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シラク (集会の書) 

シラク、または集会の書の息子イエスの知恵 

不確かな著者によって行われたプロローグ 

このイエスは、シラクとイエスのもとに孫の息子 

彼と同じ名前の: この男はそのために住んでいた、 

後者の時間、人々 は捕えられて、あった後、 

もう一度、ホームと呼ばれる、ほぼすべての預言者の後。

今 

彼の祖父のイエス ・ キリスト彼自身が子と男だった 

偉大な勤勉さと知恵は、ヘブル人への 

賢明な人の墓と短い文章を収集だけでなく 

彼の前にされていたが、彼自身はまたのいくつかを口 

多くの理解と知恵の完全な自分。ときとして 

したがって最初のイエスが死なれた、ほぼこの本を残して 



完成、シラク彼の息子は、彼がそれを彼に残した後受信 

自分の息子イエスは、誰が、彼の手にしてもらった 

それをすべて 1 つのボリュームに整然としたコンパイル

し、呼ばれる 

知恵、彼自身の名前、父親のそれの両方を intituling 

名、および彼の祖父の;によって聞き手を魅力的な非常に 

これの研究に大きな愛を持っている知恵の名前 

本。名言、暗い文章で containeth したがって 

たとえとのある特定の古代信心深い話 

神を満足している男性また、彼の祈りと歌。さらに 

神は彼の人々 と何に攻めよメリット 

彼は彼らの敵に山盛りあった災害。このイエス 

ソロモンを模倣し、知恵も有名だったし、 

学習、両方が本当に素晴らしい学問のある人など 

いわれています。 

シラクの息子イエスの知恵のプロローグ。 



わたしなど素晴らしいものが配信されているに対し 

私たちは律法と預言者によって、他の人 

ことイスラエル共和国がするべきである彼らのステップに

従った 

学びと知恵の表彰証拠としてだけでなく 

読者ニーズを必要がありますになる巧みな自分も 

学ぶことを望む彼らである彼らの利益を得ることが 

せずに、スピーキング、ライティングによって両方: 私の

祖父 

イエスは、彼は多くの読書に彼自身を与えていたとき、 

法と、預言者と私たちの父親の他の本と 

そこに適切な判断を得ていた、また描かれました。 

学習に係る何かを書くことが自分と 

知恵;意図するがについては、望んでいるもの 

これらの事に夢中になっていると、多くの利益を得る可能

性があります 



法律に従って生きる。何のためにあなたを intreat させて

ください。 

好意と注意と許し、前記それを読む 

我々 が持っているいくつかの単語の短い来るかもしれま

せん 

勞を解釈します。口に同じものを 

ヘブライ語と別の舌に翻訳されていないが、 

それらの同じ力: とだけでなくこれらの事、法律 

自体と予言者の本の残りの部分はありません。 

小さな違いは、彼らは彼ら自身で話されているとき 

言語です。8 つの 30 分の 1 年に入ってくる 

エジプト、Euergetes あったとき継続的な王、いくつか 

時間、ない小さい学習の本を見つけた: 従って私 

いくつかのデューデリジェンスを授けるにとって最も必要

と考える 

それを解釈する苦労偉大な油断とスキルを使用してくださ

い。 



最後に本を持参しの項にその空間に 

それらも、奇妙な国では、学ぶために喜んで 

法律の後ライブにマナーで前に準備しています。 

{1:1}、主からのすべての知恵が来る、彼は、 

永遠に。 

{1:2}、海と滴の砂を数人 

雨の中の永遠の日? 

{1:3}、天の高さを調べることができ、 

地球と、深い知恵の広さですか。 

{1:4} 知恵かれらすべてのものの前に作成された、 

永遠から慎重さの理解。 

{1:5} 最も高い神の言葉の泉は、します。 

知恵;彼女の方法、永遠の戒めです。 

人 {1:6} かれらの知恵のルートは明らかにされて?または 

彼女の賢明な助言を知られてかれ人ですか。 

{1:7} [人わたしの知恵の知識は、今まで 



マニフェストしたのですか。彼女の偉大なアッラーの理解

と 

経験ですか?] 

{1:8} がある 1 つの賢明な非常に恐れ、主 

彼の玉座に座っています。 

{1:9} 彼彼女を作成したと、彼女を見て、彼女の番号と 

すべての彼の作品に彼女を注ぎ出す。 

{1:10} 彼女は彼の才能と彼のすべての肉、 

彼の愛に彼女を賜わった。 

{1:11} 主を恐れることは、名誉と栄光、そして 

喜びと歓喜のクラウン。 

{1:12} 主を恐れる maketh、陽気な心と 

喜び、喜び、および長寿命を授けられます。 

{1:13} 主を恐れる者それは彼に行こう 

最後に、彼は彼の死の日に好意を見つけるしなければなり

ません。 



{1:14} 主を恐れることは知恵の始まり: と 

それは子宮の中で忠実に作成されました。 

{1:15} 彼女は男性と永遠の基礎、内蔵なた 

彼女の種子を継続しなければなりません。 

{1:16} 主を恐れることは知恵の fulness と 

彼女の果物を持つ男性。 

{1:17} 事が望ましいとすべての彼らの家を filleth 彼女 

彼女の増加とたまる。 

{1:18} 主を恐れることは知恵の王冠を作る 

平和と繁栄の完璧な健康両方の贈り物であります。 

神の: それは彼の愛の喜びを enlargeth と。 

{1:19} 知恵は、スキルと知識を raineth 

立ってを理解し、それらに敬意を exalteth 

彼女の高速を保持します。 

{1:20} 知恵のルートは、主を恐れると 

その枝は、長寿命です。 



{1:21} 主を恐れる経たぬ罪:、 

現在、それは怒りをそらします。 

{1:22} 猛烈な男は正当化できません。動揺 

彼の怒りは、彼の破壊になりません。 

{1:23} 患者の男が時間のため、その後に涙が 

喜びは、かれ春しなければなりません。 
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{1:24} 時間と唇の彼の言葉を非表示になります 

多くは、彼の知恵を宣言しなければなりません。 

{1:25} 知識のたとえ話は、の宝物 

知恵: が、神を敬うことは、罪人に憎まれる。 

{1:26} 汝は知恵を望む場合は、戒めを守る 

主は、なた彼女を与えなければなりません。 

{1:27} 主を恐れることは知恵と命令するため。 

信仰と柔和は彼の喜びであります。 

{1:28} 主の恐怖を不信は、なたとき 



悪い: ないかれ二重心臓に来る。 

{1:29} 男性の目の前で偽善者であるし、取る 

あなたが何もに良い耳を傾けます。 

{1:30} を讃えて汝、汝は落ちるとをもたらす傷 

汝の魂を不名誉し、神が汝の秘密を発見するので 

そして、集会の中でダウン キャストなた 

汝ふるえて、主の恐怖に真実ではないが、 

あなたの心は、偽りだらけです。 

{2:1} 息子、汝は、主に仕えるに来る場合準備なた 

誘惑の魂。 

汝の心臓あたりまえと常に耐える、{2:2} のセットと 

トラブルの時でない速攻を作る。 

かれ、{2:3} クリーブを出発でないと汝 

mayest が汝の最後で増加します。 

{2:4} 一切持って来られる thee を陽気に、 

される患者汝アート低不動産に変更されたとき。 



{2:5} 火と受け入れられる男性に金を試みた 

逆境の炉。 

{2:6} を信じて、彼と彼は助けます。あなたの道を注文し

ます。 

あたりまえと彼を信頼します。 

{2:7} あなたがたは主を恐れることは彼の慈悲を待つ行く

と 

さておき、あなたがたが落下しないように。 

{2:8} あなたがたは主を恐れることを信じた;あなたの報酬 

失敗しないものとします。 

良い {2:9} あなたがたは主を恐れることを願う 

永遠の喜びと慈悲。 

{2:10} を見て、昔の世代とを参照してください。今までや

った 

いずれかは、主に信頼し、混同されましたか?か、任意の

遵守 



彼の恐怖に勘当されたとですか?あるいは誰か彼まで軽蔑

される、 

それは、彼と呼ばれるか。 

{2:11} 主は、思いやりと慈悲、 

寛容、および非常に哀れな罪をゆるすと、 

苦悩の時間で saveth します。 

{2:12} 恐ろしい心とかすかな手に災いして 

罪人の 2 つの方法! 

{2:13} わざわい小心である!己が信ずるの 

ありません。したがってしなければならない彼擁護できま

せん。 

{2:14} あなたがたの忍耐を失っている災い!そしてなんと 

あなたがたの主は、あなたを訪問しなければならないとき

だろうか。 

{2:15}; 彼の言葉に背くがない彼らは主を恐れる 

彼らは彼の愛は彼の方法を続けます。 



{2:16} 主を恐れる彼らであることに努めます 

まあ、かれを喜ばせる彼らは彼を愛してはなりません。 

法律でいっぱい。 

{2:17} 主を恐れる彼らは彼らの心を準備 

謙虚に彼の目の前で自分の魂と 

{2:18} と言って、我々 は主の手に陥るだろう 

男性の手に: の陛下は、ので、彼 

慈悲。 

{3:1} O の子供、あなたのお父さんは私を聞くし、その後

は 

あなたがたは安全かもしれない。 

{3:2} 主アッラー父の名誉を与え、 

子供たちは、母親の権威を確認かれと 

上の息子。 

償いを maketh、{3:3} 者 honoureth 彼の父 

罪。 



{3:4} と一つとして彼は彼の母の honoureth は、 

宝を layeth します。 

{3:5} 者 honoureth 彼の父親は彼の喜びになりません。 

自分の子供;彼は彼の祈りを maketh とき、彼はならないと 

聞いた。 

彼の父を honoureth {3:6} 彼はならない寿命が長い。 

主に従順である彼は慰めになりません。 

彼の母親。 

主を恐れる {3:7} 彼は彼の父に敬意を表し、 

彼の両親は、彼のマスターに奉仕を行います。 

{3:8} 名誉なたの父と母の両方の言葉で、 

証書、祝福は、それらから汝の上に来るかもしれない。 

父の祝福のため {3:9} establisheth 家 

児童母の呪い rooteth が、 

基礎。 

{3:10} 栄光汝の父の不名誉ではないです。なた 



父の不名誉には、わたしの栄光はありません。 

{3:11} 男の栄光は彼の名誉のため 

父です。不名誉で母親は恥を受けると、 

子供たち。 

{3:12} 私の息子、父彼の年齢し、彼を助ける 

彼 liveth として長くないです。 

{3:13} 彼の理解に失敗した場合と忍耐を持っていると 

彼;汝は汝の完全な強さのときではなく、彼を軽蔑しま

す。 

{3:14} はならないあなたの父の緩和のため 

忘れて: となたをビルドに追加しなければならない罪では

なく 

アップ。 

{3:15} それでなければならないあなたの苦悩の日 

記憶;あなたの罪も離れての氷を溶かすしなければならな

い、 



公正な暖かい天気。 

{3:16}; 冒涜する者として、彼は彼の父を捨てて、そして 

彼の母親を angereth 彼は呪われて: 神の。 
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{3:17} 息子、柔和; であなたのビジネスに行くだから 

汝は承認されている彼の愛されることなかれ。 

{3:18} より汝は、もっと謙虚になれや 

汝は主の前に好意を見つけることなかれ。 

{3:19} と名声の高いところに多い: が 

柔和な謎が明らかに。 

{3:20} 主の力は大きいと彼は 

卑しいの名誉を与えられます。 

{3:21}、なたのためにあまりにも難しいことしていないを

求める 

どちらもは汝の力以上のものを検索します。 

{3:22} そこで考えると、あなたを命じた何ですが、 



畏敬の念、それのためではありませんして、汝と汝の入用

です 

目の秘密であるもの。 

{3:23} できない不必要な問題で好奇心が強い: 詳細 

ものでは、男性を理解するよりも、わたしは関係を示し。 

{3:24} 自分の無駄な意見によって欺かれ、多くの 

邪悪な疑いは彼らの判断を転覆かれ。 

{3:25} 目なし光が必要なた shalt: 公言しない、 

知識したがってなたないこと。 

{3:26}; 最後に悪を運賃ならない頑固な心彼 

危険を愛する者をそこに滅びる。 

{3:27} 頑固な心は悲しみ; と積まれるものとします。 

邪悪な男は、罪に罪をヒープしなければなりません。 

{3:28} 誇りに思っての罰ではない救済; 

邪悪な植物 hath 彼のルートを取得します。 

{3:29} の心を理解するたとえ。 



気配りのある耳、賢明な人間の欲望。 

{3:30} 水癒やす炎;言葉づかいで施し、 

罪の贖い。 

{3:31} 良いターンを requiteth 彼は意識、 

以下になる場合があります。彼がしなければならないとき

彼が弟と 

ご滞在を見つけます。 

{4:1}、息子をだます彼の生活の貧しい人々 ではないし、 

長く待つ必要はない貧乏な目を作る。 

{4:2} する飢えた魂ではない悲しみとなります。どちらも

誘発します。 

彼の苦痛の人。 

{4:3} が緩和悩ませてきた問題; 心にないより多くの問題を

追加します。そして 

必要としていることを彼に与えることを延期します。 

{4:4} がない苦しむ; の嘆願を拒否します。どちらも 



貧乏人からあなたの顔を向けます。 

{4:5} ターン離れていない汝は、貧しい人々 から目し、を

与える 

彼にあなた呪い機会なし。 

{4:6} の場合、彼は彼の魂の苦味であなたを呪い彼 

彼は彼の祈りを審理します。 

{4:7} 汝自身の会合、愛を得るし、ボー 

偉大な男になたの頭。 

{4:8} みましょうそれはないなたにあなたの耳の屈服を悲

しむ、 

貧しい人々、彼の柔和で優しい答えを与える。 

{4:9} の手から間違って suffereth 彼を提供します。 

迫害者;憶病 sittest なたとき 

判断します。 

{4:10} 母子、わたしのではなく父として、 

母親がた夫: 汝はの息子といけないので、 



ほとんどの高と彼を愛するように汝の母親よりもなた 

おられます。 

{4:11} 知恵 exalteth 彼女の子供とのホールドを layeth 

それらは彼女を求めています。 

{4:12} 彼女を愛する者は人生を愛する者彼らはしようとし

て 

彼女は早く喜びに満たされるものとします。 

{4:13} 彼女の高速を統率する彼は栄光を継承しなければな

りません。そして 

彼女が飼何処に、主をほめたたえます。 

{4:14} 彼女を提供するものとの世話をする神聖な 1 つ。 

彼女を愛してそれら主を愛しておられます。 

{4:15} 国を裁く者は彼女の耳を与えられます。 

彼女に付き添って彼は安全に住むものです。 

{4:16} 彼が継承しなければならない場合は、男は彼女に自

分自身をコミット、 



彼女;彼の世代の所持抱っこしなければなりません。 

{4:17} 最初に彼と歩いて彼女が曲がった 

方法と恐怖をもたらすと彼に、恐怖、彼の苦しみ 

彼女の規律は、彼女が彼の魂を信頼し、彼を試すまで 

彼女の法律。 

{4:18}、彼女はイエスに言った、まっすぐな道を返します 

彼と供え、なぐさめと彼女の秘密。 

{4:19} 彼がいかない場合彼女は彼を見捨てるしを与える

が、 

彼に彼自身の破滅へ。 

{4:20}、機会を観察し、悪への用心しなさいそして 

それは汝の魂を concerneth するとき、恥ずかしいしない

こと。 

{4:21}; 罪を切り倒されて恥があります。あると 

栄光と恵みである恥を知れ。 

{4:22} 人なたの魂を受け取らず、教えてください、 



どんな男の畏敬の念を引き起こす秋になた。 

{4:23}、機会があるときに話すことを控えると 

善を行うし、非表示に彼女の美しさであなたの知ではな

く。 

{4:24} 知恵音声によって知られているもののため: と 

舌の単語学習。 

{4:25}; 真実に対して話す賢明な羞恥を感じるが、 

汝の無知の誤差。 

{4:26}; 汝の罪を告白する恥ずかしいことないです。 が強

制的にしないと 

川のコース。 

{4:27} 作る汝下役をする愚かな男。 

どちらもはの強大な人を受け入れます。 

{4:28} の死と主、かれの真実のものとするために努力 

あなたのために戦います。 

{4:29} 性急ななたの舌と汝の行い余裕でできません。 



怠慢。 
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{4:30} 汝の家もの間で frantick のライオンとしてできませ

ん。 

汝のしもべ。 

{4:31} が受け取るには、伸ばしてないの汝の手を手放すと 

シャット ダウン時汝一本を返済。 

{5:1}; 汝の商品にあなたの心を設定します。私と言うと 

私の人生のために十分。 

{5:2} に従っていない汝自身の心とあなたの力に 

あなたの心の方法で歩きます。 

{5:3} と言う者 controul 私私の作品ないですか? 

