
死から自由経典 - Free from Death Scriptures

ロ―マ人への手紙 6:23 罪の支払う報酬は死である。しかし神の賜物は、わた

したちの主キリスト・イエスにおける永遠のいのちである。

ロ―マ人への手紙 8:2 なぜなら、キリスト・イエスにあるいのちの御霊の法則

は、罪と死との法則からあなたを解放したからである。

テモテへの第二の手紙 1:10 そして今や、わたしたちの救主キリスト・イエス

の出現によって明らかにされた恵みによるのである。キリストは死を滅ぼし、

福音によっていのちと不死とを明らかに示されたのである。

ヨブ記 5:2 確かに、憤りは愚かな者を殺し、／ねたみはあさはかな者を死なせ

る。

ホセア書 13:14 わたしは彼らを陰府の力から、あがなうことがあろうか。彼ら

を死から、あがなうことがあろうか。死よ、おまえの災はどこにあるのか。陰

府よ、おまえの滅びはどこにあるのか。あわれみは、わたしの目から隠されて

いる。

詩篇 9:13 主よ、わたしをあわれんでください。死の門からわたしを引きあげ

られる主よ、あだする者のわたしを悩ますのを／みそなわしてください。

ヨブ記 6:26 あなたがたは言葉を戒めうると思うのか。望みの絶えた者の語る

ことは風のようなものだ。

ヨブ記 33:22 その魂は墓に近づき、その命は滅ぼす者に近づく。

エゼキエル書 37:12,13 それゆえ彼らに預言して言え。主なる神はこう言われ

る、わが民よ、見よ、わたしはあなたがたの墓を開き、あなたがたを墓からと

りあげて、イスラエルの地にはいらせる。   13 わが民よ、わたしがあなたがた

の墓を開き、あなたがたをその墓からとりあげる時、あなたがたは、わたしが

主であることを悟る。

マタイによる福音書 27:52 また墓が開け、眠っている多くの聖徒たちの死体が

生き返った。

創世記 2:7 主なる神は土のちりで人を造り、命の息をその鼻に吹きいれられ

た。そこで人は生きた者となった。

創世記 6:17 わたしは地の上に洪水を送って、命の息のある肉なるものを、み

な天の下から滅ぼし去る。地にあるものは、みな死に絶えるであろう。

創世記 7:15 すなわち命の息のあるすべての肉なるものが、二つずつノアのも

とにきて、箱舟にはいった。



創世記 7:22 すなわち鼻に命の息のあるすべてのもの、陸にいたすべてのもの

は死んだ。

ヨブ記 12:10 すべての生き物の命、／およびすべての人の息は彼の手のうちに

ある。

ヨブ記 33:4 神の霊はわたしを造り、／全能者の息はわたしを生かす。

使徒行傳 17:25 また、何か不足でもしておるかのように、人の手によって仕え

られる必要もない。神は、すべての人々に命と息と万物とを与え、

ヨハネの默示錄 13:15 それから、その獣の像に息を吹き込んで、その獣の像が

物を言うことさえできるようにし、また、その獣の像を拝まない者をみな殺さ

せた。

ヨハネによる福音書 10:10 盗人が来るのは、盗んだり、殺したり、滅ぼしたり

するためにほかならない。わたしがきたのは、羊に命を得させ、豊かに得させ

るためである。

イザヤ書 28:15 あなたがたは言った、「われわれは死と契約をなし、陰府と協

定を結んだ。みなぎりあふれる災の過ぎる時にも、それはわれわれに来ない。

われわれはうそを避け所となし、偽りをもって身をかくしたからである」。

イザヤ書 28:18 その時あなたがたが死とたてた契約は取り消され、陰府と結ん

だ協定は行われない。みなぎりあふれる災の過ぎるとき、あなたがたはこれに

よって打ち倒される。

イザヤ書 5:24 それゆえ、火の舌が刈り株を食い尽すように、枯れ草が炎の中

に消えうせるように、彼らの根は朽ちたものとなり、彼らの花はちりのように

飛び去る。彼らは万軍の主の律法を捨て、イスラエルの聖者の言葉を侮ったか

らである。

ヨエル書 1:12 ぶどうの木は枯れ、いちじくの木はしおれ、ざくろ、やし、り

んご、野のすべての木はしぼんだ。それゆえ楽しみは人の子らからかれうせ

た。

ホセア書 13:15 たとい彼は葦のように栄えても、東風が吹いて来る。主の風が

荒野から吹き起る。これがためにその源はかれ、その泉はかわく。それはすべ

ての尊い物の宝庫をかすめ奪う。

ヨハネの默示錄 22:1 御使はまた、水晶のように輝いているいのちの水の川を

わたしに見せてくれた。この川は、神と小羊との御座から出て、

ヨハネによる福音書 4:10 イエスは答えて言われた、「もしあなたが神の賜物

のことを知り、また、『水を飲ませてくれ』と言った者が、だれであるか知っ



ていたならば、あなたの方から願い出て、その人から生ける水をもらったこと

