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＜出エジプト記12:1-14＞



なぜ過ぎ越しの祭りが 
大切なのか



なぜ祭りが大切なのか？

出エジプト記 12:14
この日は、 あなたがたにとって記念すべき日となる。
あなたがたはこれを主への祭りとして祝い、代々守
るべき永遠のおきてとしてこれを 
祝わなければならない。

Exodus 12:14
‘So this day shall be to you a memorial; and you shall keep 
it as a feast to the Lord throughout your generations. You 
shall keep it as a feast by an everlasting ordinance.



申命記 28:2
あなたがあなたの神、主の御声に聞き従うので、
次のすべての祝福があなたに臨み、あなたは祝福
される。

Deuteronomy 28:2
And all these blessings shall come upon you and overtake 
you, because you obey the voice of the Lord your God:

なぜ祭りが大切なのか？



申命記 28:15
もし、あなたが、あなたの神、主の御声に聞き従
わず、私が、きょう、命じる主のすべての命令と
おきてとを守り行わないなら、次のすべてののろ
いがあなたに臨み、あなたはのろわれる。

Deuteronomy 28:2
“But it shall come to pass, if you do not obey the voice of 
the Lord your God, to observe carefully all His 
commandments and His statutes which I command you 
today, that all these curses will come upon you and 
overtake you:

なぜ祭りが大切なのか？



祭りの種類



出エジプト記 23:14
年に三度、わたしのために祭りを行わなければな
らない。

Exodus 28:2
Three times you shall keep a feast to Me in the year:

過越しの祭り
七週の祭り
仮庵の祭り

安息日

祭りの種類



安息日
出エジプト記 20:8
安息日を覚えて、 これを聖なる日とせよ。

Exodus 20:8
Remember the Sabbath day, to keep it holy.

祭りの種類



過ぎ越しの祭
レビ記 23:5
第一月の十四日には、夕暮れに過越のいけにえを
主にささげる。

Leviticus 23:5
On the fourteenth day of the first month at twilight is the 
Lord’s Passover.

祭りの種類



七週の祭
出エジプト記 34:22
小麦の刈り入れの初穂のために七週の祭りを、年
の変わり目に収穫祭を、行わなければならない。

Exodus 34:22
“And you shall observe the Feast of Weeks, of the 
firstfruits of wheat harvest, and the Feast of Ingathering 
at the year’s end.

祭りの種類



仮庵の祭
レビ記 23:34
「イスラエル人に告げて言え。この第七月の十五日
には、七日間にわたる主の仮庵の祭りが始まる。

Leviticus 23:34
Speak to the children of Israel, saying: The fifteenth day of 
this seventh month shall be the Feast of Tabernacles for 
seven days to the Lord.

祭りの種類



恵みのサイクル



過ぎ越し（春）

七週の祭り（初夏） 仮庵の祭り（秋）

生 死

恵みのサイクル



過越しの祭り：イエス様の初臨

七週の祭り：聖霊様の注ぎ

仮庵の祭り：イエス様の再臨

祭りが象徴するもの



過越し
除酵祭
初穂の祭り

七週の祭り

ラッパの 
祭り
大贖罪日

仮庵の祭り

イエス様の
十字架

罪なく歩ま
れたイエス
様の地上で
の生涯

イエス様の
復活

聖霊の注ぎ

空中携挙
イスラエル
の悔い改め

千年王国

成就（教会時代） 未成就

祭りが象徴するもの



過ぎ越しの祭りの 
はじまり



出エジプト記 2:23
それから何年もたって、エジプトの王は死んだ。イ
スラエル人は労役にうめき、わめいた。彼らの労役
の叫びは神に届いた。

Exodus 2:23
Now it happened in the process of time that the king of Egypt died. 
Then the children of Israel groaned because of the bondage, and they 
cried out; and their cry came up to God because of the bondage.