主のあなたのプライドを復讐確かに。 

{5:4} 言ってやるがいい、私は罪を犯しているとどのよう

な害があります。 

わたしは起こったのか。主の longsuffering の彼が 



賢いさせない行くなた。 

{5:5} を追加するを恐れることがなくできないに関するな

だめ、 

罪に至る罪: 

{5:6} と言っていない彼の慈悲は素晴らしいです。彼は平

定されます。 

多くの私の罪のため: 慈悲と怒りが来る 

彼から彼の憤りが罪人にユウドと。 

{5:7} を作る主に切りない先送りする結果なし 

日: 突然しなければならない主の怒り 

来るとなたは破壊されることなかれ、汝のセキュリティと 

復讐の日で滅びる。 

{5:8} セット商品の不当を得て、時に汝は心の 

彼らしなければならないない災難の日にあなたを利益しま

す。 

すべての風とに行くではなく {5:9} 箕すべて 



方法: の二重舌のある罪人をおられるので。 

{5:10} コンディショニング汝理解します。あなたの言葉を

聞かせてと 

同じであります。 

{5:11} よ。誠実な; あなたの人生そして 

忍耐とは、答えを与えます。 

{5:12} 汝が汝の隣人に答える理解した場合 

されていない場合は、あなたの口にあなたの手を置きま

す。 

{5:13} 名誉と恥は、話: との舌 

男は、彼の秋です。 

{5:14}、ささやきを呼び出されるないと待ってではなく嘘

をつく 

汝の舌: ファウルの恥は、泥棒と悪 

ダブル舌に非難。 

{5:15} できない偉大な問題のすべてのものを知らないか、 



小さい。 

{6:1}、友人の代わりになる敵。ため 

[それ] 汝は病気名、恥を継承ことなかれ、 

叱責: 二重舌のある罪人をもしなければなりません。 

{6:2} 汝自身の心の弁護人で汝を賞賛します。 

なたの魂が [迷うだけ] 牛ないバラバラに引き裂かれる 

{6:3} 汝は汝の葉を食べるし、あなたのフルーツを失うこ

となかれ、 

乾燥木まま汝自身を知れ。 

{6:4} 邪悪な魂が、それ hath 彼を破壊しなければならない

と 

彼は彼の敵の軽蔑に笑ったしなければなりません。 

{6:5} 甘い言語は友人が乗算されます: と 

fairspeaking 舌は親切なご挨拶を増加します。 

{6:6} 多くの平和である: 1 つはそれにもかかわらずありま

す。 



千のカウンセラー。 

{6:7} えた場合友人を得る、彼が最初に証明されます。 

彼を信用する性急ません。 

{6:8} のいくつかの男は、彼自身の機会に、友人と 

あなたの悩みの日に守ることはありません。 

{6:9}、敵意になって、友人 

争い、汝の叱責を発見します。 

{6:10} また、いくつかの友人は、テーブルで仲間 

なたの苦悩の日に続行されません。 

{6:11} が、彼は、自分自身としてとなたの繁栄に 

汝のしもべを太字にします。 

{6:12} 汝が低く持って来られる場合、彼は、あなたに対し

てだろうと 

あなたの顔から彼自身が表示されなくなります。 

{6:13} 汝の敵から自分自身を分離し、注意を払う 

なたの友人。 



{6:14} ・ フェイスフル友人は強力な防衛: と彼を 

かれらを発見したこんなものかれら宝物。 

{6:15} 何もは忠実な友人と彼を countervail おられる 

閣下は貴重です。 

{6:16} 忠実な友人は命の薬いて 

主は彼を見つけるしなければならないことを恐れていま

す。 

{6:17} 主を恐れる者は、彼の友情をさせなければなりませ

ん。 

あたりまえ: のため、彼は、ので彼の隣人でなければなら

ないまた。 

{6:18} 私の息子汝の若者から指示を集める: ので、 

汝の老後まで知恵を見いだせないであろう。 

{6:19} ploweth、soweth は、一つとして彼女の所へ来なさ

い 

彼女の良い果物を待つ: なたないで大いに苦労ことなか

れ、 



彼女について労働なた shalt 右彼女の果実を食べるが、 

もうすぐ。 

{6:20} 彼女は、無学に非常に快適ではない: 彼は 

理解せず、彼女と残っていません。 

{6:21} 彼女は彼を横たわる、審判の強大な石として 

ere の長いこと、彼は彼から彼女がキャストされます。 

{6:22} 知恵は彼女の名前によると、彼女は 

多くの人が明らかに。 

{6:23} 耳を傾け、私の息子、私のアドバイスを受けるし、

拒否 

ない私の弁護士、 

{6:24} 彼女の足かせとに首にあなたの足を置くと 

彼女のチェーン。 

{6:25} 弓ダウンあなたの肩、彼女を負うし、できません。 

彼女の社債と悲しんだ。 

{6:26} あなたの全体の心で彼女に来て、彼女を維持 



汝の力を持つ方法。 

{6:27} 検索と求める、彼女は知られているしなければなら

ないと 
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わたし: 彼女の手に入れたなたなたとき、ない行かせた。 

{6:28} 最後に彼女の残りを見つけることなかれなた 

汝の喜びになってしなければなりません。 

{6:29} それから彼女のしがらみでなければならない、あな

たへの強い防衛 

栄光のローブは彼女のチェーン。 

{6:30} に、彼女と彼女の黄金の飾りがあります。 

バンドは、紫色のレースです。 

{6:31} あなたは名誉のローブとしてに彼女を置くことなか

れ、 

なかれ彼女を置くあなたの喜びの王冠として。 

{6:32} 私の息子、なた場合なた shalt 教えられる: 場合 



汝萎凋を適用あなたの心、なた shalt 賢明であります。 

{6:33} もし汝は、汝を受け取ることなかれを聞いてみたい 

理解: 汝は汝の耳を弓, 場合に賢明な汝いけないと 

{6:34}; 年長者の多数に立つ切断 

かれには思えません。 

{6:35}; すべての敬虔な談話を聞くことをいとわないせ 

理解のないたとえなたをエスケープします。 

{6:36} 汝は物わかりのよい人場合、は、なたを取得し、 

しまえば、彼とわたしなたの足が彼のドアのステップを着

る。 

{6:37} 聞かせあなたの心は主の法令に 

彼の戒めに継続的に瞑想: 彼がしなければなりません。 

汝の心を確立し、汝の汝に知恵を与えるを所有していま

す。 

欲望。 

{7:1} 悪をしない、だから害はならないわたし。 



{7:2} から、不当な出発と不義を向けるものとします。 

なた。 

{7:3} 私の息子の溝に種をまく 

不義となた shalt ないそれらを享受 7 倍。 

{7:4} シークのどちらも主の優位性のない、 

王の名誉の座席。 

{7:5} は主の前に自分自身を正当化します。自慢しないと 

王の前にあなたの知恵。 

裁判官は、奪うことができないないこと {7:6} シーク 

不義いつでも汝は強大な人を恐れるなかれ 

汝のしょうじき邪魔 stumblingblock。 

都市の多数に対してではなく {7:7} おかしてし 

ない人々 の間でダウン キャスト汝汝自身を知れことなか

れ。 

{7:8} バインド時 1 つ罪のないです。1 つのなかの 

罰ではないです。 



{7:9} と言う多数の神を見ていない、私 

献金、彼が最も高い神に提供すると 

それを受け入れます。 

{7:10} 汝は汝の祈りを makest するとき臆病な人間はでき

ません 

なく施しを与えることを無視します。 

{7:11} 笑う彼の苦味で軽蔑する男ではないです。 

魂: humbleth し、exalteth ものがあります。 

{7:12} 考案汝の兄弟と嘘ではありません。どちらも、 

あなたの友人のように。 

{7:13} 嘘のいかなる方法にしない使用: カスタム 

その良いではありません。 

{7:14} は、年長者の多数の多くはない言葉を使用し、 

あまり時のせせらぎを作る汝はいり。 

{7:15} 嫌いない骨の折れる作業、どちらも飼育します。 

最も高いアッラーの定められました。 



{7:16} 番号汝自身の多数の間で 

罪人がその怒りを覚えて、長いやらないで。 

{7:17}、へりくだりなさい大きく: の復讐のため、 

信心深い火事ではありません、ワーム。 

{7:18} 変更ない友人のための何か良いではありません。 

オフィルの金のどちらも忠実な弟。 

{7:19} がない賢明な女性を見送る: 彼女の優雅さの 

ゴールドの上です。 

{7:20} しもべ worketh 本当に、一方請う彼ないです。 

悪。また、なたのために彼自身を完全 bestoweth 傭兵。 

{7:21} させて魂を汝の良い使用人を愛し、彼をだます 

いないの自由。 

{7:22} なたなた牛?それらに目を光らせている: そして、も

し彼ら 

あなたの利益のため、なたでそれらを保ちます。 

{7:23} なたなたの子供か。それらを指示し、おじぎ 



彼らの青年から首。 

{7:24} なたなた娘ですか?自分の体のケアを持ってくださ

い。 

供え汝彼らに向かって陽気。 

{7:25} は、汝の娘と結婚し、そうなたを持って 

重い問題を実行: の男に彼女を与えるが、 

理解します。 

{7:26} のあなたの心の後の妻をなたなたですか?彼女を捨

てます。 

しかし、軽い女には自分自身を与えます。 

{7:27} 全体のあなたの心とあなたの父の名誉し、忘れて 

汝の母親の悲しみではないです。 

{7:28} 汝 wast; それらのひとりのことを覚えています。そ

して 

どのようにあなたはそれらがあることを報いる聞けない汝 

なたのためか。 



{7:29} を汝の魂は、主を恐れ、畏敬の念を彼 

司祭。 

なたは、なたの強さは、彼が大好き {7:30} と 

なく、彼の閣僚を見捨てます。 

{7:31} 主を恐れるし、名誉司祭;彼を与えると 

それは彼の部分が命じられました。初穂と 

トレスパスの提供と、肩の贈り物と 

聖と聖の初穂の犠牲 

もの。 

{7:32} 貧しい人々 は、汝のものに手を伸ばすと、なた 

祝福を完成することがあります。 

{7:33} 生活にすべての人の目の前で贈り物アッラーの恵み 

ない拘束死者のため。 
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{7:34} 失敗涙を流すと嘆くことにはならない 

それらのことを嘆きます。 



{7:35} 病人を訪問する時間がかかるされません: しなけれ

ばならないことの 

あなたに愛されます。 

{7:36} 汝が手に takest 全く、覚えて、 

最後となたこと間違ってすべし。 

偉大な人ではなく {8:1} 努力 ' 汝は彼に陥るなかれ 

手。 

{8:2} 傷金持ちの男を争っていないいる彼 

なたを詰め: 金かれ、多くを破壊し、 

王の心を倒錯しました。 

{8:3} 努力は舌、溢れる男ではなく、 

彼の火の時にヒープにない木。 

{8:4} なかれ、汝の祖先が無礼な男ではない冗談 

不祥事を起こした。 

{8:5} 叱責、人間の罪から背きではなく、 

我々 は、すべて覚えている罰に値する。 



{8:6} 不名誉彼の古い時代の人間: さらにいくつかの 

私たちの古いワックスします。 

{8:7} 喜ぶ、死んでいる敵でないが、 

我々 はすべて死ぬことを覚えてください。 

{8:8} 軽蔑しない賢明なしかしの談話の紹介します。 

彼らのことわざと汝自身を知れ: それらのなたを学ぶべし 

命令、および使いやすさと偉大な人を提供する方法。 

{8:9} ミス長老たちの談話ではない: 彼らのためにも 

自分の父親とそれらの学んだ汝を学ぶべし 

理解し、必要な答えを与えるため requireth と。 

{8:10} ない罪人の石炭を Kindle は、汝が焼かれるように 

彼の火の炎。 

{8:11} の存在に [怒り] でないまで上昇、 

有害人彼がであなたをわなに掛けるに潜んでないようにな

た 

言葉 



{8:12} かれない貸すこと; 汝自身よりも強しため 

汝は彼 lendest、失われたが、カウントします。 

{8:13} なたの電源上の保証である: 汝である場合 

保証、支払うことに注意してください。 

{8:14}; 裁判官と法に行くためと判断したため 

彼によると彼の名誉。 

{8:15} 旅行方法で大胆な仲間と傷彼 

なた重傷になる: 彼は彼によると尽くすの 

自分の意志となたは、自分の愚かさを彼と滅びることなか

れ。 

{8:16} ではなく、怒っている人と彼と一緒に行く努力 

孤独な場所に: 血は何も彼の目の前で、 

ヘルプがない、彼はあなたを倒します。 

{8:17} 愚者ではない参照してくださいに彼は弁護士を保つ

ことはできません。 



{8:18} が見知らぬ人の前に秘密の事をしません。そなたの

ために 

ない彼をもたらすかなどは知らない。 

{8:19} 汝はすべての人に心を開くは、彼に報復するなかれ 

抜け目のないターンでなた。 

{9:1} 汝の胸の妻に嫉妬できないと 

彼女のいない自分自身に対して悪のレッスンを教えます。 

{9:2} に彼女の足を設定するのには女性がたないなたの魂

を与える 

汝の物質。 

{9:3} なたは彼女の罠に陥るなかれ、パンパンではなく満

たします。 

{9:4} 使用は女性の会社でもない、 

歌手、汝は彼女の試みで撮影するようにします。 

汝はないそれらによって分類されるメイドではなく {9:5} 

視線 

彼女の貴重なもの。 



{9:6} harlots なた失うことを許ないなたの魂を与える 

汝の継承。 

{9:7} 見て、市内の路上であなたのラウンドではないで

す。 

どちらもその孤独な場所で汝をましょう。 

{9:8} が美しい女性から目を向けると 

見ていない別の美しさされている多くの 

女性の美しさに騙されて同封の愛は 

火と火を付けた。 

すべてではない別の男の妻、また座ると {9:9} 座る 

汝の腕の中で彼女とで彼女とないあなたのお金を使うと 

ワイン;なかれ、汝の心はインクライン、彼女とで 

破壊に陥る汝汝の欲望。 

{9:10} を見捨てる古い友人ではないです。新しいのではな

いです。 



彼に匹敵する: 新しい友人は新しいワインとしてときで

す。 

古い、汝は喜びとそれを飲むなかれ。 

{9:11} 羨望しない罪人の栄光: 汝は知りたもう、 

彼の最後ができないものにしなければなりません。 

{9:12} がとんでもないことではない喜び 

喜び;しかし、彼らは処罰されなく行かないしなければな

らない覚えています。 

わたしの墓。 

{9:13}; を殺すために権威を持って男からなたを維持しま

す。 

だから shalt なたはない死の恐怖を疑う: 汝が来る場合と 

かれをなさない故障、彼は汝の命を奪うしないように 

現在: スネア、真っ只中なたおいでになることを覚えて 

汝は都市の胸壁に walkest。 

汝の隣人を推測 {9:14} 近く汝が聞けないと 



賢者に相談します。 

{9:15} は、賢明なとすべてのあなたの話を聞かせてなた 

コミュニケーション法律の最も高い。 

{9:16} せ男性だけ食べたり飲んだりとともにおられます。

せ 

主を恐れる、汝の田川します。 

{9:17} 仕事しなければならない熟練工の手の 

表彰: と彼のスピーチのための人々 の賢明な統治者。 

{9:18} 病気舌の男は危険で彼の都市;そして 

彼の話では無謀なこと彼に憎まれます。 

{10:1}、賢明な判断、彼の人々 に指示します。と、 

賢明な人の政府は発注されるも。 

彼は、{10:2} として人々 の判断は自分自身、します。 

役員;どんな人都市の支配者であり、 
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そこに住むすべての彼らはします。 



