


イサクも恐れた。 Isaac was afraid. 
 

その夜、主が現れて言われた。 
「わたしは、あなたの父アブラハムの神である。
恐れてはならない。わたしはあなたと共にいる。
わたしはあなたを祝福し、子孫を増やす。 
わが僕アブラハムのゆえに。」（創26:24） 
 

That night the LORD appeared to him and said, “I am the 

God of your father Abraham. Do not be afraid, for I am 

with you; I will bless you and will increase the number of 

your descendants for the sake of my servant Abraham.” 

(Gen. 26:24) 

 



ヤコブも恐れた。 Jacob was afraid. 
 

 神は言われた。「わたしは神、あなたの
父の神である。エジプトへ下ることを恐れ
てはならない。わたしはあなたをそこで大
いなる国民にする。」（創46:3） 
 

 “I am God, the God of your father,” he said.  

“Do not be afraid to go down to Egypt, for I will 

make you into a great nation there.” 

                                                    (Gen. 46:3) 
 



パウロも恐れた。 Even Paul was afraid. 
 

 ある夜のこと、主は幻の中でパウロに 
こう言われた。「恐れるな。語り続けよ。 
黙っているな。わたしがあなたと共にいる。」 
           （使徒18:9~10） 
 

 “One night the Lord spoke to Paul in a vision:  

“Do not be afraid; keep on speaking, do not be 

silent.”   (Acts 18:9-10) 

 



イエス様の弟子たちも恐れた。  
           Jesus’ disciples were afraid. 

モーセも恐れた。 Moses was afraid. 

ヨシュアも恐れた。 Joshua was afraid. 
 

「わたしは、強く雄々しくあれと命じたではな
いか。うろたえてはならない。おののいてはな
らない。あなたがどこに行ってもあなたの神、
主は共にいる。」（ヨシュア記1:9） 
 

 “Have I not commanded you? Be strong and 

courageous. Do not be afraid; do not be discouraged, for 

the LORD your God will be with you wherever you go.”  

(Joshua 1:9) 



「これらのことの後で」（創15:1） 
 

飢饉による生活苦。エジプトでの 

 苦い経験。（創12後半） 

ロトとの別離。（創13） 

カナンの地での戦争。東方の王たちの

報復の恐れ。(創14前半） 

子どもがまだいないという事実。 

 



“After this” (Gen.15:1) 
 

Suffered from famine. A bitter experience 

in Egypt. (Gen. 12) 

Separation from Lot. (Gen. 13) 

A war in Canaan. Must have feared 

revenge from the kings. (Gen. 14) 

He still has no children.  



「わが神、主よ。わたしに何をくだ
さると言うのですか。」（創15:2） 
 



“Sovereign LORD, what can you give  
  me?” (Gen. 15:2) 



「さあ、天を見上げなさい。星を数
えることができるなら、それを数え
なさい。…あなたの子孫はこのよう

になる。」（創15:5 新改訳） 
 



“Look now toward heaven, and count the  
stars if you are able to number them…  

So shall your descendants be.” 
 (Gen.15:5 NKJV) 

 











「わたしの思いは、あなたたちの思いと異
なり、わたしの道はあなたたちの道と異な
ると、主は言われる。 
 天が地を高く超えているように、わたし
の道は、あなたたちの道を、わたしの思い
は、あなたたちの思いを、高く超えてい
る。」（イザヤ書55:8～9） 



“For my thoughts are not your thoughts, 
neither are your ways my ways,” declares the 

LORD. 9 “As the heavens are higher than the 
earth, so are my ways higher than your ways, 

and my thoughts than your thoughts.” 
 (Isaiah 55:8-9) 




