
アブラハムのライフデザイン 〜約束の成就を待つ人生

ライフステージ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

地域 メソポタミヤ南部 メソポタミヤ南部 メソポタミヤ北部 カナン エジプト

年代 ノア ニムロデの王国 誕生：BC２０００年 BC１９２５年

地上は堕落し カナン ベテルの東の山

暴虐に満ちていた シェケム/モレの樫の木 東にベテル西にアイ

バベルの塔の ハランの死 テラの死(205歳) ベテル＝神の家 サライを妹と偽る 持ち物が多すぎたため

建設と崩壊 第1の旅立ち 第２の旅立ち(75歳) サライが宮廷へ ロトと分かれる

人がしようとしていることを 第1回目の語りかけ

主が止めた 異教からの脱出

ノアの息子は セムから8代目テラ テラの3人の息子

セム・ハム・ヤペテ アブラム・ナホル・ハラン

動物・鳥など ニムロデ ロト：ハランの息子 パロ

一つがいづつ (最初の権力者) 　　　アブラムの甥 ひどい災害を受けた

創世記5：28〜 創世記12：1〜

　　　　〜9：29 ヨシュア24:2
ノアは ひとつの言葉一つの民 ハランはウルで死んだ 神の召しと約束 シェケム（シケム） 祭壇を築いた ききんを恐れ パロの叱責 アブラムは家畜と金銀

アブラハムの 大洪水後 を混乱させる アブラムはサラを妻に ・わたしが示す地に行け で祭壇を築いた 祈った サライとロトと アブラムの全てと共に に非常に富んでいた

ライフ デザイン 350年生きた サライは異母妹 ・大いなる国民にする モレの樫の木は たくさんの財産を エジプトを追放 ロトに良い地を譲る
950歳で死んだ 　 従順な応答 テレビンの木(神木) 持ってエジプトへ (ヨルダン渓谷の肥沃な地)

・バベル＝神の門 ・ウル＝シュメール地方の主要都市/ハランと同様に月神礼拝の中心地 ・ネゲブ＝南の意味（乾燥した地）
・ノアの子セムの10代目がアブラハム ・アブラム＝高貴なる父 ・テラは偶像礼拝者だった(ヨシュア24:2)

・サライ＝王女/不任の女 ・モレ：占い

族長アブラム 　　　　　ウルからカナンへの旅路 　　　　　　　アブラムの旅

創世記12：10〜 創世記13：1〜

初めてのカナン 激しいききん

創世記11：1〜9 創世記11：1〜9 創世記12：5〜 創世記12：8〜 創世記12：9〜

シヌアルの地

大洪水

箱船による救済

ウル ハラン ネゲブ エジプト 再びネゲブ

第2回目の語りかけ

聖書箇所

場所

出来事

父なる神
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ヘブロン ホバ（ダマスコの北） ヘブロン ネゲブ(ゲラル)
マムレの樫の木の下 まで追跡した マムレの樫の木の下 ガデシュとシュルの間

主のことばがあった ロトと財産が奪われた 幻のうちに主が臨む エジプト人女奴隷ハガルが 女奴隷ハガルが            ・アブラハム：多くの国民の父

王たちを追い奪還する 恐れるな！ サラを見下げる イシュマエルを生む             ・イシュマエル＝神は聞かれた

第4回目の語りかけ 主の使いが 第5回目の語りかけ 3人の主の使い ふたりの御使い ソドムとゴモラを滅ぼす アビメレク王の妻の胎を

動物を裂き契約 ハガルを助け祝福する 契約としての割礼 わたしが彼を選び出した ソドムとゴモラを裁く ロトに対する憐れみ
閉じた

カナンに住んで10年後 アブラム86歳 アブラハム99歳

ハガルが妻に イシュマエル13歳

メルキゼデク ・サライ：私の女王 ロトの娘から

反逆５王と追跡4王 ・サラ：全国民の女王 モアブ人アモン人が生まれる

創世記14：1〜 創世記15：1〜 創世記18：1〜 創世記18：16〜 創世記19：1〜 創世記20：1〜

詩篇110:4 ガラテヤ 3:6 ヨブ22:27/マルコ10:27 Ⅱ歴代誌20：７ 伝道者の書 12:13
永久にこの地を子孫 シャレム王メルキゼデクに あなた自身から生まれ 身重のハガルがサライ ハガルは 名前がアブラハムとサラに 上等な料理を出す ソドムとゴモラ ロトと妻とふたりの娘 殺されることを恐れ
に与えるとの約束 1/10を捧げた 出る子があなたを継ぐ から逃げ荒野へ 御使いから身を低くする 子を与える預言 子を与える預言(サラが笑う) 50人の正しい人 を逃がす 妻を妹と言った
天幕を移し住んだ ソドムの王の所有物から あなたの子孫は星のように イシュマエルと名付け ように言われた 多くの国民の父に アブラハムに主の道を守らせる 45/40/30/20/10人 妻は塩の柱に 動物や奴隷を多数与えた

祭壇を築いた 何ひとつ取らない 主を信じた/義と認められた 子孫を大いに増やすと約束 割礼を(すぐに)受ける そして正義と公正を行わせる 神との交渉 ロトたちは山に住んだ アブラハムの祈りにより胎が開く

