


ヨシュア Joshua 1：1-3
主のしもべモーセの死後、主はモーセの従者、ヌンの⼦ヨシュアに告
げられた。「わたしのしもべモーセは死んだ。今、あなたとこの⺠は
みな、⽴ってこのヨルダン川を渡り、わたしがイスラエルの⼦らに与
えようとしている地に⾏け。わたしがモーセに約束したとおり、あなた
がたが⾜の裏で踏む場所はことごとく、すでにあなたがたに与えて
いる。

After the death of Moses the servant of the Lord, the Lord said to 
Joshua son of Nun, Moses’ aide:  “Moses my servant is dead. Now 
then, you and all these people, get ready to cross the Jordan River 
into the land I am about to give to them—to the Israelites.  I will 
give you every place where you set your foot, as I promised Moses. 



ヨシュア Joshua 1：4-5
あなたがたの領⼟は荒野からあのレバノン、そしてあの⼤河ユー
フラテス川まで、ヒッタイト⼈の全⼟、⽇の⼊る⽅の⼤海までとなる。
あなたの⼀⽣の間、だれ⼀⼈としてあなたの前に⽴ちはだかる者

はいない。わたしはモーセとともにいたように、あなたとともにいる。
わたしはあなたを⾒放さず、あなたを⾒捨てない。

Your territory will extend from the desert to Lebanon, and from 
the great river, the Euphrates—all the Hittite country—to the 
Mediterranean Sea in the west. No one will be able to stand 
against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will 
be with you; I will never leave you nor forsake you. 



ヨシュア Joshua 1：6-7
強くあれ。雄々しくあれ。あなたはわたしが⽗祖たちに与えると誓った
地を、この⺠に受け継がせなければならないからだ。ただ強くあれ。
雄々しくあれ。わたしのしもべモーセがあなたに命じた律法のすべてを
守り⾏うためである。これを離れて、右にも左にもそれてはならない。
あなたが⾏くところどこででも、あなたが栄えるためである。

Be strong and courageous, because you will lead these people to 
inherit the land I swore to their ancestors to give them. “Be strong 
and very courageous. Be careful to obey all the law my servant 
Moses gave you; do not turn from it to the right or to the left, that 
you may be successful wherever you go. 



ヨシュア Joshua 1：8-9
このみおしえの書をあなたの⼝から離さず、昼も夜もそれを⼝ずさめ。
そのうちに記されていることすべてを守り⾏うためである。そのとき、あ
なたは⾃分がすることで繁栄し、そのとき、あなたは栄えるからである。
わたしはあなたに命じたではないか。強くあれ。雄々しくあれ。恐れて
はならない。おののいてはならない。あなたが⾏くところどこででも、あ
なたの神、主があなたとともにおられるのだから。」

Keep this Book of the Law always on your lips; meditate on it day and 
night, so that you may be careful to do everything written in it. Then 
you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? 
Be strong and courageous. Do not be afraid; do not be discouraged, 
for the Lord your God will be with you wherever you go.”



① 「主のしもべモーセの死後、主はモーセの従者、ヌンの
⼦ヨシュアに告げられた。」
“After the death of Moses the servant of the Lord, the Lord said 
to Joshua son of Nun, Moses’ aide



② 「わたしのしもべモーセは死んだ。今、あなたとこの⺠
はみな、⽴ってこのヨルダン川を渡り、わたしがイスラ
エルの⼦らに与えようとしている地に⾏け。 」
“Moses my servant is dead. Now then, you and all these people, 

get ready to cross the Jordan River into the land I am about to 
give to them—to the Israelites.”



③ 「わたしがモーセに約束したとおり、あなたがたが⾜の

裏で踏む場所はことごとく、すでにあなたがたに与えて
いる。」
“I will give you every place where you set your foot, as I 
promised Moses.”



④ 「あなたがたの領⼟は荒野からあのレバノン、そしてあ
の⼤河ユーフラテス川まで、ヒッタイト⼈の全⼟、⽇の
⼊る⽅の⼤海までとなる。 」
“Your territory will extend from the desert to Lebanon, and from 
the great river, the Euphrates—all the Hittite country—to the 
Mediterranean Sea in the west.”



⑤ 「あなたの⼀⽣の間、だれ⼀⼈としてあなたの前に⽴

ちはだかる者はいない。わたしはモーセとともにいたよ
うに、あなたとともにいる。わたしはあなたを⾒放さず、
あなたを⾒捨てない。」
“No one will be able to stand against you all the days of your life. 
As I was with Moses, so I will be with you; I will never leave you 
nor forsake you.”



⑥ 「強くあれ。雄々しくあれ。あなたはわたしが⽗祖たち
に与えると誓った地を、この⺠に受け継がせなければ

ならないからだ。」
“Be strong and courageous, because you will lead these people 
to inherit the land I swore to their ancestors to give them. ”



⑦ 「ただ強くあれ。雄々しくあれ。わたしのしもべモーセが
あなたに命じた律法のすべてを守り⾏うためである。こ

れを離れて、右にも左にもそれてはならない。あなたが
⾏くところどこででも、あなたが栄えるためである。 」
“Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law 
my servant Moses gave you; do not turn from it to the right or to 
the left, that you may be successful wherever you go. ”



⑧ 「このみおしえの書をあなたの⼝から離さず、昼も夜も
それを⼝ずさめ。そのうちに記されていることすべてを
守り⾏うためである。そのとき、あなたは⾃分がするこ

とで繁栄し、そのとき、あなたは栄えるからである。 」
“Keep this Book of the Law always on your lips; meditate on it 
day and night, so that you may be careful to do everything 
written in it. Then you will be prosperous and successful. ”



⑨ 「わたしはあなたに命じたではないか。強くあれ。雄々
しくあれ。恐れてはならない。おののいてはならない。
あなたが⾏くところどこででも、あなたの神、主があな

たとともにおられるのだから。」
“Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not 
be afraid; do not be discouraged, for the Lord your God will be 
with you wherever you go.”




