




HEBREWS 3:7-19

7 Therefore, as the Holy Spirit says, “Today, if you hear his voice,
8 do not harden your hearts as in the rebellion, on the day of 
testing in the wilderness,
9 where your fathers put me to the test and saw my works 
for forty years.
10 Therefore I was provoked with that generation,
and said, ‘They always go astray in their heart; they have not 
known my ways.’
11 As I swore in my wrath, ‘They shall not enter my rest.’”



ヘブル人への手紙 3:7-19
7 ですから、聖霊が言われるとおりです。「きょう、もし御声を聞くならば、
8 荒野での試みの日に御怒りを引き起こしたときのように、心をかたくな
にしてはならない。
9 あなたがたの先祖たちは、そこでわたしを試みて証拠を求め、四十年の
間、わたしのわざを見た。
10 だから、わたしはその時代を憤って言った。彼らは常に心が迷い、わた
しの道を悟らなかった。
11 わたしは、怒りをもって誓ったように、決して彼らをわたしの安息にはい
らせない。」



HEBREWS 3:7-19

12 Take care, brothers, lest there be in any of you an evil, 
unbelieving heart, leading you to fall away from the living God.
13 But exhort one another every day, as long as it is called 
“today,” that none of you may be hardened by the deceitfulness 
of sin.
14 For we have come to share in Christ, if indeed we hold our 
original confidence firm to the end.
15 As it is said, “Today, if you hear his voice, do not harden your 
hearts as in the rebellion.”



ヘブル人への手紙 3:7-19

12 兄弟たち。あなたがたの中では、だれも悪い不信仰の心になって生け
る神から離れる者がないように気をつけなさい。
13 「きょう。」と言われている間に、日々互いに励まし合って、だれも罪に
惑わされてかたくなにならないようにしなさい。
14 もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちは、キリス
トにあずかる者となるのです。
15 「きょう、もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こしたときのように、心
をかたくなにしてはならない。」と言われているからです。



HEBREWS 3:7-19

16 For who were those who heard and yet rebelled? Was it 
not all those who left Egypt led by Moses?
17 And with whom was he provoked for forty years? Was it 
not with those who sinned, whose bodies fell in the 
wilderness?
18 And to whom did he swear that they would not enter his 
rest, but to those who were disobedient?
19 So we see that they were unable to enter because of 
unbelief.



ヘブル人への手紙 3:7-19

16 聞いていながら、御怒りを引き起こしたのはだれでしたか。モーセに率
いられてエジプトを出た人々の全部ではありませんか。
17 神は四十年の間だれを怒っておられたのですか。罪を犯した人々、し
かばねを荒野にさらした、あの人たちをではありませんか。
18 また、わたしの安息にはいらせないと神が誓われたのは、ほかでもない、
従おうとしなかった人たちのことではありませんか。
19 それゆえ、彼らが安息にはいれなかったのは、不信仰のためであったこ
とがわかります。
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HEBREWS 3:9-11

9 where your fathers put me to the test and saw my works 
for forty years.

‘They always go astray in their heart; they have not known my ways.’

11 As I swore in my wrath, ‘They shall not enter my rest.’”



ヘブル人への手紙 3:9-11
9 あなたがたの先祖たちは、そこでわたしを試みて証拠を求め、四十年の間、わたし
のわざを見た。

10 だから、わたしはその時代を憤って言った。彼らは常に心が迷い、わたしの道を悟
らなかった。
11 わたしは、怒りをもって誓ったように、決して彼らをわたしの安息にはいらせない。」



HEBREWS 3:9-11

9 where your fathers put me to the test and saw my works 
for forty years.

‘They always go astray in their heart; they have not known my ways.’

11 As I swore in my wrath, ‘They shall not enter my rest.’”



ヘブル人への手紙 3:9-11
9 あなたがたの先祖たちは、そこでわたしを試みて証拠を求め、四十年の間、わたし
のわざを見た。

10 だから、わたしはその時代を憤って言った。彼らは常に心が迷い、わたしの道を悟
らなかった。
11 わたしは、怒りをもって誓ったように、決して彼らをわたしの安息にはいらせない。」



WHAT WAS ISRAEL’S GREATEST SIN?

