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<新改訳改訂第３版> 検索：

私は「見た」、

εἶδον あなたが「見た」εἶδες 事

●黙 1:2 ヨハネは、神のことばとイエス・キリストのあかし、すなわち、彼の⾒たすべての事をあかしした。
●黙 1:17 それで私は、この⽅を⾒たとき、その⾜もとに倒れて死者のようになった。しかし彼は右⼿を私の上に置いてこう
⾔われた。「恐れるな。わたしは、最初であり、最後であり、

●黙 1:19 そこで、あなたの⾒た事、今ある事、この後に起こる事を書きしるせ。
●黙 4:1 その後、私は⾒た。⾒よ。天に⼀つの開いた⾨があった。また、先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こ
えたあの初めの声が⾔った。「ここに上れ。この後、必ず起こる事をあなたに⽰そう。」

●黙 5:1 また、私は、御座にすわっておられる⽅の右の⼿に巻き物があるのを⾒た。それは内側にも外側にも⽂字が書きし
るされ、七つの封印で封じられていた。

●黙 5:2 また私は、ひとりの強い御使いが、⼤声でふれ広めて、「巻き物を開いて、封印を解くのにふさわしい者はだれか」
と⾔っているのを⾒た。

●黙 5:6 さらに私は、御座──そこには、四つの⽣き物がいる──と、⻑⽼たちとの間に、ほふられたと⾒える⼩⽺が⽴っ
ているのを⾒た。これに七つの⾓と七つの⽬があった。その⽬は、全世界に遣わされた神の七つの御霊である。

●黙 5:11 また私は⾒た。私は、御座と⽣き物と⻑⽼たちとの回りに、多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、
千の幾千倍であった。

●黙 6:1 また、私は⾒た。⼩⽺が七つの封印の⼀つを解いたとき、四つの⽣き物の⼀つが、雷のような声で「来なさい」と
⾔うのを私は聞いた。

●黙 6:2 私は⾒た。⾒よ。⽩い⾺であった。それに乗っている者は⼸を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに
勝利を得ようとして出て⾏った。
黙 6:5 ⼩⽺が第三の封印を解いたとき、私は、第三の⽣き物が、「来なさい」と⾔うのを聞いた。私は⾒た。⾒よ。⿊い⾺
であった。これに乗っている者は量りを⼿に持っていた。

●黙 6:8 私は⾒た。⾒よ。⻘ざめた⾺であった。これに乗っている者の名は死といい、そのあとにはハデスがつき従った。
彼らに地上の四分の⼀を剣とききんと死病と地上の獣によって殺す権威が与えられた。

●黙 6:9 ⼩⽺が第五の封印を解いたとき、私は、神のことばと、⾃分たちが⽴てたあかしとのために殺された⼈々のたまし
いが祭壇の下にいるのを⾒た。

●黙 6:12 私は⾒た。⼩⽺が第六の封印を解いたとき、⼤きな地震が起こった。そして、太陽は⽑の荒布のように⿊くなり、
⽉の全⾯が⾎のようになった。

●黙 7:1 この後、私は⾒た。四⼈の御使いが地の四隅に⽴って、地の四⽅の⾵を堅く押さえ、地にも海にもどんな⽊にも、
吹きつけないようにしていた。

●黙 7:2 また私は⾒た。もうひとりの御使いが、⽣ける神の印を持って、⽇の出るほうから上って来た。彼は、地をも海を
もそこなう権威を与えられた四⼈の御使いたちに、⼤声で叫んで⾔った。

●黙 7:9 その後、私は⾒た。⾒よ。あらゆる国⺠、部族、⺠族、国語のうちから、だれにも数えきれぬほどの⼤ぜいの群衆
が、⽩い⾐を着、しゅろの枝を⼿に持って、御座と⼩⽺との前に⽴っていた。

●黙 8:2 それから私は、神の御前に⽴つ七⼈の御使いを⾒た。彼らに七つのラッパが与えられた。
●黙 8:13 また私は⾒た。⼀⽻の鷲が中天を⾶びながら、⼤声で⾔うのを聞いた。「わざわいが来る。わざわいが、わざわい
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が来る。地に住む⼈々に。あと三⼈の御使いがラッパを吹き鳴らそうとしている。」

●黙 9:1 第五の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると、私は⼀つの星が天から地上に落ちるのを⾒た。その星には底知れ
ぬ⽳を開くかぎが与えられた。

●黙 9:17 私が幻の中で⾒た⾺とそれに乗る⼈たちの様⼦はこうであった。騎兵は、⽕のような⾚、くすぶった⻘、燃える硫
⻩の⾊の胸当てを着けており、⾺の頭は、獅⼦の頭のようで、⼝からは⽕と煙と硫⻩とが出ていた。

