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詩篇 68:1 神よ、立ちあがって、その敵を散らし、神を憎む者をみ前か

ら逃げ去らせてください。

詩篇 5:9,10 彼らの口には真実がなく、彼らの心には滅びがあり、その

のどは開いた墓、その舌はへつらいを言うのです。 10 神よ、どうか彼

らにその罪を負わせ、そのはかりごとによって、みずから倒れさせ、

その多くのとがのゆえに彼らを追いだしてください。彼らはあなたに

そむいたからです。

詩篇 7:1,2 わが神、主よ、わたしはあなたに寄り頼みます。どうかすべ

ての追い迫る者からわたしを救い、わたしをお助けください。 2 さも

ないと彼らは、ししのように、わたしをかき裂き、助ける者の来ない

うちに、引いて行くでしょう。 

詩篇 11:6 主は悪しき者の上に炭火と硫黄とを降らせられる。燃える風

は彼らがその杯にうくべきものである。

詩篇 18:2 主はわが岩、わが城、わたしを救う者、わが神、わが寄り頼

む岩、わが盾、わが救の角、わが高きやぐらです。 

詩篇 18:14,17 主は矢を放って彼らを散らし、いなずまをひらめかして

彼らを打ち敗られました。 17 わたしの強い敵と、わたしを憎む者とか

ら／わたしを助け出されました。彼らはわたしにまさって強かったか

らです。

詩篇 18:39 あなたは戦いのためにわたしに力を帯びさせ、わたしに立

ち向かう者らをわたしのもとに、かがませられました。

詩篇 18:45,48 異邦の人々は打ちしおれて、その城から震えながら出て

きました。 48 わたしの敵からわたしを救い出されました。まことに、

あなたはわたしに逆らって起りたつ者の上にわたしをあげ、不法の人

からわたしを救い出されました。

詩篇 23:3 主はわたしの魂をいきかえらせ、み名のためにわたしを正し

い道に導かれる。



詩篇 27:11 主よ、あなたの道をわたしに教え、わたしのあだのゆえ

に、わたしを平らかな道に導いてください。

詩篇 31:15 わたしの時はあなたのみ手にあります。わたしをわたしの

敵の手と、わたしを責め立てる者から救い出してください。

詩篇 34:4,7 わたしが主に求めたとき、主はわたしに答え、すべての恐

れからわたしを助け出された。 7 主の使は主を恐れる者のまわりに陣

をしいて彼らを助けられる。 

詩篇 34:13 あなたの舌をおさえて悪を言わせず、あなたのくちびるを

おさえて偽りを言わすな。

詩篇 34:17-19 正しい者が助けを叫び求めるとき、主は聞いて、彼らを

そのすべての悩みから助け出される。 18 主は心の砕けた者に近く、た

ましいの悔いくずおれた者を救われる。 19 正しい者には災が多い。し

かし、主はすべてその中から彼を助け出される。

詩篇 35:1-8 ダビデの歌 主よ、わたしと争う者とあらそい、わたしと戦

う者と戦ってください。2 盾と大盾とを執って、わたしを助けるために

立ちあがってください。 4 やりと投げやりとを抜いて、わたしに追い

迫る者に立ちむかい、「わたしはおまえの救である」と、わたしに

言ってください。 4 どうか、わたしの命を求める者を／はずかしめ、

いやしめ、わたしにむかって悪をたくらむ者を退け、あわてふためか

せてください。 5 彼らを風の前のもみがらのようにし、主の使に彼ら

を追いやらせてください。 6 彼らの道を暗く、なめらかにし、主の使

に彼らを追い行かせてください。 7 彼らはゆえなくわたしのために網

を隠し、ゆえなくわたしのために穴を掘ったからです。 8 不意に滅び

を彼らに臨ませ、みずから隠した網にとらえられ、彼らを滅びに陥ら

せてください。

詩篇 35:10 わたしの骨はことごとく言うでしょう、「主よ、だれかあ

なたにたぐうべき者がありましょう。あなたは弱い者を強い者から助

け出し、弱い者と貧しい者を、かすめ奪う者から助け出される方で



す」と。

詩篇 36:7-9 神よ、あなたのいつくしみはいかに尊いことでしょう。人

の子らはあなたの翼のかげに避け所を得、 8 あなたの家の豊かなのに

よって飽き足りる。あなたはその楽しみの川の水を彼らに飲ませられ

る。 9 いのちの泉はあなたのもとにあり、われらはあなたの光によっ

て光を見る。

詩篇 37:5 あなたの道を主にゆだねよ。主に信頼せよ、主はそれをなし

とげ

詩篇 37:23,24 人の歩みは主によって定められる。主はその行く道を喜

ばれる。 24 たといその人が倒れても、全く打ち伏せられることはな

い、主がその手を助けささえられるからである。

詩篇 37:40 主は彼らを助け、彼らを解き放ち、彼らを悪しき者どもか

ら解き放って救われる。彼らは主に寄り頼むからである。

詩篇 39:1 わたしは言った、「舌をもって罪を犯さないために、わたし

の道を慎み、悪しき者のわたしの前にある間はわたしの口にくつわを

かけよう」と。

詩篇 41:4 わたしは言った、「主よ、わたしをあわれみ、わたしをいや

してください。わたしはあなたにむかって罪を犯しました」と。

詩篇 42:5,11 わが魂よ、何ゆえうなだれるのか。何ゆえわたしのうちに

思いみだれるのか。神を待ち望め。わたしはなおわが助け、わが神な

る主をほめたたえるであろう。 11 わが魂よ、何ゆえうなだれるのか。

何ゆえわたしのうちに思いみだれるのか。神を待ち望め。わたしはな

おわが助け、わが神なる主をほめたたえるであろう。 (詩篇 43:5)

