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エフェソにある教会（2：1）→スミルナにある教会（2：8）→ペルガモンにある教会（2：12）→ティアティラにある教会

（2：18）→サルディスにある教会（3：1）→フィラデルフィアにある教会（3：7）→ラオディキアにある教会（3：14） 

 

◆ティアティラにある教会に宛あてた手紙 

2:18 ティアティラにある教会の天使に、こう書き送れ。『目は燃え上が盛る炎のような目（→教会の現状

を見抜く目）とで、燃えているような炉から注ぎ出される青銅のような足を持つ（→裁き主を象徴する表

現）足はしんちゅうのように輝いている神の子（→イエス・キリスト）が、こう次のように言われる。 

 

またテュアテイラにある教会の（保護）天使に書き送れ。神の子、火の炎のような［彼の］目を持ってい

る者、その足は黄金銅に似ている者が次のようにいう。 

 

▶ティアティラは、現在も交通の要衝
よ う し ょ う

であり、トルコ西部マニサ県の町アクヒサル（アキサル）である。

この教会のあるティアティラの町は小規模な町でありながら、織物、染料（特に紫色）、真鍮、皮革製品、

陶器などの手工業とその商売で有名な町であった。ティアティラにある教会はアジア州の中で最も活発

な教会であったが、資料はあまり現存されていない。 

▶この節では「神の子」（1：13、14：14 では、「人の子」）となっており、黙示録では 2：18 だけの表記

である。これは「燃えているような炉から注ぎ出される青銅のような足を持つ」という表記からも分かる

ように、「ティアティラの教会」の大きな問題を裁き、そして解決するためには、イエス・キリストの神

性が必要なためと思われる。 

 

2:18(01) και カイ そして 接続詞

2:18(02) τω トォゥ それに 定冠詞・与格・単数・男性

2:18(03) αγγελω アンゲロゥ 天使に 名詞・与格・単数・男性

2:18(04) τω トォゥ それに 定冠詞・与格・単数・男性

2:18(05) εν エン ～[に]おける 前置詞

2:18(06) θυατειροις スアテイロイス ティアティラ=苦悩の匂い=に 名詞・与格・複数・中性

2:18(07) εκκλησιας エックレィシアス 教会の 名詞・属格・単数・女性

2:18(08) γραψον グラプソン [あなたは]書きなさい 動詞・アオリスト・能動・命令・二人称・単数

2:18(09) ταδε タデ これらのことを 指示代名詞・対格・複数・中性

2:18(10) λεγει レゲイ [彼が]言います 動詞・現在・能動・叙実・三人称・単数

2:18(11) ο オ それが 定冠詞・主格・単数・男性

2:18(12) υιος ウイオス 息子が 名詞・主格・単数・男性

2:18(13) του トゥー その  定冠詞・属格・単数・男性

2:18(14) θεου ゼウー 神の  名詞・属格・単数・男性

2:18(15) ο オ それが 定冠詞・主格・単数・男性

2:18(16) εχων エコゥン 持つ[者が] 動詞・現在・能動・分詞・主格・単数・男性

2:18(17) τους トゥース それらを 定冠詞・対格・複数・男性

2:18(18) οφθαλμους オフサルムース 両目を 名詞・対格・複数・男性

2:18(19) [αυτου] アウトゥー 彼の 人称代名詞・属格・単数・男性

2:18(20) ως オゥス ～のようである 副詞

2:18(21) φλογα フロガ 炎 名詞・主格・単数・女性

2:18(22) πυρος プロス 火の 名詞・属格・単数・中性

2:18(23) και カイ そして 接続詞

2:18(24) οι オイ それらは 定冠詞・主格・複数・男性

2:18(25) ποδες ポデス 両足は 名詞・主格・複数・男性

2:18(26) αυτου アウトゥー 彼の 人称代名詞・属格・単数・男性

2:18(27) ομοιοι オモイオイ 似た[ものたち](である) 形容詞・主格・複数・男性

2:18(28) χαλκολιβανω カルコリバノゥ 精製した真鍮に 名詞・与格・単数・中性
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2:19 「私は、あなたの行いと、愛と、信仰と、奉仕と、忍耐を知っている。また更に、あなたの近頃ご