●黙 10:1 また私は、もうひとりの強い御使いが、雲に包まれて、天から降りて来るのを⾒た。その頭上には虹があって、そ
の顔は太陽のようであり、その⾜は⽕の柱のようであった。

●黙 10:5 それから、私の⾒た海と地との上に⽴つ御使いは、右⼿を天に上げて、
●黙 11:12 そのときふたりは、天から⼤きな声がして、「ここに上れ」と⾔うのを聞いた。そこで、彼らは雲に乗って天に
上った。彼らの敵はそれを⾒た。

●黙 13:1 また私は⾒た。海から⼀匹の獣が上って来た。これには⼗本の⾓と七つの頭とがあった。その⾓には⼗の冠があり、
その頭には神をけがす名があった。

●黙 13:2 私の⾒たその獣は、ひょうに似ており、⾜は熊の⾜のようで、⼝は獅⼦の⼝のようであった。⻯はこの獣に、⾃分
の⼒と位と⼤きな権威とを与えた。

●黙 13:11 また、私は⾒た。もう⼀匹の獣が地から上って来た。それには⼩⽺のような⼆本の⾓があり、⻯のようにものを
⾔った。

●黙 14:1 また私は⾒た。⾒よ。⼩⽺がシオンの⼭の上に⽴っていた。また⼩⽺とともに⼗四万四千⼈の⼈たちがいて、その
額には⼩⽺の名と、⼩⽺の⽗の名とがしるしてあった。

●黙 14:6 また私は、もうひとりの御使いが中天を⾶ぶのを⾒た。彼は、地上に住む⼈々、すなわち、あらゆる国⺠、部族、
国語、⺠族に宣べ伝えるために、永遠の福⾳を携えていた。

●黙 14:14 また、私は⾒た。⾒よ。⽩い雲が起こり、その雲に⼈の⼦のような⽅が乗っておられた。頭には⾦の冠をかぶり、
⼿には鋭いかまを持っておられた。

●黙 15:1 また私は、天にもう⼀つの巨⼤な驚くべきしるしを⾒た。七⼈の御使いが、最後の七つの災害を携えていた。神の
激しい怒りはここに窮まるのである。

●黙 15:2 私は、⽕の混じった、ガラスの海のようなものを⾒た。獣と、その像と、その名を⽰す数字とに打ち勝った⼈々が、
神の⽴琴を⼿にして、このガラスの海のほとりに⽴っていた。

●黙 15:5 その後、また私は⾒た。天にある、あかしの幕屋の聖所が開いた。
●黙 16:13 また、私は⻯の⼝と、獣の⼝と、にせ預⾔者の⼝とから、かえるのような汚れた霊どもが三つ出て来るのを⾒た。
●黙 17:3 それから、御使いは、御霊に感じた私を荒野に連れて⾏った。すると私は、ひとりの⼥が緋⾊の獣に乗っているの
を⾒た。その獣は神をけがす名で満ちており、七つの頭と⼗本の⾓を持っていた。

●黙 17:6 そして、私はこの⼥が、聖徒たちの⾎とイエスの証⼈たちの⾎に酔っているのを⾒た。私はこの⼥を⾒たとき、⾮
常に驚いた。

●黙 17:8 あなたの⾒た獣は、昔いたが、今はいません。しかし、やがて底知れぬ所から上って来ます。そして彼は、ついに
は滅びます。地上に住む者たちで、世の初めからいのちの書に名を書きしるされていない者は、その獣が、昔はいたが、今は
おらず、やがて現れるのを⾒て驚きます。

●黙 17:12 あなたが⾒た⼗本の⾓は、⼗⼈の王たちで、彼らは、まだ国を受けてはいませんが、獣とともに、⼀時だけ王の
権威を受けます。

●黙 17:15 御使いはまた私に⾔った。「あなたが⾒た⽔、すなわち淫婦がすわっている所は、もろもろの⺠族、群衆、国⺠、
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国語です。

●黙 17:16 あなたが⾒た⼗本の⾓と、あの獣とは、その淫婦を憎み、彼⼥を荒廃させ、裸にし、その⾁を⾷い、彼⼥を⽕で
焼き尽くすようになります。

●黙 17:18 あなたが⾒たあの⼥は、地上の王たちを⽀配する⼤きな都のことです。」
●黙 18:1 この後、私は、もうひとりの御使いが、⼤きな権威を帯びて、天から下って来るのを⾒た。地はその栄光のために
明るくなった。

