
Words In the Wilderness: They Are Not
the Problem

Numbers 16:1-11
1 Now Korah the son of Izhar, the son of
Kohath, the son of Levi, with Dathan and
Abiram, the sons of Eliab, and On the son of
Peleth, sons of Reuben, took action, 2 and
they rose up before Moses, together with
some of the sons of Israel, two hundred and
fifty leaders of the congregation, chosen in
the assembly, men of renown. 3 They
assembled together against Moses and
Aaron, and said to them, “You have gone far
enough, for all the congregation are holy,
every one of them, and the Lord is in their
midst; so why do you exalt yourselves
above the assembly of the Lord?” 4 When
Moses heard this, he fell on his face; 5 and
he spoke to Korah and all his company,
saying, “Tomorrow morning the Lord will
show who is His, and who is holy, and will
bring him near to Himself; even the one
whom He will choose, He will bring near to
Himself. 6 Do this: take censers for
yourselves, Korah and all your company, 7
and put fire in them, and lay incense upon
them in the presence of the Lord tomorrow;
and the man whom the Lord chooses shall
be the one who is holy. You have gone far
enough, you sons of Levi!”

荒野の言葉：それらは問題ではありません

民数記16：1-11
1さて、レビの子コハテの子イザルの子コラ
は、エリアブの子ダタンとアビラムと一緒に、

ルーベンの子ペレスの子に行動を起こした2。
彼らはモーセの前に立ち上がった。イスラエ

ルの息子たちの何人かと一緒に、会衆で選ば

れた二百五十人の会衆の指導者たち、有名

な人たち。 3彼らはモーセとアロンに向かって
集まって言った、「あなたは十分に行った。す

べての会衆は聖なる者であり、すべての会衆

は聖なる者であり、主は彼らの真っ只中にい

るからである。では、なぜあなたは主の集会よ

りも自分を高くするのですか？」 4モーセはこ
れを聞いて、顔を伏せた。 5彼はコラとその仲
間全員に話しかけて言った、「明日の朝、主は

だれが彼であり、だれが聖なる者であるかを

示し、彼をご自身に近づけます。彼が選ぶ者

でさえ、彼は彼自身に近づくでしょう。 6これを
しなさい：あなた自身、コラとあなたのすべて

の会社のために香炉を取り、7そしてそれらに
火をつけ、そして明日主の前で彼らに香をた

てなさい。そして主が選ばれる人は聖なる人と

なる。あなたは十分に行きました、あなたはレ

ビの息子です！」



8 Then Moses said to Korah, “Hear now,
you sons of Levi, 9 is it not enough for you
that the God of Israel has separated you
from the rest of the congregation of Israel,
to bring you near to Himself, to do the
service of the tabernacle of the Lord, and to
stand before the congregation to minister to
them; 10 and that He has brought you near,
Korah, and all your brothers, sons of Levi,
with you? And are you seeking for the
priesthood also? 11 Therefore you and all
your company are gathered together
against the Lord; but as for Aaron, who is he
that you grumble against him?”

Numbers 16:1-3
1 Now Korah the son of Izhar, the son of
Kohath, the son of Levi, with Dathan and
Abiram, the sons of Eliab, and On the son of
Peleth, sons of Reuben, took action, 2 and
they rose up before Moses, together with
some of the sons of Israel, two hundred and
fifty leaders of the congregation, chosen in
the assembly, men of renown. 3 They
assembled together against Moses and
Aaron, and said to them, “You have gone far
enough, for all the congregation are holy,
every one of them, and the Lord is in their
midst; so why do you exalt yourselves
above the assembly of the Lord?”

Numbers 16:4
4 When Moses heard this, he fell on his
face;

