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「食べる」 

ヨハネの福音書 20:24～21:14 

 

１．デドモと呼ばれたトマス 

【新改訳改訂第３版】 

ヨハネ 

 20:24 十二弟子のひとりで、デドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られたときに、彼らといっしょにいな

かった。 

 イェシュアは十字架の死から三日目によみがえられました。そしてその姿はまずマグダラのマリヤ、そして

弟子たちの前に現わされました。イェシュアのよみがえりを目の当たりにし、驚きと喜びに満ちた弟子たちで

したが、最初その中にいるべき存在がいなかったことが記されています。「デドモと呼ばれるトマス」、なぜ彼

だけがそこにいなかったのでしょうか。これをヘブル語の視点で考えると、まずデドモ(ִדידּומֹוס)という名前

には、ダーヴィード(ד 訳す(ַסמ)訳すと「愛されている者」または「ダビデ王」を指し示す言葉と、マス、(ִדוָּ

と「強制労働、奴隷」という意味の、二つの言葉が組み合わさった言葉だと考えられます。そしてトマス(תֹוָמא)

にはターム(ִםת)訳すと「完全な、汚れのない」という意味の言葉が表されていると考えられます。ちなみに

このタームが聖書で最初に使われているのが創世記 25:27です。 

 

創世記 

 25:27 この子どもたちが成長したとき、エサウは巧みな猟師、野の人となり、ヤコブは穏やかな人となり、

天幕に住んでいた。 

 

これはアブラハムの子イサクに生まれた双子の兄弟、エサウとヤコブについての記述ですが、ここで「ヤコブ

は『穏やかな人』となり」と訳されているのが本来のタームです。このように、タームはヤコブ、すなわち後

のイスラエルを指し示していることが解ります。このようにデドモ・トマスには、ダビデの時代に表された、

王国イスラエルの民、ユダヤ人を指し示す「型」が表されていると考えられます。そしてその歴史においてイ

スラエルはアッシリヤ、バビロン、メディヤ・ペルシャ、ギリシャ、そしてローマに支配される歴史を歩まさ

れる、まさにマス「奴隷」の民でした。このように、デドモ、トマスの名前とその言動に、イスラエルの民、

ユダヤ人たちの存在が表されていると考えられます。イェシュアがメシアであることは弟子たちには信じられ、

受け入れられましたが、祭司、律法学者などのユダヤ人たちの指導者たちをはじめとする多くのユダヤ人には

拒絶されました。それを表す「型」が次のトマスの言動に表されていると考えられます。 

 

 20:25 それで、ほかの弟子たちが彼に「私たちは主を見た」と言った。しかし、トマスは彼らに「私は、そ

の手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をそのわきに差し入れてみなければ、決して

信じません」と言った。 

他の弟子たちは「主を見た」と言い、トマスは「（見るまで）信じません」と言っています。この対比が指し

示すものはやはり教会とイスラエル、異邦人のクリスチャンとユダヤ人（キリスト教とユダヤ教と言ってもい
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いでしょう）という二つの存在を指し示していると考えられます。つまりイスラエルの民、ユダヤ人よりも先

に異邦人の教会、クリスチャンが主であるイェシュアを見るということです。これは究極的にはイェシュアの

空中再臨、教会の携挙が、ユダヤ人たちがイェシュアを見る、そして信じるよりも先に、前に起こることを指

し示していると考えられます。 

上の図のように、教会の時代、すなわち今私たちが生かされているこの時代が終わる時、キリストすなわちメ

シアであるイェシュアの空中再臨によって、教会とクリスチャンは携挙され、天に引き上げられると考えられ

ています。しかしトマスの言動にたとえられた「（見るまで）信じない」ユダヤ人たちは、地上において七年

の大患難時代を通らされます。それは反キリストによるユダヤ人に対する大迫害と、黙示録の預言などに記さ

れた、天変地異による未曾有の地球規模の大災害が起こる七年間です。その激しい苦しみの中で、ユダヤ人た

ちは真の悔い改めへと導かれます。ですからよみがえられたイェシュアが最初にトマス以外の弟子たちの前に

現れたことがイェシュアの空中再臨を表し、そしてその七年の終わりにイェシュアが地上に再臨されることの

「型」が次の描写に示されていると考えられます。 

 