・15章6節：彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。 ・死海南部の水底？ ・伝道者の書 12:13〜神を

・ガラテヤ 3:6〜アブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされた。 ・２歴代誌 20:7〜私たちの神よ。あなたはこの地の住民をあなたの民イスラエルの前か

・16節：４代目〜一生涯 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　これをとこしえにあなたの友アブラハムのすえに賜ったのではありませ

・詩篇110:4〜主は誓い、そしてみこころを変えない。 ・ガラテヤ 4:23〜女奴隷の

「あなたは、メルキゼデクの例にならい、とこしえに祭司である。」 ・ヨブ記 22:27･28〜あなたが神に祈れば、神はあなたに聞き、あなたは自分の誓願を果たせよう。

・マルコ 10:27〜イエスは、彼らをじっと見て言われた。「それは人にはできないことですが、神はそうではありま

　　　　　　　　　　祈るアブラム 　　　　　　　　3人の主の使い 　　　ロトと分かれる

創世記16：15〜 創世記17：1〜創世記13：14〜 創世記16：1〜

第3回目の語りかけ

ヘブロン

アビメレク王

ヘブロン

ゲラルに滞在中

ヘブロン ヘブロン → ソドムとゴモラ



20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

メソポタミヤ北部

BC１９００年 BC１８２５年

ベエル・シェバ モリヤの地 ベエル・シェバ アラム・ナハライム マクペラ

の荒野 (アドナイ・イルエ) (ヘプロン) (ハラン) (エフロンに畑地)

イサクの誕生 ハガルとイシュマエル アビメレクと将軍ピコル イサクを捧げよ サラの死亡 アブラハム175歳

(カナンに入って24年後) の追放 と井戸の争い 主に従う素直さ 悲しみ泣いた で死亡

悩むな 荒野の旅 最後の語りかけ 主の使い

サラが言うことを皆聞き入れよ 水を与え命を助けた 主の試み（10番目？） の語りかけ

アブラハム契約 アブラハム140歳 ラバン(リベカの兄) アブラハム147歳

の出発点 イサク40歳 リベカを嫁に の時 ?

一頭の雄羊 ツォファルの子エフロン 忠実なしもべ アブラハムの兄弟ナホルの イサクとイシュマエル

が備えられた （ヘテ人） 妻ミルカの子ベトエルの娘 が葬った

創世記21：1〜7 創世記2２：１〜 創世記24：1〜 創世記25：1〜

ガラテヤ 4:22〜23 ヘブル11：17〜19 創世記11：31〜 Ⅰ歴代誌1：32
イシュマエルのことで アブラハムは 真実を尽くす イサクを捧げなさい ひとり子を惜しまなかったか 私有の墓地を購入 父の家＋ 主を礼拝 ケトラの6人の子と７人の孫 平安な老年を迎え

非常に悩んだ ハガルとイシュマエル 井戸の契約 信仰の試練 ら、あなたの子孫を空の星 (銀400シェケルで購入) アブラハムの生まれ故郷 主を賛美 は東方に移り住まわせた 長寿を全うした
イサクが子孫となる にパンと水を与え １本の柳の木を ｢はい、ここにおります」 ・海辺の砂のように増やす ヘブロンに面する から嫁を見つけ出す 導き/主から出たこと 生存中にイサクに マクペラの洞穴
この世の知恵による誕生 送りだした 植えて祈った 主を恐れる ・敵の門を勝ち取る マクペラの洞穴に葬った 「はい。まいります」 全財産を与えた に葬られた

 を恐れよ。神の命令を守れ。 ・ベエル＝井戸 ・アドナイ＝主が ・すべての国々が祝福を受ける

 から追い払い、 ･イサク：彼は笑う ・シェバ＝七/誓い ・イエル＝見ておられる/備えてくださる ・サラの墓地にはアブラハム･イサク・リベカ・ヤコブ・レアが葬られた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 んか。 ・記念の植樹 　　　　 

 の子は肉によって生まれ、自由の女の子は ・ヘブル 11:19〜彼は、神には人を死者の中からよみがえらせることもできる、と考えました。

自由の女の子は約束によって生まれたのです。 ・アビメレク：王は私の父
 ません。どんなことでも、神にはできるのです」

　　　　イサクの誕生 モリヤの山へ 　　イサクを献げるアブラハム 　　　　　　　　　　神の約束

１歴代誌1:32〜アブラハムのそばめケトラの息子たち。

・神のしもべ：創世記26:24/詩篇105:6

・神の友：Ⅱ歴代誌 20:7/イザヤ 41:8/ヤコブ 2:23 

・寄留者として/愛の人/旅人をもてなした

→ 創世記25：7〜創世記21：8〜21 創世記21：22〜34 創世記2２：15〜 創世記23：1〜

主の祝福を受ける

サラ127歳アブラハム100歳

アビメレクと将軍ピコルハガル

→

主の祝福主の導きと働き →

→イサクの嫁探し ケトラ（そばめ）と再婚

→ ベエル・シェバベエル・シェバ →
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