19 So we see that they were unable to enter 
because of unbelief.

“The Israelites committed many sins in the wilderness 
but only one prevented their entry into the land of 
promise, the sin of unbelief. Verse 19 powerfully 
demonstrates the need to persevere in the faith. 
Without faith, we will not enter the promised land.”

- Albert Mohler



イスラエルの一番大きな罪は何でしたか?
19 それゆえ、彼らが安息にはいれなかったのは、不信仰

のためであったことがわかります。

“イスラエル人は荒野で多くの罪を犯しましたが,約束の地に入
るのを妨げたのは,不信仰の罪でした。19節は、信仰を貫く必
要性を力強く示しています。信仰がなければ,私たちは約束の
地に入ることはありません。 ”

- アルバート・モーラ



1 JOHN 1:9

“9 If we confess our sins, he is faithful and just 
to forgive us our sins and to cleanse us from all 

unrighteousness.”

Unbelief is the most dangerous of all sins, because it 
is the one sin that causes us to reject our Savior, not 
run to Him.

UNBELIEF



ヨハネの手紙第一 1:9

“9 もし、私たちが自分の罪を言い表わすなら、神は真
実で正しい方ですから、その罪を赦し、すべての悪から私

たちをきよめてくださいます。 ”

不信仰はすべての罪の中で最も危険なものです。なぜなら、私
たちを救い主に従わせず、直ぐに主に頼ることをさせない唯一の
罪だからです。

不信仰



HEBREWS 3:7-19

12 Take care, brothers, lest there be in any of you an evil, 
unbelieving heart, leading you to fall away from the living 
God.
13 But exhort one another every day, as long as it is called 
“today,” that none of you may be hardened by the 
deceitfulness of sin.
14 For we have come to share in Christ, if indeed we hold our 
original confidence firm to the end.



へブル人への手紙 3:7-19
12兄弟たち。あなたがたの中では、だれも悪い不信仰の心になって生け
る神から離れる者がないように気をつけなさい。
13「きょう。」と言われている間に、日々互いに励まし合って、だれも罪に
惑わされてかたくなにならないようにしなさい。
14 もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちは、キ
リストにあずかる者となるのです。



PSALM 139:23-24

23 Search me, O God, and know my heart!

Try me and know my thoughts!
24 And see if there be any grievous way in me,

and lead me in the way everlasting!



詩篇139:23-24
23 神よ。私を探り、私の心を知ってください。

私を調べ、私の思い煩いを知ってください。
24 私のうちに傷のついた道があるか、ないかを見て、

私をとこしえの道に導いてください。



HEBREWS 4:12
“12 For the word of God is living and active, sharper 
than any two-edged sword, piercing to the division of 
soul and of spirit, of joints and of marrow, 
and discerning the thoughts and intentions of the 
heart.”

”2 Do not be conformed to this world, but be 
transformed by the renewal of your mind, that by 
testing you may discern what is the will of God, what 
is good and acceptable and perfect.” – Romans 12:2



へブル人への手紙4:12
“12 神のことばは生きていて、力があり、両刃の剣よりも鋭く、たまし
いと霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し通し、心のいろいろな考え
やはかりごとを判別することができます。 ”

”2 この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ、神のみこころ
は何か、すなわち、何が良いことで、神に受け入れられ、完全である
のかをわきまえ知るために、心の一新によって自分を変えなさい。”

– ローマ 12:2



COLOSSIANS 3:16-17

16 Let the word of Christ dwell in you richly, teaching 
and admonishing one another in all wisdom, singing 
psalms and hymns and spiritual songs, with 
thankfulness in your hearts to God. 17 And whatever 
you do, in word or deed, do everything in the name 
of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father 
through him.

