
2011. 1.23 Tucson                    「荒野の生活を支えられる方」          出エジプト16：35 

        The One Who Assists the Life in the Wilderness          Exodus 16:35 

 

新年に入り、私たちは「全能の神に導かれて」というテーマのもとでメッセージを見ています。神様は、エジプトで

奴隷となっていたイスラエル人の叫びを聞かれました。そして、モーセをエジプトの王パロのもとに遣わすことによ

って、イスラエルをエジプトから救い出されたのです。そこでイスラエルの民は神の救いを喜んだわけですが、それ

も束の間、彼らの目の前には荒野が広がっていたのです。 そのところから神様が約束されたカナンの地（イスラ

エル）に至るまで、実に彼らは40年間の荒野での生活を強いられることとなるのです。 

 

This year, we started our message series titled “Being led by Almighty God”.  God heard the cry of the Israelites who 
were slaves in Egypt.  By sending Moses to Pharaoh, He delivered the Israelites from Egypt.  The Israelites rejoiced 
this God's deliverance for a while, but then they faced the wilderness on their way.  From there until they reached the 
Promised Land (Israel), they were forced to live in wilderness for 40 years. 
 

 

先週も言いましたが、200万人もの人が移動しながら暮らすのですから、それはそれは大変なことです。テキストには

、「人の住んでいる地に来るまで」とありますから、文字通り、人の住まない地で彼らは40年間過ごしました。なぜ

彼らは40年も荒野を旅する者となったのでしょうか？今のように交通の手段として飛行機や車といったものは発達し

ていませんでしたから、移動に時間がかかったのは事実です。けれども、いくら徒歩であったとしてもエジプトから

イスラエルまで40年はかかりません。 

 

Like I had mentioned last week, it was not easy to have 2 million people moving from place to place.  As the text says 
“until they came to a land that was settled”, literally they had spent 40 years where no one lived.  Why did they have to 
travel in wilderness for 40 years?  It is true that moving from place to place took more time than it does now, since 
there were no airplanes or cars.  Still, it would not have taken 40 years to walk from Egypt to Israel. 
 

 

そこには理由がありました。それはイスラエル人の神様に対する不信仰です。彼らは神様がエジプトに下された10の

さばきや、紅海の水を分けられた全能の神のわざを体験しながら、神様に対して事あるごとに文句をいったのです。

彼らは自分たちの前に何か問題が起こると、神様に信頼して助けを求めるのではなく、その度につぶやきました。荒

野で40年間も歩むことになったのは、彼らの罪のゆえなのです。出エジプトという神様の救いのわざを体験しながら

、不信仰に陥った大人たちはみな、ヨシュアとカレブを除いて、約束の地に入ることなく、荒野で死に絶えました。 

 

The reason was unfaithfulness of the Israelites toward God.  In spite of their experience of God's judgment (ten 
plagues) and Red Sea crossing, they grumbled to God whenever the issue came up.  When they faced the issue, they 
just grumbled, without trusting and asking God for help.  They had to wander in the wilderness for 40 years because of 
their sin.  Except Joshua and Caleb, all Israelites who were unfaithful despite the fact that they experienced God's 
miracle -Exodus-, died in the wilderness and could not enter the Promised Land. 
 

 

しかし、そのことはイスラエルの民がみな荒野で死んだということではありません。信仰の人ヨシュアとカレブをは

じめ、不信仰に陥った人々の妻や子どもたちは荒野の40年を生き抜いたのです。人の住んでいない荒野で彼らはどう

やって生活したのでしょうか？荒野の生活とはどういうものでしょうか？生きていくために必要な食べ物や水が簡単

に手に入らないところです。神様はそのところでイスラエルがご自分の声に聞き従うかどうか、彼らの信仰を試され

たわけですが、同時にそのご自分の民を神様は責任をもって守り、養われたのです。 

 

However, it does not mean that all Israelites died in the wilderness.  Joshua, Caleb and unfaithful men's wives and 
their children survived 40 years in the wilderness.  How did they live in unsettled wilderness?  How does the life in the 
wilderness look like?  They did not have any easy access for food or water.  God tried their faith to see if they listen 
to His voice.  At the same time, He was responsible and protected and fed His people. 
 

