
615 聖書にある人の態度：謙遜⇔不遜、尊大 

聖書にある人の態度：    謙虚⇔傲慢≒高慢＝見下す、驕り 
 
＜１＞謙遜 11 控えめな態度で振舞うこと、へりくだること ⇔不遜 

民数記 12:3 モーセという人はこの地上のだれにもまさって謙遜であった。 
箴 言 11:2 高慢には軽蔑が伴い／謙遜には知恵が伴う。 
箴 言 15:33 主を畏れることは諭しと知恵。名誉に先立つのは謙遜。 
箴 言 18:12 破滅に先立つのは心の驕り。名誉に先立つのは謙遜。 
マタイによる福音書 11:29 わたしは柔和で謙遜な者だから、わたしの軛を負い、わたしに学びなさい。

そうすれば、あなたがたは安らぎを得られる。 
コロサイの信徒への手紙 2:18 偽りの謙遜と天使礼拝にふける者から、不利な判断を下されてはなりま

せん。こういう人々は、幻で見たことを頼りとし、肉の思いによって根拠もなく思い上がっているだけ

で、 
コロサイの信徒への手紙 2:23 これらは、独り善がりの礼拝、偽りの謙遜、体の苦行を伴っていて、知

恵のあることのように見えますが、実は何の価値もなく、肉の欲望を満足させるだけなのです。 
コロサイの信徒への手紙 3:12 あなたがたは神に選ばれ、聖なる者とされ、愛されているのですから、

憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身に着けなさい。 
ヤコブの手紙 4:6 もっと豊かな恵みをくださる。」それで、こう書かれています。「神は、高慢な者を敵

とし、／謙遜な者には恵みをお与えになる。」 
ペトロの手紙Ⅰ 5:5 同じように、若い人たち、長老に従いなさい。皆互いに謙遜を身に着けなさい。な

ぜなら、／「神は、高慢な者を敵とし、／謙遜な者には恵みをお与えになる」からです。 
 
＜２＞謙虚４ 自分を偉いものと思わず、控えめで素直なこと、謙遜 ⇔傲慢 

歴代誌下 30:11 ただアシェル、マナセ、ゼブルンから、ある人々が謙虚になってエルサレムに来た。 
詩 編 45:5 輝きを帯びて進め／真実と謙虚と正義を駆って。右の手があなたに恐るべき力をもたらす

ように。 
詩 編 132:1 【都に上る歌。】主よ、御心に留めてください／ダビデがいかに謙虚にふるまったかを。 
ペトロの手紙Ⅰ 3:8 終わりに、皆心を一つに、同情し合い、兄弟を愛し、憐れみ深く、謙虚になりなさ

い。 
 
＜３＞傲慢 50 おごり高ぶって人を侮ること、見下して礼を欠くこと→行動が伴う ⇔謙虚 

申命記 1:43 わたしはそう伝えたが、あなたたちは耳を貸さず、主の命令に背き、傲慢にも山地へ上っ

て行った。 
ネヘミア記 9:10 ファラオとその家来／その国民すべてに対して／あなたは数々の不思議と奇跡を行

われた。彼らがわたしたちの先祖に対して／傲慢にふるまったことを／まことにあなたは知っておられ

た。こうしてかちえられたあなたの名声は／今日も衰えることを知らない。 
ネヘミア記 9:16 ところが、わたしたちの先祖は傲慢にふるまい／かたくなになり、戒めに従わなかっ

た。 
ネヘミア記 9:29 律法に立ち帰るようにと／あなたは彼らに勧められたが／彼らは傲慢になり、御命令

に耳を貸さず／あなたの法に背いた。これを守って命を得るはずであったが／彼らは背を向け、かたく

なになり／聞き従おうとしなかった。 
ヨブ記 15:25 彼は神に手向かい／全能者に対して傲慢にふるまい 
詩 編 1:1 いかに幸いなことか／神に逆らう者の計らいに従って歩まず／罪ある者の道にとどまらず

／傲慢な者と共に座らず 
詩 編 10:2 貧しい人が神に逆らう傲慢な者に責め立てられて／その策略に陥ろうとしているのに。 
詩 編 17:10 彼らは自分の肥え太った心のとりことなり／口々に傲慢なことを言います。 



