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nefe,lh 
 
(1)(2)マタイ17章5節  名主⼥単/名属⼥単 
e;ti auvtou/ lalou/ntoj ivdou. nefe,lh fwteinh. evpeski,asen auvtou,j( kai. ivdou. fwnh. evk th/j nefe,lhj 
le,gousa( Ou-to,j evstin o` ui`o,j mou o` avgaphto,j( evn w-| euvdo,khsa¥ avkou,ete auvtou/Å 
【⼝語訳】  

Mat 17:5 彼がまだ話し終えないうちに、たちまち、輝く雲が彼らをおおい、そして雲の中から声がした、「これは

わたしの愛する⼦、わたしの⼼にかなう者である。これに聞け」。 

【新共同訳】  

Mat 17:5 ペトロがこう話しているうちに、光り輝く雲が彼らを覆った。すると、「これはわたしの愛する⼦、わた

しの⼼に適う者。これに聞け」という声が雲の中から聞こえた。 

【新改訳改訂３】  

Mat17:5 彼がまだ話している間に、⾒よ、光り輝く雲がその⼈々を包み、そして、雲の中から、「これは、わたし

の愛する⼦、わたしはこれを喜ぶ。彼の⾔うことを聞きなさい」という声がした。 
 

(3) マタイ24章30節  名属⼥複 
kai. to,te fanh,setai to. shmei/on tou/ uìou/ tou/ avnqrw,pou evn ouvranw/|( kai. to,te ko,yontai pa/sai ai` 
fulai. th/j gh/j kai. o;yontai to.n uìo.n tou/ avnqrw,pou evrco,menon evpi. tw/n nefelw/n tou/ ouvranou/ meta. 
duna,mewj kai. do,xhj pollh/j¥ 
【⼝語訳】  

Mat 24:30 そのとき、⼈の⼦のしるしが天に現れるであろう。またそのとき、地のすべての⺠族は嘆き、そして⼒

と⼤いなる栄光とをもって、⼈の⼦が天の雲に乗って来るのを、⼈々は⾒るであろう。 

【新共同訳】  

Mat 24:30 そのとき、⼈の⼦の徴が天に現れる。そして、そのとき、地上のすべての⺠族は悲しみ、⼈の⼦が⼤い

なる⼒と栄光を帯びて天の雲に乗って来るのを⾒る。 

【新改訳改訂３】  

Mat24:30 そのとき、⼈の⼦のしるしが天に現れます。すると、地上のあらゆる種族は、悲しみながら、⼈の⼦が

⼤能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗って来るのを⾒るのです。 
 

(4) マタイ26章64節 名属⼥複 
le,gei auvtw/| o` VIhsou/j( Su. ei=paj¥ plh.n le,gw u`mi/n( avpV a;rti o;yesqe to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou 
kaqh,menon evk dexiw/n th/j duna,mewj kai. evrco,menon evpi. tw/n nefelw/n tou/ ouvranou/Å 
【⼝語訳】  

Mat 26:64 イエスは彼に⾔われた、「あなたの⾔うとおりである。しかし、わたしは⾔っておく。あなたがたは、

間もなく、⼈の⼦が⼒ある者の右に座し、天の雲に乗って来るのを⾒るであろう」。 

【新共同訳】  

Mat 26:64 イエスは⾔われた。「それは、あなたが⾔ったことです。しかし、わたしは⾔っておく。あなたたちは

やがて、／⼈の⼦が全能の神の右に座り、／天の雲に乗って来るのを⾒る。」 
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【新改訳改訂３】  

Mat26:64 イエスは彼に⾔われた。「あなたの⾔うとおりです。なお、あなたがたに⾔っておきますが、今からの

ち、⼈の⼦が、⼒ある⽅の右の座に着き、天の雲に乗って来るのを、あなたがたは⾒ることになります。」 

【NKJV】  

Mat 26:64 Jesus said to him, "It is as you said. Nevertheless, I say to you, hereafter you will see the Son of 

Man sitting at the right hand of the Power, and coming on the clouds of heaven." 
 