8モーセはコラに言った、「さあ、レビの子らよ、
9イスラエルの神があなたをイスラエルの他の
会衆から引き離し、あなたをご自身に近づけ、

主の幕屋に仕え、会衆の前に立って彼らに仕

えること。 10そして、彼があなたを近づけたの
は、コラと、レビの子であるあなたのすべての

兄弟たちです。そして、あなたも神権を求めて

いますか？ 11それゆえ、あなたとあなたのす
べての仲間は、主に逆らって集まっている。し

かし、アーロンに関しては、あなたが彼に対し

て不平を言うのは誰ですか？」

民数記16：1-3
1さて、レビの子コハテの子イザルの子コラ
は、エリアブの子ダタンとアビラムと一緒に、

ルーベンの子ペレスの子に行動を起こした2。
彼らはモーセの前に立ち上がった。イスラエ

ルの息子たちの何人かと一緒に、会衆で選ば

れた二百五十人の会衆の指導者たち、有名

な人たち。 3彼らはモーセとアロンに向かって
集まって言った、「あなたは十分に行った。す

べての会衆は聖なる者であり、すべての会衆

は聖なる者であり、主は彼らの真っ只中にい

るからである。では、なぜあなたは主の集会よ

りも自分を高くするのですか？」

数字16：4
4モーセはこれを聞いて、顔を伏せた。



Numbers 16:5-7
5 and he spoke to Korah and all his
company, saying, “Tomorrow morning the
Lord will show who is His, and who is holy,
and will bring him near to Himself; even the
one whom He will choose, He will bring near
to Himself. 6 Do this: take censers for
yourselves, Korah and all your company, 7
and put fire in them, and lay incense upon
them in the presence of the Lord tomorrow;
and the man whom the Lord chooses shall
be the one who is holy. You have gone far
enough, you sons of Levi!”

Numbers 16:8-10
8 Then Moses said to Korah, “Hear now,
you sons of Levi, 9 is it not enough for you
that the God of Israel has separated you
from the rest of the congregation of Israel,
to bring you near to Himself, to do the
service of the tabernacle of the Lord, and to
stand before the congregation to minister to
them; 10 and that He has brought you near,
Korah, and all your brothers, sons of Levi,
with you? And are you seeking for the
priesthood also?

Numbers 16:11
11 Therefore you and all your company are
gathered together against the Lord; but as
for Aaron, who is he that you grumble
against him?”

Numbers 16:3
3 They assembled together against Moses
and Aaron, and said to them, “You have
gone far enough, for all the congregation
are holy, every one of them, and the Lord is
in their midst; so why do you exalt
yourselves above the assembly of the
Lord?”

民数記16：5-7
5彼はコラとその仲間全員に話しかけて言っ
た、「明日の朝、主はだれが彼であり、だれが

聖なる者であるかを示し、彼をご自身に近づ

けます。彼が選ぶ者でさえ、彼は彼自身に近

づくでしょう。 6これをしなさい：あなた自身、コ
ラとあなたのすべての会社のために香炉を取

り、7そしてそれらに火をつけ、そして明日主
の前で彼らに香をたてなさい。そして主が選ば

れる人は聖なる人となる。あなたは十分に行

きました、あなたはレビの息子です！」

番号16：8-10
8モーセはコラに言った、「さあ、レビの子らよ、
9イスラエルの神があなたをイスラエルの他の
会衆から引き離し、あなたをご自身に近づけ、

主の幕屋に仕え、会衆の前に立って彼らに仕

えること。 10そして、彼があなたを近づけたの
は、コラと、レビの子であるあなたのすべての

兄弟たちです。そして、あなたも神権を求めて

いますか？

番号16:11
11それゆえ、あなたとあなたのすべての仲間
は、主に逆らって集まっている。しかし、アーロ

ンに関しては、あなたが彼に対して不平を言う

のは誰ですか？」

数字16：3
3彼らはモーセとアロンに向かって集まって
言った、「あなたは十分に行った。すべての会

衆は聖なる者であり、すべての会衆は聖なる

者であり、主は彼らの真っ只中にいるからで

ある。では、なぜあなたは主の集会よりも自分

を高くするのですか？」



Numbers 16:12-14
12 Then Moses sent a summons to Dathan
and Abiram, the sons of Eliab; but they said,
“We will not come up. 13 Is it not enough
that you have brought us up out of a land
flowing with milk and honey to have us die
in the wilderness, but you would also lord it
over us? 14 Indeed, you have not brought
us into a land flowing with milk and honey,
nor have you given us an inheritance of
fields and vineyards. Would you put out the
eyes of these men? We will not come up!”

Numbers 16:15
15 Then Moses became very angry and
said to the Lord, “Do not regard their
offering! I have not taken a single donkey
from them, nor have I done harm to any of
them.”

Numbers 16:23-33
23 Then the Lord spoke to Moses, saying,
24 “Speak to the congregation, saying, ‘Get
back from around the dwellings of Korah,
Dathan and Abiram.’” 25 Then Moses arose
and went to Dathan and Abiram, with the
elders of Israel following him, 26 and he
spoke to the congregation, saying, “Depart
now from the tents of these wicked men,
and touch nothing that belongs to them, or
you will be swept away in all their sin.” 27
So they got back from around the dwellings
of Korah, Dathan and Abiram; and Dathan
and Abiram came out and stood at the
doorway of their tents, along with their wives
and their sons and their little ones.