であろう」。

ヨハネによる福音書 4:14 しかし、わたしが与える水を飲む者は、いつまで

も、かわくことがないばかりか、わたしが与える水は、その人のうちで泉とな

り、永遠の命に至る水が、わきあがるであろう」。

箴言 13:14 知恵ある人の教は命の泉である、これによって死のわなをのがれる

ことができる。

箴言 14:27 主を恐れることは命の泉である、人を死のわなからのがれさせる。

エゼキエル書 13:17-23 人の子よ、心のままに預言するあなたの民の娘たちに

対して、あなたの顔を向け、彼らに向かって預言して、18  言え、主なる神は

こう言われる、手の節々に占いひもを縫いつけ、もろもろの大きさの人の頭

に、かぶり物を作りかぶせて、魂をかり取ろうとする女はわざわいだ。あなた

がたは、わが民の魂をかり取って、あなたがたの利益のために、他の魂を生か

しおこうとするのか。 19 あなたがたは少しばかりの大麦のため、少しばかり

のパンのために、わが民のうちに、わたしを汚し、かの偽りを聞きいれるわが

民に偽りを述べて、死んではならない者を死なせ、生きていてはならない者を

生かす。 20 それゆえ、主なる神はこう言われる、見よ、わたしはあなたがた

が用いて、魂をかり取るところの占いひもを奪い、あなたがたの腕から占いひ

もを裂き取って、あなたがたがかり取るところの魂を、鳥のように放ちやる。 

21 わたしはまたあなたがたの、かぶり物を裂き、わが民をあなたがたの手から

救う。彼らは再びあなたがたの獲物とはならない。そしてあなたがたはわたし

が主であることを知るようになる。 22 あなたがたは偽りをもって正しい者の

心を悩ました。わたしはこれを悩まさなかった。またあなたがたは悪人が、そ

の命を救うために、その悪しき道から離れようとする時、それをしないように

勧める。 23 それゆえ、あなたがたは重ねてむなしい幻を見ることができず、

占いをすることができないようになる。わたしはわが民を、あなたがたの手か

ら救い出す。そのとき、あなたがたはわたしが主であることを知るようにな

る」。

エレミヤ書 21:8 あなたはまたこの民に言いなさい、『主はこう仰せられる、

見よ、わたしは命の道と死の道とをあなたがたの前に置く。

ヨブ記 34:22 悪を行う者には身を隠すべき暗やみもなく、／暗黒もない。

詩篇 16:11 あなたはわたしを陰府に捨ておかれず、あなたの聖者に墓を見させ

られないからである。

詩篇 23:5 たといわたしは死の陰の谷を歩むとも、わざわいを恐れません。あ



なたがわたしと共におられるからです。あなたのむちと、あなたのつえはわた

しを慰めます。

詩篇 30:4 主よ、あなたはわたしの魂を陰府からひきあげ、墓に下る者のうち

から、わたしを生き返らせてくださいました。

詩篇 49:16 しかし神はわたしを受けられるゆえ、わたしの魂を陰府の力からあ

がなわれる。〔セラ

詩篇 56:14 あなたはわたしの魂を死から救い、わたしの足を守って倒れること

なく、いのちの光のうちで神の前に／わたしを歩ませられたからです。

詩篇 68:21 われらの神は救の神である。死からのがれ得るのは主なる神によ

る。

詩篇 89:49 だれか生きて死を見ず、その魂を陰府の力から／救いうるものがあ

るでしょうか。〔セラ

詩篇 102:20,21 主はその聖なる高き所から見おろし、天から地を見られた。 

21 これは捕われ人の嘆きを聞き、死に定められた者を解き放ち、

詩篇 116:8 あなたはわたしの魂を死から、わたしの目を涙から、わたしの足を

つまずきから助け出されました。

箴言 10:2 不義の宝は益なく、正義は人を救い出して、死を免れさせる。

イザヤ書 26:19 あなたの死者は生き、彼らのなきがらは起きる。ちりに伏す者

よ、さめて喜びうたえ。あなたの露は光の露であって、それを亡霊の国の上に

降らされるからである。

ヨハネによる福音書 5:28,29 このことを驚くには及ばない。墓の中にいる者た

ちがみな神の子の声を聞き、 29 善をおこなった人々は、生命を受けるために

よみがえり、悪をおこなった人々は、さばきを受けるためによみがえって、そ

れぞれ出てくる時が来るであろう。

ヨハネによる福音書 10:28 わたしは、彼らに永遠の命を与える。だから、彼ら

はいつまでも滅びることがなく、また、彼らをわたしの手から奪い去る者はな

い。

ヨハネによる福音書 11:43,44 こう言いながら、大声で「ラザロよ、出てきな

さい」と呼ばわれた。 44 すると、死人は手足を布でまかれ、顔も顔おおいで

包まれたまま、出てきた。イエスは人々に言われた、「彼をほどいてやって、