詩 編 31:24 主の慈しみに生きる人はすべて、主を愛せよ。主は信仰ある人を守り／傲慢な者には厳し

く報いられる。 
詩 編 59:13 口をもって犯す過ち、唇の言葉、傲慢の罠に／自分の唱える呪いや欺く言葉の罠に／彼ら

が捕えられますように。 
詩 編 73:6 傲慢は首飾りとなり／不法は衣となって彼らを包む。 
詩 編 86:14 神よ、傲慢な者がわたしに逆らって立ち／暴虐な者の一党がわたしの命を求めています。

彼らはあなたを自分たちの前に置いていません。 
詩 編 94:4 彼らは驕った言葉を吐き続け／悪を行う者は皆、傲慢に語ります。 
詩 編 101:5 隠れて友をそしる者を滅ぼし／傲慢な目、驕る心を持つ者を許しません。 
詩 編 119:21 呪われるべき傲慢な者をとがめてください／あなたの戒めから迷い出る者を。 
詩 編 119:51 傲慢な者はわたしを甚だしく見下しますが／わたしはあなたの律法から離れません。 
詩 編 119:69 傲慢な者は偽りの薬を塗ろうとしますが／わたしは心を尽くしてあなたの命令を守り

ます。 
詩 編 119:78 わたしを偽りによって迷わせた傲慢な者が／恥に落とされますように。わたしはあなた

の命令に心を砕きます。 
詩 編 119:85 傲慢な者はわたしに対して落とし穴を掘りました。彼らはあなたの律法に従わない者で

す。 
詩 編 119:122 恵み深くあなたの僕の保証人となってください。傲慢な者がわたしを虐げませんよう

に。 
詩 編 138:6 主は高くいましても／低くされている者を見ておられます。遠くにいましても／傲慢な

者を知っておられます。 
詩 編 140:6 傲慢な者がわたしに罠を仕掛け／綱や網を張りめぐらし／わたしの行く道に落とし穴を

掘っています。〔セラ 
箴 言 8:13 主を畏れることは、悪を憎むこと。傲慢、驕り、悪の道／暴言をはく口を、わたしは憎む。 
箴 言 14:3 無知な者の口には傲慢の杖。知恵ある人の唇は自分を守る。 
箴 言 15:25 主は傲慢な者の家を根こそぎにし／やもめの地境を固めてくださる。 
箴 言 16:19 貧しい人と共に心を低くしている方が／傲慢な者と分捕り物を分け合うよりよい。 
箴 言 21:4 高慢なまなざし、傲慢な心は／神に逆らう者の灯、罪。 
箴 言 22:8 悪を蒔く者は災いを刈り入れる。鞭は傲慢を断つ。 
イザヤ書 2:11 その日には、人間の高ぶる目は低くされ／傲慢な者は卑しめられ／主はただひとり、高

く上げられる。 
イザヤ書 2:12 万軍の主の日が臨む／すべて誇る者と傲慢な者に／すべて高ぶる者に――彼らは低く

される―― 
イザヤ書 2:17 その日には、誇る者は卑しめられ／傲慢な者は低くされ／主はただひとり、高く上げら

れる。 
イザヤ書 13:11 わたしは、世界をその悪のゆえに／逆らう者をその罪のゆえに罰する。また、傲慢な者

の驕りを砕き／横暴な者の高ぶりを挫く。 
イザヤ書 16:6 我々はモアブが傲慢に語るのを聞いた。甚だしく高ぶり、誇り／傲慢で驕っていた。そ

の自慢話はでたらめであった。 
イザヤ書 33:19 あの傲慢な民をあなたはもはや見ない。その民の唇は重くて聞き分けることができず

／舌はどもるので理解しえなかった。 
エレミヤ書 13:9 主はこう言われる。「このように、わたしはユダの傲慢とエルサレムの甚だしい傲慢を

砕く。 
エレミヤ書 13:17 あなたたちが聞かなければ／わたしの魂は隠れた所でその傲慢に泣く。涙が溢れ、わ

たしの目は涙を流す。主の群れが捕らえられて行くからだ。 
エレミヤ書 48:29 我々は、モアブが傲慢に語るのを聞いた。甚だしく高ぶり、誇り／傲慢に、驕り、慢



心していた。 
エレミヤ書 50:29 バビロンに向かって、射手を呼び集めよ／すべて弓を射る者を。バビロンを囲んで陣

を敷け／ひとりも逃してはならない。その仕業に従って報復し／行ったすべてのことに従って、仕返し

するがよい。彼女は主に向かい／イスラエルの聖なる方に向かって／傲慢にふるまったからだ。 
エレミヤ書 50:31 傲慢な者よ。見よ、わたしはお前に立ち向かうと／万軍の主なる神は言われる。お前