番号16：12-14
12モーセは、エリアブの子であるダタンとアビ
ラムに召喚状を送った。しかし彼らは言いまし

た ｢私達は現れ  ません13わたしたちを荒野で
死なせるために、牛乳とはちみつが流れる土

地からわたしたちを連れてきただけでは十分

ではありませんが、あなたはわたしたちを支配

するでしょう。 14確かに、あなたはわたしたち
を牛乳とはちみつが流れる地に連れて来な

かったし、畑やぶどう畑の相続財産も与えてく

れなかった。これらの男性の目を消してくれま

せんか？出てこない！」

番号16:15
15モーセは非常に怒って、主に言った、「彼ら
のささげ物を考慮しないでください。私は彼ら

からロバを一匹も連れて行かなかったし、彼ら

のどれにも危害を加えたことはなかった。」

番号16：23-33
23そこで主はモーセに言われた、24「会衆に
話しかけて、 『コラ、ダタン、アビラムの住まい
の周りから帰りなさい』と言った。」25モーセは
立ち上がって、ダタンとアビラムの長老たちと

一緒に行った。 26イスラエルは彼に続いて会
衆に話しかけ、「今、これらの邪悪な人々の天

幕から出て、彼らのものに触れないでくださ

い。さもないと、彼らの罪のすべてに流されて

しまいます」。 27そこで彼らは、コラ、ダタン、
アビラムの住居の周りから戻ってきた。ダタン

とアビラムが出てきて、彼らの妻と息子と子供

たちと一緒に、彼らの天幕の戸口に立った。



28 Moses said, “By this you shall know that
the Lord has sent me to do all these deeds;
for this is not my doing. 29 If these men die
[p]the death of all men or if they suffer the
fate of all men, then the Lord has not sent
me. 30 But if the Lord brings about an
entirely new thing and the ground opens its
mouth and swallows them up with all that is
theirs, and they descend alive into Sheol,
then you will understand that these men
have spurned the Lord.”

31 As he finished speaking all these words,
the ground that was under them split open;
32 and the earth opened its mouth and
swallowed them up, and their households,
and all the men who belonged to Korah with
their possessions. 33 So they and all that
belonged to them went down alive to Sheol;
and the earth closed over them, and they
perished from the midst of the assembly.

1. Our view of ourselves gets distorted

Numbers 16:8-10
8 Then Moses said to Korah, “Hear now,
you sons of Levi, 9 is it not enough for you
that the God of Israel has separated you
from the rest of the congregation of Israel,
to bring you near to Himself, to do the
service of the tabernacle of the Lord, and to
stand before the congregation to minister to
them; 10 and that He has brought you near,
Korah, and all your brothers, sons of Levi,
with you? And are you seeking for the
priesthood also?

2. Our view of others gets distorted

28モーセは言った、「これによって、あなたは
主がこれらすべての行いをするためにわたし

を遣わされたことを知るでしょう。これは私のし

ていることではないからです。 29これらの人
がすべての人の死を死ぬか、すべての人の

運命に苦しむならば、主はわたしを遣わされ

なかった。 30しかし、主が全く新しいことをも
たらし、地がその口を開いて、彼らのものすべ

てを飲み込み、彼らが生きてシェオルに下る

ならば、あなたはこれらの人々が主に拍車を

かけたことを理解するであろう。」

31彼がこれらすべての言葉を話し終えると、
その下にあった地面が裂けた。 32地はその
口を開いて彼らと彼らの家族と、コラに属する

すべての人々を彼らの所有物と共に飲み込ん

だ。 33それで彼らと彼らに属するすべてのも
のは、生きてシェオルに下った。そして大地は

彼らの上を閉じ、彼らは集会の真っ只中から

死んだ。

1.私たち自身の見方が歪む

番号16：8-10
8モーセはコラに言った、「さあ、レビの子らよ、
9イスラエルの神があなたをイスラエルの他の
会衆から引き離し、あなたをご自身に近づけ、

主の幕屋に仕え、会衆の前に立って彼らに仕

えること。 10そして、彼があなたを近づけたの
は、コラと、レビの子であるあなたのすべての

兄弟たちです。そして、あなたも神権を求めて

いますか？

2.他人に対する私たちの見方が歪む



3. Our view of God gets distorted

Numbers 16:11
11 Therefore you and all your company are
gathered together against the Lord; but as
for Aaron, who is he that you grumble
against him?”

3.私たちの神の見方は歪められます

番号16:11
11それゆえ、あなたとあなたのすべての仲間
は、主に逆らって集まっている。しかし、アーロ

ンに関しては、あなたが彼に対して不平を言う

のは誰ですか？」