 

 

 



では、神様はどのようにして彼らの歩みを支えられたのでしょうか？もう一度、テキストを読みます。「イスラエル

人は人の住んでいる地に来るまで、40年間、マナを食べた。彼らはカナンの地の境に来るまで、マナを食べた」。神

様は天からマナを降らせることによって、彼らに食べ物を与えられたのです。マナとは何でしょうか？16章31節「イ

スラエルの家は、それをマナと名づけた。それはコエンドロの種のようで、白く、その味は蜜を入れたせんべいのよ

うであった」。 

 

How did God assist their life, then?  Let's read the text again.  “The Israelites ate manna forty years, until they came 
to a land that was settled; they ate manna until they reached the border of Canaan.”  God fed them by raining down 
manna from the heaven.  What is manna?  Exodus 16:31 says “The people of Israel called the bread manna.  It was 
white like coriander seed and tasted like wafers made with honey.”  
  

蜜を入れたせんべいのような食べ物、それがイスラエルの主食となりました。 神様はそれを毎朝、彼らに与えられ

たのです。またそれに加えて、「肉を食べたい」といって神様につぶやいた彼らのつぶやきを主は聞かれました。そ

して、夕方にはウズラの群れが彼らの宿営に飛んでくるのでした（16：8参照） 。神様はそのようにして荒野での40

年の歩みを養われたのでした。 

 

This manna became the Israelites' staple food.  God gave manna to them every morning.  In addition, He also 
listened their grumble about not be able to eat any meat.  So, God made quail to come to the camp in the evening.  
(ref. 16:8)  That's how God had assisted their 40 years in the wilderness. 
 

信仰の歩みはしばしば荒野の歩みにたとえられます。それは信仰による救いを受けた後にも、私たちはさまざまな試

練に遭うからです。この世では私たちの信仰をくじくような誘惑や問題がたびたび起こります。そのような時にこそ

本来神様を信頼し、主からの助けを待つべきですが、私たちはそれよりも不平、不満をいってつぶやいてしまうので

す。しかし、神様は私たちの信仰がそのように弱いことをはじめから知っていて、人生の荒野の経験を通して私たち

をなおも愛し養うことによって、さらに私たちをご自分のもとへと近づけて下さるのです。 

 

Our walk in faith is often compared with this life in the wilderness.  It's because we face many trials even after we were 
saved.  In this world, we come to the temptation or problem that might crush our faith.  In such times, we should trust 
God and wait for His help to come, but we rather grumble and complain about the situation.  However, God knows 
from the beginning that our faith is weak.  By loving and nurturing us through the experience in the wilderness, He 
draws us closer to Him. 
 

神様が私たちを養って下さるということは、このからだのための食物のことだけを意味していません。それを含めて

、神様は私たちの心を養ってくださるのです。なぜ人は試練や困難に遭うと、つぶやくのでしょうか？先がどうなる

かわからないからでしょう。またその中で傷つくことを恐れるからではないでしょうか。しかし、神様につぶやき、

不信仰になることは、決して何の助けにもなりません。自分自身を不幸にするだけです。そうではなく、そこに神様

の御心と導きを求めるのです。そうすれば、神様は荒野の経験さえも用いて、私たちの心を養い、私たちの弱い信仰

を確かなものへと成長させて下さいます。 

 

When God nurtures us, it does not only mean to feed us physically.  He also feeds our spirit.  Why do we grumble 
when faced with trial or difficulties?  We do that because we are not sure what's going to happen.  Or we might be 
afraid of being hurt.  However, grumbling to God and being unfaithful never helps us.  It just makes us more 
miserable.  What we need to do is to seek God's will and His guidance.  Then, God uses even the experience in the 
wilderness to nurture our heart and help our weak faith to grow.     
 

