
「今度こそ主をほめたたえよう。」 

 “This time I will praise the LORD.” 

 

 
創世記 Genesis 

 29:31-30:24 



絶望は「埋め合わせ」を求める。 

Desperation 

絶 望 

Desperation gives birth to “obsession.” 



「主はわたしの苦しみを顧みて(ラア)くださった。
これからは夫もわたしを愛してくれるに 

ちがいない。」(32節) 

“It is because the Lord has seen my misery. 
(Reuben means “see.”) Surely my husband will 

love me now.” (v.32) 

１． ルベンの誕生 Birth of Reuben 

自己憐憫、自己防衛、人の言葉に対しての
過剰な反応による埋め合わせでは、絶望は 
解決しない。 

Self-pity, self-defense, or being obsessed and having extreme 
reactions to other people’s words do not help solve desperation. 



「主はわたしが疎んじられていることを耳
にされ(シャマ)、またこの子をも授けてく
ださった。」(33節) 

“Because the Lord heard that I am not 
loved, He gave me this one too.” (v. 33) 

ヤコブはまだ彼女を愛していなかったが、 
少なくとも神が「聞いて」くださって、彼女に
恵みをもたらそうとされた。 

2．シメオンの誕生 Birth of Simeon 

Jacob still didn’t love her, but a least God 
“heard” and granted her favor. 



「これからはきっと、夫はわたしに結び付い
て(ラバ)くれるだろう。夫のために三人も男
の子を産んだのだから。」(34節) 

“Now at last my husband will become attached to 
me, because I have borne him three sons.” (v. 34) 

もし特定の人の愛を得られない場合に、何ら
かの方法で無理やりに、人の愛を勝ち得よう
としたことはないでしょうか？ 

3．レビの誕生 Birth of Levi 

If we can’t get a person to love us, have any of us 
ever tried to manipulate some way they’d at least 
be tied to us? 



「今度こそ主をほめたたえ(ヤダ)よう。」
（35節） 

“This time I will praise the LORD.” (v. 35) 

現実は何も変わっていない。けれども彼女の
口から賛美の言葉がほとばしり出ている！ 

4．ユダの誕生 Birth of Judah 

Nothing has changed. Yet the word of praise 

is poured out from her mouth! 



「主を喜び祝うことこそ、あなたたちの
力の源である。」（ネヘミヤ8:10）  

「後の世代のために、このことは書き 

記されねばならない。主を賛美する 

ために民は創造された。」 
（詩篇102:19）  



“The joy of the LORD is your 
strength.” (Nehemiah 8:10)  

“This shall be written for the 
generation to come: and a people 
which shall be created shall praise 

the LORD.” (ERV)  



恋なすび？ Mandrakes?   

この「恋なすび事件」後のレアは、また    
かつての古い思考パターンに戻ってしまって
いる！ 
After this “mandrake incident,” Leah 
goes back to her old thinking pattern 
again! 



レビ ・・・ 祭司の部族として神の神殿に仕
える民となる。 
ユダ ・・・ イスラエル王国の王が生まれる
ことに。しかも、ユダ～ダビデの系図の最後
にイエス・キリストが誕生することになる！ 

Levites will be the people who serve at the 
God’s Temple as a tribe of priests. 
From Judah, the kings of Israel will be born. 
Furthermore, at the end of the family tree of 
Judah and David, Jesus Christ will be born! 

愛されていないレアから重要な部族が輩出される！ 
The important tribes are born from Leah who is rather not loved! 