●黙 19:11 また、私は開かれた天を⾒た。⾒よ。⽩い⾺がいる。それに乗った⽅は、「忠実また真実」と呼ばれる⽅であり、
義をもってさばきをし、戦いをされる。

●黙 19:17 また私は、太陽の中にひとりの御使いが⽴っているのを⾒た。彼は⼤声で叫び、中天を⾶ぶすべての⿃に⾔った。
「さあ、神の⼤宴会に集まり、

●黙 19:19 また私は、獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、⾺に乗った⽅とその軍勢と戦いを交えるのを⾒た。
●黙 20:1 また私は、御使いが底知れぬ所のかぎと⼤きな鎖とを⼿に持って、天から下って来るのを⾒た。
●黙 20:4 また私は、多くの座を⾒た。彼らはその上にすわった。そしてさばきを⾏う権威が彼らに与えられた。また私は、
イエスのあかしと神のことばとのゆえに⾸をはねられた⼈たちのたましいと、獣やその像を拝まず、その額や⼿に獣の刻印を
押されなかった⼈たちを⾒た。彼らは⽣き返って、キリストとともに、千年の間王となった。

●黙 20:11 また私は、⼤きな⽩い御座と、そこに着座しておられる⽅を⾒た。地も天もその御前から逃げ去って、あとかた
もなくなった。

●黙 20:12 また私は、死んだ⼈々が、⼤きい者も、⼩さい者も御座の前に⽴っているのを⾒た。そして、数々の書物が開か
れた。また、別の⼀つの書物も開かれたが、それは、いのちの書であった。死んだ⼈々は、これらの書物に書きしるされてい
るところに従って、⾃分の⾏いに応じてさばかれた。

●黙 21:1 また私は、新しい天と新しい地とを⾒た。以前の天と、以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。
●黙 21:2 私はまた、聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神のみもとを出て、天
から下って来るのを⾒た。

●黙 22:8 これらのことを聞き、また⾒たのは私ヨハネである。私が聞き、また⾒たとき、それらのことを⽰してくれた御使
いの⾜もとに、ひれ伏して拝もうとした。

<新改訳改訂第３版> 検索：

「見る」

ὁράω

●黙 1:7 ⾒よ、彼が、雲に乗って来られる。すべての⽬、ことに彼を突き刺した者たちが、彼を⾒る。地上の
諸族はみな、彼のゆえに嘆く。しかり。アーメン。
●黙 1:11 その声はこう⾔った。「あなたの⾒ることを巻き物にしるして、七つの教会、すなわち、エペソ、
スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィヤ、ラオデキヤに送りなさい。」
●黙 5:3 しかし、天にも、地にも、地の下にも、だれひとりその巻き物を開くことのできる者はなく、⾒るこ
とのできる者もいなかった。
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●黙 5:4 巻き物を開くのにも、⾒るのにも、ふさわしい者がだれも⾒つからなかったので、私は激しく泣いて
いた。
●黙 9:20 これらの災害によって殺されずに残った⼈々は、その⼿のわざを悔い改めないで、悪霊どもや、⾦、
銀、銅、⽯、⽊で造られた、⾒ることも聞くことも歩くこともできない偶像を拝み続け、
●黙 18:9 彼⼥と不品⾏を⾏い、好⾊にふけった地上の王たちは、彼⼥が⽕で焼かれる煙を⾒ると、彼⼥のこ
とで泣き、悲しみます。
●黙 22:4 神の御顔を仰ぎ⾒る。また、彼らの額には神の名がついている。