(5)(6) マルコ9章7節  名主⼥単/名属⼥単 
kai. evge,neto nefe,lh evpiskia,zousa auvtoi/j( kai. evge,neto fwnh. evk th/j nefe,lhj( Ou-to,j evstin o` ui`o,j 
mou o` avgaphto,j( avkou,ete auvtou/Å 
【⼝語訳】  

Mar 9:7 すると、雲がわき起って彼らをおおった。そして、その雲の中から声があった、「これはわたしの愛する

⼦である。これに聞け」。 

【新共同訳】  

Mar 9:7 すると、雲が現れて彼らを覆い、雲の中から声がした。「これはわたしの愛する⼦。これに聞け。」 

【新改訳改訂３】  

Mar9:7 そのとき雲がわき起こってその⼈々をおおい、雲の中から、「これは、わたしの愛する⼦である。彼の⾔う

ことを聞きなさい」という声がした。 
 

(7)マルコ13章26節 名与⼥複 
kai. to,te o;yontai to.n uìo.n tou/ avnqrw,pou evrco,menon evn nefe,laij meta. duna,mewj pollh/j kai. do,xhjÅ 
【⼝語訳】  

Mar 13:26 そのとき、⼤いなる⼒と栄光とをもって、⼈の⼦が雲に乗って来るのを、⼈々は⾒るであろう。 

【新共同訳】  

Mar 13:26 そのとき、⼈の⼦が⼤いなる⼒と栄光を帯びて雲に乗って来るのを、⼈々は⾒る。 

【新改訳改訂３】  

Mar13:26 そのとき、⼈々は、⼈の⼦が偉⼤な⼒と栄光を帯びて雲に乗って来るのを⾒るのです。 

 

(8)  マルコ14章62節 名）属⼥複 
o` de. VIhsou/j ei=pen( VEgw, eivmi( kai. o;yesqe to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou evk dexiw/n kaqh,menon th/j 
duna,mewj kai. evrco,menon meta. tw/n nefelw/n tou/ ouvranou/Å 
【⼝語訳】  

Mar 14:62 イエスは⾔われた、「わたしがそれである。あなたがたは⼈の⼦が⼒ある者の右に座し、天の雲に乗っ

て来るのを⾒るであろう」。 

【新共同訳】  

Mar 14:62 イエスは⾔われた。「そうです。あなたたちは、⼈の⼦が全能の神の右に座り、／天の雲に囲まれて来

るのを⾒る。」 

【新改訳改訂３】  
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Mar14:62 そこでイエスは⾔われた。「わたしは、それです。⼈の⼦が、⼒ある⽅の右の座に着き、天の雲に乗っ

て来るのを、あなたがたは⾒るはずです。」 

【NKJV】  

Mar 14:62 Jesus said, "I am. And you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Power, and 

coming with the clouds of heaven." 

【NIV】  

Mar 14:62 "I am," said Jesus. "And you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One 

and coming on the clouds of heaven." 
 

(9)(10) ルカ 9章34節 名主⼥単/名対⼥単 
tau/ta de. auvtou/ le,gontoj evge,neto nefe,lh kai. evpeski,azen auvtou,j¥ evfobh,qhsan de. evn tw/| eivselqei/n 
auvtou.j eivj th.n nefe,lhnÅ 
【⼝語訳】  

Luk 9:34 彼がこう⾔っている間に、雲がわき起って彼らをおおいはじめた。そしてその雲に囲まれたとき、彼らは

恐れた。 

【新共同訳】  

Luk 9:34 ペトロがこう⾔っていると、雲が現れて彼らを覆った。彼らが雲の中に包まれていくので、弟⼦たちは恐

れた。 

【新改訳改訂３】  

Luk9:34 彼がこう⾔っているうちに、雲がわき起こってその⼈々をおおった。彼らが雲に包まれると、弟⼦たちは

恐ろしくなった。 

【NKJV】  

Lk 9:34 While he was saying this, a cloud came and overshadowed them; and they were fearful 

as they entered the cloud. 
 