ろの行いが、以前最初のころの行いにまさっていることも知っている。←賞賛 

 

『私は君のわざと愛と信仰と奉仕と君の忍耐と、また君の後ろのわざが前のより大きいことを知ってい

る。 

 

 

 

【参考】 ティアティラに福音を伝えた女性「リディア」 

ティアティラとは、「継続した犠牲」という意味で、これは「暗黒時代の教会」の型である。イエス・キ

リストの十字架の意味を誤解し、継続して犠牲をささげている、6 世紀から 15 世紀頃の教会である。 

ティアティラに最初に福音を伝えたのは、ユダヤ人ではないがユダヤ人と礼拝をしていた「リディア」と

いう女性である。 

→使徒言行録 16：14～15 

ティアティラ市出身の紫布を商う人で、神をあがめるリディアという婦人も話を聞いていたが、主が彼

女の心を開かれたので、彼女はパウロの話を注意深く聞いた。そして、彼女も家族の者も洗礼を受けた

が、そのとき、「私が主を信じる者だとお思いでしたら、どうぞ、私の家に来てお泊まりください」と言

ってわたしたちを招待し、無理に承知させた。 

→使徒言行録 16：40 

牢を出た二人（→パウロとシラス）は、リディアの家に行って兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出発

した。 

2:19(01) οιδα オイダ [私は]知っています 動詞・完了・能動・叙実・一人称・単数

2:19(02) σου スー あなたの 人称代名詞・二人称・属格・単数

2:19(03) τα タ それらを 定冠詞・対格・複数・中性

2:19(04) εργα エルガ 諸々の行為を 名詞・対格・複数・中性

2:19(05) και カイ そして 接続詞

2:19(06) την テェィン それを 定冠詞・対格・単数・女性

2:19(07) αγαπην アガペィン 愛を 名詞・対格・単数・女性

2:19(08) και カイ そして 接続詞

2:19(09) την テェィン それを 定冠詞・対格・単数・女性

2:19(10) πιστιν ピスティン 信仰を 名詞・対格・単数・女性

2:19(11) και カイ そして 接続詞

2:19(12) την テェィン それを 定冠詞・対格・単数・女性

2:19(13) διακονιαν ディアコニアン 奉仕を 名詞・対格・単数・女性

2:19(14) και カイ そして 接続詞

2:19(15) την テェィン それを 定冠詞・対格・単数・女性

2:19(16) υπομονην ウポモネィン 忍耐を 名詞・対格・単数・女性

2:19(17) σου スー あなたの 人称代名詞・二人称・属格・単数

2:19(18) και カイ そして 接続詞

2:19(19) τα タ それらを 定冠詞・対格・複数・中性

2:19(20) εργα エルガ 諸々の行為を 名詞・対格・複数・中性

2:19(21) σου スー あなたの 人称代名詞・二人称・属格・単数

2:19(22) τα タ それらを 定冠詞・対格・複数・中性

2:19(23) εσχατα エスカタ 最後の[諸々のことを] 形容詞・対格・複数・中性

2:19(24) πλειονα プレイオナ より多くの[諸々のことを] 形容詞・対格・複数・中性・比較級

2:19(25) των トォゥン それらの 定冠詞・属格・複数・中性

2:19(26) πρωτων プロゥトォゥン 最初の[諸々のことの] 形容詞・属格・複数・中性
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2:20 しかし、あなたに対していうべきことがある。あなたは、あのイゼベルと言いう女をなすがままに

させてのすることを大目に見ている。この女は、自ら預言者と称して、私の僕たちを教え、また惑わして、

淫みだらなことを行わさせ（→偶像礼拝）、偶像に献げた肉を食べさせている。←叱責 
 

しかし私は君に対して責むべきことがある、すなわち君がイエザベルという女、自ら女預言者と称し、私

の下僕たちを淫行を行い偶像の供え物を食べるように教え惑わしている女を放っておくことである。 

 

▶イゼベルは、北イスラエル王アハブの妻で、イスラエルの民をバアル礼拝（カナン地域を中心に崇めら

れた農産物の収穫、人々の多産を可能にする神）に導いた。ここでは、旧約聖書に出て来る女王イゼベル

になぞらえたあだ名として、イゼベルの名を使っている。 

 

 

 