過越しの祭りのはじまり



出エジプト記 5:1
その後、 モーセとアロンはパロのところに行き、そ
して言った。「イスラエルの神、主がこう仰せられ
ます。『わたしの民を行かせ、荒野でわたしのため
に祭りをさせよ。』

Exodus 5:1
Afterward Moses and Aaron went in and told Pharaoh, “Thus 
says the Lord God of Israel: ‘Let My people go, that they may 
hold a feast to Me in the wilderness.’

過越しの祭りのはじまり



① ナイルの川が血に変わる（出7:19-25） 
② かえるが出て来る（出8:2-15） 
③ ぶよの大群（出8:16-19） 
④ あぶの群れ（出8:20-32） 
⑤ 家畜の疫病（出9:1-7） 
⑥ うみの出る腫物（出9:8-12） 
⑦ 激しい雹（出9:20-10:6） 
⑧ いなごの大群（出10:7-20） 
⑨ 三日間の暗闇（出10:21-29） 
⑩ 初子の死（出12章）

過越しの祭りのはじまり



出エジプト記 12:21-23
21  そこで、モーセはイスラエルの長老たちをみな呼び寄せて言った。
「あなたがたの家族のために羊を、ためらうことなく、取り、過越の
いけにえとしてほふりなさい。22ヒソプの一束を取って、鉢の中の血
に浸し、その鉢の中の血をかもいと二本の門柱につけなさい。朝まで、
だれも家の戸口から外に出てはならない。23 主がエジプトを打つため
に行き巡られ、かもいと二本の門柱にある血をご覧になれば、主はそ
の戸口を過ぎ越され、滅ぼす者があなたがたの家に入って、 打つこ
とがないようにされる。

Exodus 12:21-23
Then Moses called for all the elders of Israel and said to them, “Pick out and take lambs 
for yourselves according to your families, and kill the Passover lamb. And you shall take a 
bunch of hyssop, dip it in the blood that is in the basin, and strike the lintel and the two 
doorposts with the blood that is in the basin. And none of you shall go out of the door of 
his house until morning. For the Lord will pass through to strike the Egyptians; and when 
He sees the blood on the lintel and on the two doorposts, the Lord will pass over the 
door and not allow the destroyer to come into your houses to strike you.

過越しの祭りのはじまり



申命記 12:23
ただ、血は絶対に食べてはならない。血はいのちだ
からである。肉とともにいのちを食べてはならない。

Deuteronomy 12:23
Only be sure that you do not eat the blood, for the blood is 
the life; you may not eat the life with the meat.

過越しの祭りのはじまり



出エジプト記 12:23
主がエジプトを打つために行き巡られ、かもいと二
本の門柱にある血をご覧になれば、主はその戸口を
過ぎ越され、滅ぼす者があなたがたの家に入って、
打つことがないようにされる。

Exodus 12:23
For the Lord will pass through to strike the Egyptians; and 
when He sees the blood on the lintel and on the two 
doorposts, the Lord will pass over the door and not allow the 
destroyer to come into your houses to strike you.

過越しの祭りのはじまり



過越しの祭りの実際



マタイ 26:2
「あなたがたの知っているとおり、二日たつと過越
の祭りになります。人の子は十字架につけられるた
めに引き渡されます。」

Matthew 26:2
You know that after two days is the Passover, and the Son of 
Man will be delivered up to be crucified.”

過越しの祭りの実際



マタイ 5:17
 わたしが来たのは律法や預言者を廃棄するためだと
思ってはなりません。廃棄するためにではなく、成
就するために来たのです。

Matthew 5:17
Do not think that I came to destroy the Law or the Prophets. I 
did not come to destroy but to fulfill.

過越しの祭りの実際



ヨハネ 6:35
イエスは言われた。「わたしがいのちのパンです。 
わたしに来る者は決して飢えることがなく、わたし
を信じる者はどんなときにも、決して渇くことがあ
りません。

John 6:35
And Jesus said to them, “I am the bread of life. He who 
comes to Me shall never hunger, and he who believes in Me 
shall never thirst.