霊的荒野の経験を通して信仰が試されることなしに、はじめから完全な信仰をもっている人などいません。みなさま

ざまな信仰のチャレンジを受ける中で、神様の赦しと恵みを経験し、そこから主への信頼を深めていくのです。です

から、私たちはイスラエルの荒野の経験から多いに学ぶ必要があります。彼らは不信仰のゆえに40年間の荒野の生活

を強いられましたが、私たちは信仰によってこの世の旅路を勝利に満ちたものとさせていただきましょう。 

 

Without the trial through the spiritual wilderness experience, we cannot have perfect faith.  Everyone experiences 
God's forgiveness and blessing through the trial, and that leads to the deeper faith.  Therefore, we have a lot to learn 
from the Israelites' experience in the wilderness.  They had to live there for 40 years because of their unfaithfulness, 
but we can make our own journey in this world filled with victory through faith.   
 



ヨハネ福音書6章31-35節を開きます。「私たちの先祖は、荒野でマナを食べました。『彼は彼らに天からパンを与え

て食べさせた。』と書いてあるとおりです。イエスは彼らに言われた。『まことに、まことに、あなたがたに告げま

す。モーセはあなたがたに天からのパンを与えたのではありません。しかし、わたしの父は、あなたがたに天からま

ことのパンをお与えになります。というのは、神のパンは、天から下って来て、世にいのちを与えるものだからです

。』そこで彼らはイエスに言った。『主よ。いつもそのパンを私たちにお与えください。』イエスは言われた。『わ

たしがいのちのパンです。わたしに来る者は決して飢えることがなく、わたしを信じる者はどんなときにも、決して

渇くことがありません。…』」。 

 

Let's read John 6:31-35; “Our forefathers ate the manna in the desert; as it is written: 'He gave them bread from 
heaven to eat.'  Jesus said to them, 'I tell you the truth, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but 
it is my Father who gives you the true bread from heaven.  For the bread of God is he who comes down from heaven 
and gives life to the world.”  “'Sir,' they said, 'from now on give us this bread.'  Then Jesus declared, 'I am the bread 
of life.  He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty.” 
 

 

「わたしがいのちのパンです」と主イエスは言われました。私たちはこの方と霊の交わりをもたせていただくことに

よって心の糧をいただくことができます。いのちのパンである主イエスを信仰をもって食する時、主は親しく私たち

とともにいて下さいます。この方がともにいて下さるならば、どのような荒野の中を通ることがあっても大丈夫なの

です。主がともにいて、私たちを守り、養って下さるからです。ですから、主のお言葉どおり、主のもとに行き、主

イエスを信じるのです。そうすれば、決して飢えることも、渇くこともありません。 

 

Jesus said, “I am the bread of life.”  We can be fed in spirit by having spiritual fellowship with Him.  When we eat the 
bread of life with faith in Him, He will be with us.  If He will be with us, we will be fine, no matter what kind of 
wilderness we have to go through, because the Lord is with us and He protects and nurtures us.  Therefore, just as 
the Lord had said, come to Him and believe in Jesus.  Then, you will never go hungry, and never be thirsty. 
 

 

主イエスは山上の説教の中でこうおっしゃいました。マタイ福音書6章31-33節「そういうわけだから、何を食べるか

、何を飲むか、何を着るか、などと言って心配するのはやめなさい。こういうものはみな、異邦人が切に求めている

ものなのです。しかし、あなたがたの天の父は、それがみなあなたがたに必要であることを知っておられます。だか

ら、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます」

。 

 

Jesus said in His sermon on the Mount; “So do not worry, saying, 'What shall we eat?' or “What shall we drink?' or 
'What shall we wear?'  For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them.  
But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.” (Matthew 6:31-33) 
 

 

私たちは試練や困難を前にすると、いろいろなことを心配してしまいます。しかし、心配したからといって、状況が

よくなるわけではありません。同じように不平・不満をいい、神様につぶやくことは、私たちを助けることにはなり

ません。私たちの父である天の神様は、私たちの必要をみな知っておられます。何がないと私たちは生きていけない

かを主はご存知なのです。ですから、イスラエルに40年間荒野の生活を強いられた時も、神様はずっと彼らを守り、

養われました。そのプロセスを通して、神様はイスラエルの民にご自分に信頼を寄せ、その御声に聞き従うようにと

語り続けられたのです。それが神様というお方です。 

 

When we face the trial or difficulty, we often worry about a lot of things.  However, worrying never makes the situation 
any better.  In the same way, grumbling and complaining to God does not help us.  Our Heavenly Father knows what 
we need.  He knows what we need to survive.  That's how He had protected and nurtured the Israelites while they 
were wandering for 40 years.  Through that process, God had told the Israelites to trust in Him and listen to him.  
That's who God is. 
 