20:26 八日後に、弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らといっしょにいた。戸が閉じられていたが、イ

エスが来て、彼らの中に立って「平安があなたがたにあるように」と言われた。 

「八日後」これは七年の大患難の終わりを指し示していると考えられます。なぜなら聖書では一日を一年と

言い換えてたとえられる記述、預言が多くあるからです。そして「平安があなたがたにあるように」という言

葉は、「シャーローム(ָשלֹום)アレーヘム(ֲעֵליֶכם)」というヘブル語の一般的な挨拶ですが、本来挨拶とは、顔

と顔を合わせ、出会う時に初めて言うことができる言葉ですから、イェシュアがトマスに示されたユダヤ人に

再会する、すなわちイェシュアの地上再臨を指し示す言葉だと考えられます。 

 

 20:27 それからトマスに言われた。「あなたの指をここにつけて、わたしの手を見なさい。手を伸ばして、

わたしのわきに差し入れなさい。信じない者にならないで、信じる者になりなさい。」 

 20:28 トマスは答えてイエスに言った。「私の主。私の神。」 

ヘブル語で「主」を表す言葉を(יהוה)このように表記します。ヘブル

語は象形文字であり、文字の一つひとつにあるものを象った意味があ

ります。この「主」を表す四つのヘブル文字のそれぞれの意味を見て、

それらを合わせてみますと、「手」を「見よ」、「釘」を「見よ」という

メッセージが浮かび上がってきます。それはまさにここでイェシュア

がトマスに言われた言葉です。そしてトマスは「私の『主』」と答えて
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います。このように、ヘブル語の主(יהוה)という文字の中に、すでにイェシュアとトマスのこのやり取り、関

わりが示されていたと考えるならば、最初トマスが他の弟子たちと一緒にいなかったことも、トマスの心をか

たくなにされたのも、そして信じたのもすべて神様のご計画が表されるために、神様がそのようにさせた、導

かれたのだと考えられます。 

 

 20:29 イエスは彼に言われた。「あなたはわたしを見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです。」 

「見ずに信じる者」がなぜ幸いなのでしょうか。それはこのトマスに表されたユダヤ人たちが七年間の大患難

時代、すなわち激しい苦しみの中を通らされるのに対し、他の弟子たちに表された教会とクリスチャンがイェ

シュアの空中再臨、空中携挙によってそれを通らずして御国、千年王国、メシア王国とも呼ばれる神様の国に

入ることができるからだと考えられます。 

 

【新改訳改訂第３版】 

Ⅰテサロニケ 

 4:16 主は、号令と、御使いのかしらの声と、神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下って来られます。

それからキリストにある死者が、まず初めによみがえり、 

 4:17 次に、生き残っている私たちが、たちまち彼らといっしょに雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主

と会うのです。このようにして、私たちは、いつまでも主とともにいることになります。 

 

イェシュア「ご自身天から下って来られ」そして「空中で主と会う」という、この空中再臨、携挙は、私たち

教会とクリスチャンにとって希望であり、待ち遠しい大いなる喜びの瞬間です。私たちは世の終わりに生かさ

れている者ですが、決して苦しみ、災いや滅びに向かって進んでいるのではありません。ですから今のこの世

界、この時代のどんな悪いニュースを聞いても恐れる必要はありません。むしろ逆に喜び待ち望むべきです。

まさに花婿が迎えに来るのを今か今かと待ちわびる花嫁の状態に今の私たちがある、ということを覚えなけれ

ばなりません。 

 