【参考】 イゼベル →列王記上 16：31、18：4、18：13、18：19、19：1、19：2、21：5、21：7、21：8、21：11、21：14、

21：15、21：23、21：25、列王記下 9：7、9：10、9：22、9：30、9：33、9：36、9：37 

ＢＣ9 世紀頃の北イスラエル王国の王アハブの妻。セム系フェニキア人の都市、シドン※１人の王エテバ

アルの娘（列王記上 16：31）。 

熱心なバアル神崇拝者で、王アハブを唆
そそのか

して偶像礼拝に向かわせ（列王紀上 21：25）、母国の信仰を国

中に広めた。気が弱く妻を恐れていたアハブは彼女のいうなりに首都サマリアにまでバアル神の神殿を

造った。こんな中、神から遣わされた預言者エリヤがイゼベルを激しく非難し、彼女の預言者たちと対決

して打ち負かすと、彼女はエリヤを殺そうとさえした。後、軍司令官のイエフがアハブの息子のヨラム王

を倒して王位を奪ったとき、死を覚悟しながらも、宮殿の窓からイエフを見下ろし「主人
し ゅ じ ん

殺し」と叫んだ。

その直後、イエフに味方する者たちに彼女はその窓から突き落とされて死んだ（列王記下 9：33）。 
 

※１：シドンは、東地中海海岸にあってティルスと並びフェニキア人の海上貿易の拠点として栄えた。現

在のレバノンのサイダーという町にあたる。 

2:20(01) αλλα アッラー しかしながら 接続詞

2:20(02) εχω エコゥ [私が]持っています 動詞・現在・能動・叙実・一人称・単数

2:20(03) κατα カタ ～[の]難点を 前置詞

2:20(04) σου スー あなたの 人称代名詞・二人称・属格・単数

2:20(05) οτι オティ それは～から  接続詞

2:20(06) αφεις アフェイス [あなたは]放置している 動詞・現在・能動・叙実・二人称・単数・不規則混交形

2:20(07) την テェィン それを 定冠詞・対格・単数・女性

2:20(08) γυναικα グナイカ 女を 名詞・対格・単数・女性

2:20(09) ιεζαβελ イエザベル イゼベル=純潔な=(という) 固有名詞

2:20(10) η エィ それは  定冠詞・主格・単数・女性

2:20(11) λεγουσα レグーサ ～と言う[者] 動詞・現在・能動・分詞・主格・単数・女性

2:20(12) εαυτην エアウテェィン 彼女自身を 再帰代名詞・三人称・対格・単数・女性

2:20(13) προφητιν プロフェィティン 預言者 名詞・対格・単数・女性

2:20(14) και カイ そして 接続詞

2:20(15) διδασκει ディダスケイ [彼女は]教えています 動詞・現在・能動・叙実・三人称・単数

2:20(16) και カイ そして 接続詞

2:20(17) πλανα プラナ [彼女は]迷わしています 動詞・現在・能動・叙実・三人称・単数

2:20(18) τους トゥース それらを 定冠詞・対格・複数・男性

2:20(19) εμους エムース 私の 所有代名詞・一人称・対格・複数・男性

2:20(20) δουλους ドゥールース 僕たちを 名詞・対格・複数・男性

2:20(21) πορνευσαι ポルニューサイ 姦淫すること 動詞・アオリスト・能動・不定詞

2:20(22) και カイ そして 接続詞

2:20(23) φαγειν ファゲイン 食べること 動詞・第二アオリスト・能動・不定詞

2:20(24) ειδωλοθυτα エイドォゥロスタ 偶像に捧げた[諸々のものを] 形容詞・対格・複数・中性



ヨハネの黙示録 学び資料 ＜＜＜無断複製転載禁止＞＞＞ ©H.Taniguchi  

 

47 

 

2:21 私は悔い改める時機会を与えたが、この女は淫みだらな行いを悔い改めようとしない。←叱責 

 

私は彼女に悔改めるべき時間を与えたが、彼女は悔改めて自分の淫行をやめることを望まない。 

 

 

 

2:22 見よ、私は彼この女を病の床
と こ

に伏
ふ

せさせよう。彼この女と共に姦淫を行っているみだらなことをす

る者たちも、その行いを悔い改めないなら、大きな苦難ひどい苦しみに遭わせよう。←叱責 

 