Edify One Another: Galatians 6:1; Matthew 18:15-17; James 5:19-20



コロサイ人への手紙 3:16-17

16 キリストのことばを、あなたがたのうちに豊かに住まわせ、
知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の
歌とにより、感謝にあふれて心から神に向 かって歌いなさ
い。17 あなたがたのすることは、ことばによると行ないによ
るとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって
父なる神に感謝しなさい。

互いを教育する: ガラテヤ 6:1; マタイ 18:15-17; ヤコブ 5:19-20



JESUS IS GREATER…

JESUS              EGYPT 

JESUS              THE WILDERNESS

JESUS              HUNGER 

JESUS              THIRST

THEREFORE, HAVE FAITH

“Now faith is the assurance 
of things hoped for, the 
conviction of things not 
seen.” – Hebrews 11:1



イエスの方が偉大…
イエス エジプト

イエス 荒野

イエス 飢え

イエス 渇き

信仰は
望んでいる事がらを保証し、
目に見えないものを
確信させるものです。

– ヘブル人への手紙 11:1



ROMANS 5:3-5

“3…rejoice in our sufferings, knowing that 
suffering produces endurance, 4and endurance 
produces character, and character produces 
hope, 5and hope does not put us to shame, because 
God's love has been poured into our hearts through 
the Holy Spirit who has been given to us."



ローマ人への手紙 5:3-5

3…そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは、患難

が忍耐を生み出し、4 忍耐が練られた品性を生み出し、練られ

た品性が希望を生み出すと知っているからです。5 この希望は

失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた

聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。



JAMES 1:2-4

“2Count it all joy, my brothers, when you meet 
trials of various kinds, 3for you know that the testing 
of your faith produces steadfastness. 4And let 
steadfastness have its full effect, that you may 
be perfect and complete, lacking in nothing.”



ヤコブの手紙 1:2-4

2 私の兄弟たち。さまざまな試練に会うときは、それをこの上も
ない喜びと思いなさい。3 信仰がためされると忍耐が生じるとい
うことを、あなたがたは知っているからです。4 その忍耐を完全に
働かせなさい。そうすれば、あなたがたは、何一つ欠けたところの
ない、成長を遂げた、完全な者となります。



2 PETER 1:5-11

…“5 For this very reason, make every effort to supplement your faith with 
virtue, and virtue with knowledge, 6 and knowledge with self-control, and 
self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, 7 and 
godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. 8 For if 
these qualities are yours and are increasing, they keep you from being 
ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. 9 For 
whoever lacks these qualities is so nearsighted that he is blind, having 
forgotten that he was cleansed from his former sins. 10 Therefore, brothers, be 
all the more diligent to confirm your calling and election, for if you practice 
these qualities you will never fall. 11 For in this way there will be richly 
provided for you an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior 
Jesus Christ.”



ペテロの手紙第二 1：5-1 1

…5 「こういうわけですから、あなたがたは、あらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識
を、 6 知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には敬虔を、7 敬虔には兄弟愛を、兄弟愛
には愛を加えなさい。8 これらがあなたがたに備わり、ますます豊かになるなら、あなたがたは、
私たちの 主イエス・キリストを知る点で、役に立たない者とか、実を結ばない者になること
はありません。 9 これらを備えていない者は、近視眼であり、盲目であって、自分の以前の
罪がきよめられたことを忘れてしまったのです。10 ですから、兄弟たちよ。ますます熱心に、あ
なたがたの召されたことと選ばれたこととを確かなものとしなさい。これらのことを行なっていれ
ば、つまずくことなど決してありません。11 このようにあなたがたは、私たちの主であり救い主
であるイエス・キリストの永遠の御国にはいる恵みを豊かに加えられるのです。



HEBREWS 12:1-3

“Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of 
witnesses, let us also lay aside every weight, and sin which 
clings so closely, and let us run with endurance the race that 
is set before us, 2 looking to Jesus, the founder and perfecter 
of our faith, who for the joy that was set before him endured 
the cross, despising the shame, and is seated at the right 
hand of the throne of God. 3 Consider him who endured from 
sinners such hostility against himself, so that you may not 
grow weary or fainthearted.”