２．目的 

 20:30 この書には書かれていないが、まだほかの多くのしるしをも、イエスは弟子たちの前で行われた。 

 20:31 しかし、これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることを、あなたがたが信じる

ため、また、あなたがたが信じて、イエスの御名によっていのちを得るためである。 

このヨハネの福音書の筆者であるヨハネは、数多くのイェシュアに関する事柄の中からある目的、テーマに

従って厳選して記していることが解ります。それは 

➀「イェシュアが神の子メシアであることを信じるため」そしてそれを信じる者がみな 

②「イェシュアの御名によっていのちを得るため」である、ということです。もちろんこの「いのち」とはヨ

ハネ 3:16などに記されていたように「永遠のいのち」を指しています。そしてこの目的は二つのように見え

て実は一つです。なぜならイェシュアを神の子メシアと信じない者が永遠のいのちを得ることはなく、信じる

者が永遠のいのちに与れないようなことはないからです。ヨハネはこの目的のためにこの福音書を書いた、正

確には神様によって書かされたのです。つまり神様のご計画とは、この目的のために立てられ、そして成就、
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完成されるものであるということがこのヨハネの福音書の持つメッセージ、主張と言えます。 

 

３．テベリヤ 

21:1 この後、イエスはテベリヤの湖畔で、もう一度ご自分を弟子た

ちに現された。その現された次第はこうであった。 

さて場面は大きく変わりますが、「この後」と記され、また「もう一

度ご自分を弟子たちに現された。」とあるように、先ほどと同じく、よ

みがえられたイェシュアが弟子たちに対しての関わり、語りかけであ

ることが解ります。ですからこれまでのメッセージの流れを覚えなが

ら読み解く必要があります。場所はエルサレムから北のガリラヤ地方、

「テベリヤの湖畔」です。当時のローマ皇帝ティベリウスの名が由来

となった地名ですが、これをヘブル語で記すと(ְטַבְרָיה)このようになり、

ここにタブール(ַרּבַט)訳すと「中心、ただ中」という言葉を見つける

ことができます。この言葉が最初に使われた箇所ではこのように訳さ

れています。 

 

【新改訳改訂第３版】  

士師記 

9:37 ガアルはまた言った。「いや。人々がこの地の一番高い所から降りて来る。また一隊がメオヌニムの樫

の木のほうから来る。」 

 

この記述は士師記の時代、イスラエルを支配していたアビメレクが、自分をののしったガアルに向かって攻

め寄せる場面ですが、ここで「この地の一番高い所」と訳されているのが聖書で最初のタブールです。皇帝の

名に因み、そしてヘブル語では「この地の一番高い所」から敵に襲いかかる支配者すなわち王、そのような意

味がタブールにはあると考えられ、それはまさに地上再臨の際、反キリストとそれに属する軍勢に襲いかかる

イェシュアを表しており、それがこのテベリヤという地名に込められていると考えられます。 

 

４．漁に行く 

 21:2 シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、ほか

にふたりの弟子がいっしょにいた。 

 21:3 シモン・ペテロが彼らに言った。「私は漁に行く。」彼らは言った。「私たちもいっしょに行きましょう。」

彼らは出かけて、小舟に乗り込んだ。しかし、その夜は何もとれなかった。 

 21:4 夜が明けそめたとき、イエスは岸べに立たれた。けれども弟子たちには、それがイエスであることが

わからなかった。 

 21:5 イエスは彼らに言われた。「子どもたちよ。食べる物がありませんね。」彼らは答えた。「はい。ありま

せん。」 



ヨハネの福音書講解 

 

5 

 

 21:6 イエスは彼らに言われた。「舟の右側に網をおろしなさい。そうすれば、とれます。」そこで、彼らは

網をおろした。すると、おびただしい魚のために、網を引き上げることができなかった。 

元漁師であった 7人の弟子たちが、テベリヤの湖畔で漁に行ったことが記されています。ここで漁に行く、

漁をすることをヘブル語でディーグ(יד と言い、旧約聖書ではエレミヤ書(דָּ 16:16の一回しか使われていない

動詞です。 

 