{10:3}、愚かな王 destroyeth 彼の人々;しかしを通じて 

都市権限である彼らの思慮分別でなければなりません。 

生息しています。 

{10:4} 地球の力は主の手に 

かつそれ以上彼に設定時刻が有益である 1 つ。 

{10:5} は、神の手では人間の繁栄: と 

筆記者の人に彼は彼の名誉をレイアウトしなければなりま

せん。 

{10:6} クマしないすべての間違いの隣人に憎しみ 

有害な慣行によって全く何もしません。 

神と人の前に {10:7} プライドは憎しみに満ちた: と両方で 

1 つのコミット罪をおられます。 

{10:8} 傷害、よこしまな取引のため、 

詐欺によって富を得た、1 つの王国を変換 

別の人。 

{10:9} 理由は、地球と灰の誇りですか。はないです。 



強欲男よりも邪悪なもの: その 1 setteth の 

自分の魂を販売。彼は生きている間彼が採れますので 

離れて彼の腸。 

{10:10}; 長い病気を医師の cutteth彼 

モローに王が死ぬ日であります。 

{10:11} 忍び寄る男が死んでいるとき彼を受け継ぐため 

事・獣・ ワーム。 

{10:12} プライドの初めは、川は 1 つ 

神から彼の心に彼のメーカーからなってと。 

{10:13} プライドは、アッラーの罪と彼の初め 

それは醜態を注ぐものとする:、従って主 

それらは奇妙な災害の時に持ってきて、それを打倒しまし

た。 

全く。 

{10:14} 主かれらの誇りに思って魂ダウン キャスト 

王子と身代わりでおとなしい設定。 



{10:15} 主かれらの誇りに思って根摘み 

国は、その場所に、卑しいを植えた。 

{10:16} 主は異教の国を打倒し、 

地球の基盤にそれらを破壊しました。 

{10:17} 彼は離れて、それらのいくつかと、それらを破壊

しました。 

そして、かれらが地球上から消滅する記念。 

{10:18} プライドは男性、また猛烈な怒りに作られません

でした 

それらの女性の生まれ。 

{10:19} 必ず種子と彼らは、彼らは主を恐れる 

それは彼の立派な工場を愛: 彼らは考えていない、 

法律は、前置きの種子;彼らは罪を犯す、 

戒めは、deceivable シードです。 

{10:20} 兄弟間でチーフは、彼が立派な;だから 

彼らが彼の目の主を恐れます。 



{10:21} 主を恐れるとどろきの取得する前に 

機関: 粗さと誇りは失ってその。 

{10:22} 彼は、高貴な金持ちか貧乏人が、かどうか彼らの

栄光は 

主を恐れる。 

{10:23} 貧しい人を軽蔑するための会合ではない男がかれ 

理解する;どちらもそれは罪を拡大する便利です 

男。 

{10:24} potentates と裁判官は、偉大な人でなければなりま

せん。 

名誉を与えられる;まだあるそれらのどれも彼を超えるこ

と 

主を恐れます。 

{10:25} わたしは賢いしもべしなければならないが、 

無料サービスを行う: 知識のある彼に恨みをされますと 

とき彼は改良されます。 



{10:26} なたのビジネスに overwise はできません自慢 

汝、汝の苦痛の時間では。 

彼は、laboureth、およびすべての aboundeth まさる 

{10:27} 

彼自身は、boasteth、パンを wanteth よりのもの。 

{10:28} 私の息子、柔和になたの魂を賞賛し、それを与え

る 

その尊厳によると名誉。 

{10:29} 人は自分に対して sinneth 彼を正当化します。 

魂か。人は彼を dishonoureth 彼を名誉と自分 

人生ですか。 

{10:30} 貧乏人は名誉を与えられた彼のスキルと、 

金持ちは自分の富の名誉を与えられました。 

{10:31} 彼は、貧困で光栄をどれだけ多く 

富か。彼は、どのくらいの富、前置きは、 

多くの貧困か。 



{11:1} 知恵は低の彼の頭を lifteth します。 

度、言葉づかいで彼は偉大な人の間に座ると。 

{11:2} 称賛彼の美しさの人間ではなくどちらも忌み嫌う 

外見の男。 

{11:3} ミツバチは飛ぶ; などの間で少ししかし、彼女のフ

ルーツは 

甘いもののチーフ。 

{11:4} 自慢ないなたの服と着物と賞賛 

汝自身の名誉の日: 主の作品の 

素晴らしいと男性の間で彼の作品は表示されません。 

{11:5}、地面に多くの王は座り込んでしまったそして 

王冠を着用の考えたことがない 1 つかれ。 

{11:6} 多くの勇士たちは大いに面目をつぶされた; されて

います。 

他の人の手に、立派な配信。 

真実を調べてなたなた前ではなくに、、責任を {11:7}: 



まず、理解し、叱責します。 

なたなた原因を聞いた前に、答えを {11:8}: 

彼らの話の中で男性がどちらも中断します。 

{11:9} 努力かなたを concerneth 問題ではないです。そして 

罪人の裁きではなく座っています。 

{11:10} 私の息子は、多くの事項ではなく干渉: の場合 

汝が多く干渉、汝の罪のない; ことなかれそして、もし汝 

汝を取得できないことなかれ後に、どちらも脱出 shalt な

た 

逃げる。 

{11:11} そこは、laboureth、そして、痛みを奪うと 

そんなのより多くの分離を maketh、急いで。 

{11:12} もう一度、別が遅いと必要性があるものがありま

す。 
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ヘルプ、希望の能力、および貧困の完全のまだの目 



主の良い、彼に見て、彼から彼を設定します。 

低い不動産 

{11:13}; の悲惨さから彼の頭を持ち上げて多く 

彼からを見たがすっかり平和、 

{11:14} 繁栄と逆境、生と死、貧困 

そして富、主の来る。 

{11:15} の理解、知識、知恵、 

法律、主である: 愛と良い作品の方法は、 

彼から。 

{11:16} エラーと闇は初めを一緒にしていた 

罪人: 悪は栄光に古いものとワックスと 

そこに。 

{11:17} 主の贈り物は、とんでもないと存す 

彼の好意はこれまでの繁栄をもたらしてくださります。 

{11:18} そこは、waxeth 彼の警戒心が豊かな、 

つまんでと彼のこの彼の報酬の部分。 



{11:19} せたと言われるに対し私は、残りの部分を発見し

たし、今 

私の商品の継続的に食べるまだ、彼は何を知っておられ

る、 

時間、彼に来るし、彼はそれらを残す必要があります。 

他の人に物事と死ぬ。 

{11:20} コンディショニング汝の契約して精通しているこ

と 

そこに、仕事で古いワックスと。 

{11:21} 罪人どもの作品ではなくマーベル信頼が、 

主よ、汝の労働に従うこと: それは簡単なこと 

貧乏人を豊かにする突然の主の視力。 

{11:22} 主の祝福の報酬では、 

信心深いと突然頭角を現す恵みを和らが。 

{11:23} 何を言うない、利益がある私のサービスですか?そ

して 

以下にあるものと良いものは? 



{11:24} もう一度、言っていない、私は、十分なし、多く

を持って 

ものとどのような悪は以下か。 

{11:25} 繁栄の日での物忘れがあります。 

苦悩: 苦悩の日がない以上 

繁栄の記憶。 

{11:26} の日に主に簡単なことです。 

死の彼の方法によると男に報酬を与える。 

{11:27} 時間の苦悩も忘れて男 

喜び: 彼の終わりに彼の行為を発見しなければなりませ

ん。 

{11:28} 判断どれも彼の死の前に祝福: 人間の 

彼の子供たちに知られているものとします。 

{11:29} が汝の家にないすべての男性をもたらす: のため、 

多くの列車、ある偽り人。 

{11:30} ようなヤマウズラとして撮影 [、飼] ケージの中、 



誇りに思っている; の中心です。ようなスパイとして 

watcheth の彼と 

汝の秋: 

{11:31} 彼は待機に葬られて、悪に良い背き 

価値があるもので賞賛は汝の上に非難を産みます。 

{11:32} 火の火花の石炭のヒープが焚かれ: と 

罪深い人間は、血を待つを layeth します。 

{11:33} worketh 彼のいたずら好きな男の注意を取る 

邪悪。彼は汝の上に永久しみをもたらすようにします。 

{11:34} は、汝の家に見知らぬ人を受け取る、彼が 

あなたを邪魔し、自分からなた。 

誰に知っている {12:1} いいなたときなた doest 

それ;だから汝は、汝の利点に感謝ことなかれ。 

{12:2} は信心深い人に善行をし汝を見つけることなかれ、 

報酬;彼はまだ最も高いから。 

{12:3} そこには常に彼に良い来ることないです。 が 



悪でも彼に占領が授けられるない施し。 

信心深い男とヘルプない罪人に {12:4} を与える。 

{12:5} はかれも卑しいであること、 

とんでもない: 汝のパンを我慢し、ないかれ傷 

彼はなたをそれにより overmaster: [他] 汝受信ことなかれ 

倍の悪のすべての良い汝を行っていることなかれ 

かれ。 

{12:6}、最も高い、罪人を憎むし、返済するため 

とんでもない、わたしの復讐に対してそれらを守る者と、 

彼らの罰の偉大な日。 

{12:7}、良いわたし与えるとヘルプ罪人ではないです。 

{12:8} 友達は、繁栄で知られていることはできません:、 

敵は、逆境で隠されることはできません。 

{12:9}、繁栄の男の敵は悲しまれるでしょう。 

しかし、友人も彼の逆境に出発します。 

{12:10} は決して汝の敵を信頼: のような鉄のよう rusteth、 



彼の邪悪です。 

{12:11} 彼は謙虚に、自分自身、身をかがめる、まだ行く

けど 

取るあなたにわたしはいけないと良い耳を傾けるし、彼の 

彼、ルッキング グラスを拭いてこむ汝と汝 

彼の錆 hath ないワイプされたこと全体で離れて知ってい

ます。 

ときかれ傷 {12:12} は、あなたではなく彼を設定します。 

なたは、なたの場所で彼のスタンド アップが転覆どちら

も座らせたら 

汝の右の手で彼は汝の座席を取り、千に求めるなかれ 

最後は、私の言葉を覚えているし、紛らわしい刺しされま

す。 

{12:13} 人はとりこになっては魅惑を残念な 

蛇、または、その野獣近付いて来るような? 

{12:14} を罪人にかえろうし、で汚されたように 

同情が彼の罪を彼か。 



{12:15} しばらく住むであろうあなたが、もし汝 

彼がやらないで、落下し始めます。 

{12:16} 敵は、しかし彼の唇で甘く語ら 

彼の心は、彼はピットにあなたをスローする方法を 

imagineth: 彼が 

彼の目に涙を流すが、彼は機会を見つける場合、彼はされ

ません。 

血も満足。 

{12:17} 逆境は汝の上に来る場合、あなたは彼を見つける

ことなかれ 

最初にそこ。しかし彼は助けあなたのふりをするまだ彼を

しなければなりません。 

なたを弱体化させます。 

{12:18} 彼は彼を振る、頭し、手をたたいて、 
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彼の顔を変更して、多くをささやきます。 



{13:1} ピッチを toucheth 彼は紛らわしい; 汚してなりませ

ん。 

彼は、誇りに思っている人間との交わりをアッラーのよう

なものと 

かれ。 

{13:2} 汝汝汝電源上の負担します。 

livest;いない 1 つは強しと交わり、 

汝自身よりも豊かな: 方法のやかんと、土に同意 

一緒に鍋か。もし 1 つが他に対して夢中 

壊れてなければなりません。 

{13:3} 金持ちよく間違っていると彼はまだ 

貰いたいのさ threateneth: 貧しい人々 が不当な扱いと彼は 

intreat する必要があります 

また。 

{13:4} の場合は彼の利益のため、彼はなたを使用: しか

し、もし 

あなたは何も、彼はあなたを見捨てます。 



{13:5} 汝は任意のものがあれば、彼は汝と共に生きます: 

はい、 

彼はあなたが裸になるし、それのため申し訳ありませんが

できません。 

なたの必要彼 {13:6} の場合、彼はあなたをだますと 

thee、笑顔し、希望; になた彼はなたを話す 

公正さと言う、汝を wantest か? 

{13:7} 彼まで彼の肉によってあなたの恥だろう彼と 

二度や三度と彼は笑うだろう最後に乾燥なたを描画 

その後、軽蔑になたときにあなたを見て、彼を見捨てるこ

とは 

なたは、なたで頭を振る。 

{13:8} 注意なたないだまさ、もたらした 

汝の快楽でダウンします。 

{13:9} 汝は強大な人の招待される場合、撤回します。 

汝自身を知れとそんなにより彼はなたが招待されます。 



{13:10} なかれ、汝に戻す; ない加護汝を押します 

なかれ、汝が忘れ去られるに立って遠く離れていません。 

{13:11} かれ話では、同じ値を適用しないに影響を与える

と 

ない彼の多くの言葉を信じる: の多くの通信で 

彼を誘惑、汝と汝の上に笑顔が出てなた 

秘密: 

{13:12} 残酷彼は汝の言葉をレイアウトし、しませんが、 

なたを行うにスペアを傷つけると刑務所であなたを置きま

す。 

{13:13} 観察と良い耳を傾ける、なた walkest のため 

汝の転覆の危険: これらの事を逸れるとき 

あなたの睡眠の目がさめています。 

{13:14} 主汝のすべての人生を愛し、彼のために呼び出す 

汝の救い。 



{13:15} すべての獣 loveth 彼のようなすべての人が愛され

る 

彼の隣人。 

{13:16} すべての肉は、親切で、人によると consorteth 

彼のように切断されます。 

{13:17} どんな交わりかれ子羊と狼か?だから 

信心深い罪人。 

{13:18} ハイエナの間どのような契約があると、 

犬ですか。金持ちと貧しい人々 の間どのような平和です

か。 

{13:19} 野生ろばのライオンの獲物として、 

荒野: 金持ちが貧しい人々 を食べるようにします。 

{13:20} 誇りに思って憎むように謙虚さ: その蓄えが豊富な 

abhor 

貧しい人々。 

{13:21} 落ち始めて金持ちは彼の開催 

友人: 彼がダウンしている貧乏人を突き飛ばすが、 



お友達と。 

{13:22} 金持ちの倒れたときかれは多くのヘルパー。 

彼は、話されていないことを語らし、まだ男性を正当化し

ます。 

彼: 貧乏人は滑って、そしてまだ彼らも彼を叱責彼 

告げ、賢明な場所はありませんでした。 

{13:23} すべての人が彼を統率とき金持ちの男が語ら 

舌と、見て、彼が言われた雲に謳歌するそれ。 

しかし貧乏人話す、彼らが言う場合どのような仲間はこれ

か。そして 

彼が遭遇する場合、彼らは彼を倒すに役立ちます。 

{13:24} 富が、罪をもたないかれ良いと 

貧困はとんでもないの口の中に悪いです。 

{13:25} 人間の心は、彼の表情を変化させます 

それが良いか悪いかどうか: maketh、陽気な心と、 

元気な表情。 



{13:26} 元気な表情は心のトークンを 

繁栄は、します。たとえ話から発見があり、 

心の退屈の労働。 

{14:1} 彼 hath 滑ってない人は幸いであります。 

口、そして罪の多数で刺してはないです。 

{14:2} その良心はない hath 彼は幸いです 

非難、彼と誰が彼の希望から落ちていない、 

主。 

{14:3} 富が niggard の美貌ではない:、何 

嫉妬深い男はお金で行う必要があります? 

自分の魂をだまし取ったによって召さ {14:4} 彼 

騒々しく彼の商品を使うものと、他の者します。 

{14:5} 彼自身は、誰が悪であるはず 

よし。彼は彼の商品で喜びを負いません。 

{14:6} がどれも彼自身を envieth するよりも悪い 

そしてこれは彼の邪悪の報酬。 



{14:7} と彼の効く、彼聞いてそれ不本意;そして 

最後に、彼は彼の邪悪を宣言します。 

{14:8} 嫉妬男かれ邪悪な目;彼が背き 

離れて彼の顔と男性を despiseth します。 

{14:9} 物欲しそうな男の目は彼に満足していません。 

部分;邪悪な罪は、彼の魂を drieth します。 

{14:10} 邪悪な目 envieth [彼の] パンと彼は、 

彼のテーブルで niggard。 

{14:11} なた良い能力によると、私の息子 

汝自身を知れ、主彼のため提供を与える。 

{14:12} がその死を覚えて、今後の長期ではできません 

そして墓の契約は thee は関係を示しではないです。 

{14:13} あなたが死ぬ前にお前の友にいいと 

汝の能力に応じてあなたの手を伸ばすし、彼に与えます。 

{14:14} は良い一日の自分自身をだますせないです。 
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良い欲望の一部立体交差なたです。 

{14:15} 別かれ汝の苦悩を残していないなた Shalt? 

