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いったい、律法には、やがて来る良いこ
との影があるばかりで、そのものの実体
はありません。従って、律法は年ごとに
絶えず献げられる同じいけにえによって、
神に近づく人たちを完全な者にすること
はできません。
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ヘブライ書１０：１



16 だから、あなたがたは食べ物や飲み物
のこと、また、祭りや新月や安息日のこ
とでだれにも批評されてはなりません。
17 これらは、やがて来るものの影にすぎ
ず、実体はキリストにあります。
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コロサイ書２:１６−１７



聖書の読み方

①WHO 誰
②WHAT    何
③WHEN    いつ
④WHERE どこ
⑤WHY 何故
⑥HOW どのように



普通の本をどのように
読みますか？

１ページから、目次、序章



旧約聖書は芝居のよう
旧約聖書はミステリー小説のよう

あなたたちは聖書の中に永遠の命がある
と考えて、聖書を研究している。ところ
が、聖書はわたしについて証しをするも
のだ。それなのに、あなたたちは、命を
得るためにわたしのところへ来ようとし
ない。 ヨハネの福音書５：３９−４０
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旧約聖書の読み方（質問）

＊その時代では何を意味しているのか？
＊イエスとどのように関係あるか？
＊新約聖書で引用されていますか？
＊新しい契約によってそのことが無効
になってしまったのか？

＊新約聖書の時代に成就する予言が書かれ
てますか？



旧約聖書の読み方

新約聖書のイエスを知った上で
更に旧約聖書によって
イエスの理解を深める



これらのことは前例として彼らに起こったのです。
それが書き伝えられているのは、時の終わりに直
面しているわたしたちに警告するためなのです。
第一コリント１０：１１



キーワード



１）TYPE 型
ANTITYPE 対型・予表
型：後に来る人あるいは物の象徴

対型・予表：型によって指し示される人

あるいは物。





２）FORESHADOW
前兆・予示
SYMBOL 象徴



名詞：それ自体よりも偉大な、未来に
あるものを指す人、物、出来事

動詞：あらかじめの典型となる

前兆・予示



象徴 現在あるもの

前兆 将来のもの



３）予示された形
PREFIGURE

前兆・予示と似ているが、前兆・予示が
広範囲を指すのに対し、より確かな相当
するものを指す。



４）予言
PROPHECY

神の啓示



モーセとイエスが相似する部分
モーセ イエス

ファラオに殺されそう ヘロデ王に殺されそう

エジプトを離れる エジプトから脱出する

王位から一般人 神の右座から降りる

奴隷を解放 罪から解放

砂漠でのマナ 霊的なパン

紅海での「洗礼」 罪の赦しの洗礼

砂漠での水
生きたな水：聖霊

シナイ山 ヘルモン山



イエス モーセ

3 家を建てる人が家そのものよりも尊ばれるよう
に、イエスはモーセより大きな栄光を受けるにふ
さわしい者とされました。 ヘブライ書３：３



新約 旧約
6 しかし、今、わたしたちの大祭司は、それよりはるか
に優れた務めを得ておられます。更にまさった約束に基
づいて制定された、更にまさった契約の仲介者になられ
たからです。7 もし、あの最初の契約が欠けたところの
ないものであったなら、第二の契約の余地はなかったで
しょう。 ヘブライ書８:６−７



十字架 動物
4 雄牛や雄山羊の血は、罪を取り除くことができな
いからです。

10 この御心に基づいて、ただ一度イエス・キリス
トの体が献げられたことにより、わたしたちは聖
なる者とされたのです。 ヘブライ書１０章



新神殿 幕屋
19 それで、兄弟たち、わたしたちは、イエスの血
によって聖所に入れると確信しています。１０章

知らないのですか。あなたがたの体は、神からい
ただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あな
たがたはもはや自分自身のものではないのです。
第一コリント６：１９



イエスの3つの役割

預言者
祭司
王様



①私たちは罪が
赦された者です





4 彼らはホル山を旅立ち、エドムの領土
を迂回し、葦の海の道を通って行った。
しかし、民は途中で耐えきれなくなって、
5 神とモーセに逆らって言った。「なぜ、
我々をエジプトから導き上ったのですか。
荒れ野で死なせるためですか。パンも水
もなく、こんな粗末な食物では、気力も
うせてしまいます。」