【新改訳改訂第３版】 

エレミヤ書 

 16:14 それゆえ、見よ、その日が来る。──【主】の御告げ──その日にはもはや、『イスラエルの子らを

エジプトの国から上らせた【主】は生きておられる』とは言わないで、 

 16:15 ただ『イスラエルの子らを北の国や、彼らの散らされたすべての地方から上らせた【主】は生きてお

られる』と言うようになる。わたしは彼らの先祖に与えた彼らの土地に彼らを帰らせる。 

 16:16 見よ。わたしは多くの漁夫をやって、──【主】の御告げ──彼らをすなどらせる。その後、わたし

は多くの狩人をやって、すべての山、すべての丘、岩の割れ目から彼らをかり出させる。 

 

これは散らされた民であるイスラエルの民、ユダヤ人たちが「その日」すなわち神様のご計画が成就する日に

再び集められることを記した預言ですが、ここで「多くの漁夫をやって…彼らを『すなどらせる』」と訳され

ているのがディーグです。まさに弟子たちはこの預言を指し示すために漁に行った、正確には神様によって行

かされたと考えられます。しかし「その夜は何もとれなかった」とあります。なぜでしょう？それはもちろん

「イェシュアが岸辺に立たれた。」とあるように、イェシュアがテベリヤ、すなわち先に述べたようにイェシ

ュアが王なるメシアとして、「この地の一番高い所」に「立たれた」時に、そして「船の右側に網をおろしな

さい。そうすれば、とれます。」とあるように、イェシュアの指示、命令によってこのエレミヤの預言が成就

することを指し示すためだと考えられます。ちなみにイェシュアが船の「右側」に網をおろすように命じられ

た理由として考えられることは、「右側」とは「神の御座の右」「右腕」などに表されるように、信頼する者、

力ある者を指し示す言葉です。ですからエレミヤの預言によれば、ここで弟子たちがとった「おびただしい魚」

はイスラエルの民、ユダヤ人を指し示していると考えられます。神様の国、御国において彼らはイェシュアの

忠実なしもべ、まさに「右腕」となって仕える存在であるということが示されていると考えられます。 

 

５．ペテロとアダム 

 21:7 そこで、イエスの愛されたあの弟子がペテロに言った。「主です。」すると、シモン・ペテロは、主で

あると聞いて、裸だったので、上着をまとって、湖に飛び込んだ。 

ペテロのこの行動は、創世記 3章でサタンに騙され罪を犯したアダムの姿を連想させます。 

 

【新改訳改訂第３版】 

創世記 

 3:7 このようにして、ふたりの目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで、彼ら

は、いちじくの葉をつづり合わせて、自分たちの腰のおおいを作った。 
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 3:8 そよ風の吹くころ、彼らは園を歩き回られる神である【主】の声を聞いた。それで人とその妻は、神で

ある【主】の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。 

 

アダムが「主の声を聞いた」ようにペテロも「主であると聞いた」時、アダムが「裸」をいちじくの葉で覆っ

たように、ペテロは「裸」だったので上着をまといました。そしてアダムが「木の間に身を隠した」ようにペ

テロは「湖に飛び込んだ」のです。このようにこの時のペテロの行動は、人類最初の人であるアダムが罪を犯

した姿を指し示していたと考えられます。この罪によって、アダムはエデンの園を追われ、それまで保たれて

いた神様と人との親密な交わりは絶たれてしまったのです。ではなぜここにペテロを通してアダムの罪が表さ

れたのでしょうか。それは神様のご計画が、かつてエデンの園で持たれていた神様と人との交わりを回復させ

るためのものであることを指し示すためであったと考えられます。神様の国、御国とはすなわち「エデンの回

復」であるとも言えます。そして、かつて神様はこのエデンの園において、人に対してこのように仰せられま

した。 

 

【新改訳改訂第３版】 

創世記 

 1:28 神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。「生めよ。ふえよ。地を満たせ。地を従えよ。海の魚、