詩篇 43:1 神よ、わたしをさばき、神を恐れない民にむかって、わたし

の訴えをあげつらい、たばかりをなすよこしまな人からわたしを助け



出してください。

詩篇 44:4 あなたはわが王、わが神、ヤコブのために勝利を定められる

方です。

詩篇 51:4 わたしはあなたにむかい、ただあなたに罪を犯し、あなたの

前に悪い事を行いました。それゆえ、あなたが宣告をお与えになると

きは正しく、あなたが人をさばかれるときは誤りがありません。

詩篇 52:5 しかし神はとこしえにあなたを砕き、あなたを捕えて、その

天幕から引き離し、生ける者の地から、あなたの根を絶やされる。

〔セラ

詩篇 54:7 あなたはすべての悩みからわたしを救い、わたしの目に敵の

敗北を見させられたからです。 

詩篇 55:18 たといわたしを攻める者が多くとも、主はわたしがたたか

う戦いからわたしを安らかに救い出されます。

詩篇 59:2 悪を行う者からわたしを助け出し、血を流す人からわたしを

お救いください。

詩篇 60:12 われらは神によって勇ましく働きます。われらのあだを踏

みにじる者は神だからです。

詩篇 63:11 しかし王は神にあって喜び、神によって誓う者はみな誇る

ことができる。偽りを言う者の口はふさがれるからである。

詩篇 66:3 神に告げよ。「あなたのもろもろのみわざは恐るべきかな。

大いなるみ力によって、あなたの敵はみ前に屈服し、

詩篇 68:6 神は寄るべなき者に住むべき家を与え、めしゅうどを解いて

幸福に導かれる。しかしそむく者はかわいた地に住む。 

詩篇 68:35 神はその聖所で恐るべく、イスラエルの神はその民に力と

勢いとを与えられる。神はほむべきかな。

詩篇 70:1 神よ、みこころならばわたしをお救いください。主よ、すみ



やかにわたしをお助けください。

詩篇 71:4,13 わが神よ、悪しき者の手からわたしを救い、不義、残忍な

人の支配から、わたしを救い出してください。 13 わたしにあだする者

を恥じさせ、滅ぼしてください。わたしをそこなわんとする者を、そ

しりと、はずかしめとをもっておおってください。

詩篇 72:12 彼は乏しい者をその呼ばわる時に救い、貧しい者と、助け

なき者とを救う。

詩篇 76:12 主はもろもろの君たちのいのちを断たれる。主は地の王た

ちの恐るべき者である。

詩篇 79:9 われらの救の神よ、み名の栄光のためにわれらを助け、み名

のためにわれらを救い、われらの罪をおゆるしください。

詩篇 86:17 わたしに、あなたの恵みのしるしをあらわしてください。

そうすれば、わたしを憎む者どもはわたしを見て恥じるでしょう。主

よ、あなたはわたしを助け、わたしを慰められたからです。

詩篇 91:14,15 彼はわたしを愛して離れないゆえに、わたしは彼を助け

よう。彼はわが名を知るゆえに、わたしは彼を守る。 15 彼がわたし

を呼ぶとき、わたしは彼に答える。わたしは彼の悩みのときに、共に

いて、彼を救い、彼に光栄を与えよう。 

詩篇 92:11 わたしの目はわが敵の没落を見、わたしの耳はわたしを攻

める悪者どもの破滅を聞きました。

詩篇 103:10 主はわれらの罪にしたがってわれらをあしらわず、われら

の不義にしたがって報いられない。

詩篇 104:9 あなたは水に境を定めて、これを越えさせず、再び地をお

おうことのないようにされた。

詩篇 107:6 彼らはその悩みのうちに主に呼ばわったので、主は彼らを

その悩みから助け出し、

詩篇 118:10,12 もろもろの国民はわたしを囲んだ。わたしは主のみ名に



よって彼らを滅ぼす。 12 彼らは蜂のようにわたしを囲み、いばらの火

のように燃えたった。わたしは主のみ名によって彼らを滅ぼす。 

詩篇 121:7,8 主はあなたを守って、すべての災を免れさせ、またあなた

の命を守られる。 8 主は今からとこしえに至るまで、あなたの出ると

入るとを守られるであろう。

詩篇 138:3 あなたはわたしが呼ばわった日にわたしに答え、わが魂の

力を増し加えられました。

詩篇 140:1,4,5 主よ、悪しき人々からわたしを助け出し、わたしを守っ

て、乱暴な人々からのがれさせてください。 4 主よ、わたしを保っ

て、悪しき人の手からのがれさせ、わたしを守って、わが足をつまず

かせようとする乱暴な人々からのがれさせてください。 5 高ぶる者は

わたしのためにわなを伏せ、綱をもって網を張り、道のほとりにわな

を設けました。[セラ

詩篇 142:6 どうか、わが叫びにみこころをとめてください。わたし

は、はなはだしく低くされています。わたしを責める者から助け出し

てください。彼らはわたしにまさって強いのです。

詩篇 143:9 主よ、わたしをわが敵から助け出してください。わたしは

避け所を得るためにあなたのもとにのがれました。

詩篇 147:14 主はあなたの国境を安らかにし、最も良い麦をもってあな

たを飽かせられる。

詩篇 149:6-9 そののどには神をあがめる歌があり、その手にはもろ刃の

つるぎがある。 7 これはもろもろの国にあだを返し、もろもろの民を

懲らし、 8 彼らの王たちを鎖で縛り、彼らの貴人たちを鉄のかせで縛

りつけ、 9 しるされたさばきを彼らに行うためである。これはそのす

べての聖徒に与えられる誉である。主をほめたたえよ。
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