(11) ルカ9章34節 名）対⼥単 
tau/ta de. auvtou/ le,gontoj evge,neto nefe,lh kai. evpeski,azen auvtou,j¥ evfobh,qhsan de. evn tw/| eivselqei/n 
auvtou.j eivj th.n nefe,lhnÅ 
【⼝語訳】  

Luk 9:34 彼がこう⾔っている間に、雲がわき起って彼らをおおいはじめた。そしてその雲に囲まれたとき、彼らは

恐れた。 

【新共同訳】  

Luk 9:34 ペトロがこう⾔っていると、雲が現れて彼らを覆った。彼らが雲の中に包まれていくので、弟⼦たちは恐

れた。 

【新改訳改訂３】  

Luk9:34 彼がこう⾔っているうちに、雲がわき起こってその⼈々をおおった。彼らが雲に包まれると、弟⼦たちは

恐ろしくなった。 
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【NKJV】  

Luk 9:34 While he was saying this, a cloud came and overshadowed them; and they were fearful as they 

entered the cloud. 
 

(12) ルカ9章35節 名）属⼥単 
kai. fwnh. evge,neto evk th/j nefe,lhj le,gousa( Ou-to,j evstin ò uìo,j mou o` evklelegme,noj( auvtou/ avkou,eteÅ 
【⼝語訳】  

Luk 9:35 すると雲の中から声があった、「これはわたしの⼦、わたしの選んだ者である。これに聞け」。 

【新共同訳】  

Luk 9:35 すると、「これはわたしの⼦、選ばれた者。これに聞け」と⾔う声が雲の中から聞こえた。 

【新改訳改訂３】  

Luk9:35 すると雲の中から、「これは、わたしの愛する⼦、わたしの選んだ者である。彼の⾔うことを聞きなさい」

と⾔う声がした。 

【NKJV】  

Luk 9:35 And a voice came out of the cloud, saying, "This is My beloved Son. Hear Him!" 

【NIV】  

Luk 9:35 A voice came from the cloud, saying, "This is my Son, whom I have chosen; listen to him." 
 

(13) ルカ12章54節  名）対⼥単 
:Elegen de. kai. toi/j o;cloij( {Otan i;dhte Îth.nÐ nefe,lhn avnate,llousan evpi. dusmw/n( euvqe,wj le,gete 
o[ti :Ombroj e;rcetai( kai. gi,netai ou[twj¥ 
【⼝語訳】  

Luk 12:54 イエスはまた群衆に対しても⾔われた、「あなたがたは、雲が⻄に起るのを⾒るとすぐ、にわか⾬がや

って来る、と⾔う。果してそのとおりになる。 

【新共同訳】  

Luk 12:54 イエスはまた群衆にも⾔われた。「あなたがたは、雲が⻄に出るのを⾒るとすぐに、『にわか⾬になる』

と⾔う。実際そのとおりになる。 

【新改訳改訂３】  

Luk12:54 群衆にもこう⾔われた。「あなたがたは、⻄に雲が起こるのを⾒るとすぐに、『にわか⾬が来るぞ』と

⾔い、事実そのとおりになります。 

【NKJV】  

Luk 12:54 Then He also said to the multitudes, "Whenever you see a cloud rising out of the west, 

immediately you say, 'A shower is coming'; and so it is. 
 

(13) ルカ21章27節 名）与⼥単 
kai. to,te o;yontai to.n uìo.n tou/ avnqrw,pou evrco,menon evn nefe,lh| meta. duna,mewj kai. do,xhj pollh/jÅ 
【⼝語訳】  

Luk 21:27 そのとき、⼤いなる⼒と栄光とをもって、⼈の⼦が雲に乗って来るのを、⼈々は⾒るであろう。 
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【新共同訳】  

Luk 21:27 そのとき、⼈の⼦が⼤いなる⼒と栄光を帯びて雲に乗って来るのを、⼈々は⾒る。 

【新改訳改訂３】  

Luk21:27 そのとき、⼈々は、⼈の⼦が⼒と輝かしい栄光を帯びて雲に乗って来るのを⾒るのです。 

【NKJV】  

Luk 21:27 "Then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. 
 