空の鳥、地をはうすべての生き物を支配せよ。」 

 1:29 神は仰せられた。「見よ。わたしは、全地の上にあって、種を持つすべての草と、種を持って実を結ぶ

すべての木をあなたがたに与える。それがあなたがたの食物となる。 

 

神様は人にこの地とそこに住むすべての生き物を支配することをお命じになり、そしてあるものをお与えにな

りました。それは「食物」です。神様は人に食物をお与えになる御方であるということが、次に示されていま

す。 

 

６．アーハル(ַלָכא) 

 21:8 しかし、ほかの弟子たちは、魚の満ちたその網を引いて、小舟でやって来た。陸地から遠くなく、百

メートル足らずの距離だったからである。 

 21:9 こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に載せた魚と、パンがあるのを見た。 

 21:10 イエスは彼らに言われた。「あなたがたの今とった魚を幾匹か持って来なさい。」 

イェシュアは弟子たちに食事を用意しておられました。神様は人やすべての生き物を造られた時、「食物を

食べることで生きるもの」として造られました。ですから人にとって食べることは生きることと同じ意味を持

っていると言えます。また人にとってそれは楽しみ、喜びをも意味します。聖書において人が食べたり飲んだ

りすることは、ほとんどの場合、それは楽しみと喜びの表現として用いられています。しかしそれは実際に食

べることだけを指すのではなく、申命記 8:3の記述に 

 

【新改訳改訂第３版】 

申命記 
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 8:3 人はパンだけで生きるのではない、人は【主】の口から出るすべてのもので生きる…。 

 

とあるように、神様の「口から出るもの」すなわち御言葉を受け取る、聞き従うことで生きることをも指し示

していると考えられます。すなわちそれは神様との交わり、関わりを指し示していると考えられます。ヨハネ

の黙示録 3:20にこのように記されています。 

 

【新改訳改訂第３版】 

黙示録 

 3:20 見よ。わたしは、戸の外に立ってたたく。だれでも、わたしの声を聞いて戸をあけるなら、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。 

 

このように、聖書において食事すなわち食べることは、神様との交わり、関わりを指し示しており、人が神様

とともに、楽しみと喜びをもって、永遠に生きることを指し示す重要な言葉、行為であることが解ります。そ

してヘブル語でこの「食べる」ことをアーハル(ִלַכא)と言い、この言葉が聖書で最初に使われている箇所が創

世記 2:16、17の御言葉です。 

 

【新改訳改訂第３版】 

創世記 

 2:16 神である【主】は人に命じて仰せられた。「あなたは、園のどの木からでも思いのまま食べてよい。 

 2:17 しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死

ぬ。」 

 

これはエデンの園において、最初の人アダムとそしてエバに与えられた唯一の禁止事項である「善悪の知識の

木から取って食べてはならない」です。このようにアーハル、「食べる」とは、神様が「してもよい」と命じ

られたことをし、してはならないと命じられたことを「しない」という、ただ神様だけに聞き従うことを指し

示す言葉であると考えられます。残念ながら二人はこれに従うことができませんでした。その為彼らは先ほど

のペテロにも示されたように、神様から隠れた、すなわち交わりを絶ったのです。かつてペテロはイェシュア

に対して「あなたのためには命も捨てます。」（ヨハネ 13:37）とさえ豪語したほどイェシュアを信頼し、愛

した弟子でしたが、イェシュアが十字架にかかられるためにユダヤ人たちに捕らえられた後に、三度もイェシ

ュアを知らないと言ってその関係を否定しました。そんなペテロとイェシュアの関係の回復が次に記されてい

ます。 

 

７．153 匹の魚 

 21:11 シモン・ペテロは舟に上がって、網を陸地に引き上げた。それは百五十三匹の大きな魚でいっぱいで

あった。それほど多かったけれども、網は破れなかった。 

なぜ 153 匹だったのでしょうか。「シモン・ペテロは…網を引き上げた。」とあり、ペテロがこのおびただ

しい魚の入った網を引き上げたことが強調されています。ですからこの「153」という数は、ペテロと何等か
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の関係があると考えられます。そしてその意味をこれまでの文脈とこの後の内容とヘブル語の視点で考えてみ