 
 
 
 
 



いのちのパンである主イエスは言われます。「神の国とその義とをまず第一に求めなさい」と。それがこの世の歩み

において私たちがいつも霊的、また物質的に満たされる秘訣です。この世は霊的必要よりも、物質的必要を強調する

かも知れません。しかし、物質的必要が満たされることが、必ずしも霊的祝福につながるのではありません。むしろ

、物質を第一に求めることが、霊的必要に対して私たちを盲目にしてしまうのです。つまり、何か物質によって自分

のいのちが保たれているかのように錯覚してしまうのです。 

 

Jesus, the bread of life tells us to “Seek first his kingdom and his righteousness.”  That's the secret to be filled 
spiritually and physically in this world.  The world may tell you that physical need is more important than the spiritual 
need.  However, being filled physically does not necessary lead to the spiritual blessing.  Rather, when we seek the 
physical needs first, we will be blind to our spiritual needs.  In short, we misunderstand as if our life was sustained by 
tangible material. 
 
 

しかし、人は決してパンだけで生きるのではありません。荒野でサタンの誘惑を受けられた時、主は申命記の言葉を

引用してこう言われました。「人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つのことばによる」（マタ

イ4：4）と。私たちにはパン（食べ物）は必要です。しかし、神の口から出ることばも同じように、いやそれ以上に

必要です。神のことばは私たちにいのちを与え、私たちを内側から生かしてくれるからです。その神のことばこそ、

主イエス・キリストです。この方が言われるように、神の国とその義とをまず第一に求めるならば、主は責任をもっ

て私たちのすべての必要を満たして下さいます。 

 

However, men do not live on bread only.  When Jesus was tempted by Satan in the desert, He cited the word from 
Deuteronomy; “Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.”(Matthew 4:4)  
We do need bread (food) for sure.  However, the word that comes from the mouth of God is more important than mere 
bread.  God's word gives us life, and make us alive from inside.  God's word is Jesus Christ.  If you seek God's 
kingdom and His righteousness first, just as Jesus had said, He will fulfill all our needs.  
 

 

神様がイスラエルに約束された地は荒野ではありません。乳と蜜の流れるカナンの地です。同じように、神様は私た

ちに荒野ではなく、それとは比べものにならない天の御国を私たちの相続地として約束して下さっています。そこに

入るまでは、この世にあってはしばしば荒野の中を通ることは事実です。しかし、覚えていてください。荒野は私た

ちの永住するところではないのです。よっぽど不信仰を続けるならば、荒野で滅びることも考えられますが、イスラ

エルの民が毎日神のくださったマナを食べて荒野の生活を守られたように、私たちもいのちのパンである主イエスを

信じて、この方とともに歩むなら、信仰の生涯を全うすることができるのです。ともにつぶやくものではなく、主に

感謝する者とならせていただきましょう。 

 

Wilderness was not the land God promised to the Israelites.  The Promised Land was the land of Canaan, which was 
flowing with milk and honey.  Likewise, God promises us heaven as our inheritance, not the wilderness.  It is the fact 
that we have to go through the wilderness often until we get to the place He had promised.  But remember; the 
wilderness is not where we live eternally.  If we were to keep being unfaithful, it is possible that we might be destroyed 
in the wilderness.  However, if we believe in Jesus who is the bread of life and walk with Him, just as the life of 
Israelites was protected by manna that was given by God, we can have a life that is filled with faith.  Let us help one 
another not to grumble to God, but to thank Him always. 