(14) 使徒1章9節 名）主⼥単 
kai. tau/ta eivpw.n blepo,ntwn auvtw/n evph,rqh kai. nefe,lh ùpe,laben auvto.n avpo. tw/n ovfqalmw/n auvtw/nÅ 
【⼝語訳】  

Act 1:9 こう⾔い終ると、イエスは彼らの⾒ている前で天に上げられ、雲に迎えられて、その姿が⾒えなくなった。 

【新共同訳】  

Act 1:9 こう話し終わると、イエスは彼らが⾒ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの⽬から⾒えなく

なった。 

【新改訳改訂３】  

Act1:9 こう⾔ってから、イエスは彼らが⾒ている間に上げられ、雲に包まれて、⾒えなくなられた。 

【NKJV】  

Act 1:9 Now when He had spoken these things, while they watched, He was taken up, and a cloud received 

Him out of their sight. 
 

(15) Ⅰコリント10章1節名）対⼥単 
Ouv qe,lw ga.r u`ma/j avgnoei/n( avdelfoi,( o[ti oi` pate,rej hm̀w/n pa,ntej up̀o. th.n nefe,lhn h=san kai. pa,ntej 
dia. th/j qala,sshj dih/lqon 
【⼝語訳】  

1Co 10:1 兄弟たちよ。このことを知らずにいてもらいたくない。わたしたちの先祖はみな雲の下におり、みな海を

通り、 

【新共同訳】  

1Co 10:1 兄弟たち、次のことはぜひ知っておいてほしい。わたしたちの先祖は皆、雲の下におり、皆、海を通り抜

け、 

【新改訳改訂３】  

1Co10:1 そこで、兄弟たち。私はあなたがたにぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの⽗祖たちはみな、

雲の下におり、みな海を通って⾏きました。 

【NKJV】  

1Co 10:1 Moreover, brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the cloud, 

all passed through the sea, 
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(16) Ⅰコリント10章2節 名）与⼥単 
kai. pa,ntej eivj to.n Mwu?sh/n evbapti,sqhsan evn th/| nefe,lh| kai. evn th/| qala,ssh| 
【⼝語訳】  

1Co 10:2 みな雲の中、海の中で、モーセにつくバプテスマを受けた。 

【新共同訳】  

1Co 10:2 皆、雲の中、海の中で、モーセに属するものとなる洗礼を授けられ、 

【新改訳改訂３】  

1Co10:2 そしてみな、雲と海とで、モーセにつくバプテスマを受け、 

【NKJV】  

1Co 10:2 all were baptized into Moses in the cloud and in the sea, 
 

(17) Ⅰテサロニケ4章17節  名）与⼥複 
e;peita h`mei/j oi` zw/ntej oi` perileipo,menoi a[ma su.n auvtoi/j ar̀paghso,meqa evn nefe,laij eivj avpa,nthsin 
tou/ kuri,ou eivj ave,ra¥ kai. ou[twj pa,ntote su.n kuri,w| evso,meqaÅ 
【口語訳】  

1Th 4:17 それから⽣き残っているわたしたちが、彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、こうし

て、いつも主と共にいるであろう。 

【新共同訳】  

1Th 4:17 それから、わたしたち⽣き残っている者が、空中で主と出会うために、彼らと⼀緒に雲に包まれて引き上

げられます。このようにして、わたしたちはいつまでも主と共にいることになります。 

【新改訳改訂３】  

1Th4:17 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。 

【NKJV】  

1Th 4:17 Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the 

Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. 
 

(18) ユダ1章12節 名）主⼥複 
ou-toi, eivsin oi` evn tai/j avga,paij u`mw/n spila,dej suneuwcou,menoi avfo,bwj( e`autou.j 
poimai,nontej( nefe,lai a;nudroi u`po. avne,mwn parafero,menai( de,ndra fqinopwrina. a;karpa di.j 
avpoqano,nta evkrizwqe,nta( 
【新共同訳】  

Jud 1:12 こういう者たちは、厚かましく⾷事に割り込み、わが⾝を養い、あなたがたの親ぼくの⾷事を汚すしみ、

⾵に追われて⾬を降らさぬ雲、実らず根こぎにされて枯れ果ててしまった晩秋の⽊、 

【新改訳改訂３】  

Jud1:12 彼らは、あなたがたの愛餐のしみです。恐れげもなくともに宴を張りますが、⾃分だけを養っている者で

あり、⾵に吹き⾶ばされる、⽔のない雲、実を結ばない、枯れに枯れて、根こそぎにされた秋の⽊、 
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(19) 黙⽰録1章7節 名）属⼥複 
VIdou. e;rcetai meta. tw/n nefelw/n( kai. o;yetai auvto.n pa/j ovfqalmo.j kai. oi[tinej auvto.n 
evxeke,nthsan( kai. ko,yontai evpV auvto.n pa/sai ai` fulai. th/j gh/jÅ nai,( avmh,nÅ 
【⼝語訳】  