見よ、私は彼女を（病気の）床に投げ入れよう、また彼女と淫行をしている人びとを、彼らが悔改めて彼

女のわざをやめないならば、大きな苦難に投げ入れよう。 

 

 

 

 

2:21(01) και カイ そして 接続詞

2:21(02) εδωκα エドォゥカ [私は]与えました 動詞・アオリスト・能動・叙実・一人称・単数

2:21(03) αυτη アウテェィ 彼女に 人称代名詞・与格・単数・女性

2:21(04) χρονον クロノン 時間を 名詞・対格・単数・男性

2:21(05) ινα イナ それは～ため 接続詞

2:21(06) μετανοηση メタノエィセィ [彼女が]後悔しようとする 動詞・アオリスト・能動・仮定・三人称・単数

2:21(07) και カイ しかし 接続詞

2:21(08) ου ウー ～ことはありません 離接助詞・否定

2:21(09) θελει セレイ [彼女は]望む 動詞・現在・能動・叙実・三人称・単数

2:21(10) μετανοησαι メタノエィサイ 後悔すること 動詞・アオリスト・能動・不定詞

2:21(11) εκ エク ～[の]中から出て 前置詞

2:21(12) της テェィス その  定冠詞・属格・単数・女性

2:21(13) πορνειας ポルネイアス 姦淫の 名詞・属格・単数・女性

2:21(14) αυτης アウテェィス 彼女の 人称代名詞・属格・単数・女性

2:22(01) ιδου イドゥー [あなたは]見なさい 動詞・第二アオリスト・能動・命令・二人称・単数

2:22(02) βαλλω バッロゥ [私は]投げ込みます 動詞・現在・能動・叙実・一人称・単数

2:22(03) αυτην アウテェィン 彼女を 人称代名詞・対格・単数・女性

2:22(04) εις エイス ～[に]向かって 前置詞

2:22(05) κλινην クリネィン (病の)寝床に 名詞・対格・単数・女性

2:22(06) και カイ そして 接続詞

2:22(07) τους トゥース それらを 定冠詞・対格・複数・男性

2:22(08) μοιχευοντας モイキューオンタス 姦淫を犯す[者たちを] 動詞・現在・能動・分詞・対格・複数・男性

2:22(09) μετ メト ～[の]側に共に 前置詞

2:22(10) αυτης アウテェィス 彼女の 人称代名詞・属格・単数・女性

2:22(11) εις エイス ～[に]向かって 前置詞

2:22(12) θλιψιν スリプシン 苦しみに 名詞・対格・単数・女性

2:22(13) μεγαλην メガレィン 大きな[ものに] 形容詞・対格・単数・女性

2:22(14) εαν エアン もし～なら 条件接続詞

2:22(15) μη メィ ～ことはない 離接助詞・否定

2:22(16) μετανοησουσιν メタノエィスーシン [彼等が]悔い改めようとする 動詞・未来・能動・叙実・三人称・複数

2:22(17) εκ エク ～[の]中から出て 前置詞

2:22(18) των トォゥン それらの 定冠詞・属格・複数・中性

2:22(19) εργων エルゴゥン 諸々の行為の 名詞・属格・複数・中性

2:22(20) αυτης アウテェィス 彼女の 人称代名詞・属格・単数・女性
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2:23 また、この女（→イゼベル）の子ども供たち（→イゼベルの教えを受け入れ、従う人々）も打ち殺

そう。こうして、すべての全教会は、私が人の思いや心判断を見通す者であるだということを悟るように

なる（→キリストの裁きが劇的なので、全教会はキリストの力を悟ることになる）。私は、あなたがたの

行いが行ったことに応じて、一人一人に報いよう。←叱責 

 