なたの労苦をたくさん割るか。 

{14:16} を与えると取るとなたの魂を浄化あるため 

墓のごちそうを求めてないです。 

{14:17} すべての肉 waxeth の衣服として古い: のため、 

最初から契約は、汝は死を死ぬことなかれ。 

{14:18} 厚い木の緑の葉のようにいくつかの秋、 

いくつかの成長;肉と血と 1 つの世代は、します。 

終わりと別にきたるが生まれます。 

{14:19} すべての作業 rotteth し、consumeth と、 

従業貰いたいのさを行きます。 

{14:20} 良いものを瞑想しておられる人は幸いでありま

す。 

知恵は、それは彼の神聖なものの reasoneth と 

理解します。ing。 



{14:21} もの彼は彼の心で彼女の方法を省み、 

彼女の秘密の理解でもあります。 

{14:22} traceth、一つとして彼女の後行くし、嘘で待機 

彼女の方法。 

{14:23} 彼女の窓で prieth 彼がまたしなければなりませ

ん。 

彼女のドアに耳を傾けます。 

{14:24} 彼女の家の近くにロッジおられる彼はまたしなけ

ればなりません。 

彼女の壁にピンを固定します。 

{14:25} 彼彼の投球しなければならない彼女に近付いテン

トし、しなければなりません。 

良いもの宿泊施設ロッジします。 

{14:26} 彼は彼女の避難所の下で彼の子供たちを設定しな

ければならないと 

彼女の枝下ロッジしなければなりません。 

{14:27} 彼女によって彼が負担する熱、そして、彼女の 



栄光は、彼の住むをしなければなりません。 

{15:1} 主を恐れる彼はそんな良いと彼 

アッラーの法知識が彼女を受けなければなりません。 

{15:2} と彼女、彼に会うし、受信しなければならない母親 

処女の妻として彼と結婚しました。 

{15:3} 理解のパンは、彼女のフィードをしなければなりま

せん。 

彼は、彼に飲み物の知恵の水を与えると。 

{15:4} 彼は、彼女に滞在しなければならないしてはなりま

せん。 

移動;彼女に依存しなければならないし、混同してはなり

ません。 

{15:5} 彼女を称賛しなければならない彼と彼の隣人の上 

真っ只中、会衆の彼女は口を開くものとします。 

{15:6} 彼は喜びと喜びと彼女の王冠を見つけるものとしま

す。 

永遠の名を継承する考えをしなければなりません。 



{15:7} が、愚かな男性が彼女に達成しなければならないと 

罪人は彼女を参照しなければなりません。 

{15:8} 彼女は決して嘘つきプライド、男女の 

彼女を思い出すことができません。 

{15:9} 賞賛はそれのための罪人の口の中にあるまじき 

主の彼は送信されませんでした。 

{15:10} 称賛しなければならない知恵で口にするのと、 

主はそれを繁栄します。 

{15:11} と言う、汝はそれ落ちた主を通じて 

距離: 汝の預けて彼が憎む事をやらない。 

{15:12} と言うなたの彼の過ちせいかれ: 彼の 

罪深い人間の必要性をもたない。 

{15:13} 主憎むすべての醜態。いています。 

神の愛がない恐怖。 

{15:14} 彼自身、初めから人を作ったと 

彼の弁護人の手に彼を左 



{15:15}、戒めを守るになた場合に 

許容できる誠実さを実行します。 

{15:16} 火となたの前に水に設定彼 hath: ストレッチ 

規定かどうかなたがた汝の手。 

{15:17} 人間は生と死の前にかどうか彼 

liketh 彼を与えられなければなりません。 

{15:18} 主の知恵は素晴らしいと彼は 

強大な力、すべてのものをことごとくと。 

{15:19}、彼の目は、彼と彼を恐れてそれらの時に 

男のすべての作業を知っておられます。 

{15:20} 彼はいたずらっぽく、やる男命じないかれ 

どちらもかれ彼は罪をすべて男の免許証を与えられまし

た。 

{16:1} 欲望ない不採算の子供の多数 

どちらもとんでもない息子で楽しませてくれます。 

{16:2} 彼らを掛けますを除いて、それらではなく喜ぶ 



主を恐れることに。 

{16:3} 信頼ならない生活、どちらの点で、 

多数:; 1000 よりはちょうど 1 つは、そして 

良いこと、それは、それらを持っているよりも、子供たち

も死ぬことは 

とんでもない。 

{16:4} アッラーの 1 つ理解しなければならない都市 

補充する: 邪悪な親族がスピーディーにしなければならな

いが、 

荒涼となってください。 

{16:5} など多く見たことがないと私の目と 

僕の耳は、これらより大きい事を聞いたかれ。 

{16:6} 集会でとんでもないの火災でなければなりません。 

点火;反抗的な国家に怒り、火災のセットします。 

彼は落ちた古い巨人に向かって平定でした {16:7} 

先で自分の愚かさの強さ。 



{16:8} はどちらも彼に多くが逗留した場所場所を免れる 

しかし自分のプライドのためにそれらを abhorred しまし

た。 

{16:9} 彼同情しない、地獄だったの人々 

罪で離れて撮影。 

{16:10} も 60 万従僕たち 

心の硬さに一緒に集まった。 

{16:11} との間で 1 つ交ることができるがある、 

人は、マーベル場合は彼はエスケープ罰: 慈悲と 

怒りは、彼;彼は許すと注ぐように強大です 
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不快感。 

{16:12} 彼の慈悲は、素晴らしいですので、彼の補正も: 彼 

彼の作品によると男を裁判官します。 

{16:13} 罪人が彼の戦利品にエスケープしなければならな

い: と 



最も神聖の忍耐を妨げるものとします。 

{16:14} 慈悲のすべての仕事のための方法を作る: のすべて 

男は、彼の作品によると検索しなければなりません。 

{16:15} 主硬化ファラオ彼べきではないこと 

彼の強力な作品が知られていることを彼を知っている、 

世界。 

{16:16} 彼の慈悲はすべての生き物にマニフェスト彼 

かれ、アダマンドと闇の中から彼の光を分離します。 

{16:17} と言うなたの私は主から身を隠します。 

しなければならないすべては上から私を覚えていますか。

なりません。 

多くの人々 の間で記憶: 私の魂は、 

このような生き物の無限数の中で? 

{16:18} 見よ、天、天の天、 

、深い、地球とすべてのことがそこには、なりません。 

彼を訪問しなければならないときを移動します。 



{16:19} 山も、地球の基礎 

震える、主は彼らに looketh するとき動揺します。 

{16:20} 心考えることがないこれらの事にふさわしく。 

彼の方法を想像することができるか。 

{16:21} 男が見ることができるないが暴風雨である: のた

め、 

彼の作品のほとんどの部分を隠した。 

{16:22} 人は彼の正義の作品を宣言することができますか?

人や 

それらを耐えることができますか。彼の契約は、ダーレク

と裁判 

すべてのものの最終的には。 

{16:23} wanteth 理解彼は時にだと思う 

無駄なもの: 愚かな男を誤る愚行を imagineth と。 

{16:24} 息子、わたしは、傾聴し、知識を学ぶ 

あなたの心と私の言葉をマークします。 



{16:25} 私が供えなど重量、教義と宣言 

彼の知識正確。 

{16:26} 主の作品からの判断で行われています 

初め: 彼はそれらを作った時から彼を処分し、 

部分品 

{16:27} 彼は彼を添えて作品まで、彼の手で 

すべての世代に彼らの長は、: 彼らも 

労働、または疲れた、彼らの作品から中止。 

{16:28} それらのどれも hindereth と彼らがしなければなり

ません。 

彼の言葉に背くことはないです。 

{16:29} この後主は、地上に見たと 

彼の祝福でいっぱい。 

{16:30} 生きている事のすべての方法で彼はカバーかれ 

その顔彼らは再びそれに返還しなければなりません。 

{17:1} は主、地球の人間を創ったと彼 



それにもう一度。 

{17:2} 彼はそれらを与えた、数日と短い時間と 

そこに物事をまた電源します。 

{17:3} 彼が自ら、強度とそれらをただよって、 

彼のイメージによるとそれらを作った 

{17:4}、すべての肉に男の恐怖を入れたし、与えた 

彼の獣や鳥を支配。 

{17:5} 彼らはの 5 つの操作の使用を受信した、 

主よと六位の彼はそれらを付与 

理解と 7 のスピーチの通訳で 

着想を広めるその。 

{17:6} 弁護士と、舌と目、耳、そして心 

彼を与えたそれらを理解します。 

{17:7} それにもかかわらず彼の知識で埋め尽くして 

理解し、関係を示しそれら善と悪。 

{17:8} 彼は彼が彼らの心に彼の目を設定 



供えそれら作品の偉大さ。 

{17:9} 彼は栄光への彼の素晴らしい行為のそれらを与えた 

今まで、理解して彼の作品を宣言するということがありま

す。 

{17:10} 選出は彼の聖名を賛美しなければならないと。 

{17:11} 知識・法律この横に彼はそれらを与えた 

生活の遺産。 

{17:12}、彼らと永遠の約束をした彼と 

関係を示しそれら彼の判断。 

{17:13} 彼らの目を見た彼の栄光、威厳、 

耳は、彼の栄光の声を聞いた。 

{17:14} あなたがたのうち、すべての用心しなさい、 

不義。彼はすべての人の戒めと 

彼の隣人をに関する。 

{17:15} 彼らの方法まで、彼の前にしてはなりません。 

彼の目から隠した。 



{17:16} 青年期からすべての人間が悪に与えられました。

どちらも 

彼らを自身肉質心石。 

{17:17} の全体の国の部 

彼はすべての人々 に定規を設定地球しかし、イスラエル

は、 

主の部分: 

{17:18} 誰、彼の長子をされている彼は nourisheth 

規律と彼に彼の愛の光を与えていないおられる 

彼を見捨てます。 

{17:19} 従ってすべての彼らの作品は、前に太陽 

彼と彼の目は、継続的に彼らの方法に。 

{17:20} そのよこしまな行為のどれもに隠されて 

彼が罪をすべて、主の前に 

{17:21} しかし、主優雅な存在と彼を知ること 

技量、どちらも左も捨て、それらが免れる 



それら。 

{17:22} 男性の施しは、彼と彼の印として 

目のりんごとして人間の善行を維持し、 

息子・娘に悔い改めを与えます。 
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{17:23} 彼は上昇し、それらの報酬はその後、 

頭の上の彼らの報酬をレンダリングします。 

{17:24} かれら後悔する、彼はそれらを付与、 

返し、忍耐で失敗した人を慰めて。 

{17:25} 主に戻り、あなたの罪を捨てること 

彼に直面し、以下を怒らせる前に汝の祈り。 

離れて最も高いに再度電源を切り、{17:26} 

罪: ライトに暗闇から導く、彼の 

健康、汝に醜態を激しく嫌い。 

{17:27} 人は、墓で、最も高い称賛しなければなりませ

ん。 



彼らの代わりにライブし、感謝を与えるか。 

{17:28} からとして、死者の中から滅びこと感謝祭 

そうでないもの: 生活と心で音を賛美しなければならな

い、 

主。 

{17:29} はどのように偉大な主の慈しみを私たち 

神とわたし彼の思いやりなどにかれに 

神聖! 

{17:30} すべてのものは男性、できませんので息子 

人間の不滅ではないです。 

{17:31} 太陽よりも明るくは何ですか?まだ光 

その本質を見抜いてその;そして肉と血は悪を想像しま

す。 

{17:32} 彼は天の高さの力 vieweth 

すべての人は、地球と灰。 



{18:1} 彼は今までそれはひとりのあなたがたはすべてのも

のを作成 

一般的です。 

{18:2} 主のみ、義人は、他でもないです。 

彼は、しかし、 

{18:3} 彼の手のひらで世界については、人 

手とすべてのものは、彼の意志に従う: 彼はすべての王 

その中で世俗から神聖なものを分割力。 

{18:4} 誰に hath 彼を宣言する彼の与えられた力 

動作するか。人は彼の高貴な行為を見つけるものですか。 

{18:5} 陛下の強さを数人しなければならないか。そして 

人はまた彼のあわれみを告げなければなりませんか? 

{18:6} 主の不思議な作品がありますので 

何も撮影するから、どちらも任意のものを置かれるかもし

れない 

かれらは、どちらもそれらの地面発見できます。 



{18:7} 男かれ完了したら、彼は beginneth にし、そして 

彼はに見るとき、彼は疑わしいなりません。 

{18:8} とは何か人間、分からなかった彼を serveth か。何

だ彼 

良い, と彼の悪は何ですか? 

{18:9} 人間の数の日のほとんどが、 

百年。 

{18:10}、海と、gravelstone 水の滴のよう 

ビーチの砂の比較千年には、 

永遠の日。 

{18:11} は、したがって、彼らと神患者とは、たらい 

など彼の慈悲はそれら。 

{18:12} 彼が見たし、悪; 彼らの終わりを認識 

したがって、彼は彼の思いやりを乗算されます。 

{18:13}; 彼の隣人に向かって男のなすがままですだがしか

し 



主の慈悲はすべての肉に: 彼 reproveth と 

nurtureth、知恵ある者し、彼の羊飼いとして再度、なた 

群れ。 

{18:14} かれはそれらの慈悲、規律を受け取る 

熱心に後彼の判断を求めること。 

{18:15} 私の息子、傷ないなたの良い行い、どちらの使用

法 

あなたは任意のものを givest するときは不快な言葉。 

{18:16} ない露 asswage 熱をしなければならないか。単語

は、します。 

贈り物よりも優れています。 

{18:17} 本当に、言葉ではない贈り物より?どちらも 

優雅な男。 

{18:18} 愚か者が churlishly、責めてとの贈り物、 

目をうらやましそうに consumeth します。 



{18:19} 学ぶあなたが話す、フィジックを使用して前に、

またはこれまで 

あなたは病気になります。 

{18:20} 判断は、自分自身を調べる前に、日 

面会の汝は慈悲を見つけることなかれ。 

{18:21} へりくだりなさいあなたは病気になる前と、 

罪を供え悔い改めの時間です。 

{18:22} ようになたに汝の誓いを支払うことを妨げるも 

死を正当化するまで延期します。 

{18:23} あなたははいり; 汝自身を準備する前にできないと 

主を tempteth 1 つ。 

{18:24} に最後に、ならない怒りだと思うと 

復讐、彼は離れて彼の顔を有効にしなければならない場合

の時間です。 

{18:25} 汝が十分をしたときの時間を覚えて 

空腹: 汝は豊かな、貧困時と思うと、 



必要があります。 

{18:26} 時間は夕方まで朝から 

変更すると、すべてのものが主の前にすぐに行われていま

す。 

{18:27} 賢い人を恐れるすべてのものと、 

罪を犯すことの日彼は犯罪の用心しなさい: 愚か者はしま

せんが、 

時間を確認します。 

{18:28} 理解のすべての人の知恵を知っておられる 

彼女を見つけた彼に賞賛を与えます。 

{18:29} ことわざの理解は、彼ら 

自分自身、賢くなったも、注いだなど絶妙な 

たとえ話。 

{18:30} 汝の欲望は後に行くが、汝自身を控えるから 

汝の食欲。 



{18:31} 汝は汝の魂をしてください彼女の欲望 givest する場

合 

彼女はあなたに汝の敵に物笑いの種を確認します。 

なたを中傷します。 

{18:32} あまり元気でない喜びを取る、どちらもあります 

その立替に関連付けられます。 
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{18:33} ない時に宴会して乞食を行わなければ 

