のうちに長くとどまることは出来ない。滅びうせる獣に等しい。 

（参照：詩篇４９：１６－２０、７３篇） 

－主、カナン人を追い出される： ９：１－１０：１１ 

 この場面で、モーセは２つの大変重要なメッセージを伝える。一つ目は、

神がカナン人を約束の地から追い出して下さることを保証し、恐れる必要が

無いということ。二つ目は、自分たちの地からカナン人を追放される論理的

根拠を述べた。その根拠は、イスラエルの民の義とは何の関係もなかった！

実際モーセは、イスラエルの民がこれまで神に背いた幾つもの前例について

詳細に語った。では、イスラエルの民の義のためでないとしたら、一体なぜ

神は、カナンの住民を追い出してまでその地をイスラエルの民に与えられた

のでしょうか？ 

 あなたの神、主があなたの前から彼らを追い払われた後に、あなたは心のなかで

『わたしが正しいから主はわたしをこの地に導き入れてこれを獲させられた』と言っ

てはならない。この国々の民が悪いから、主はこれをあなたの前から追い払われるの

である。あなたが行ってその地を獲るのは、あなたが正しいからではなく、またあな

たの心がまっすぐだからでもない。この国々の民が悪いから、あなたの神、主は彼ら

をあなたの前から追い払われるのである。これは主があなたの先祖アブラハム、イサ

ク、ヤコブに誓われた言葉を行われるためである。（申命記９：４，５） 

 神は、決してカナンから義人を追放され、勝る義人に与えられたのではな

い。過度に邪悪な人々をその地から追放され、彼らよりかは「ましな不義な

人々」に与えられたのである。神が、債務者であるなどと想像にも思っては

ならない。相応しい人間であるからとか、良い行いの報酬に、神は私たちに

借りがあるなどと考えてはならない。恵みは、それに値しない者に与えられ

る好意である。神は相応しくない私たちに、相応しく無いもの、獲得出来な

いものを与えて下さる。それが神の愛である！ 

 多くの人が、旧約聖書の教える「聖戦」の概念と格闘し、ヤハウエは戦闘の神であ

るような描写として受け止めてしまいがちである。しかし、その誤解はイスラエルの

侵略前のカナン国内で蔓延していた悪習慣の不十分な理解によって生じる（子供のい

けにえ等、１２：３１参照）。現代的「戦争の理論」と平行に描写してみましょう

（戦争は悲惨である傍ら、必ずしも最悪な選択ではないという見解。残虐行為を防止

するために非常に重要な責任や戦争を正当化する望ましくない転機が存在し得

る。）。第 2次世界大戦中、ヒトラー政権による残虐行為に終止符を打つために、連

合国軍がドイツの占領地域に侵入する必要があったことに疑問を抱くでしょうか？十

分な力と軍事力を備えている国はイディ·アミン、イスラム国、又は、ボコ·ハラム等

の類の組織によって、罪のない犠牲者の大虐殺を防止するために介入しなければなら

ないということに疑問があるでしょうか？同様に、カナンの国内での残虐行為の程度

を理解することによって、神がカナン人を国から追放された形でお裁きになったこと

も理解することが出来る。 

－従順を呼びかける４つ目の訴え：１０：１２－１１：３２ 

 モーセによる別れのスピーチの前置きが終わりに近付いた。神であるヤハ

ウェに人々の心を尽くした献身を呼びかけようとしたとき、モーセの情熱は

かつてない頂点へと達した。１０章１２節－１１：３２節の感動的な懇願を 

是非ご自分で読んでいただきたい。モーセがイスラエルの民に語った言葉を

あなた自身の心に響かせていただきたい。以下は抜粋である： 

 イスラエルよ、今、あなたの神、主があなたに求められる事はなんであるか。た

だこれだけである。すなわちあなたの神、主を恐れ、そのすべての道に歩んで、彼を

愛し、心をつくし、精神をつくしてあなたの神、主に仕え、また、わたしがきょうあ

なたに命じる主の命令と定めとを守って、さいわいを得ることである。見よ、天と、

もろもろの天の天、および地と、地にあるものとはみな、あなたの神、主のものであ

る。そうであるのに、主はただあなたの先祖たちを喜び愛し、その後の子孫であるあ

なたがたを万民のうちから選ばれた。今日見るとおりである。それゆえ、あなたがた

は心に割礼をおこない、もはや強情であってはならない。あなたがたの神である主

は、神の神、主の主、大いにして力ある恐るべき神にましまし、人をかたより見ず、

また、まいないを取らず、みなし子とやもめのために正しいさばきを行い、また寄留

の他国人を愛して、食物と着物を与えられるからである。それゆえ、あなたがたは寄

留の他国人を愛しなさい。あなたがたもエジプトの国で寄留の他国人であった。あな