また彼女の子供たちを死病（疫病）によって殺そう。こうすれば全教会は私が（人の思いや感情の座であ

る）腎臓と心臓とを探る者であることを知るであろう、そして私は君たちめいめいにそのわざに従って

報いよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2:23(01) και カイ そして 接続詞

2:23(02) τα タ それらを 定冠詞・対格・複数・中性

2:23(03) τεκνα テクナ 子供たちを 名詞・対格・複数・中性

2:23(04) αυτης アウテェィス 彼女の 人称代名詞・属格・単数・女性

2:23(05) αποκτενω アポクテノゥ [私は]殺すことにします 動詞・未来・能動・叙実・一人称・単数

2:23(06) εν エン ～[に]よって 前置詞

2:23(07) θανατω タナトォゥ 死(病)に 名詞・与格・単数・男性

2:23(08) και カイ そして 接続詞

2:23(09) γνωσονται グノゥソンタイ [彼等は]知ることになります 動詞・未来・中間デポネント・叙実・三人称・複数

2:23(10) πασαι パサイ 全ての[ものたちは] 形容詞・主格・複数・女性

2:23(11) αι アイ それらは 定冠詞・主格・複数・女性

2:23(12) εκκλησιαι エックレィシアイ 諸教会は 名詞・主格・複数・女性

2:23(13) οτι オティ それは～こと 接続詞

2:23(14) εγω エゴゥ 私は 人称代名詞・一人称・主格・単数

2:23(15) ειμι エイミ [私は]～である 動詞・現在・無態・叙実・一人称・単数

2:23(16) ο オ それは 定冠詞・主格・単数・男性

2:23(17) εραυνων エラウノゥン 調べる[者] 動詞・現在・能動・分詞・主格・単数・男性

2:23(18) νεφρους ネフルース 諸々の腎臓(思い)を 名詞・対格・複数・男性

2:23(19) και カイ そして 接続詞

2:23(20) καρδιας カルディアス 諸々の心を 名詞・対格・複数・女性

2:23(21) και カイ そして 接続詞

2:23(22) δωσω ドォゥソゥ [私は]与えることにします 動詞・未来・能動・叙実・一人称・単数

2:23(23) υμιν ウミン あなたたちに 人称代名詞・二人称・与格・複数

2:23(24) εκαστω エカストォゥ ことごとくの[者に] 形容詞・与格・単数・男性

2:23(25) κατα カタ ～[に]応じて 前置詞

2:23(26) τα タ それらに 定冠詞・対格・複数・中性

2:23(27) εργα エルガ 諸々の行為に 名詞・対格・複数・中性

2:23(28) υμων ユモゥン あなたたちの 人称代名詞・二人称・属格・複数
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2:24 しかし、ティアティラの人たちの中でにいて、この女の教えを受け入れず、サタンのいわゆる深み

奥深い秘密を知らないあなたがたにいう。私は、あなたがたにほか別の重荷を負わせない。←奨励 

 

しかしテュアテイラの他の人たち、この教えを受けていない人びと、彼らのいうサタンの深い所を知ら

なかった君たちに私はいう、君たちには他の重荷を負わせない、と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2:24(01) υμιν ウミン あなたたちに 人称代名詞・二人称・与格・複数