の日、わたしがお前を罰する時が来た。 
エレミヤ書 50:32 傲慢な者はよろめき倒れ／助け起こす者はいない。わたしはその町々に火をつけ／

火は周囲のすべてのものをなめ尽くす。 
エゼキエル書 7:10 見よ、その日を。今やその日が来る。順番が巡って来る。王杖に花が咲き、傲慢の

芽が萌え出た。 
エゼキエル書 16:50 彼女たちは傲慢にも、わたしの目の前で忌まわしいことを行った。そのために、わ

たしが彼女たちを滅ぼしたのは、お前の見たとおりである。 
ダニエル書 5:20 しかし、父王様は傲慢になり、頑に尊大にふるまったので、王位を追われ、栄光は奪

われました。 
オバデヤ書 1:3 お前は自分の傲慢な心に欺かれている。岩の裂け目に住み、高い所に住みかを設け／

『誰がわたしを地に引きずり降ろせるか』と／心に思っている。 
ゼファニヤ書 2:10 このことが彼らに起こるのは、彼らの傲慢のゆえであり、万軍の主の民を嘲り、驕

り高ぶったからだ。 
マルコによる福音書 7:22 姦淫、貪欲、悪意、詐欺、好色、ねたみ、悪口、傲慢、無分別など、 
テサロニケの信徒への手紙Ⅱ 2:4 この者は、すべて神と呼ばれたり拝まれたりするものに反抗して、傲

慢にふるまい、ついには、神殿に座り込み、自分こそは神であると宣言するのです。 
 
＜４＞高慢 39 想いあがって人を侮ること→態度には出さない 

出エジプト記 18:11 今、わたしは知った／彼らがイスラエルに向かって／高慢にふるまったときにも

／主はすべての神々にまさって偉大であったことを。」 
サムエル記上 15:23 反逆は占いの罪に／高慢は偶像崇拝に等しい。主の御言葉を退けたあなたは／王

位から退けられる。」 
列王記下 19:22 お前は誰をののしり、侮ったのか。誰に向かって大声をあげ／高慢な目つきをしたの

か。イスラエルの聖なる方に向かってではなかったか。 
ヨブ記 35:12 だから、叫んでも答えてくださらないのだ。悪者が高慢にふるまうからだ。 
詩 編 10:4 神に逆らう者は高慢で神を求めず／何事も神を無視してたくらむ。 
箴 言 11:2 高慢には軽蔑が伴い／謙遜には知恵が伴う。 
箴 言 13:10 高慢にふるまえば争いになるばかりだ。勧めを受け入れる人は知恵を得る。 
箴 言 14:16 知恵ある人は畏れによって悪を避け／愚か者は高慢で自信をもつ。 
箴 言 16:5 すべて高慢な心を主はいとわれる。子孫は罪なしとされることはない。 
箴 言 16:18 痛手に先立つのは驕り。つまずきに先立つのは高慢な霊。 
箴 言 21:4 高慢なまなざし、傲慢な心は／神に逆らう者の灯、罪。 
箴 言 21:24 増長し、高慢な者、その名は不遜。高慢のかぎりを尽くす。 
箴 言 30:13 目つきは高慢で、まなざしの驕った世代 
イザヤ書 3:16 主は言われる。シオンの娘らは高慢で、首を伸ばして歩く。流し目を使い、気取って小

股で歩き／足首の飾りを鳴らしている。 
イザヤ書 37:23 お前は誰をののしり、侮ったのか／誰に向かって大声をあげ／高慢な目つきをしたの

か。イスラエルの聖なる方に向かってではなかったか。 
エレミヤ書 43:2 ホシャヤの子アザルヤ、カレアの子ヨハナンおよび高慢な人々はエレミヤに向かって

言った。「あなたの言っていることは偽りだ。我々の神である主はあなたを遣わしていない。主は、『エジ

プトへ行って寄留してはならない』と言ってはおられない。 



エゼキエル書 16:49 お前の妹ソドムの罪はこれである。彼女とその娘たちは高慢で、食物に飽き安閑と

暮らしていながら、貧しい者、乏しい者を助けようとしなかった。 
エゼキエル書 16:56 お前が高慢になったとき、妹ソドムのうわさは既にお前の口にも上っていたでは