民数記２１：４−５



6 主は炎の蛇を民に向かって送られた。蛇は民
をかみ、イスラエルの民の中から多くの死者
が出た。
7 民はモーセのもとに来て言った。「わたした
ちは主とあなたを非難して、罪を犯しました。
主に祈って、わたしたちから蛇を取り除いて
ください。」モーセは民のために主に祈った。

民数記２１：６−７



8 主はモーセに言われた。「あなたは炎の蛇を
造り、旗竿の先に掲げよ。蛇にかまれた者が
それを見上げれば、命を得る。」
9 モーセは青銅で一つの蛇を造り、旗竿の先に
掲げた。蛇が人をかんでも、その人が青銅の
蛇を仰ぐと、命を得た。

民数記２１：８−９



罪 蛇 死

青銅蛇 仰ぐ 命



14 そして、モーセが荒れ野で蛇を上げたよう
に、人の子も上げられねばならない。

ヨハネの福音書３：１４



②私たちは聖な
る祭司である



新しい祭司
しかし、あなたがたは、選ばれた民、王の
系統を引く祭司、聖なる国民、神のものと
なった民です。それは、あなたがたを暗闇
の中から驚くべき光の中へと招き入れてく
ださった方の力ある業を、あなたがたが広
く伝えるためなのです。

第一ペテロ２：９



従って、律法は年ごとに絶えず献げられ
る同じいけにえによって、神に近づく人た
ちを完全な者にすることはできません。
3 ところが実際は、これらのいけにえに
よって年ごとに罪の記憶がよみがえって来
るのです。4 雄牛や雄山羊の血は、罪を取
り除くことができないからです。

ヘブライ書１０：１−４



14 なぜなら、キリストは唯一の献げ物に
よって、聖なる者とされた人たちを永遠
に完全な者となさったからです。

ヘブライ書１０：１４



21 罪と何のかかわりもない方を、神はわたしたち
のために罪となさいました。わたしたちはその方
によって神の義を得ることができたのです。

第二コリント５：２１

多くの子らを栄光へと導くために、彼らの救いの
創始者を数々の苦しみを通して完全な者とされた
のは、万物の目標であり源である方に、ふさわし

いことであったからです。
ヘブライ書２：１０

完全な献げもの



1 神の憐れみによってあなたがたに勧めます。自分
の体を神に喜ばれる聖なる生けるいけにえとして
献げなさい。これこそ、あなたがたのなすべき礼
拝です。2 あなたがたはこの世に倣ってはなりませ
ん。むしろ、心を新たにして自分を変えていただ
き、何が神の御心であるか、何が善いことで、神
に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえる
ようになりなさい。 ローマ書１２：１−２

私たちの献げもの



7 もし、あの最初の契約が欠けたところのないものであったなら、
第二の契約の余地はなかったでしょう。8 事実、神はイスラエルの
人々を非難して次のように言われています。「『見よ、わたしが
イスラエルの家、またユダの家と、新しい契約を結ぶ時が来る』
と、主は言われる。9 『それは、わたしが彼らの先祖の手を取って、
エジプトの地から導き出した日に、彼らと結んだ契約のようなも
のではない。彼らはわたしの契約に忠実でなかったので、わたし
も彼らを顧みなかった』と、主は言われる。

旧約：不従順さ、やらされた

ヘブライ８：７−９



10 『それらの日の後、わたしがイスラエルの家と結ぶ契約はこれ
である』と、主は言われる。『すなわち、わたしの律法を彼らの
思いに置き、彼らの心にそれを書きつけよう。わたしは彼らの神
となり、彼らはわたしの民となる。
11 彼らはそれぞれ自分の同胞に、それぞれ自分の兄弟に、「主を
知れ」と言って教える必要はなくなる。小さな者から大きな者に
至るまで彼らはすべて、わたしを知るようになり、
12 わたしは、彼らの不義を赦し、もはや彼らの罪を思い出しはし
ないからである。』」

新約：心に書かれている

ヘブライ８：１０−１１



12 わたしは、彼らの不義を赦し、もはや彼らの罪
を思い出しはしないからである。』」

新約：罪が消え去った

ヘブライ８：１２



新約 旧約

恵 犠牲
心からやりたい やらなければ

ならない



愛されている
完全に赦されいてる

十字架に駆り立てられている

神様のために生きたい
他人を愛して救われて欲しい