過越しの祭りの実際



過越しの祭りの実際



創世記 14:18
さて、シャレムの王メルキゼデクはパンとぶどう酒
を持って来た。彼はいと高き神の祭司であった。

Genesis 14:18
Then Melchizedek king of Salem brought out bread and wine; 
he was the priest of God Most High.

過越しの祭りの実際

ぶどう酒  = ヤーウィン



箴言 31:4
レムエルよ。酒を飲むことは王のすることではない。
王のすることではない。「強い酒はどこだ」とは、 
君子の言うことではない。

Proverbs 31:4
It is not for kings, O Lemuel, It is not for kings to drink wine, 
Nor for princes intoxicating drink;

過越しの祭りの実際

強い酒  = シェカル



エペソ 5:18
また、酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があ
るからです。御霊に満たされなさい。

Ephesians 5:18
And do not be drunk with wine, in which is dissipation; but be 
filled with the Spirit,

過越しの祭りの実際



過越しの祭りの実際

1番目の杯：聖別の杯（キドシュ） 
2番目の杯：裁きの杯 
3番目の杯：御国の祝福の杯 
4番目の杯：賛美の杯



マルコ 14:24
イエスは彼らに言われた。「これはわたしの契約の
血です。多くの人のために流されるものです。

Mark 14:24
And He said to them, “This is My blood of the new covenant, 
which is shed for many.

過越しの祭りの実際



マルコ 14:26
そして、賛美の歌を歌ってから、みなでオリーブ山
へ出かけて行った。

Mark 14:26
And when they had sung a hymn, they went out to the Mount 
of Olives.

過越しの祭りの実際



ユダヤの時間の概念





（１）過越し前



（１）過越し前



ルカ 2:8-11
8  さて、この土地に、羊飼いたちが、野宿で夜番をしながら
羊の群れを見守っていた。9 すると、主の使いが彼らのとこ
ろに来て、主の栄光が回りを照らしたので、彼らはひどく
恐れた。10 御使いは彼らに言った。「恐れることはありませ
ん。今、私はこの民全体のためのすばらしい喜びを知らせ
に来たのです。11きょうダビデの町で、あなたがたのため
に、救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリス
トです。

Luke 2:8-11
Now there were in the same country shepherds living out in the 
fields, keeping watch over their flock by night. And behold, an 
angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord 
shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel 
said to them, “Do not be afraid, for behold, I bring you good 
tidings of great joy which will be to all people. For there is born to 
you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord.

（１）過越し前



（2）ニサンの月の十日



出エジプト記 12:3
イスラエルの全会衆に告げて言え。この月の十日
に、おのおのその父祖の家ごとに、羊一頭を、すな
わち、家族ごとに羊一頭を用意しなさい。 

Exodus 12:3
Speak to all the congregation of Israel, saying: ‘On the tenth 
of this month every man shall take for himself a lamb, 
according to the house of his father, a lamb for a household.

（２）ニサンの月の十日



エルサレム入城

マタイの福音書 21:1-11 
マルコの福音書11:1-11 
ルカの福音書19:29-44 
ヨハネの福音書12:12-19

（２）ニサンの月の十日



（２）ニサンの月の十日



（2）ニサンの月の 
十日から十四日



出エジプト記 12:6a
あなたがたはこの月の十四日までそれをよく見守
る。

Exodus 12:6a
Now you shall keep it until the fourteenth day of the same 
month.

（３）ニサンの月の十日から十四日



ペテロの手紙 第一 2:22
キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽
りも見いだされませんでした。

1st Peter 2:22
Now you shall keep it until the fourteenth day of the same 
month.

（３）ニサンの月の十日から十四日



ルカの福音書 23:4
ピラトは祭司長たちや群衆に、「この人には何の罪
も見つからない」と言った。

Luke 23:4
So Pilate said to the chief priests and the crowd, “I find no 
fault in this Man.”

（３）ニサンの月の十日から十四日



イザヤ書 53:7
彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが、口を開かな
い。ほふり場に引かれて行く羊のように、毛を刈る
者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かな
い。

Isaiah 53:7
He was oppressed and He was afflicted,Yet He opened not His 
mouth;He was led as a lamb to the slaughter,And as a sheep 
before its shearers is silent,So He opened not His mouth.