ないか。 
エゼキエル書 28:2 「人の子よ、ティルスの君主に向かって言いなさい。主なる神はこう言われる。お

前の心は高慢になり、そして言った。『わたしは神だ。わたしは海の真ん中にある神々の住みかに住まう』

と。しかし、お前は人であって神ではない。ただ、自分の心が神の心のようだ、と思い込んでいるだけだ。 
エゼキエル書 28:5 お前は取り引きに知恵を大いに働かせて富を増し加え、お前の心は富のゆえに高慢

になった。 
エゼキエル書 28:17 お前の心は美しさのゆえに高慢となり／栄華のゆえに知恵を堕落させた。わたし

はお前を地の上に投げ落とし／王たちの前で見せ物とした。 
ダニエル書 8:4 見ていると、この雄羊は西、北、南に向かって突進し、これにかなう獣は一頭もなく、

その力から救い出すものもなく、雄羊はほしいままに、また、高慢にふるまい、高ぶった。 
ダニエル書 8:23 四つの国の終わりに、その罪悪の極みとして／高慢で狡猾な一人の王が起こる。 
ホセア書 5:5 イスラエルを罪に落とすのは自らの高慢だ。イスラエルとエフライムは／不義によって

つまずき／ユダも共につまずく。 
ホセア書 7:10 イスラエルを罪に落とすのは自らの高慢である。彼らは神なる主に帰らず／これらすべ

てのことがあっても／主を尋ね求めようとしない。 
ホセア書 13:6 養われて、彼らは腹を満たし／満ち足りると、高慢になり／ついには、わたしを忘れた。 
ハバクク書 2:4 見よ、高慢な者を。彼の心は正しくありえない。しかし、神に従う人は信仰によって生

きる。」 
マラキ書 3:15 むしろ、我々は高慢な者を幸いと呼ぼう。彼らは悪事を行っても栄え／神を試みても罰

を免れているからだ。」 
マラキ書 3:19 見よ、その日が来る／炉のように燃える日が。高慢な者、悪を行う者は／すべてわらの

ようになる。到来するその日は、と万軍の主は言われる。彼らを燃え上がらせ、根も枝も残さない。 
ローマの信徒への手紙 1:30 人をそしり、神を憎み、人を侮り、高慢であり、大言を吐き、悪事をたく

らみ、親に逆らい、 
コリント信徒への手紙Ⅱ 10:5 神の知識に逆らうあらゆる高慢を打ち倒し、あらゆる思惑をとりこにし

てキリストに従わせ、 
コリント信徒への手紙Ⅱ 12:20 わたしは心配しています。そちらに行ってみると、あなたがたがわたし

の期待していたような人たちではなく、わたしの方もあなたがたの期待どおりの者ではない、というこ

とにならないだろうか。争い、ねたみ、怒り、党派心、そしり、陰口、高慢、騒動などがあるのではない

だろうか。 
テモテへの手紙Ⅰ 3:6 監督は、信仰に入って間もない人ではいけません。それでは高慢になって悪魔と

同じ裁きを受けかねないからです。 
テモテへの手紙Ⅰ 6:4 その者は高慢で、何も分からず、議論や口論に病みつきになっています。そこか

ら、ねたみ、争い、中傷、邪推、 
テモテへの手紙Ⅰ 6:17 この世で富んでいる人々に命じなさい。高慢にならず、不確かな富に望みを置

くのではなく、わたしたちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。 
テモテへの手紙Ⅱ 3:2 そのとき、人々は自分自身を愛し、金銭を愛し、ほらを吹き、高慢になり、神を

あざけり、両親に従わず、恩を知らず、神を畏れなくなります。 
ヤコブの手紙 4:6 もっと豊かな恵みをくださる。」それで、こう書かれています。「神は、高慢な者を敵

とし、／謙遜な者には恵みをお与えになる。」 
ペトロの手紙Ⅰ 5:5 同じように、若い人たち、長老に従いなさい。皆互いに謙遜を身に着けなさい。な

ぜなら、／「神は、高慢な者を敵とし、／謙遜な者には恵みをお与えになる」からです。 
 



＜５＞不遜 19 謙遜でないこと、思いあがっていること ⇔謙遜 

箴 言 1:22 「いつまで／浅はかな者は浅はかであることに愛着をもち／不遜な者は不遜であることを

好み／愚か者は知ることをいとうのか。 
箴 言 3:34 主は不遜な者を嘲り／へりくだる人に恵みを賜る。 
箴 言 9:7 不遜な者を諭しても侮られるだけだ。神に逆らう者を戒めても自分が傷を負うだけだ。 
箴 言 9:8 不遜な者を叱るな、彼はあなたを憎むであろう。知恵ある人を叱れ、彼はあなたを愛するで