ますと、述べたように、神様だけに聞き従い、その楽しみと喜びの関わりによって生きることを指し示す言葉、

「食べる」。これをヘブル語でアーハル(ִלַכא)と言います。この言葉を構成するのはアーレフ(ל)、カフ(כ)、

ラーメド(א)という三つの文字です。以前にも述べましたが、ヘブル文字にはそれぞれ数字が宛がわれていて

（別紙参照）、それによるとアーレフは「１」、カフは「20」、ラーメドは「30」を表します。これらの数字を

合わせますと 1＋20＋30＝51 となりアーハル「食べる」という言葉から「51」という数字を導き出すこと

ができます。そしてペテロはかつてイェシュアとの関わりを「三度」否定しました。それに対しイェシュアは、 

この後のヨハネ 21:14で 

 

 21:14 イエスが、死人の中からよみがえってから、弟子たちにご自分を現されたのは、すでにこれで三度目

である。 

と記されているように、よみがえられた姿を彼の前に「三度」現わされ、さらにこの後 21:15 からの箇所で

「三度」も「ヨハネの子シモン、あなたはわたしを愛しますか。」と尋ねられ、それに対してペテロは「はい。

主よ。私があなたを愛することは、あなたがご存じです。」

と答え、彼とイェシュアとの関係の回復が「三度」確認され

ます。つまりアーハルが「三度」繰り返されるわけです。ア

ーハルは「51」ですから、これを「三度」繰り返す、すなわ

ち 51＋51＋51、あるいは 51×３という式が成り立ち、その

答えはいずれも「153」となります。このように、ペテロが

引き上げた「153」匹の魚とは、イェシュアとペテロ、そし

て神様とアダムすなわち人との交わり、関係の回復を指し示している数と考えられます。そして 153 匹の魚

でいっぱいになった網が「破れなかった」ことに、この回復された神様と人との関係がもはや決して絶たれる

ことがないことが示されていると考えられます。 

 

８．主を知る 

 21:12 イエスは彼らに言われた。「さあ来て、朝の食事をしなさい。」弟子たちは主であることを知っていた

ので、だれも「あなたはどなたですか」とあえて尋ねる者はいなかった。 

この「だれも…尋ねる者はいなかった」という描写に、「食事」すなわち「食べる」アーハルに表された神

様と人との交わり、関わりの回復された状態がどのようなものであるのかが示されていると考えられます。そ

れはすなわち何を尋ねる必要もない、隠し事のない、腹を割った関係です。そして以下のエレミヤの預言を指

し示す「型」とも考えられます。 

 

【新改訳改訂第３版】 

エレミヤ書 

31:33 彼らの時代の後に、わたしがイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。──【主】の御告げ──わたしは

わたしの律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書きしるす。わたしは彼らの神となり、彼らはわたしの民

となる。 
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 31:34 そのようにして、人々はもはや、『【主】を知れ』と言って、おのおの互いに教えない。それは、彼ら

がみな、身分の低い者から高い者まで、わたしを知るからだ。 

 

今日の私たちには、神様について聖書について、隠されていてまだまだ理解できないことばかりですが、この

エレミヤの預言にあるように、神様と人との交わり、関わりが御国において回復するその時、理解できなかっ

たいっさいのことが明らかにされることもまた、私たちにとって大きな楽しみであり喜びであると言えます。 

 

９．パンと魚 

 21:13 イエスは来て、パンを取り、彼らにお与えになった。また、魚も同じようにされた。 

イェシュアは「来て」という何気ないこの言葉は非常に重要だと信じます。イェシュアがこの地上に、私た

ちのところに帰って「来て」くださる、再臨されることを指し示していると考えられるからです。そしてその

目的はパンと、そして魚を与えられるためであることが示されています。このパンとはやはりヨハネ 6:35で

「わたしがいのちのパンです。」と言われたようにイェシュアご自身を指していると考えられます。ではこの

「魚」とは何を指しているのでしょうか。この魚は、先ほどのエレミヤ書 16:16 に記されていた漁夫たちが

すなどった魚だと考えるならば、これは神様の民イスラエル、ユダヤ人を指していると考えられます。なぜな

ら神様はイスラエルについてこのように約束されたからです。 

 