借りて、いつなた何もあなたの財布の中: なた 

なかれ、汝自身の生命を待つにあるし、の話をします。 

A は酩酊に与えられる {19:1}、労働男 

リッチはならない: 彼は小さなものを contemneth はならな

いと 

少しずつ落ちる。 

{19:2} ワインと女性理解の男性になります。 

落下: harlots に cleaveth 彼になると 



厚かましい。 

{19:3} 蛾やワームならない彼の遺産と 

大胆な男を奪われるものとします。 

信用を与えるには {19:4} 彼は lightminded です。そして 

sinneth 彼は彼自身の魂に対しておこるものとします。 

邪悪の喜びを奪う {19:5} 者でなければなりません。 

非難: 快楽を resisteth 彼は彼の人生を crowneth が。 

{19:6} 彼は彼の舌を排除することがなく生きる 

争い;及びせせらぎを憎む彼は弊害が少ない。 

ない別に至る {19:7} リハーサルに語られました。 

、なた、なた shalt の悪い運賃決して。 

{19:8} 敵か味方になるかどうか、その他の話します。 

男性の生活;汝は悪気なし聞けない場合、は、それらを明

らかにし、 

じゃない。 

{19:9} 彼が聞いて、なたは、観察と時間 



きたる彼はあなたを憎むでしょう。 

{19:10} は、単語を聞いたなたなた場合はそれを歩けと死

なせそして 

大胆に、それがあなたを破裂しません。 

{19:11} 愚か者は女性としての語 travaileth 

子供の労働。 

{19:12} 男性の太ももの sticketh 矢印、としてだ、 

愚か者の腹内の単語。 

{19:13} 訓戒友人、彼 hath それを行っていない場合があり

ます。 

彼はそれを行っている場合、彼はそれにこれ以上を行いま

す。 

{19:14} 訓戒なたの友人、かれらないと述べたことがあり

ます。 

それ: もし彼が、彼それを話すない再び。 

{19:15} 訓戒友人: 何回もそれは誹謗中傷、 

そしてすべての物語を信じています。 



{19:16} そこは彼のスピーチではなく slippeth 

彼の心からかれ彼はおこっていない彼は誰と 

舌ですか。 

{19:17} が汝を脅かす前に、汝の隣人を戒める 

彼;ほとんどの法律に場所を与えるいない、怒っていると 

高い。 

{19:18} する最初のステップは、主を恐れる 

[彼] の受け入れ、知恵 obtaineth 彼の愛。 

{19:19} の戒めの知識、 

主は人生論:、彼らは物事を行う 

ください彼は不死の木の果実を受けなければ。 

{19:20} 主を恐れることはすべての知恵;すべての 

知恵は、法律と知識のパフォーマンス 

彼の omnipotency。 

{19:21} それとなく行いますしもべは、主人に言う場合 



あなたは御心に適うその後彼はそれを行う、彼は彼を 

angereth します。 

それは彼を nourisheth します。 

{19:22} 邪悪の知識は知恵ではないです。 

罪人の思慮分別の弁護人のどちらも任意の時点します。 

{19:23} そこは、邪悪と同じ、 

醜態。そして知恵に欠けている愚か者があります。 

{19:24} 彼の小さな理解をかれらとヨブ 

神は、アッラーの多くの知恵の 1 つより、 

最も高いの法律を transgresseth します。 

{19:25} そこが絶妙な subtilty と同じです。 

不当です;判断を下す脇に背き 1 台あると 

表示されます。あり賢明な人の判断で給う。 

{19:26} そこは彼 hangeth 邪悪な男 

頭の残念なことに。しかし、内心彼は欺瞞の完全 

{19:27} 彼の顔下にキャストしてまるで 



彼は聞いた: 彼はなたを行います彼は知られていないが、 

いたずら汝が認識する前に。 

{19:28} 力を彼がから阻害される場合 

罪を犯し、まだ彼は機会を失って、彼が悪を行います。 

{19:29} 男が知られる彼の表情と、 

彼の顔で理解をかれとき汝 meetest 

彼は。 

{19:30} 人間の服装と、過剰な笑いと歩行、 

供えものです。 

{20:1} は美貌ではない小言: 再び、いくつか 

男は、彼の舌を統率、賢明です。 

{20:2} それははるかに怒るよりも、非難に 

密かに: 彼は彼の欠陥を confesseth は保存しなければなら

ないと 

傷つける。 

{20:3} 良い方法は、それに供え、汝が責めアート 



悔い改め!だから汝の脱出になかれ故意の罪のため。 

{20:4}; 処女の破瓜に宦官の欲望は、だから 

彼は暴力と判断を executeth、です。 

{20:5} そこは、沈黙を守る者し、あります。 

賢い: 別の多くのせせらぎサルモワ憎しみと。 

{20:6} かれはないので、いくつかの男が彼の舌を統率しま

す。 

答え: いくつかと彼の時間を知って、沈黙を守る者と。 

{20:7} 賢明な男彼を見るまで、彼の舌を開催します。 

機会: バブラーと愚か者が考える時間が。 

多くの単語を useth {20:8} 彼は忌むものとします。そして 

そこに自分自身に権威を奪う彼に憎まれます。 

{20:9} そこは悪の良い成功のある罪人です。 

もの;そして損失に背き利得があります。 

{20:10} そこは歩けない利益を得るものギフトです。でそ

こで 



その報酬は二重の贈り物です。 

{20:11} そこは栄光; ため、屈辱です。そして 
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低い不動産から彼の頭を lifteth ことがあります。 

{20:12} そこは少しのための多くを buyeth して 

repayeth それ 7 倍。 

{20:13} 最愛彼を maketh、彼の言葉で賢い人。 

しかし、愚かな者の美神が注がれなければなりません。 

{20:14} 愚者の贈り物あなたは良いを行うものとするとき 

なた、それ;どちらもまだ嫉妬彼の必要性のための: のため 

彼は 1 つの多くのものを受け取る looketh します。 

{20:15} 彼、少しを与え、そして多くを upbraideth 彼は 

openeth します。 

· クライヤー; のような口日に彼は貧しき、明日に、 

彼はそれを再度頼む: 神と人間の嫌われているが。 



{20:16} 愚者の saith、私は友人を持っていません、私は感

謝がないです。 

私のすべてのよい行為の悪を話す彼らは私のパンを食べる

と 

私。 

{20:17} どのようにしばしば、どのように多くのものと彼

が笑ったに 

軽蔑!彼はなくあたりまえに必要だ知っておられるためそ

れは、 

1 つはすべてかれ彼はそれをしていなかったかのよう。 

{20:18} 舗装時にスリップにはスリップするより 

舌で: 邪悪な秋から施行するので 

スピーディー。 

{20:19} 不順物語が口の中に必ず 

愚か者め。 

{20:20} 賢明な文でなければならないときを拒否それが来

る 



愚か者の口から彼が話すことが期限内のシーズン。 

{20:21} そこを通じて罪を犯すことから妨げられているこ

とは、します。 

: 彼は残りの部分を taketh とき、彼は問題を抱えたなりま

せん。 

{20:22} そこは、destroyeth を通じて自分の魂 

はにかみ、者を受け入れる overthroweth 

彼自身。 

{20:23} そこであることを彼のはにかみ promiseth 

友人は、何のための彼の敵を得ると。 

{20:24} 嘘は、男の汚いしみ、まだそれは継続的に 

で、無教育の口。 

{20:25} 泥棒に慣れている男より 

うそ: 遺産を破壊しなければならない彼らの両方が。 

{20:26} 嘘つきの処分が、前置きと彼 

恥は今まで彼に。 



{20:27} 賢者と名誉を彼自身を促進します。 

彼の言葉: 理解のある、素晴らしいしてください 

男性。 

{20:28} 彼の土地を tilleth 彼は彼のヒープを増加しなければ

ならない: 

偉人は御心に適うこと彼が罪のための許しを得るものとし

ます。 

{20:29} プレゼントやギフトのブラインド、賢明な目と 

彼を非難することはできません彼の口を停止します。 

{20:30} hid ですが、知恵と退蔵は宝 

どのような利益は、それらの両方でですか。 

{20:31} の方は男よりも彼の愚劣の主を望みまつる彼しま

す。 

彼の知恵の主を望みまつる。 

{20:32} ing 主を求めて必要な忍耐です 

彼よりも良いことはガイドなし命を導きます。 



{21:1} 私の息子を犯したなたなたですか?これ以上、お願

い 

あなたの元の罪のための許し。 

蛇の顔から罪から {21:2} 逃げる: の場合 

汝思いとどまらあまりにも近くに、それはあなたをかむ: 

その歯が 

ライオンの歯として、男性の魂を殺害します。 

{21:3} すべての咎は、エッジ 2 としては剣、傷 

以上の証拠として治癒することはできません。 

{21:4} を怖がらせると富を無駄に間違っている: 従って、 

誇りに思って男性の家は、荒涼としたしなければなりませ

ん。 

貧乏人の口から {21:5} 祈り reacheth に 

神の耳、彼の判決下るスピーディー。 

責めに憎む {21:6} 彼はの方法で、します。 

罪人: 彼の主を恐れる彼後悔するだろうが、 



心。 

{21:7} 説得力のある人まで知られており、付近の;男が、 

理解のとき彼が slippeth を知っておられます。 

他の人のお金で彼の家を buildeth {21:8} 彼 

彼自身に彼の墓のための石を召さようです。 

埋葬。 

{21:9} 邪悪な集会は牽引のようなします。 

一緒に包まれた: それらの最後は火の炎、 

それらを破壊します。 

{21:10} 罪人の道は石と明らかにしたが、 

その終わりは地獄のピットです。 

{21:11} 彼は主の律法を守る者、getteth、 

その理解: との恐怖の極致、 

主は、知恵です。 

{21:12} 賢明ではない彼は教えていない: が 

苦味を multiplieth する知恵。 



{21:13} のような賢い人の知識ものたくさんある、 

洪水: 彼の弁護人は、生命の純粋な泉のような。 

{21:14} 壊れた船のような愚か者の内側の部分が 

彼は知識を持ってない限り彼 liveth。 

{21:15} 場合は巧みな男は、彼は賢明な言葉を聞いて 

、それを称賛し、わたしを追加: いいえの 1 つとして、

が、すぐに 

理解聴それ、それは、彼を displeaseth、彼はそれが採れま

す 

彼の後ろで。 

{21:16} 愚か者の話の方法で負担のようなものです。 

しかし、賢明な唇の恵みを発見しなければなりません。 

{21:17} で賢者の口の中でそれらのお問い合わせ、 

会衆と彼らは彼らの心に彼の言葉を熟考しなければなりま

せん。 

{21:18}、破壊される家ですので、知恵を 



愚か者: 賢明でなさの知識なしの話として、 

感覚。 

{21:19} 愚か者わたしの教義は、足に足かせと 

右手に手錠のような 

{21:20} 愚か者 lifteth 笑い; と彼の声をしかし、 
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賢い人おられる少しの笑顔不足。 

{21:21} 学習は賢者の飾り 

金および彼の右の腕にブレスレットのような。 

{21:22} 愚かな人間の足はすぐに隣人の 

家: 経験の人が彼の恥ずかしい。 

{21:23} 愚か者ドアを家の中で覗き見: が 

彼も育成されることがなくを立ちます。 

{21:24} ドアを傾聴する人の無礼です。 

しかし、賢者は不名誉と悲しむこと。 

{21:25} 話者の唇のようなものを伝えることが 



かれらの関係: があるなどの言葉が、 

理解がバランスで重量を量った。 

{21:26} 愚者の心は口の中で: が、 

賢者の口は心の中です。 

{21:27} サタンは、とんでもない curseth とき、彼は彼を 

curseth 

自己の魂。 

{21:28}、ささやき、彼自身の魂を defileth し、は嫌われて

います。 

何処彼が宿っています。 

{22:1}、怠けもの、汚い石と比較し、 

すべての 1 つは彼の不名誉に彼をヒスします。 

{22:2} A 怠けものですの汚物と比較して、 

こやし: をそれを取るすべての人は彼の手を振るでしょ

う。 

{22:3}、evilnurtured 男は彼の父の不名誉 

その生む彼: [愚かな] 娘が彼の損失に生まれる。 



{22:4} A 賢い娘が彼女に遺産を提起しなければなりませ

ん。 

夫: 彼女を与えたればは不正直父親が 

重さ。 

太字は {22:5} 彼女は両方彼女の父 dishonoureth と 

彼女の夫、しかし彼らは彼女を軽蔑しなければなりませ

ん。 

[は] 季節外れ {22:6} 物語喪に服して musick: 

しかし、ストライプと知恵の補正がない時間の。 

Glueth 一つとして {22:7} 者は愚か者を知恵ある者は、 

一緒と彼の音からその waketh いずれかの破片 

睡眠。 

愚か者に物語を telleth {22:8} 彼がの 1 つに語らな 

眠り: 彼 hath 彼は言う、彼の物語に言ったときは、 

重要ですか。 



{22:9} 子供たち、正直なところ、住んでいる場合必要な手

段、 

彼らは両親のふはいをカバーしなければなりません。 

{22:10} しかし、見下すような軽蔑をされている子供たち

と 

育成の親族が貴族を染色を行います。 

{22:11} 彼は光を失ったかれのため、死者のために泣く: と 

彼は理解を wanteth の愚か者のために泣く: ほとんど 

彼は残りの部分では、死者のために泣いて: 愚か者の生活

しか 

死よりも悪いです。 

{22:12} 彼のためか男性嘆くことの 7 日間は死んでいる; 

しかし、彼の人生のすべての日の男の愚か者と、とんでも

ない。 

{22:13} 多くの愚か者でない話し、彼に行くこと 

理解をもたない: なかれ、汝、彼の注意 



トラブルとなたは彼 fooleries と決して汚したことなか

れ。 

彼から出発し、なたことなかれ、残りの部分を見つける

し、なることはありません。 

狂気と不安に。 

{22:14} 鉛より重いは何ですか?名前は何ですと 

愚か者が、その? 

{22:15} 砂、塩と鉄の質量は簡単に 

理解せず男以上のクマ。 

{22:16} 木材ガートし、建物に連結 

揺れで loosed されることはできません: は心を設立したの

で 

弁護士の助言で時間がないで恐怖がしなければなりませ

ん。 

{22:17} 理解の思考に定着した心 

ギャラリーの壁に公正な plaistering としてはします。 

{22:18} 立つ決して見劣りする高い所に設定 



風に逆らって: のでの想像の中の不安な心、 

愚か者は、任意の恐怖に対して我慢できません。 

{22:19} 目を pricketh 彼は涙を行います。 

供えにも心を pricketh 彼と彼女 

知識。 

{22:20} それらを frayeth 者は鳥に石が採れます 

距離: 彼は彼の友人 upbraideth、breaketh 友情と。 

{22:21} が汝 drewest あなたの友人は、まだ刀 

絶望しない: [有利] を返す可能性がありますの 

{22:22} なたなたなたの口からあなたの友人に対して開か

れている場合 

恐れることはないです。和解がある可能性があります: を

除いて 

厳しく叱責する、またはプライドと秘密の開示または 

危険な傷: すべての友人のこれらの事のため 

出発します。 



{22:23} 彼の貧困の中で隣人に忠実であること 

汝 mayest 喜ぶ彼の繁栄: 従うわたし不動 

彼は彼の悩みの時のなた mayest が相続人であります。 

彼の遺産の彼: 平均の不動産は常にする 

contemned: もリッチならなかったは馬鹿げています。 

憧れ。 

{22:24} goeth から蒸気と、炉の煙 

火の前にだから血前にけなします。 

{22:25} 私は友人を守るために恥ずかしされませんどちら

も 

私が彼から身を隠します。 

{22:26} すべての悪は、彼がわたし起こる場合とすべて 

それは皆 1 つは彼の注意してください。 

{22:27} 人は私の口の前に時計を設定しなければならない

と 

私の唇は、私が突然に落ちる時に知恵のシール 



彼らと私の舌がない私を破壊ですか。 

{23:1} O の主、父とすべての私の人生の知事 

彼らの弁護人に私を残して、それらによって該当しない

私。 

{23:2} 人は私の思考に災いが設定されますと、 

私の心の知恵の規律ですか。私を惜しまない 

なく、鉱山の ignorances、そしてそれは私の罪ではなく渡

します。 

{23:3} 私 ignorances が増加しないようにと私の罪 

私の破壊にはたくさんあるし、私は私の前に落ちる 

敵と敵が私にとっては、その希望に喜ぶ 

あなたの慈悲はほど遠いです。 
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{23:4} O の主、父と私の人生の神はない私を与える、 

誇らしげに、しかし、常に汝のしもべに背を向ける、 

高慢な心。 



{23:5} 私からターン無駄な希望と 

色欲となたは彼を握ることなかれ望んではアップ 

常にあなたのサービスを提供します。 

{23:6} ように腹の声をかけたもの欲望、 

肉は私のホールドを取るない私の上にしもべを与えると 

厚かましい心。 

{23:7} O、聞けあなたがたの子供、口の訓練。 

それを守る者彼は、彼の唇に決して撮影しなければなりま

せん。 

{23:8}、罪人は彼の愚かさのまましなければならない: 両

方、 

邪悪なスピーカーと誇りにより滅亡します。 

{23:9} 慣れさせるないなたの口から宣誓;どちらの使用法 

神聖な 1 つの命名に汝自身を知れ。 

{23:10} のものは継続的に打たれる使用人として 

青色のマークなしではない: ので、彼をさして誓う者は、

nameth 



神常にならない非の打ち所のないです。 

{23:11} 多くの宣誓を useth 男をいっぱいしなければなりま

せん。 

咎、疫病が彼から吹かねばなりません。 

家: 彼の罪が彼にならない場合は彼を怒らせると、: そし

て、もし彼 

彼の罪を認める二重犯罪を和らが: 場合 

彼は罪のない、しかし、彼の家、彼はならない無駄に誓う 

災害の満ちているものとします。 

{23:12} そこは死について服を着たままの単語です。 

ヤコブの遺産を発見それ神グラントため 

すべてこのようなものは信心深い、遠くならないし、なり

ません。 

自分の罪におぼれることがなく。 

{23:13} を使用ないなたの口から、酒浸りの宣誓の 

そこには罪の言葉です。 



汝の父と母、{23:14} が覚えているとき汝 

偉大な人の間で sittest します。前に、物忘れはできません

し、 

愚か者になることを望む汝汝のカスタムで、あなた 

こむ誕生されていないと彼らは汝のキリスト降誕の日を呪

います。 

{23:15} 欲深言葉に慣れている人 

決して彼の人生のすべての日を改革します。 

{23:16} 2 種類の男性の乗算の罪、第三 

怒りをもたらす: 熱い心燃える火として、なることはあり

ません 

それが消費されるまでの焼入れ: 姦淫を犯した者の彼の体

に 

肉は火を焚かれ hath 彼まで続きます。 

{23:17} すべてのパンは、好色家に甘い、彼はしません 

彼が死ぬまでオフのまま。 

{23:18} 彼のためと言って、嫡出は breaketh 男 



seeth 私の心、ですか。私は、暗闇の中についてさとりよ 

壁は、私をカバーし、ボディ seeth ない私。私に必要なも

の 

恐怖?最も高い、私の罪を覚えていません。 

{23:19} そんな男だけふ者、男性の目と 

主の目が約 1 万倍であることをわきまえない 

すべての方法をおおい、太陽よりも明るく、男性の 

ほとんどの秘密の部分を考慮しました。 

{23:20} 彼はすべてのものを知っていた ere のこれまで彼ら

は作成された;だから 

完成していた後彼はすべての時に見た。 

{23:21} の路上でこの男に処する、 

市、彼 suspecteth 彼がしなければならないかないと。 

{23:22} 従ってそれ行こうまた見る妻と 

彼女の夫、別の相続人になたと。 

{23:23} 最初に、ほとんどの律法に逆らった hath 彼女 



高;第二に、彼女は彼女自身に対してトレスパスかれと 

夫;第三に、彼女は姦淫の場で売春婦を演じたかれと 

別の男に持って来られる子供たち。 

{23:24} 彼女に、会衆に引き出されるものとします。 

彼女の子供たちの異端審問を行わなければなりません。 

{23:25} 彼女の子供たちは、ルート、および彼女の枝に負

わないものと 

しなければならない果実をもたらすありません。 

{23:26} 呪われることの彼女の記憶を残すもの彼女と彼女 

叱責を消してないものとします。 

{23:27} が残っていることを知って 

何も、主の恐怖があるよりは、します。 

戒めに耳を傾けるを取るよりも甘美なもの 

主。 

{23:28} それは偉大な栄光主に従うし、 

彼の受信は、長寿命です。 



{24:1} 知恵、彼女自身を称賛しなければならないし、の栄

光しなければならない、 

彼女の人々 の真っ只中。 

{24:2} 最も高いの会衆では彼女をしなければなりません。 

彼女の口を開き、彼の力の前に勝利します。 

{24:3} 私は最も高いの口から出てきたと 

雲が大地を覆った。 

{24:4} 私は高い場所に住んでいた、私の王位は、 

雲の柱。 

天の回路を compassed {24:5} 私だけと 

淵の底で歩いた。 

{24:6} 海の波のように、地上のすべてのとで 

すべての人々 と国家、私は所有物を得た。 

{24:7} これらのすべての残りの部分を求められて: とその 

継承しなければならないと我慢ですか? 