帰らせなさい」。



ヨハネによる福音書 12:17 また、イエスがラザロを墓から呼び出して、死人の

中からよみがえらせたとき、イエスと一緒にいた群衆が、そのあかしをした。

ヨハネによる福音書 17:2 あなたは、子に賜わったすべての者に、永遠の命を

授けさせるため、万民を支配する権威を子にお与えになったのですから。

ヨハネによる福音書 17:25 正しい父よ、この世はあなたを知っていません。し

かし、わたしはあなたを知り、また彼らも、あなたがわたしをおつかわしに

なったことを知っています。

コリント人への第一 の手紙 15:19-26 もしわたしたちが、この世の生活でキリ

ストにあって単なる望みをいだいているだけだとすれば、わたしたちは、すべ

ての人の中で最もあわれむべき存在となる。  20 しかし事実、キリストは眠っ

ている者の初穂として、死人の中からよみがえったのである。   21 それは、死

がひとりの人によってきたのだから、死人の復活もまた、ひとりの人によって

こなければならない。  22 アダムにあってすべての人が死んでいるのと同じよ

うに、キリストにあってすべての人が生かされるのである。   23 ただ、各自は

それぞれの順序に従わねばならない。最初はキリスト、次に、主の来臨に際し

てキリストに属する者たち、  24 それから終末となって、その時に、キリスト

はすべての君たち、すべての権威と権力とを打ち滅ぼして、国を父なる神に渡

されるのである。  25 なぜなら、キリストはあらゆる敵をその足もとに置く時

までは、支配を続けることになっているからである。   26 最後の敵として滅ぼ

されるのが、死である。

コリント人への第二の手紙 1:9,10 心のうちで死を覚悟し、自分自身を頼みと

しないで、死人をよみがえらせて下さる神を頼みとするに至った。   10  神はこ

のような死の危険から、わたしたちを救い出して下さった、また救い出して下

さるであろう。わたしたちは、神が今後も救い出して下さることを望んでい

る。

コリント人への第二の手紙 3:6 神はわたしたちに力を与えて、新しい契約に仕

える者とされたのである。それは、文字に仕える者ではなく、霊に仕える者で

ある。文字は人を殺し、霊は人を生かす。

コロサイ人への手紙 1:21,22 あなたがたも、かつては悪い行いをして神から離

れ、心の中で神に敵対していた。 22 しかし今では、御子はその肉のからだに

より、その死をとおして、あなたがたを神と和解させ、あなたがたを聖なる、

傷のない、責められるところのない者として、みまえに立たせて下さったので

ある。

ヘブル人への手紙 2:9 ただ、「しばらくの間、御使たちよりも低い者とされ

た」イエスが、死の苦しみのゆえに、栄光とほまれとを冠として与えられたの



を見る。それは、彼が神の恵みによって、すべての人のために死を味わわれる

ためであった。

ヘブル人への手紙 2:14,15 このように、子たちは血と肉とに共にあずかってい

るので、イエスもまた同様に、それらをそなえておられる。それは、死の力を

持つ者、すなわち悪魔を、ご自分の死によって滅ぼし、  15 死の恐怖のために

一生涯、奴隷となっていた者たちを、解き放つためである。

ヘブル人への手紙 11:5 信仰によって、エノクは死を見ないように天に移され

た。神がお移しになったので、彼は見えなくなった。彼が移される前に、神に

喜ばれた者と、あかしされていたからである。

ペテロの第一の手紙 3:18 キリストも、あなたがたを神に近づけようとして、

自らは義なるかたであるのに、不義なる人々のために、ひとたび罪のゆえに死

なれた。ただし、肉においては殺されたが、霊においては生かされたのであ

る。

ペテロの第二の手紙 1:3 いのちと信心とにかかわるすべてのことは、主イエス

の神聖な力によって、わたしたちに与えられている。それは、ご自身の栄光と

徳とによって、わたしたちを召されたかたを知る知識によるのである

ヨハネの第一の手紙 3:14 わたしたちは、兄弟を愛しているので、死からいの

ちへ移ってきたことを、知っている。愛さない者は、死のうちにとどまってい

る。

ヨハネの第一の手紙 5:11 そのあかしとは、神が永遠のいのちをわたしたちに

賜わり、かつ、そのいのちが御子のうちにあるということである。

ヨハネの默示錄 21:6 そして、わたしに仰せられた、「事はすでに成った。わ

たしは、アルパでありオメガである。初めであり終りである。かわいている者

には、いのちの水の泉から価なしに飲ませよう。
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