ヘブル人への手紙 12:1-3
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。2 信仰の創始者であり、
完成者で あるイエスから目を離さないでいなさい。イエスは、ご自分の前に置かれた
喜びのゆえに、 はずかしめをものともせずに十字架を 忍び、神の御座の右に着座さ
れました。3 あなたがたは、罪人たちのこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさ
い。それは、あなたがたの心が元気を失い、疲れ果ててしまわないためです。



HEBREWS 4:9-11
9 So then, there remains a Sabbath rest for the people of 
God,
10 for whoever has entered God's rest has also rested 
from his works as God did from his.
11 Let us therefore strive to enter that rest, so that no one 
may fall by the same sort of disobedience.



ヘブル人への手紙 4:9-11

9 それで、安息はなお神の民に残されています。

1０神の安息にはいった者ならば、神がご自分のわざを終えて休まれたように、
自分のわざを終えて休んだはずです。

11 だから、わたしたちはこの安息にあずかるように努力しようではありませんか。
さもないと、同じ不従順の例に倣って堕落する者が出るかもしれません。



HEBREWS 3:5-6

5 Now Moses was faithful in all God's house as a servant, to 
testify to the things that were to be spoken later,
6 but Christ is faithful over God's house as a son. And we are 
his house, if indeed we hold fast our confidence and our 
boasting in our hope.

The Son 
The Builder of 

the Lord’s 
House

Moses
A Faithful Servant 

in the Lord’s House



ヘブル人への手紙 3:5-6
5さて、モーセは、後に語らるべき事がらについてあかしをするために、仕える者と
して、神の家の全体に対して忠実であったが、
6 キリストは御子として、神の家を治めるのに忠実であられたのである。もしわた
したちが、望みの確信と誇とを最後までしっかりと持ち続けるなら、わたしたち は
神の家なのである

御 子
神の家を
つくられる

モーセ
神の家に忠実に
仕える者



LEVITICUS 23:26-28

26 The Lord said to Moses, 27 “The tenth day of this 
seventh month is the Day of Atonement. Hold a 
sacred assembly and deny yourselves, and present a 
food offering to the Lord. 28 Do not do any work on 
that day, because it is the Day of Atonement, when 
atonement is made for you before the Lord your 
God.
- See also Leviticus 16



レビ記 23:26-28
26ついで主はモーセに告げて仰せられた。
27 「特にこの第七月の十日は贖罪の日、あなたがたのための聖なる会合とな
る。あなたがたは身を戒めて、火によるささげ物を主にささげなければならない。
28 その日のうちは、いっさいの仕事をしてはならない。その日は贖罪の日であり、
あなたがたの神、主の前で、あなたがたの贖いがなされるからである。

- レビ記１６章も参照してください。



HEBREWS 4:7

7 again he appoints a certain day, “Today,” saying through 
David so long afterward, in the words already quoted,

“Today, if you hear his voice,
do not harden your hearts.”

The Promised 
Rest of Jesus

The Promised 
Land of Moses



ヘブル人への手紙 4:7
7 神は再びある日を「きょう。」と定めて、長い年月の後に、前に言われた
と同じように、ダビデを通して、「きょう、もし御声を聞くならば、あなたが
たの心を かたくなにしてはならない。」と語られたのです。

主イエスにある
約束された安息

モーセに
約束された地



JOHN 14:6

6Jesus said to him, “I am the way, and the 
truth, and the life. No one comes to the 

Father except through me.

17For God did not send his Son into the world to condemn the 
world, but to save the world through him. 18Whoever believes 
in him is not condemned, but whoever does not believe stands 

condemned already because they have not believed in the 
name of God’s one and only Son. – John 3:17-18



ヨハネの福音書 14:6

6 イエスは彼に言われた。「わたしが道であり、
真理であり、いのちなのです。わたしを通してでなければ、

だれひとり父のみもとに来ることはありません。

17 神が御子を世に遣わされたのは、世をさばくためではなく、
御子によって世が救われるためである。

18 御子を信じる者はさばかれない。
信じない者は神のひとり子の御名を信じなかったので、

すでにさばかれている。– ヨハネ 3:17-18
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