{24:8} 万物の創造主は私を与えたので、 



戒めと彼は私を作った私の幕屋の原因 

残りの部分し氏、ジェイコブと汝は汝の住居 

イスラエル共和国に継承。 

{24:9} 彼は前に最初から私を作成、 

世界と私は決して失敗します。 

{24:10}; 彼の前に私を務めた聖なる幕屋のそしたら 

Sion での設立。 

{24:11} 同様に最愛の都市に残り、私を与えたと 

エルサレムには、自分の力。 

{24:12} には、立派な人々 のルートを取ったと 

主の継承の部分。 

{24:13} 私はレバノンと杉のような高貴な 

ヘルモン山にヒノキの木。 
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{24:14} 私はアン ・ ガッディとヤシの木のような高貴な 



快適なフィールドで公正なオリーブの木として、ジェリコ

のばら色の植物 

水によって平面ツリーとして育った。 

{24:15} 私はシナモンのような甘い香りを与えたと 

aspalathus と私は最高のような気持が良い臭気を得られま

した。 

ミルラ、甘い整備とオニキス、楓子香ととして、 

幕屋にフランキン センスのヒューム。 

{24:16} を伸ばしたテレビン油ツリーとして私 

枝と枝が名誉の枝と 

グレース。 

{24:17} つるもたらした私など納得の風味と、 

私の花は、名誉と富の果物です。 

{24:18} 私は公正な愛と恐怖の母親と 

知識と神聖な希望: したがって、永遠にされている私は 

彼の名前は、すべての私の子供に与えられました。 



{24:19} わたし、すべてあなたがた私の望んでいることと 

私の果物で自分を埋めます。 

{24:20} 私のメモリアルは蜂蜜よりも甘いし、 

私はハニカムより継承。 

{24:21} 私を食べる彼らはまだすいていると彼らをなりま

せん。 

その飲み物私まだのどが渇いてするものとします。 

{24:22} 私をあずかるは決して混同されるものと 

彼らは私が仕事を間違ってしてはなりません。 

{24:23} これらすべてのものの契約の本 

最も高い神もモーセの命じた法 

ヤコブの集会に遺産。 

{24:24} が主に強いかすかなないです。彼が可能性があり

ます。 

かれ切断確認する、: 万軍の主は神 

単独と彼のそばには、他の救世主はありません。 



{24:25} 彼は Phison として、彼の知恵を持つすべてのもの

を filleth 

新しい果物の時間でチグリス川。 

{24:26} のように富む理解を和らが 

ユーフラテス、収穫の時にヨルダンとして。 

{24:27} のような知識の教義を和らが 

光とヴィンテージの時代に建として。 

{24:28} 最初の男は完全に彼女を知っていた: これ以上 

最後は彼女のアウトを検索しなければなりません。 

{24:29} 彼女の思考は、海と彼女より 

素晴らしい深く profounder を弁護します。 

{24:30} 私も出てきた小川として、川からとして、 

庭にコンジット。 

{24:31} 私は言った、私は私の最高の庭は、水し、水が 

私の庭のベッド豊富: そして、lo、私の小川になった、 

私の川と川、海となった。 



{24:32} 私はまだ朝、輝きに教義を作る 

オフに送信するなど彼女の光遠く。 

{24:33} まだ予言として教義を注ぐと 

これまでのすべての年齢層に任せます。 

{24:34} 見よ、私は自分自身のためだけ、勞ないが 

しかし、すべての彼らのためには知恵を求めます。 

{25: 1} の 3 つ私、美化され、立ち上がった 

神と人の前に、美しい: 同業者の単一性 

近所の人、男と一緒に同意する妻の愛。 

{25:2} 3 種類の男性の私の魂を憎むと私は 

自分の人生で大きく不快: は誇りに思って、貧乏人、 

裕福な人は、うそつきと古い姦淫、doateth。 

{25:3} なたなた何も汝の青年では、どのように集められ場

合 

汝は汝の時代のすべてのものを見つける聞けない? 

25: {4} O どのように見栄えの良いものはグレーの判断毛 



弁護士を知っている男性は古代! 

25: {5} O どのように見栄えの良い老人の知恵であると 

理解と名誉の男性顧問。 

{25:6} 多くの経験は、歳の男性のクラウンと 

神への恐怖は、彼らの栄光です。 

{25:7} 私は鉱山で判断した 9 つの物があります 

幸せになる心と私の舌を口にする私が 10 分の 1。 

彼の子供の喜びのある男彼を参照してくださいを与えたれ

ば 

彼の敵の秋: 

{25:8} よくは彼の妻を持つに至るが 

理解、かれら彼の舌で滑ってないです。 

いるかれらない男より不肖の自分より。 

{25: 9} さては彼 hath わかった慎重さと彼が 

〔 聞く彼らの耳におは。 



{25: 10} O どのように偉大な知恵を失っている者です!まだ

です。 

ある主を恐れる彼の上なし。 

{会} 主の愛が passeth すべてにとって 

照明: 彼は、それを統率する彼は分からなかったものと例

えられる? 

第 25 編 {12} 主の恐怖は、彼の愛の始まりです。 

信仰イエス割断の始まりであります。 

{25:13} [くれ] 任意のペストが心のペスト。 

どんな邪悪が、女性の邪悪。 

{25: 14} と、あらゆる患難がそれらから苦悩 

それは私を憎む: どんな復讐、敵の復讐。 

{25: 15} そこに杖は蛇の頭の上に頭がないです。そして 

上記の敵の怒り怒りはありません。 

{25: 16} 私いたむしろ住むライオンと、龍よりも 

邪悪な女性と家を保つ。 



25: {17} 女性の邪悪は、彼女の顔を変化させます 

荒布のような彼女の表情を darkeneth と。 

{25:18} 彼女の夫が彼の隣人の間で座っているものとそし

て 

彼は皆激しく吐息しなければなりません。 

{25:19} すべての悪はほとんどの悪、 

女性: 彼女を襲う罪人の部分を聞かせて。 

{そこに続きます} の足には砂の道を登る 

だから、高齢者は静かな人に単語の完全妻です。 

{第} つまずく女性と欲望の美しさではなく 

彼女の喜びのため。 

シラク (集会の書) ページ 616 

25: {22} 女性、彼女は彼女の夫を保持する場合がいっぱい

です。 

怒り、厚顔とあまり叱責。 

{供え} 邪悪な女性の勇気を abateth、言葉づかいで、 



重い表情と傷ついた心:、女性 

苦痛の彼女の夫を弱い maketh 快適ない手と 

弱々しい膝。 

{分} 女性の罪の始まりが来たと 

彼女の我々 はすべて死にます。 

{25:25} は通路に水を与えるどちらも邪悪です 

海外歩きする女性の自由。 

{25:26} ではなく彼女が行く場合彼女は、彼女をカット 

汝の肉体から離れて、彼女の離婚の法案を与えるし、彼女 

行きます。 

{26: 1} の高潔な妻のある人は幸い 

彼の日の数はダブルになりません。 

{26:2} 高潔な女は、彼女の夫と彼を rejoiceth します。 

平和の彼の生命の年を満たさなければなりません。 

{第 26 章 3} A 良妻はならないかなりの部分 

主を恐れることをそれらの部分で指定します。 



{状態} 男が金持ちか貧乏人、彼が良いかどうか 

心、主に向かって彼すべての回で喜ぶもので、 

元気な表情。 

{26:5} ある心を鉱山 3 つの事を恐れます。そして 

4 私の恐れていた痛み: 都市の中傷、 

手に負えない群衆と偽の集まり 

告発: すべてこれらは死よりも悪い。 

{が 26: 6} 心と悲しみの悲しみは、女性が、 

以上、別の女性と舌の惨劇の嫉妬 

これは、すべての communicateth します。 

{26: 7} 邪悪な妻は動揺し、あちこちヨーク: 彼を 

わたしの彼女はあたかも彼開催サソリを保持します。 

{られた} 酒に酔った女性と海外の gadder を買ったり 

大きな怒りと、彼女は、彼女自身の恥をカバーしないでし

ょう。 



{26}: 9 女性の whoredom は、彼女の知られている可能性が

あります。 

高慢なルックスとまぶた。 

{26: 10} 汝の娘が恥知らずな場合で彼女を保つど民、 

彼女は過分の自由を介して自分自身を乱用しないように。 

{26:11} 時計厚かましい目: 驚嘆されていない場合と 

彼女はなたにもとる。 

彼女はのどが渇いている旅行者として、彼女の口を開く 

{26: 12} 

彼 hath、噴水を見つけたとき、すべての水を飲む 

付近の彼女: 彼女、座るし、彼女を開いて、すべてのヘッ

ジ 

すべての矢印に対して震え。 

{ネヘミヤ} 妻のグレースは彼女の夫、delighteth、 

彼女の判断は、彼の骨を太らせます。 

{26: 14} サイレントと愛する女性が主の贈り物 

心としてそんなに価値がある何もよくあります。 



指示しました。 

{26:15} 恥じ入ってで忠実な女性はダブル 

優雅さ、そして彼女の大陸の心は評価することはできませ

ん。 

{26:16} それで ariseth は高い天におられるときの太陽のよ

うだから 

彼女の家の順序に良い妻の美です。 

{フォーク・ソング} として明確な光は神聖なローソク足。

だから 

顔の美しさは、熟した年齢です。 

{26:18} 黄金柱の台座に、 

銀;だから一定の心と公正なフィートがあります。 

{26:19} 私の息子を保つ汝の年齢の花音。そして 

見知らぬ人にないなたの力を与えます。 

{26:20} 実り所持を得てなたなたとき 

すべてのフィールドを介しての信頼、汝自身の種をまく 



あなたの株式の良さ。 

{26:21} leavest 汝汝のレースでなければならないように 

拡大すると、その適切な降下の自信を持ちます。 

{26:22}、淫婦は唾; として考慮しなければなりません。し

かし、 

既婚女性は彼女の夫に死に対してタワーです。 

{そ} A 邪悪な女性の部分として与えられる、 

邪悪な男: 信心深い女性がヨブを彼に与えられたが、 

主。 

{成した} 不誠実な女性 contemneth 恥: が 

正直な女性が彼女の夫畏敬の念します。 

{26:25} 恥知らずな女犬として数えられます 

しかし、主を恐れる彼女恥ずかしそうであります。 

{られました} 女性彼女の夫を honoureth でなければなりま

せん。 

すべての賢明な判断彼女に彼を dishonoureth 彼女 



すべての不信心なプライドを起算します。 

{26:27}、大声で泣いている女性と部下をしかるを求めなけ

ればなりません。 

敵を追い払うためアウト。 

{第} 2 つの私の心を悲しませることがあります。と、 

第三に私も怒っている: suffereth 貧困; 戦争の男 

; で設定されていない理解メンオブウォー1 つとします。 

義から罪 returneth します。主はそのような prepareth しま

す。 

剣の 1 つ。 

{26:29} A 商人はほとんどやってから自分自身を維持しなけ

ればなりません。 

間違っています。行商人を罪から解放されないしなければ

なりません。 

{27:1} 多くの小さな問題; の罪を犯しています。彼を 

豊かさが彼の目を向けるを seeketh します。 

{27: 2} 爪の joinings 間高速 sticketh として、 



石;罪スティックおられる売買の間近くに。 

{つけます} 男は恐怖で熱心に彼自身を保持しない限り、 

主は、彼の家は、倒されたすぐになりません。 

{27 対 4} とき 1 つはふるい、拒否する sifteth として 

殘;だから彼の男の汚物を話します。 

{27:5} 炉あせって陶工の船;だから、 

男の試みは、彼の推論です。 

{はいかん} 果実 declareth ツリーがされているかどうか着;

だから 

人間の心の中のうぬぼれの発言です。 

{何事} 彼が話す; 逸れる前にない男を称賛ため 

これは男性の裁判です。 
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{27:8} あなたは義を followest する場合、汝を得ることなか

れ 

彼女は、栄光の長いローブとして、彼女を置く。 



{許さず} 鳥が彼らのような; わたしリゾートだから真実を

します。 

彼女の練習かれらを返します。 

{27: 10}; 獲物をライオンを待つに葬られて、だから罪 

それらの作業をふせ。 

{27:11} 信心深い男の談話は、常に 

知恵;しかし、愚か者が月のように変化させます。 

{27:12}、無分別な間なた場合は、観察時間; 

しかし、理解の男性の間で継続的にします。 

27: {13} 愚か者の談話はうんざりすると自分のスポーツ 

罪の気まぐれです。 

{27: 14} 多くをさして誓う彼の話も、 

髪は直立します。口論する 1 つの停止彼の耳。 

{27:15} 誇りの争いは bloodshedding と 

その嘲りが耳に痛ましいです。 

27: {16} 秘密を暗やみ者 loseth 彼の信用に。そして 



彼の心に友人を見つける決して。 

{27: 17} なたの友人を愛し、彼に忠実である: しかし、もし 

汝は彼の秘密を betrayest、これ以上彼の後に続きます。 

{27:18} 男としてかれら彼の敵を破壊とどめない 

汝は汝の隣人の愛を失った。 

{27: 19} だから、彼の手から行く鳥を letteth 一つとして 

汝は、汝の隣人を聞かせてなた行くし、再び彼を得るない

ことなかれ 

{27: 20} 従って彼の後より、彼はあまりにも遠く離れて;彼 

罠から脱出した卵です。 

{27:21};、傷と結び付けることができます。その後 

けなすが可能性があります reconcilement: しかし、寄りか

かって 

秘密は、希望なしです。 

{27:22} 目と winketh 彼は悪を worketh: と 

彼を知っておられる彼は彼から発車します。 



{27:23} なたが存在するとき、彼は甘く、話すと 

汝の言葉が賞賛する: しかし、最後に彼は彼を身もだえ 

口、そして汝の格言を誹謗中傷します。 

27: {24}; 彼のような多くの事も私を嫌っています。 

主のために彼を憎みます。 

{27:25} 高の石が採れます誰でも彼のそれが採れます 

自分の頭偽りストローク傷をしなければなりません。 

{27: 26} そこに落ちる者 diggeth ピット: と彼を 

setteth トラップがそこにしなければなりません。 

{27: 27} worketh いたずら、彼それは、彼になるぞ 

彼はそこから知らないものとそれが来る。 

{礼服を着せる}; 誇りに思ってからは嘲笑と非難だがしか

し 

復讐、ライオンとしてものを待つにあるそれら。 

義人の秋を喜ぶ彼らがしなければならない {ティーレマン} 

取られるわな。苦悩はそれらを消費しなければならないと 



彼らが死ぬ前に。 

{27:30} 悪意と怒り、憎むべきは、これらでさえ 

及びそれらの両方は、罪深い人間。 

{28: 1} revengeth から復讐を検索しなければならないこ

と、 

主、彼確かに維持彼の罪 [追悼]。 

{28}: 2 許してくださった彼傷つける隣人 

なた、のであなたの罪も許されるものととき汝 

はいり。 

{28:3} 一人別のものに対して憎しみを死海し、おられる 

彼は主からの恩赦を求める? 