たの神、主を恐れ、彼に仕え、彼に従い、その名をさして誓わなければならない。彼

はあなたのさんびすべきもの、またあなたの神であって、あなたが目に見たこれらの

大いなる恐るべき事を、あなたのために行われた。あなたの先祖たちは、わずか七十

人でエジプトに下ったが、いま、あなたの神、主はあなたを天の星のように多くされ

た（申命記１０：１２－２２）。 

重要な契約条項の見直し：１２：１－２６：１９ 

 申命記の大部分は、以前にシナイ山でイスラエルの民に与えられた律法の

反復である、復讐である。１２章の冒頭はその全体の総まとめである： 

 これはあなたの先祖たちの神、主が所有として賜わる地で、あなたがたが世に生き

ながらえている間、守り行わなければならない定めと、おきてである（１２：１）。 

 この解説の中に詳細な説明はないが、下記はモーセが見直した律法の概要

である： 

－唯一の神の祭壇で神を崇拝：１２：１－３２ 

－偶像礼拝の重大な危険性：１３：１－１８ 

－きよい食物と汚れた食物：１４：１－２１ 



－十分の一献金に関する律法：１４：２２－２９ 

－７年ごとの負債の免除：１５：１－１１ 

－７年ごとの僕たちの解放：１５：１２－１８ 

－家畜の初子を主に捧げる：１５：１９－２３ 

－三大祭：１６：１－１７ 

－裁判官の任命と公正を追い求める勇気：１６：１８－２０ 

－偶像の禁止：１６：２１－１７：７ 

－裁判官や司祭への服従：１７：８－１３ 

－将来の王のための律法：１７：１４－２０（特に、複数の妻に関する法） 

－祭司とレビ人のための提供：１８：１－８ 

－オカルト実践の禁止：１８：９－１３ 

－未来の預言者の見分け方：１８：１４－２２ 

－逃れの町：１９：１－１４ 

－目撃者の証言の評価：１９：１５－２１ 

－戦争に関する律法：２０：１－２０ 

－未解決殺人のための償い：２１：１－９ 

－捕虜の女性との結婚：２１：１０－１４ 

－長子の息子の権利：２１：１５－１７ 

－反抗的な息子の扱い：２１：１８－２１ 

－木につるされた者は神に呪われたもの：２１：２２，２３ 

－さまざまな律法：２２：１－１２ 

－結婚に関する律法：２２：１３－３０ 

－集会から除外された者：２３：１－８ 

－陣営内の汚れ：２３：９－１４ 

－さまざまな律法：２３：１５－２５：１９ 

－収穫する産物の初物の備え：２６：１－１５ 

 この章は、イスラエルの民とヤハウエ双方による公約の明言をもって幕を

閉じる： 

 きょう、あなたの神、主はこれらの定めと、おきてとを行うことをあなたに命じら

れる。それゆえ、あなたは心をつくし、精神をつくしてそれを守り行わなければなら

ない。 きょう、あなたは主をあなたの神とし、かつその道に歩み、定めと、戒め

と、おきてとを守り、その声に聞き従うことを明言した。そして、主は先に約束され

たように、きょう、あなたを自分の宝の民とされること、また、あなたがそのすべて

の命令を守るべきことを明言された。主は誉と良き名と栄えとをあなたに与えて、主

の造られたすべての国民にまさるものとされるであろう。あなたは主が言われたよう

に、あなたの神、主の聖なる民となるであろう」（申命記２６：１６－１９）。 

 神は、常に相互の愛と献身の伴う関係を求めておられる。神は、私たちと

関係を築き上げられ、保護され、また神との関係を祝福して下さるという神

ご自身の役割を果たしたいと願っておられる。同時に、神の声を聞き入れ、

神の御心の内に歩み、他のすべてに勝り神を愛することによって対応するよ

う招いておられる。どの人間関係においても言えるように、一方通行の愛に

神は喜びを得られない。旧約聖書を学ぼうが、新約聖書を学ぼうが、「最大

の戒め」は、常に同じである：あなたは心をつくし、精神をつくし、力を

つくして、あなたの神、主を愛さなければならない。（申命記６：５、マ

タイ２２：３７）その戒めを守って生きてさえいれば、神はお喜びになり

はかり知れない祝福をもたらして下さる！神に信頼し愛する自由と能力につ

いて考えてみましょう。神を「愛し返す」ことに苦労しておられる方、また

神の方法は最善であると信じることに苦労しておられる方は、心の更に奥深

くを調べる必要がある。心はよろずの物よりも偽るもので、はなはだしく

悪に染まっている。だれがこれを、よく知ることができようか。（エレミヤ

書１７：９）過去に受けた傷や数々の嘘を通して、神に疑問を抱いてしま

う。そして、神から引いて、神の愛と善良さに疑問を抱いてしまう。 

そんな方は、是非、神に尋ねましょう。「どうして、あなたに信頼すること

に困難を覚えてしまうのでしょうか。」と。 

 

 

 

 