あろう。 
箴 言 9:12 あなたに知恵があるなら、それはあなたのもの。不遜であるなら、その咎は独りで負うの

だ。 
箴 言 13:1 子は父の諭しによって知恵を得る。不遜な者は叱責に聞き従わない。 
箴 言 14:6 不遜であれば知恵を求めても得られない。聡明であれば知識は容易に得られる。 
箴 言 14:9 無知な者は不遜で互いをなじる。正しい人は互いに受け入れる。 
箴 言 15:12 不遜な者は懲らしめられることを嫌い／知恵ある人のもとに行こうとしない。 
箴 言 19:25 不遜な者を打てば、浅はかな者は熟慮を得る。聡明な人を懲らしめれば、知恵を見分ける。 
箴 言 19:29 不遜な者に対しては罰が準備され／愚か者の背には鞭打ちが待っている。 
箴 言 20:1 酒は不遜、強い酒は騒ぎ。酔う者が知恵を得ることはない。 
箴 言 21:11 不遜な者を罰すれば、浅はかな者は知恵を得る。知恵ある人を目覚めさせるなら／彼は知

識を得る。 
箴 言 21:24 増長し、高慢な者、その名は不遜。高慢のかぎりを尽くす。 
箴 言 22:10 不遜な者を追い出せば、いさかいも去る。争いも嘲笑もやむ。 
箴 言 24:9 無知の謀は過ちとされる。不遜な態度は人に憎まれる。 
箴 言 29:8 不遜な者らが町に騒動を起こす。知恵ある人々は怒りを静める。 
イザヤ書 29:20 暴虐な者はうせ、不遜な者は滅び／災いを待ち構える者は皆、断たれる。 
 
＜６＞尊大９ 高ぶって偉そうにすること、横柄な態度、傲慢 

申命記 28:50 その民は尊大で、老人を顧みず、幼い子を憐れまず、 
詩 編 35:26 苦難の中にいるわたしを嘲笑う者が／共に恥と嘲りを受け／わたしに対して尊大にふる

まう者が／恥と辱めを衣としますように。 
詩 編 38:17 わたしは願いました／「わたしの足がよろめくことのないように／彼らがそれを喜んで

／尊大にふるまうことがないように」と。 
詩 編 55:13 わたしを嘲る者が敵であれば／それに耐えもしよう。わたしを憎む者が尊大にふるまう

のであれば／彼を避けて隠れもしよう。 
ダニエル書 5:20 しかし、父王様は傲慢になり、頑に尊大にふるまったので、王位を追われ、栄光は奪

われました。 
ダニエル書 7:8 その角を眺めていると、もう一本の小さな角が生えてきて、先の角のうち三本はそのた

めに引き抜かれてしまった。この小さな角には人間のように目があり、また、口もあって尊大なことを語

っていた。 
ダニエル書 7:11 さて、その間にもこの角は尊大なことを語り続けていたが、ついにその獣は殺され、

死体は破壊されて燃え盛る火に投げ込まれた。 
ダニエル書 7:20 その頭には十本の角があり、更に一本の角が生え出たので、十本の角のうち三本が抜

け落ちた。その角には目があり、また、口もあって尊大なことを語った。これは、他の角よりも大きく見

えた。 
ダニエル書 8:8 雄山羊は非常に尊大になったが、力の極みで角は折れ、その代わりに四本の際立った角

が生えて天の四方に向かった。 
 
 



＜７＞見下す４ 侮って見る、みさげる。 

申命記 17:20 そうすれば王は同胞を見下して高ぶることなく、この戒めから右にも左にもそれること

なく、王もその子らもイスラエルの中で王位を長く保つことができる。 
ヨブ記 41:26 驕り高ぶるものすべてを見下し／誇り高い獣すべての上に君臨している。 
詩編 119:51 傲慢な者はわたしを甚だしく見下しますが／わたしはあなたの律法から離れません。 
ルカによる福音書 18:9 自分は正しい人間だとうぬぼれて、他人を見下している人々に対しても、イエ