<新改訳改訂第３版> 検索：25

見よ

Ἰδοὺ

behold

●黙 1:7 ⾒よ、彼が、雲に乗って来られる。すべての⽬、ことに彼を突き刺した者たちが、彼を⾒る。地上の諸族はみな、
彼のゆえに嘆く。しかり。アーメン。
●黙 1:12 そこで私は、私に語りかける声を⾒ようとして振り向いた。振り向くと、七つの⾦の燭台が⾒えた。
●黙 1:18 ⽣きている者である。わたしは死んだが、⾒よ、いつまでも⽣きている。また、死とハデスとのかぎを持っている。
●黙 2:10 あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。⾒よ。悪魔はあなたがたをためすために、あなたがたの
うちのある⼈たちを牢に投げ⼊れようとしている。あなたがたは⼗⽇の間苦しみを受ける。死に⾄るまで忠実でありなさい。
そうすれば、わたしはあなたにいのちの冠を与えよう。
●黙 2:22 ⾒よ。わたしは、この⼥を病の床に投げ込もう。また、この⼥と姦淫を⾏う者たちも、この⼥の⾏いを離れて悔い
改めなければ、⼤きな患難の中に投げ込もう。
●黙 3:8 「わたしは、あなたの⾏いを知っている。⾒よ。わたしは、だれも閉じることのできない⾨を、あなたの前に開い
ておいた。なぜなら、あなたには少しばかりの⼒があって、わたしのことばを守り、わたしの名を否まなかったからである。
●黙 3:9 ⾒よ。サタンの会衆に属する者、すなわち、ユダヤ⼈だと⾃称しながら実はそうでなくて、うそを⾔っている者た
ちに、わたしはこうする。⾒よ。彼らをあなたの⾜もとに来てひれ伏させ、わたしがあなたを愛していることを知らせる。
●黙 3:20 ⾒よ。わたしは、⼾の外に⽴ってたたく。だれでも、わたしの声を聞いて⼾をあけるなら、わたしは、彼のところ
に⼊って、彼とともに⾷事をし、彼もわたしとともに⾷事をする。
●黙 4:1 その後、私は⾒た。⾒よ。天に⼀つの開いた⾨があった。また、先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こ
えたあの初めの声が⾔った。「ここに上れ。この後、必ず起こる事をあなたに⽰そう。」
●黙 4:2 たちまち私は御霊に感じた。すると⾒よ。天に⼀つの御座があり、その御座に着いている⽅があり、
●黙 6:2 私は⾒た。⾒よ。⽩い⾺であった。それに乗っている者は⼸を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに
勝利を得ようとして出て⾏った。
●黙 6:5 ⼩⽺が第三の封印を解いたとき、私は、第三の⽣き物が、「来なさい」と⾔うのを聞いた。私は⾒た。⾒よ。⿊い
⾺であった。これに乗っている者は量りを⼿に持っていた。
●黙 6:8 私は⾒た。⾒よ。⻘ざめた⾺であった。これに乗っている者の名は死といい、そのあとにはハデスがつき従った。
彼らに地上の四分の⼀を剣とききんと死病と地上の獣によって殺す権威が与えられた。
●黙 7:9 その後、私は⾒た。⾒よ。あらゆる国⺠、部族、⺠族、国語のうちから、だれにも数えきれぬほどの⼤ぜいの群衆
が、⽩い⾐を着、しゅろの枝を⼿に持って、御座と⼩⽺との前に⽴っていた。
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●黙 9:12 第⼀のわざわいは過ぎ去った。⾒よ。この後なお⼆つのわざわいが来る。
●黙 11:14 第⼆のわざわいは過ぎ去った。⾒よ。第三のわざわいがすぐに来る。
●黙 12:3 また、別のしるしが天に現れた。⾒よ。⼤きな⾚い⻯である。七つの頭と⼗本の⾓とを持ち、その頭には七つの冠
をかぶっていた。
●黙 14:1 また私は⾒た。⾒よ。⼩⽺がシオンの⼭の上に⽴っていた。また⼩⽺とともに⼗四万四千⼈の⼈たちがいて、その
額には⼩⽺の名と、⼩⽺の⽗の名とがしるしてあった。
●黙 14:14 また、私は⾒た。⾒よ。⽩い雲が起こり、その雲に⼈の⼦のような⽅が乗っておられた。頭には⾦の冠をかぶり、
⼿には鋭いかまを持っておられた。
●黙 16:15 ──⾒よ。わたしは盗⼈のように来る。⽬をさまして、⾝に着物を着け、裸で歩く恥を⼈に⾒られないようにす
る者は幸いである──
●黙 19:11 また、私は開かれた天を⾒た。⾒よ。⽩い⾺がいる。それに乗った⽅は、「忠実また真実」と呼ばれる⽅であり、
義をもってさばきをし、戦いをされる。
●黙 21:3 そのとき私は、御座から出る⼤きな声がこう⾔うのを聞いた。「⾒よ。神の幕屋が⼈とともにある。神は彼らとと
もに住み、彼らはその⺠となる。また、神ご⾃⾝が彼らとともにおられて、
●黙 21:5 すると、御座に着いておられる⽅が⾔われた。「⾒よ。わたしは、すべてを新しくする。」また⾔われた。「書き
しるせ。これらのことばは、信ずべきものであり、真実である。」
●黙 22:7 「⾒よ。わたしはすぐに来る。この書の預⾔のことばを堅く守る者は、幸いである。」
●黙 22:12 「⾒よ。わたしはすぐに来る。わたしはそれぞれのしわざに応じて報いるために、わたしの報いを携えて来る。