2:24(02) δε デ しかし 接続詞

2:24(03) λεγω レゴゥ [私は]言います 動詞・現在・能動・叙実・一人称・単数

2:24(04) τοις トイス それらに 定冠詞・与格・複数・男性

2:24(05) λοιποις ロイポイス その他の[者たちに] 形容詞・与格・複数・男性

2:24(06) τοις トイス それらに 定冠詞・与格・複数・男性

2:24(07) εν エン ～[に]おける 前置詞

2:24(08) θυατειροις トゥアテイロイス ティアティラ=苦悩の匂い=に 名詞・与格・複数・中性

2:24(09) οσοι オソイ 誰でも～者たち 相関代名詞・主格・複数・男性

2:24(10) ουκ ウーク ～ことはない 離接助詞・否定

2:24(11) εχουσιν エクーシン [彼等は]持つ 動詞・現在・能動・叙実・三人称・複数

2:24(12) την テェィン それを 定冠詞・対格・単数・女性

2:24(13) διδαχην ディダケイン 教えを 名詞・対格・単数・女性

2:24(14) ταυτην タウテェィン この 指示代名詞・対格・単数・女性

2:24(15) οιτινες オイティネス それらは～者たち 関係代名詞・主格・複数・男性

2:24(16) ουκ ウーク ～ことはない 離接助詞・否定

2:24(17) εγνωσαν エグノゥサン [彼等は]分かる 動詞・第二アオリスト・能動・叙実・三人称・複数

2:24(18) τα タ それらを 定冠詞・対格・複数・中性

2:24(19) βαθεα バセア 深い[諸々のものを] 形容詞・対格・複数・中性

2:24(20) του トゥー その  定冠詞・属格・単数・男性

2:24(21) σατανα サタナ サタンの 名詞・属格・単数・男性

2:24(22) ως オゥス ～ように 副詞

2:24(23) λεγουσιν レグーシン [彼等が]言う 動詞・現在・能動・叙実・三人称・複数

2:24(24) ου ウー ～ことはありません 離接助詞・否定

2:24(25) βαλλω バッロゥ [私は]投げかける 動詞・現在・能動・叙実・一人称・単数

2:24(26) εφ エフ ～[に]おいてその上に 前置詞

2:24(27) υμας ユマス あなたたちに 人称代名詞・二人称・対格・複数

2:24(28) αλλο アッロ 他の[ものを] 形容詞・対格・単数・中性

2:24(29) βαρος バロス 重荷を 名詞・対格・単数・中性
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2:25 ただ、私が来る行くときまで、今持っているもの（→イエス・キリストの福音とその信仰）を固く

守りなさいれ（→正しい教理を現状維持し、教会の中で光を輝かし続けなさい）。←奨励 

 

ただ君たちが（今）持っているものを私が来るまでしっかり保持せよ。 

 

 

 

2:26 勝利を得る者に、私の業を最後終わりまで守るり続ける者には、／私は、諸国の民の上に立つ権威

（→千年王国の統治権）を授けよう。←約束 

 

勝利者で私の（要求する）わざを最後まで守る者、その者に私は諸国民を支配する権能を与えよう。 

 

▶イエス・キリストは、ご自身の統治の権威を忠実な者たちに分け与えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2:25(01) πλην プレィン しかしながら 副詞

2:25(02) ο オ ～ものを 関係代名詞・対格・単数・中性

2:25(03) εχετε エケテ [あなたたちが]持っている 動詞・現在・能動・叙実・二人称・複数

2:25(04) κρατησατε クラテェィサテ [あなたたちは]確り保ちなさい 動詞・アオリスト・能動・命令・二人称・複数

2:25(05) αχρις アクリス ～まで 前置詞

2:25(06) ου ウー ～時 関係代名詞・属格・単数・男性

2:25(07) αν アン とにかく 離接助詞

2:25(08) ηξω エィクソゥ [私が]来ようとする 動詞・アオリスト・能動・仮定・一人称・単数

2:26(01) και カイ そして 接続詞

2:26(02) ο オ それは 定冠詞・主格・単数・男性

2:26(03) νικων ニコゥン 打ち勝つ[者は] 動詞・現在・能動・分詞・主格・単数・男性

2:26(04) και カイ そして 接続詞

2:26(05) ο オ それは 定冠詞・主格・単数・男性

2:26(06) τηρων テェィロゥン 守る[者は] 動詞・現在・能動・分詞・主格・単数・男性

2:26(07) αχρι アクリ ～時まで 前置詞

2:26(08) τελους テルース 最後の 名詞・属格・単数・中性

2:26(09) τα タ それらを 定冠詞・対格・複数・中性

2:26(10) εργα エルガ 諸々の業を 名詞・対格・複数・中性

2:26(11) μου ムー 私の 人称代名詞・一人称・属格・単数

2:26(12) δωσω ドォゥソゥ [私は]与えましょう 動詞・未来・能動・叙実・一人称・単数

2:26(13) αυτω アウトォゥ 彼に 人称代名詞・与格・単数・男性

2:26(14) εξουσιαν エクスシアン 権威を 名詞・対格・単数・女性

2:26(15) επι エピ ～[の]上を(治める) 前置詞

2:26(16) των トォゥン それらの 定冠詞・属格・複数・中性

2:26(17) εθνων エスノゥン 諸国民の 名詞・属格・複数・中性
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2:27 彼は土の器を打ち砕くように／鉄の杖をもって彼らを治める（→ギリシア語で、「ポイマネイ」。羊

飼いが羊を守り導くという意味である。）。彼は鉄の杖をもって彼らを治める、／土の器を打ち砕くよう

に。←約束 

 