スは次のたとえを話された。 
 
＜８＞驕り 23 得意になって高ぶること、思い上がり 

サムエル記上 2:3 驕り高ぶるな、高ぶって語るな。思い上がった言葉を口にしてはならない。主は何事

も知っておられる神／人の行いが正されずに済むであろうか。 
列王記下 19:28 お前がわたしに向かって怒りに震え／その驕りがわたしの耳にまで昇ってきたために

／わたしはお前の鼻に鉤をかけ／口にくつわをはめ／お前が来た道を通って帰って行くようにする。 
ヨブ記 40:11 怒って猛威を振るい／すべて驕り高ぶる者を見れば、これを低くし 
ヨブ記 40:12 すべて驕り高ぶる者を見れば、これを挫き／神に逆らう者を打ち倒し 
ヨブ記 41:26 驕り高ぶるものすべてを見下し／誇り高い獣すべての上に君臨している。 
詩 編 19:14 あなたの僕を驕りから引き離し／支配されないようにしてください。そうすれば、重い背

きの罪から清められ／わたしは完全になるでしょう。 
詩 編 31:19 偽って語る唇を封じてください／正しい人を侮り、驕り高ぶって語る唇を。 
詩 編 124:5 そのとき、わたしたちを越えて行ったであろう／驕り高ぶる大水が。」 
箴 言 6:17 驕り高ぶる目、うそをつく舌／罪もない人の血を流す手 
箴 言 8:13 主を畏れることは、悪を憎むこと。傲慢、驕り、悪の道／暴言をはく口を、わたしは憎む。 
箴 言 16:18 痛手に先立つのは驕り。つまずきに先立つのは高慢な霊。 
箴 言 18:12 破滅に先立つのは心の驕り。名誉に先立つのは謙遜。 
イザヤ書 13:11 わたしは、世界をその悪のゆえに／逆らう者をその罪のゆえに罰する。また、傲慢な者

の驕りを砕き／横暴な者の高ぶりを挫く。 
イザヤ書 37:29 お前がわたしに向かって怒りに震え／その驕りがわたしの耳にまで昇ってきたために

／わたしはお前の鼻に鉤をかけ／口にくつわをはめ／お前が来た道を通って帰って行くようにする。 
エレミヤ書 48:29 我々は、モアブが傲慢に語るのを聞いた。甚だしく高ぶり、誇り／傲慢に、驕り、慢

心していた。 
哀 歌 1:9 衣の裾には汚れが付いている。彼女は行く末を心に留めなかったのだ。落ちぶれたさまは驚

くばかり。慰める者はない。「御覧ください、主よ／わたしの惨めさを、敵の驕りを。」 
エゼキエル書 7:20 彼らは美しい飾りを驕り高ぶるために用い／憎むべき忌まわしい偶像を造った。そ

れゆえ、わたしはそれを汚れたものとし 
エゼキエル書 31:10 それゆえ、主なる神はこう言われる。彼の丈は高くされ、その梢を雲の間に伸ばし

たので、心は驕り高ぶった。 
ダニエル書 8:25 才知にたけ／その手にかかればどんな悪だくみも成功し／驕り高ぶり、平然として多

くの人を滅ぼす。ついに最も大いなる君に敵対し／人の手によらずに滅ぼされる。 
ダニエル書 11:36 あの王はほしいままにふるまい、いよいよ驕り高ぶって、どのような神よりも自分を

高い者と考える。すべての神にまさる神に向かって恐るべきことを口にし、怒りの時が終わるまで栄え

続ける。定められたことは実現されねばならないからである。 
ゼファニヤ書 2:8 わたしはモアブの嘲りと／アンモン人の、ののしりを聞いた。彼らはわが民を嘲り／

自分の領土について驕り高ぶった。 
ゼファニヤ書 2:10 このことが彼らに起こるのは、彼らの傲慢のゆえであり、万軍の主の民を嘲り、驕

り高ぶったからだ。 
ゼファニヤ書 3:11 その日には、お前はもはや／わたしに背いて行った、いかなる悪事のゆえにも／辱



められることはない。そのとき、わたしはお前のうちから／勝ち誇る兵士を追い払う。お前は、再びわが

聖なる山で／驕り高ぶることはない。  
****************************************************************************************************** 
▶スコア順（AI テキスト・マイニングによる分析） 

 
 
▶出現頻度順（AI テキスト・マイニングによる分析） 

 
※聖書研究ソフト「聖書 Navi Active」により検索、抽出しています。  

※ユーザーローカル テキストマイニングツール（http://textmining.userlocal.jp/）により分析しています。 