Rev 1:7 ⾒よ、彼は、雲に乗ってこられる。すべての⼈の⽬、ことに、彼を刺しとおした者たちは、彼を仰ぎ⾒る

であろう。また地上の諸族はみな、彼のゆえに胸を打って嘆くであろう。しかり、アァメン。 

【新共同訳】  

Rev 1:7 ⾒よ、その⽅が雲に乗って来られる。すべての⼈の⽬が彼を仰ぎ⾒る、／ことに、彼を突き刺した者ども

は。地上の諸⺠族は皆、彼のために嘆き悲しむ。然り、アーメン。 

【新改訳改訂３】  

Rev1:7 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。 

【NKJV】  

Rev 1:7 Behold, He is coming with clouds, and every eye will see Him, even they who pierced Him. And all 

the tribes of the earth will mourn because of Him. Even so, Amen. 
 

(20) 黙⽰録10章1節 名）対⼥単 
Kai. ei=don a;llon a;ggelon ivscuro.n katabai,nonta evk tou/ ouvranou/ peribeblhme,non nefe,lhn( kai. h ̀
i=rij evpi. th/j kefalh/j auvtou/ kai. to. pro,swpon auvtou/ ẁj ò h[lioj kai. oì po,dej auvtou/ ẁj stu/loi puro,j( 
【⼝語訳】  

Rev 10:1 わたしは、もうひとりの強い御使が、雲に包まれて、天から降りて来るのを⾒た。その頭に、にじをいた

だき、その顔は太陽のようで、その⾜は⽕の柱のようであった。 

【新共同訳】  

Rev 10:1 わたしはまた、もう⼀⼈の⼒強い天使が、雲を⾝にまとい、天から降って来るのを⾒た。頭には虹をいた

だき、顔は太陽のようで、⾜は⽕の柱のようであり、 

【新改訳改訂３】  

Rev10:1 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。 

(※「もうひとりの強い御使い」とはだれのことか。イエス・キリストのことか? ) 
 

(21)  黙⽰録11章12節 名）与⼥単 
kai. h;kousan fwnh/j mega,lhj evk tou/ ouvranou/ legou,shj auvtoi/j( VAna,bate w-deÅ kai. avne,bhsan eivj to.n 
ouvrano.n evn th/| nefe,lh|( kai. evqew,rhsan auvtou.j oi` evcqroi. auvtw/nÅ 
【⼝語訳】  

Rev 11:12 その時、天から⼤きな声がして、「ここに上ってきなさい」と⾔うのを、彼らは聞いた。そして、彼ら

は雲に乗って天に上った。彼らの敵はそれを⾒た。 

【新共同訳】  

Rev 11:12 ⼆⼈は、天から⼤きな声があって、「ここに上って来い」と⾔うのを聞いた。そして雲に乗って天に上
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った。彼らの敵もそれを⾒た。 

【新改訳改訂３】  

Rev11:12 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。 

【NKJV】  

Rev 11:12 And they heard a loud voice from heaven saying to them, "Come up here." And they ascended 

to heaven in a cloud, and their enemies saw them. 
 

(22)(23) 黙⽰録14章14節 名）主⼥単/名）対⼥単 
Kai. ei=don( kai. ivdou. nefe,lh leukh,( kai. evpi. th.n nefe,lhn kaqh,menon o[moion uìo.n avnqrw,pou( e;cwn 
evpi. th/j kefalh/j auvtou/ ste,fanon crusou/n kai. evn th/| ceiri. auvtou/ dre,panon ovxu,Å 
【⼝語訳】  

Rev 14:14 また⾒ていると、⾒よ、⽩い雲があって、その雲の上に⼈の⼦のような者が座しており、頭には⾦の冠

をいただき、⼿には鋭いかまを持っていた。 

【新共同訳】  

Rev 14:14 また、わたしが⾒ていると、⾒よ、⽩い雲が現れて、⼈の⼦のような⽅がその雲の上に座っており、頭

には⾦の冠をかぶり、⼿には鋭い鎌を持っておられた。 

【新改訳改訂３】  

Rev14:14 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。 

【NKJV】  

Rev 14:14 Then I looked, and behold, a white cloud, and on the cloud sat One like the Son of Man, having 

on His head a golden crown, and in His hand a sharp sickle. 

