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「そして、モーセが荒れ野で蛇を上げた
ように、人の子もまた上げられなければ

ならない。（ヨハネ3:14） 



“And just as Moses lifted up the serpents 
in the wilderness, so must the Son of Man 

be lifted up.” (John 3:14) 



             「また、彼らの中のある者が 

             したように、キリストを試みな 

             いようにしよう。試みた者は、 

             蛇にかまれて滅びました。彼 

             らの中には不平を言う者が 

             いたが、あなたがたはその
ように不平を言ってはいけない。不平を言った者
は、滅ぼす者に滅ぼされました。これらのことは
前例として彼らに起こったのです。それが書き伝
えられているのは、時の終わりに直面しているわ
たしたちに警告するためなのです。だから、立っ
ていると思う者は、倒れないように気をつけるが
よい。」（1コリント10：9～12） 
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             “We should not test Christ,  

                                                     as some of them did—and  
                                    were killed by snakes.  
                                                     10 And do not grumble, as  
                                   some of them did—and 
were killed by the destroying angel. 11 These 
things happened to them as examples and 
were written down as warnings for us, on 
whom the culmination of the ages has come. 
12 So, if you think you are standing firm, be 
careful that you don’t fall!” 
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キリストは、わたしたちのために呪いとなって、 

わたしたちを律法の呪いから贖い出してください
ました。「木にかけられた者は皆呪われている」と

書いてあるからです。（ガラテヤ3:13） 





“Christ redeemed us from the curse of the 
law by becoming a curse for us, for it is 

written: “Cursed is everyone who is hung 
on a pole.” (Galatians 3:13) 



「神は、その独り子をお与えに
なったほどに、世を愛された。
独り子を信じる者が一人も 

滅びないで、永遠の命を得る
ためである。」 
（ヨハネ3：16） 



「 光が世に来たのに、人々はその行いが
悪いので、光よりも闇の方を好んだ。それ
が、もう裁きになっている。悪を行う者は
皆、光を憎み、その行いが明るみに出さ
れるのを恐れて、光の方に来ないからで
ある。しかし、真理を行う者は光の方に来
る。その行いが神に導かれてなされたと
いうことが、明らかになるために。」 」 

（ヨハネ3：19～21） 



“For God so loved the world, 
that he gave his one and only 
Son, that whoever believes in 

him should not perish, but 
have eternal life.” 

(John 3:16) 



“This is the verdict: Light has come into the 
world, but people loved darkness instead of 

light because their deeds were evil. 
20 Everyone who does evil hates the light, and 
will not come into the light for fear that their 
deeds will be exposed. 21 But whoever lives 
by the truth comes into the light, so that it 
may be seen plainly that what they have 
done has been done in the sight of God.” 

(John 3:19-21) 