そして彼は彼らの鉄の杖で（羊のように）牧するであろう、土の器が砕かれるように（砕くであろう）。 

 

▶詩編 2：9 お前（→イエス・キリスト）は鉄の杖で彼らを打ち／陶工が器を砕くように砕く。 

 

 

 

2:28 それは、同じように、私がも父からそうしたその権威を授けられているのと同様受けたのである。

また、勝利を得る者に、私も明けの明星（→イエス・キリスト：不滅の存在、永遠の存在の象徴）を与え

ようる。←約束 

 

私も私の父から受け取ったように。またその者に明けの明星を与えよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2:27(01) και カイ そして 接続詞

2:27(02) ποιμανει ポイマネイ [彼は]管理するでしょう 動詞・未来・能動・叙実・三人称・単数

2:27(03) αυτους アウトゥース 彼等を 人称代名詞・対格・複数・男性

2:27(04) εν エン ～[に]よって 前置詞

2:27(05) ραβδω ラブドォゥ 杖に 名詞・与格・単数・女性

2:27(06) σιδηρα シデェィラ 鉄の[ものに] 形容詞・与格・単数・女性

2:27(07) ως オゥス ～ように 副詞

2:27(08) τα タ それらが 定冠詞・主格・複数・中性

2:27(09) σκευη スキューエィ 諸々の器が 名詞・主格・複数・中性

2:27(10) τα タ それらを 定冠詞・主格・複数・中性

2:27(11) κεραμικα ケラミカ 陶器作りの[諸々のものが] 形容詞・主格・複数・中性

2:27(12) συντριβεται スントリベタイ [それらが]打ち砕かれる 動詞・現在・受動・叙実・三人称・単数

2:28(01) ως オゥス 同じように 副詞

2:28(02) καγω カゴゥ また私は 人称代名詞・一人称・主格・単数・修飾形

2:28(03) ειληφα エイレィファ [私は]受け取りました 動詞・完了・能動・叙実・一人称・単数

2:28(04) παρα パラ ～[の]許から 前置詞

2:28(05) του トゥー その  定冠詞・属格・単数・男性

2:28(06) πατρος パトロス 父の 名詞・属格・単数・男性

2:28(07) μου ムー 私の 人称代名詞・一人称・属格・単数

2:28(08) και カイ そして 接続詞

2:28(09) δωσω ドォゥソゥ [私は]与えましょう 動詞・未来・能動・叙実・一人称・単数

2:28(10) αυτω アウトォゥ 彼に 人称代名詞・与格・単数・男性

2:28(11) τον トン それを 定冠詞・対格・単数・男性

2:28(12) αστερα アステラ 星を 名詞・対格・単数・男性

2:28(13) τον トン それを 定冠詞・対格・単数・男性

2:28(14) πρωινον プロゥイノン 夜明けの[ものを] 形容詞・対格・単数・男性
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2:29 （聞く、聞かないは自由だが）耳のある者は、霊が諸教会に告げることを聞くがよい（→聖霊に耳

を傾けよと、すべての教会に向けて語られている）。」』←約束 

 

耳のある者は御霊が諸教会に何を言われるかを聞け』。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2:29(01) ο オ それは 定冠詞・主格・単数・男性

2:29(02) εχων エコゥン 持つ[者は] 動詞・現在・能動・分詞・主格・単数・男性

2:29(03) ους ウース (聞く)耳を 名詞・対格・単数・中性

2:29(04) ακουσατω アクーサトォゥ [彼は]聞きなさい 動詞・アオリスト・能動・命令・三人称・単数

2:29(05) τι ティ 何を～か？ 疑問代名詞・対格・単数・中性

2:29(06) το ト それが 定冠詞・主格・単数・中性

2:29(07) πνευμα プニューマ 霊が 名詞・主格・単数・中性

2:29(08) λεγει レゲイ [それが]言う 動詞・現在・能動・叙実・三人称・単数

2:29(09) ταις タイス それらに 定冠詞・与格・複数・女性

2:29(10) εκκλησιαις エックレィシアイス 諸教会に 名詞・与格・複数・女性

【注意】 
次回の閲覧等からは、パスワードを求められる場合があります。パスワードは毎回異なります。 
次回の閲覧等のパスワードは「1031」（英数半角）です。 