【NIV】  

Rev 14:14 I looked, and there before me was a white cloud, and seated on the cloud was one "like a son of 

man" {[14] Daniel 7:13} with a crown of gold on his head and a sharp sickle in his hand. 
 

 

(24) 黙⽰録14章15節 名）属⼥単 
kai. a;lloj a;ggeloj evxh/lqen evk tou/ naou/ kra,zwn evn fwnh/| mega,lh| tw/| kaqhme,nw| evpi. th/j 
nefe,lhj( Pe,myon to. dre,pano,n sou kai. qe,rison( o[ti h=lqen h` w[ra qeri,sai( o[ti evxhra,nqh o` qerismo.j 
th/j gh/jÅ 
【⼝語訳】  

Rev 14:15 すると、もうひとりの御使が聖所から出てきて、雲の上に座している者にむかって⼤声で叫んだ、「か

まを⼊れて刈り取りなさい。地の穀物は全く実り、刈り取るべき時がきた」。 

【新共同訳】  

Rev 14:15 すると、別の天使が神殿から出て来て、雲の上に座っておられる⽅に向かって⼤声で叫んだ。「鎌を⼊

れて、刈り取ってください。刈り⼊れの時が来ました。地上の穀物は実っています。」 
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【新改訳改訂３】  

Rev14:15 すると、もうひとりの御使いが聖所から出て来て、雲に乗っておられる⽅に向かって⼤声で叫んだ。「か

まを⼊れて刈り取ってください。地の穀物は実ったので、取り⼊れる時が来ましたから。」 

【NKJV】  

Rev 14:15 And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to Him who sat on the cloud, 

"Thrust in Your sickle and reap, for the time has come for You to reap, for the harvest of the earth is ripe." 
 

(25) 黙⽰録14章16節 名）属⼥単 
kai. e;balen ò kaqh,menoj evpi. th/j nefe,lhj to. dre,panon auvtou/ evpi. th.n gh/n kai. evqeri,sqh h` gh/Å 
【⼝語訳】  

Rev 14:16 雲の上に座している者は、そのかまを地に投げ⼊れた。すると、地のものが刈り取られた。 

【新共同訳】  

Rev 14:16 そこで、雲の上に座っておられる⽅が、地に鎌を投げると、地上では刈り⼊れが⾏われた。 

【新改訳改訂３】  

Rev14:16 そこで、雲に乗っておられる⽅が、地にかまを⼊れると地は刈り取られた。 

【NKJV】  

Rev 14:16 So He who sat on the cloud thrust in His sickle on the earth, and the earth was reaped. 

 

―――――― 

ne,foj 
 
●ヘブル書12章1節(この箇所のみ)  名）対中単 
Toigarou/n kai. h`mei/j tosou/ton e;contej perikei,menon h`mi/n ne,foj martu,rwn( o;gkon avpoqe,menoi 
pa,nta kai. th.n euvperi,staton àmarti,an( diV ùpomonh/j tre,cwmen to.n prokei,menon h`mi/n avgw/na 
【⼝語訳】  

Heb 12:1 こういうわけで、わたしたちは、このような多くの証⼈に雲のように囲まれているのであるから、いっさ

いの重荷と、からみつく罪とをかなぐり捨てて、わたしたちの参加すべき競⾛を、耐え忍んで⾛りぬこうではないか。 

【新共同訳】  

Heb 12:1 こういうわけで、わたしたちもまた、このようにおびただしい証⼈の群れに囲まれている以上、すべての

重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、⾃分に定められている競⾛を忍耐強く⾛り抜こうではありませんか、 

【新改訳改訂３】  

Heb12:1 こういうわけで、このように多くの証⼈たちが、雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たち

も、いっさいの重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競⾛を忍耐をもって⾛り続けようでは

ありませんか。 

【NKJV】  

Heb 12:1 Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every 

weight, and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, 