（３）ニサンの月の十日から十四日



（2）ニサンの月の 
十四日 午後三時



出エジプト記 12:6b
そしてイスラエルの民の全集会は集まって、夕暮れ
にそれをほふり、

Exodus 12:6b
Then the whole assembly of the congregation of Israel shall 
kill it at twilight.

（４）ニサンの月の十四日 午後三時



マタイ 27:46
三時ごろ、イエスは大声で、「エリ、エリ、レマ、
サバクタニ」と叫ばれた。これは、「わが神、わが
神。どうしてわたしをお見捨てになったのですか」
という意味である。

Matthew 27:46
And about the ninth hour Jesus cried out with a loud voice, 
saying, “Eli, Eli, lama sabachthani?” that is, “My God, My God, 
why have You forsaken Me?”

（４）ニサンの月の十四日 午後三時



贖い



ペテロの手紙 第一 1:18-19
18 ご承知のように、あなたがたが父祖伝来のむなし
い生き方から贖い出されたのは、銀や金のような
朽ちる物にはよらず、19 傷もなく汚れもない小羊の
ようなキリストの、尊い血によったのです。

1st Peter 1:18-19
knowing that you were not redeemed with corruptible things, 
like silver or gold, from your aimless conduct received by 
tradition from your fathers, but with the precious blood of 
Christ, as of a lamb without blemish and without spot.

贖い



出エジプト記 15:13
あなたが贖われたこの民を、あなたは恵みをもっ
て導き、御力をもって、聖なる御住まいに伴われ
た。

Exodus 15:13
You in Your mercy have led forth The people whom You have 
redeemed; You have guided them in Your strength To Your 
holy habitation.

贖い



どこから贖われたか



エペソ人への手紙 2:1-3
あなたがたは自分の罪過と罪との中に死んでいた者であっ
て、そのころは、それらの罪の中にあってこの世の流れ
に従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子
らの中に働いている霊に従って、 歩んでいました。私た
ちもみな、かつては不従順の子らの中にあって、自分の
肉の欲の中に生き、 肉と心の望むままを行い、ほかの人
たちと同じように、 生まれながら御怒りを受けるべき子
らでした。

Ephesians 2:1-3
And you He made alive, who were dead in trespasses and sins, in which 
you once walked according to the course of this world, according to the 
prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of 
disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the 
lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and 
were by nature children of wrath, just as the others.

どこから贖われたか



四つの罪の性質

1.行いによる罪（やってはいけないことをする） 
2. 行わないという罪（やることをやならい） 
3. 口のことばによる罪 
4. 心と思いを通して働く罪

どこから贖われたか



ローマ人への手紙 6:23a
罪から来る報酬は死です。

Romans 6:23a
For the wages of sin is death

どこから贖われたか



三つの死

1. 霊の死 
2. 体の死 
3. 永遠の死

どこから贖われたか



エペソ人への手紙 1:7
この方にあって私たちは、 その血による贖い、 罪
の赦しを受けています。 これは神の豊かな恵みに
よることです。

Ephesians 1:7
In Him we have redemption through His blood, the forgiveness 
of sins, according to the riches of His grace

どこから贖われたか



救い



ピリピ人への手紙 2:12
そういうわけですから、愛する人たち、いつも従
順であったように、私がいるときだけでなく、私
のいない今はなおさら、恐れおののいて自分の救
いの達成に努めなさい。

Philippians 2:12
Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in 
my presence only, but now much more in my absence, work 
out your own salvation with fear and trembling;

救い



コリント人への手紙 第二 1:10
ところが神は、これほどの大きな死の危険から、
私たちを救い出してくださいました。また将来も救
い出してくださいます。なおも救い出してくださる
という望みを、私たちはこの神に置いているのです。

2 Corinthians 1:10
who delivered us from so great a death, and does deliver us; 
in whom we trust that He will still deliver us,

救い