{28}: 4 彼 sheweth のような男、情け 

自分: 彼は彼自身の罪の許しを求めるおられるとですか? 

{28}: 5 人が憎しみを養う彼の肉がある場合 

彼の罪の許しのため intreat ですか。 

{28:6} 汝の最後を覚えているし、敵意の停止; 



[記憶] 腐敗と死に従うこと、 

戒め。 

{御身}、戒めを覚えているし、なんら関係のないです。 

汝の隣人を悪意: [記憶] の契約、 

最高と無知でウインク。 

{28: 8} Abstain 争いから、汝を減少させることなかれ、汝 

罪: 猛烈な男を燃え立たせよう争いの 

{28: 9} A 罪深い人間の友人、disquieteth し、言葉づかいで 

平和になるそれらの間の議論。 

{28: 10} 火の問題は、ので、それは燃えて輝くあかり: と、 

人間の力が、彼の怒りは、彼によると 

彼の怒りが昇りくる; 富強い彼らが、 

多く彼らは炎症を起こすことが争います。 

{28:11} 性急な競合 kindleth 火: と、性急な 

血を流す戦い。 



それを燃やすもの {28:12} あなたは火花を吹く場合、: あな

たが吐く場合 

それに、それを急冷するもの: 両方これらのうち来てなた 

口。 

{第 28 章 13} ささやきと doubletongued の呪い: のような 

平和ではなかった多くを破壊しました。 

{28:14} 陰口舌を不安にした多くは、かれらと 

国民にそれらを駆動: 強い都市 hath それ 

剥がすし、偉人の家を転覆。 

28: {15} 陰口舌は高潔な投げかれ 

女性は、彼らの労働を奪われる。 

28: {16} わたし hearkeneth 誰でも、残りの部分を見つける

決して 

静かに住むことはありません。 

{28:17} 鞭のストローク maketh、肉のマーク。 

しかし、舌のストロークは breaketh 骨。 



{28: 18} 多くは刀の刃で下落している: しかし、 

そう多くはないように舌で下落しています。 

{28: 19} はよく毒を擁護した彼は 

その;人、そのくびきを描画されませんかれらもかれ 

彼女のバンドにバインドされています。 

{28: 20} そのくびきは鉄のヨークと 
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そのバンドは、真ちゅう製のバンドです。 

{28:21} その死は悪死、墓 

それよりも良い。 

神を恐れて、それらに規則を有しない {疾} 

彼らはどちらもその炎で焼かれるものとします。 

{28:23} 主を捨てるように落ちるそれ 

それらを燃やすものし、ない急冷します。送付しなければ

なりません。 



彼らは、ライオンのようにヒョウとしてそれらをむさぼり

食うと。 

{28:24} について、汝をヘッジ汝見て 

とげと汝の銀や金にバインド 

{28:25} とバランス、汝の言葉を比較検討し、 

ドアとあなたの口のためのバー。 

28: {26} 汝は汝は前に落下しないようにではなくスライド

に注意 

彼の待機に葬られています。 

{29:1} は慈悲深い彼を彼の隣人に貸す 

彼の手を strengtheneth きた人と、 

戒め。 

{29: 2} 貸す彼の必要性、および支払いの時に隣人に 

汝は汝の隣人のために再びシーズン。 

{対二九対三○○} 汝の言葉を維持し、彼に忠実に対処し、 

汝は常にあなたに必要なものを見つけるべし。 



{まま} 多く、ものがそれらに貸されたとき無視して 

検出され、それらを助けたトラブルにそれらを置きます。 

{29:5} 彼は男の手にキスまで、彼が受けたかれ 

彼の隣人のお金のため彼は submissly を話す: が 

ときに彼を返済する必要があります、彼は、時間を延長

し、返す 

悲しみの言葉と時間の文句を言います。 

{ハサナ} 彼は半分を受けなければほとんど彼が勝つ場合と 

彼は彼はそれを発見した場合、カウントされます: 彼 hath 

奪われない場合、 

彼のお金の彼は彼にせず敵を得てかれ 

原因: 彼は彼を payeth cursings と手すり。、 

彼は彼の不名誉を支払うの名誉。 

{29: 7} 多くは従って他の貸与を拒否したが 

男性の病気の対処、詐取されない恐れ。 

{29:8} まだ汝に貧しい人々 の不動産の男と忍耐を持って 



彼の慈悲が供え遅延。 

{29:9}、戒めのために、貧しい人々 の助けと 

背を向ける彼ない彼は貧しさのため。 

{29:10} 兄弟とあなたの友人のあなたのお金を失う 

失われる石の下に錆ないです。 

{29: 11} レイアウトによると汝の宝を 

最も高いの戒めは、なたを提起しなければなりません。 

金よりもより多くの利益。 

{29: 12} が汝の倉庫で施しをシャット ダウン: しなければ

ならないと 

すべての苦悩からあなたを救います。 

{29: 13} それ戦うもの汝の汝の敵より 

強大なシールドと強力な槍。 

{29:14} 正直な男は彼の隣人の保証: けど 

厚かましい意志は彼を捨てます。 

{29:15} 忘れて保証汝、彼の友情ではないです。 



なたのため彼の人生を賜わった。 

{29:16} 罪人は彼の良い不動産を倒すでしょう 

保証: 

{坂} 縁の下の心は、彼を残して 

彼 [危険] 彼を配信。 

{脱ぎ捨てる} Suretiship アッラー良い不動産の多くを元に

戻すと 

海の波にそれらを動揺: 勇士 hath それ駆動 

彼らの家から彼らは奇妙な間さまよい、 

国。 

{感じなければ} 邪悪な人の違反の戒め 

suretiship に分類されるものの主: と彼は undertaketh、 

ゲインに分類されるものの他の人のビジネスに従うと 

スーツ。 

{アダージョ} ヘルプ汝の隣人を汝のパワーによると、 

汝汝自身が同じにない入ることに注意してください。 



{29:21} 人生のチーフの事、水、パンと 

衣類、そして恥をカバーする家。 

{29:22} より平均コテージで貧乏人の生命であります。 

も別の男の家で繊細な運賃。 

{29: 23} ことがほとんど、あるいは多く、ホールドあなた

の満足、そのなた 

客人のない叱責を聞きます。 

{敗北} のために家から移動する悲惨な人生です。 

家:、見知らぬ人をなた、なた darest 開かれなかった 

なたの口から。 

{29:25} 汝が楽しませる、ことなかれ、ごちそうし、はあ

りません。 

おかげで: さらに汝は冷酷な言葉を聞くことなかれ。 

{29:26} さあ、汝は見知らぬ人、テーブルを供給してフィ

ード 

なた私のこと準備ができています。 



{29:27} を与える場所、あなたは見知らぬ人は、立派な男

性。 

提出するのに私の兄が来ると私は私の必要 

家。 

{29:28} これらの事、痛ましいの男 

理解する;いらないの厳しく叱責し、 

貸し手のとがめます。 

{30: 1} 彼は彼の息子を愛する者はしばしば感じるように彼

を買ったり、 

ロッドは、彼が最終的に彼の喜びを必要があります。 

喜びを有する彼は、彼は彼の息子を chastiseth {30:2} 

彼の知人の間で彼の喜ぶもの。 

彼は彼の息子を知恵ある者は敵を grieveth {30:3}: と 

彼の友人の前に彼は彼の喜ぶもの。 

{30:4} 彼の父の死に、まだ彼がまるで 



死んでいない: 彼は彼自身のような彼の後ろに 1 つを捨て

たの。 

{第 30 編 5 節} 彼が住んでいた、彼を見て、彼を喜んだ: と 

彼が死んだとき、彼は悲しそうでした。 

{分} 彼が残した報復者彼の敵に対して 

そして 1 つは、彼の友人に親切に報いるものとします。 

{30:7} 言葉づかいであまりにも多くの彼の息子の彼拘束し

ます。 

彼の傷;彼の腸はすべての叫びで悩まされます。 
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{30:8} 壊れていない馬サルモワ頑固: と 

自分に残された子供は故意になります。 

{30:9} 汝の子と彼をしなければなた恐れてコッカー: 

、彼と一緒に遊ぶ、彼は重さにあなたをもたらすでしょ

う。 

{こと} と悲しみがある汝傷なく、彼と一緒に笑い 



彼となかれ、汝は最終的にあなたの歯を歯ぎしり。 

{30: 11} 彼の青年で彼にない自由を与えるし、ウインクで

はないです。 

彼の愚行。 

{30:12} 弓首彼は若いとビート ダウン 

彼は彼が子供の頃、彼は頑固なワックス傷の両側に 

なた、反抗的になるし、汝らに悲しみをもたらす 

心。 

{ハイティンク} 汝の息子を懲らしめるし、なかれ、労働、

抱っこ彼 

淫乱行動なた違法行為となります。 

{30:14} 良い音との強い貧しいがあります。 

憲法、彼の体で悩まされている金持ちの男より。 

{長年} 健康と体の良い不動産はすべての上に、 

ゴールド、および無限の富に勝る強力なボディ。 

{30:16} そこは健全な身体よりも富とは 



心の喜び以上の喜び。 

{第} 死はつらい生活をよりまたは継続的です 

病気。 

{第 30 章 18} 黙って口に注ぎデリケートは、します。 

肉の調達を墓に設定します。 

{30: 19} 何良い聞いてアイドル捧げ物ですか?ため 

どちらもそれは食べるもの匂いを嗅ぐことができます: そ

れは彼の迫害は、 

主。 

{30:20} 彼は彼の目と seeth、groaneth、として、 

処女を embraceth、sigheth 宦官。 

{30:21} ない重さに汝の心を与え、苦しめる 

汝汝自身の顧問に。 

{香油} 心の喜びは、人間の生活と 

男の楽しさは prolongeth 彼の日です。 

{ウクラ} 自分の魂を愛し、汝の心を慰め 



悲しみを削除: 悲しみは、多くを殺したかれらの 

そこに利益はないです。 

{30:24} 嫉妬と怒りの人生と注意深さを短く 

時間の前に時代をもたらしてくださります。 

{ホストスロベニア} A 陽気で誠実な心が彼の心配がありま

す。 

肉とダイエット。 

{31: 1} 見て富 consumeth 肉と 

そのケアは、離れて睡眠を経たにます。 

{31:2} 見てケア、痛みとして、眠り男をさせません 

病気は breaketh、睡眠 

{31: 3} 豊富なアッラーの偉大な労働富を収集 

一緒に;彼はユウドするとき、彼が彼のデリケートでいっ

ぱい。 

{31:4} 貧乏人 laboureth 彼の貧しい人々 の財産;彼 

見るに、彼はまだ貧しい。 



{31:5} 金を愛する者を正当化できないものと彼 

破損に従うを十分しなければならないその。 

{第 31 章 6} 金は、多くの遺跡、今まで、 

破壊があった。 

{31: 7} だがかれらはかれらを犠牲に stumblingblock 

すべての愚か者は、紛らわしい撮影しなければなりませ

ん。 

{31:8}、傷のないある豊かな祝福です 

金後行っていないかれと。 

{31: 9} 彼は誰ですか?私たちは祝福を呼んで、: のため 

素晴らしいこと彼 hath 彼の人々 の間で行われています。 

{ハ} 人 hath それにより、試され、最適だとわかったか。 

彼が、栄光。人は気分を害する可能性がありますとないあ

ります。 

不快ですか。または、悪を行ってそれを行っていないかれ

と? 



{31: 11} 彼の商品でなければならないと 

会衆は、彼の施しを宣言しなければなりません。 

{31:12} 汝は豊かなテーブルに座り場合は、時に欲張って

はいけない 

それと、それに多くの肉があると言います。 

31: {13} 邪悪な目は邪悪なものであることを覚えている: と 

目よりも邪悪なものがより多く作成されます?従ってそれ 

あらゆる機会に weepeth します。 

{31:14} ストレッチしない手を伸べよと共に looketh、 

彼ではなく皿に突き刺した。 

{31:15} 裁判官ない汝が汝の隣人: あり 

すべてのポイントで控えめ。 

{31:16} 食べるそれはサルモワ男であるもの 

あなたの前になかれ、汝が嫌われる注、食い入るように見

る。 

{31: 17} まままずマナーのため;できないと 



なかれ、汝を怒らせる unsatiable。 

{31:18} とき汝 sittest 多く、リーチ間去れ 

まず第一に配る。 

{31:19} A はほとんどよく育て、人のために十分です 

彼は彼のベッドにない彼の風ショートを fetcheth します。 

適度な食事の {31:20} 音睡眠来る: 彼が昇りくる 

早く、彼のウィットは彼と一緒にいると: 見て、痛みが 

choler と、腹の激痛と、unsatiable 

男。 

{シャガールリ} 汝は食べることを余儀なくなた場合に発

生、行くと 

など、嘔吐となた、残りの部分になりません。 

{31:22} 私の息子、私を聞くし、私を軽蔑します 

お話しを最後なた見つけることなかれ: あなたのすべての

作品には簡単なこと 

だからある病気はならないわたし。 



{31:23} 彼の肉の自由主義者は、人はその語る 

彼のことをよく彼の良い家事のレポートになりますと 

信じていた。 

{31:24} しかし彼の肉の niggard は、彼に対して、 

街全体がつぶやくしなければならない;彼の証言 

niggardness ならないの疑ったことはできません。 

{31:25} 供えワインのないなたの valiantness ワインを hath 

します。 

多くを破壊しました。 
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31: {26} 炉を浸すことによって端をあせって: おられるので 

ベッドアンドによってワインの誇りの心。 

{31:27} ワインは人生と同じくらい良い男、それが飲まれ

る場合 

適度: ワインが無い人生はそれからそれでは男ですか? 

それは、男性を喜ばせしました。 



{31: 28} 多少酔ってそして季節ワインをもたらしてくださ

る 

心と心の明るさの喜び: 

{31: 29} と過剰飲酒ワイン maketh、苦味が、 

喧嘩、口論と心。 

31: {30} 酩酊増すれ彼まで愚か者の怒り 

不快感を与える: それは強さを diminisheth し、言葉づかい

で傷。 

31: {31} 叱責ないワイン、汝の隣人と 

込み上げてくる笑いではなく侮ってはいけない: 彼にその

言葉を与える 

[ドリンク。] に彼を促すと彼にないキーを押します 

{32}: 1 汝はない [ごちそう] のマスターのリフトを行われる

場合 

汝自身を知れが残りの 1 つとして、それらの間でください

取る 

勤勉、それらの世話をので座る。 



{わり} とき汝は汝のすべてのオフィスを行うなた、なた 

置くと、そのなた mayest が、メリーを受け取ると、 

なたもごちそうの順序のための王冠。 

{文} あなたは、芸術のそれのための高齢者が話すサルモワ

なた 

しかしと音の判断;されない musick を妨げます。 

{32:4} 注ぐ言葉出てないミュージシャンが、 

供えしない規定時間外の知恵。 

ワインの宴会で musick の {あなた} A コンサートとして

は、 

カーバンクルの印は金で設定します。 

{32: 6}、金の仕事にエメラルドのシグネットを設定、 

気持が良いワインと musick のメロディーです。 

{32:7}、若い男が語る場合あなたの必要があります:、 

まだやっとのことで汝アート 2 回尋ねられたとき。 

{留めて} ように汝の言葉を短く、多くを理解します。 



いくつかの単語;一つ知っておられるし、まだ彼の統率に

なります。 

舌。 

{32: 9} 汝は偉大な人の一つである、なら汝 

それらと同等古代人は、するときに使用し、 

多くの言葉。 

{32}: 10 前に雷鳴とどろき稲妻;前に、 

恥じ入って男は好意に行きましょう。 

{32:11} しまえば、立ち上がるし、ある最後であります。

しかし、なたを取得 

遅滞なくの家。 

{32: 12} そこなたの娯楽を取り出し、なた何。 

でも誇りに思っている音声ではなく罪。 

{32:13} とこれらの事は、なたをした彼を祝福 

彼の良いもので補充なたかれと。 

誰でもは、主は彼を受け取るふ者 {通過} 



規律。早く彼を求める彼らは好意を見つけるもの。 

{32:15} seeketh 法律彼を紛らわしい記入: 