【新改訳改訂第３版】 

創世記 

 28:13 そして、見よ。【主】が彼のかたわらに立っておられた。そして仰せられた。「わたしはあなたの父ア

ブラハムの神、イサクの神、【主】である。わたしはあなたが横たわっているこの地を、あなたとあなたの子

孫とに与える。 

 28:14 あなたの子孫は地のちりのように多くなり、あなたは、西、東、北、南へと広がり、地上のすべての

民族は、あなたとあなたの子孫によって祝福される。 

 

地上のすべての民族は、アブラハム、イサクの子孫、すなわちイスラエルの民、ユダヤ人によって祝福される。

これが神様がお定めになった、地上を祝福する唯一絶対の法則です。ですから私たち地上のすべての民族には、

彼らの存在が絶対に必要なのです。それ以前に彼らユダヤ人の存在がなければ、私たちはこの聖書を読むこと

ができなかったということを知ってください。なぜなら聖書はすべて彼らイスラエルの歴史であり、すべてユ

ダヤ人によって書き記されたものだからです。聖書なくして私たちはどうやって神様を、そのご計画を知るこ

とができるでしょうか、そして信じることができるでしょうか。つまり私たちはもうすでに彼らの存在によっ

て祝福されているのです。このように、神様は私たちにパンと魚、すなわちイェシュアとイスラエルをお与え

になったのです。ですから私たちはこの両方をアーハル、食べなければなりません。それが私たち地上のすべ

ての民族に、楽しみと喜び、主を知ること、交わり、そして永遠のいのち、救いをもたらすものだからです。

私たちがますますイェシュアと、そしてイスラエル、ユダヤ人を知る者、受け入れる者として、神様によって

整えられていきますように祈り求めてまいりましょう。 
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〈別紙〉 

 

 

へブル文字に表された意味 

 

文字 発音 数字 象形 概念 

 アーレフ 1 1000 雄牛 神性、初め、分ける(裁く) ל

 ヴェート(ベート) 2 家 家族、国、国民、御国、創造 ב

 ギーメル 3 ラクダ 自立、歩く、運ぶ ד

 ダーレト 4 門(垂れ幕) より頼む、没頭する ד

 ヘー 5 窓 見る、呼吸(息のある、生きる) ה

 ヴァーヴ 6 釘、鉤 固定、決定する、吊り下ろす ו

 ザイン 7 剣 神に捧げる(行い)、花嫁 ז

 の合成(結婚)זとザインוヘット 8 柵 人生、ヴァーヴ ח

 テット 9 蛇 知恵、知識 ר

 ヨッド 10 手 神の力、御手、御業、謙遜、種 י

 ハフ(カフ) 20 500 掌 受け取る、捉える、適用する ך כ

 ラーメド 30 杖 学ぶ、習う、訓練する、権威 א

 メーム 40 600 水 真理、永遠 ת ס

 ヌーン 50 700 魚 規定、子(子孫)、増加 ן נ

 サーメフ 60 柱 支える、上げる、評価される מ

 アイン 70 目 見る ע

 フェー(ペー) 80 800 口 言葉、食べる、分け前 ף פ

 ツァーデー 90 900 釣り針 義、つながり ץ צ

 コーフ 100 後頭部 巡る、還る、回復、希望 ק

 レーシュ 200 頭 かしら(長)、思考、考え、計画 ט

 シーン ׁש
300 歯 

噛む、食事(交わり)、神の形(身体) 

 スィーン 噛む、食事(交わり)、人の形(身体) ׂש

 ターヴ 400 印(×) 選び、終わり、完成 ת

作成：空知太栄光キリスト教会 神田 満 

 

 

 