しかし、偽善者積めば気分を害するでしょう。 

{32:16} 主を恐れる彼らは判決を検索しなければならない

と 

正義の光として kindle のしなければなりません。 

{32:17} 罪深い人間ない責めされるでしょうが、出会っ

て、 

彼の意志によると言い訳。 

{32:18} 弁護士の男が計れ。しかし、 

奇妙な自慢している人は、恐怖の時でさえ 

彼自身の彼かれら弁護士なしに行われます。 

{32:19} は何もアドバイスなしなた 

一度完了したら、後悔はしません。 

{32:20} 行く方法ではなく前記なた mayest が落ちると 

ない石の間でつまずきます。 



{32: 21} 普通の方法で自信がないです。 

{32: 22} と自分の子供たちに注意してください。 

{32:23} すべての良い仕事の信頼魂を汝自身の;これは、 

戒めの維持。 

{32:24} 彼は主に信仰奪うに耳を傾ける、 

戒め。彼を自任する彼は決して運賃しなければならないと 

悪いこと。 

{富松} ふ者かれ起こる悪しなければならないないです。 

主;しかし、誘惑も再び彼は提供彼。 

{33: 2} A 賢者憎む法則ではなく;しかし、彼は、 

偽善者は、嵐の中船としてそこにあります。 

{33:3} 物わかりのよい人が自任法律;そして 

法律は、神のお告げとしてかれ、忠実です。 

{33:4} 何を言う準備し、なた shalt 聞かれるので。 

命令をバインドし、答えを確認します。 

{33:5} 愚か者の心は車輪;彼と彼 



思考はローリングの車軸のようなもの。 

{33}: 6 A 種牡馬の馬はモックの友人として、彼 

座して、彼にすべての 1 つの下で neigheth します。 

{33:7} なぜ doth 1 日 excel すべてとしてとき、別の 

年のすべての日の光は太陽のか。 

{33:8} 主の彼らの知識で 

識別: 彼は季節および饗宴を変更。 

{33:9} いくつかそれらの用に服させ、高い日と 

それらを神聖なものとそれらのいくつかはかれ彼した普通 

日。 

{33:10}、すべて男性は地面から、アダムだった 

地球の作成。 

{33: 11} 主は、それらを分けるかれらの多くの知識で 

多様な彼らの方法を作った。 

{33: 12} いくつかそれらの hath 彼祝福さと高貴なと 



彼は聖、それらのいくつか、自分の近くに設定: しかし、

いくつか 

それらの hath 彼呪われたと低く、持って来られるし、の

うちになって 

自分の場所。 

{33:13} 粘土は、陶工の手、それをファッションに 

彼の喜び: 男は彼の手に、彼を作ったので 

彼のレンダリングに liketh として最高。 
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{33: 14} 良い、悪と死に対して人生に対して設定されて: の

で、 

に対して罪人、罪人と信心深いは、 

信心深い。 

{33:15}; 最も高いのすべての作品に目を向けるようにそし

て 

2 つ、2 つ、別のものに対して 1 つがあります。 

後者の 1 つとして、すべての最後に気づいた私 {秒 33: 16} 



grapegatherers: の利益、主の恵みによって 

出す tred ブドウの gatherer のような私の酒ぶね。 

{コリ} 私は自分だけのために勞検討しますが、 

すべての学習を求めます。 

{33: 18} O 私を聞くあなたがたの人々 の偉大な人と 

あなたがたは会衆の支配者あなたの耳を思い起こさせま

す。 

{33:19} ない汝の息子と妻、汝の兄と友人を与える、 

なたなた livest 中、電力、ないなた商品を与える 

別: それは、あなたを後悔、汝は同じ intreat 

もう一度。 

{見逃しました} ようなた livest 限りし、の息をなたになた 

いずれかに汝自身を与えます。 

{33:21} 良いそれはあなたの子供たちする必要があります

しようとするため 

もなたなたたちの礼儀に命じてスタンド。 



{33:22} 汝自身を保つなたのすべての作品の優位性; 

汝の名誉でない汚点を残します。 

{33:23} とき汝は汝の日を終了ことなかれ時に、 

あなたの人生を終える、汝の継承を配布します。 

{33: 24} 飼料、杖、負担とは、お尻。そして 

パン ・訂正・使用人の仕事。. 

{33:25} あなたは労働にしもべを設定されている場合、あ

なたを見つけることなかれ 

残り: 汝はアイドルを行かせてやれ場合、彼は自由を求め

なければならないが。 

{33:26} A ヨークと襟が首を弓か:、 

苦悶および悪ノ召使の苦しみ。 

{33:27} 労働する彼は、彼がアイドル状態; できない送信た

め 

怠惰には、多くの悪が知恵ある者します。 

{観る} 設定彼は彼のために動作する: 彼ができない場合 



従順より多くの重い足枷をつけます。 

{33:29}; に向かって過度はできませんがなし 

判断は、何もしません。 

{33:30} あなたは、奉仕している場合としてわたしが彼を

聞かせてください。 

汝、汝は価格で彼を買ったなた。 

{33:31} あなたは兄として彼を切望する、奉仕している場

合: 

なたは自分の魂の時点、彼の必要性のため: 場合なた 

悪となた、なたはどっちから実行彼彼を切望します。 

彼を求めに行くか。 

{34: 1} 理解の男ボイドの期待は無駄 

false: 夢が愚か者を持ち上げて。 

{34:2} の夢を regardeth 者は聞きて彼のような 

影で風後来なされます。 

{34:3} 夢のビジョンは、1 つの類似性 



顔に顔の肖像画としても、別のもの。 

{いる} 何をぬぐい去って汚れた物ですか?そして 

その事からいる虚偽どのような真実が来ることができるで

しょうか。 

{34:5} Divinations と soothsayings、夢とは、します。 

無駄: と苦労の女性の心と、心が fancieth。 

{34:6} ありませんから送信する場合に、最も高いなた 

面会は、それらにないあなたの心を設定します。 

{34: 7} の夢が、多くを欺いたし、彼らが持っています。 

彼らに信頼を置くことに失敗しました。 

{34:8} 法律はあることがなく完璧な発見しなければならな

い: と 

知恵は、忠実な口に完璧です。 

{ヨシュア} かれ旅男知っておられる多くのもの。 

多くの経験のある彼は知恵を宣言します。 

少し経験をもたない彼おられる {34:10}: けど 



旅するかれの慎重さがいっぱいです。 

{34:11} たくさんのものを見たときに私は旅私 

表現できるより多くを理解します。 

{34:12} 私は ofttimes 死の危険にあった: 私はまだ 

これらの事のために配信されます。 

{34:13} 主を恐れる者の精神が生きるもの。 

彼らの希望は彼にそれらを saveth します。 

34: {14} 主ができません恐れるものを恐れる者 

恐れている;彼は彼の希望です。 

{れる} 祝福は、主を恐れる彼の魂。 

誰に彼は見ておられるか。人、彼の強さか。 

{第} 主の目が愛するそれらの時に 

彼は、彼は彼らの偉大な保護と強力な滞在、防衛 

熱と太陽正午、保全からカバーから 

つまずき、落下からヘルプ。 

{34}: 17 彼は魂をよみがえらし、目をいなずま: 彼 



健康、生命、祝福を授けられます。 

{34: 18} 彼は不当に得て、物の sacrificeth、 

彼の提供はばかげています。不当な男性の贈り物ではない

と 

受け入れられます。 

{34:19} 最も高い製品と喜んではないです。 

邪悪な;どちらも、彼は多数によって罪のために平定しま

す。 

犠牲。 

{一} 者なたの商品の提供、 

彼の父の前に息子を killeth 一つとして貧しい聞いて 

目。 

{34:21} 貧しい人々 のパンは彼らの生命: 彼を 

彼を defraudeth その血の人です。 

{34:22} 彼は彼の隣人の生活を奪う、 

彼を打ち殺す彼は彼の雇用の労働者を defraudeth、 



bloodshedder です。 

{34:23} 1 つが buildeth し、pulleth 別 

どのような利益は、彼らがあるが、労働? 

{34:24} 1 つの prayeth、そして別の curseth、その 

音声は主を聞く? 
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{34:25} の触った後彼自身を washeth 彼を 

死体、彼はそれを再度、どのような能力が彼の洗濯を触れ

る場合ですか。 

{34:26}、それは彼の罪の fasteth 男と、 

再び、とどろきに教えよう同じ: 人は彼の祈りを聞くか。 

自分の利益彼の謙虚おられる何か。 

{35: 1} 律法を守る者彼は十分な製品を切り倒されて。 

戒めに耳を傾けるを奪う彼は平和を offereth します。 

提供しています。 

{35:2} 彼は requiteth、goodturn、offereth 高級小麦粉; 



施しを与え彼は賞賛を sacrificeth します。 

邪悪から出発する {35:3} を喜ばせる事は、します。 

主;なだめ、不義を捨てます。 

{35: 4} 汝も主の前に空をされないことなかれ。 

{行なう} [は実行する] これらのすべてのもののためのた

め、 

戒め。 

{のがれ} 義人の提供を maketh、祭壇脂肪 

その甘い薫りが最も高い。 

{35:7} ちょうど人間の犠牲は許容されます。と、 

その記念決して忘れてなりません。 

{35:8} 主良い眼を持つ彼の名誉を与えると 

ないあなたの手の初穂を減少させます。 

{35:9} 汝のすべての贈り物供え元気な表情に、 

喜びであなたの献金を捧げます。 

{35:10} 最も高いわたし与えるに応じてかれ 



豊かになた。汝を得てなたと明るくを与える 

目。 

{35: 11} 主、recompenseth、なたを与える 

7 倍に。 

{35 分 12} 贈り物と壊れてないと思うこのような彼の 

受信しません: と信頼ないよこしまな犠牲;ため 

主は、裁判官と彼とは人が尊重されていません。 

彼は貧しい人々 に対して任意の人を受け入れない {35:13} 

男が、抑圧の祈りを聞きます。 

{35:14} 彼がの嘆願を軽蔑する、 

母子。また、未亡人ときに、彼女は彼女をたらい 

苦情。 

{35:15} ない涙は未亡人の頬を実行? 

落下にそれらを買ったり彼に対して彼女の叫びではない

か。 

{35:16} 主を serveth 彼をしなければならないと 



有利と彼の祈りに雲に到達しなければなりません。 

35: {17} 謙虚の祈り pierceth 雲: と 

来るまで近付いて、彼は慰め; できませんしません 

出発、独善的、判断を見張るものと最も高いまで 

判断を実行します。 

35: {18} 主は余裕れません、どちらもが、 

強大な彼に夢中に持っているまで、それらに向かって、患

者をします。 

サンダーの無慈悲な腰と repayed 復讐 

異教の;彼はの多数を撮影持っているまで、 

誇りに思って、よこしまな; のセプターが壊れて 

{35:19} 彼はすべての人によるとにレンダリングしている

まで 

彼の行為によると男性の作品に、 

デバイス;彼が彼の人々 の原因と判断されるまで、 

彼の慈悲を喜ぶにそれらを作った。 



{35:20} 慈悲は、苦悩の時間の季節として 

干ばつの時に雨の雲。 

{36:1}、O の主、すべての神に慈悲があると 

私たちを見よ。 

{36:2} を求めるすべての国にあなたの恐怖を送信 

後ではなく、なた。 

{36:3} 奇妙な国に対してあなたの手を上げ、 

なたの力が表示させます。 

{36:4} として彼らの前に聖私たち汝 wast: ですので、 

あなたは私たちの前にそれらの間で拡大。 

{36:5} として私たちは、なたを知られている、あなたを知

っているように 

神が、汝のみ、O の神があること。 

{36:6} 供え新しい署名、およびその他の奇妙な驚異を作

る。 

汝の御手と彼らが掲げる汝の右の腕を美化します。 



なたの不思議な作品。 

{36:7} 憤り、上げるし、怒りを注ぐ: 取る 

離れて敵、敵を破壊します。 

{36:8} 酒短時間契約を覚えていると 

あなたの素晴らしい作品を宣言させてください。 

{36:9} 聞かせて微塵彼の激怒によって消費されます。 

火;せ、彼らが滅びる人々 を抑圧します。 

{36: 10 グラントセイム} 強打でサンダーの定規のヘッド、 

異教徒は、他でもないが、我々 があると言う。 

{36:11} ヤコブのすべての部族が集まりと継承 

汝それら、初めの日から施行します。 

{36:12} O 主は人々 に慈悲があります。 

あなたの名によっておよびイスラエル誰なたなたという名

前と呼ばれる 

汝の長子。 

{36:13} O エルサレム、汝の聖なる都、慈悲深いこと、 



あなたの憩いの場。 

汝の言いようのないオラクルと {36:14} を埋めるシオンと

汝 

あなたの栄光を持つ人々: 

{36:15} なたたちわたしの証言 

最初から所有し、預言者を上げること 

汝の名にされています。 

{36:16} あなたのため待機し、それらに報酬を与えるなた 

預言者は、忠実に見つけること。 

{36:17} 主よ、汝のしもべの祈りを聞く 

アーロンの祝福、あなたの民の上によると、すべて 

地球に住んでいる彼らは汝を知ることが、 

主よ、永遠の神。 

36: {18} 腹、すべての肉を軽々しくまだ 1 つの肉 

別のものよりよい。 

{36: 19} として口蓋 tasteth 鹿肉のダイバーの種類: ので、 



虚しさを理解の心をおられます。 
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{36:20} A 偏屈心買ったり重さ: の男が、 

経験は、彼に報いるでしょう。 

{36: 21} 女性が表示されますすべての男性、まだ 1 つ 

別のより良い娘。 

{36:22} 女性の美しさの cheereth、 

表情と男は、何も良いを愛する者します。 

{36:23} 場合である優しさ、柔和と快適さ、 

彼女の舌は、他の男性のような彼女の夫ではありません。 

{36:24} 彼は妻を getteth、beginneth、所持、 

わたし自身と残りの柱のようなを助けます。 

{36:25} ところヘッジファンドはありませんが、所有物が

あります。 

甘やかされて育った: 妻をもたない彼が上下にさまようと 

喪。 



{36: 26} 誰が泥棒を信頼よく任命、その 

都市から都市へを skippeth か。[人は信じる] 男を 

家をもたないし、lodgeth 夜の taketh 何処 

彼? 

{37: 1} すべての友人の saith、私も彼の友人: が 

名前の唯一の友人である友人。 

{37:2} ふたりと仲間の死の悲しみではないと 

友達に敵になって? 

{37}: 3 O 邪悪な想像力、そこから礼服になたで 

詐欺で地球をカバーしますか。 

{37: 4} そこは rejoiceth の仲間、 

トラブルの時は、友人の繁栄になります 

彼に対して。 

{37 編 5 節} そこは彼は友人を helpeth 仲間です。 

腹、そして敵とバックラーを奪います。 

{自身} 汝の心のないなたの友人を忘れると 



汝の富の彼の無頓着。 

{37:7} すべての参事官 extolleth 弁護士;あるが、 

いくつかの彼自身のための counselleth。 

{37:8}、カウンセラーに注意する前に何を知っていると 

彼は hath; 必要彼は弁護人は彼自身のための彼はキャスト

しないように、 

thee、多く 

{37:9} と言うなた、なたの方法は良い: と 

その後彼は何に降りかかるものとして、他の側に立つ 

なた。 

なたを suspecteth 1 つではなく {なさい} 相談: と 

なた羨望などからあなたの弁護人を非表示します。 

{かぶせ} どちらの彼女に触れる女性相談 

彼女は嫉妬深いです。どちらも臆病者の問題と 

戦争;交換; に関する商人ともまた、 

バイヤーの販売。感謝; の嫉妬深い男とも 



また無慈悲な男の優しさに触れるとまた、 

すべての作業の無精年度の傭兵とも 

仕上げの作業。多くのビジネスのアイドルしもべとも。 

これら事項については弁護人のいないわたし思い起こさせ

ます。 

{37:12} が信心深い人と継続的に誰汝 

主の戒めを守るには知らないが、 

心はあなたの心によると場合、あなたとともに悲しみ、 

汝は流産することなかれ。 

{37:13}、汝自身の心の立場の弁護士: のため 

それよりなた忠実男はありません。 

{37:14} 人間の心はいつか彼に言う文句を言わない 

7 つ以上のウォッチメン、高い塔の上に坐る。 

{37: 15} と最も高いにとりわけこの祈る彼 

実際にはあなたの道が指示されます。 



{37:16} させる理由は、すべてのエンタープライズの前に

行くと 

すべてのアクションの前に弁護人します。 

{37:17} 相貌の変化の印である、 

心。 

物事の {37:18} 4 の方法が表示されます: 善と悪、生命 

死: 舌を継続的にそれらを支配するが。 

{37:19} そこは賢明ですし、多くを知恵ある者と 

まだ自分に利益はないです。 

{37:20} がある言葉で、その sheweth の知恵と 

憎まれる: 彼はすべての食品の極貧なりません。 

{37: 21}、主から、彼、恵みが与えられていないため 

すべての知恵を奪われます。 

{37: 22} 別は賢いです。成果と 

理解が彼の口で称賛に値するです。 

{37:23} 賢者 instructeth 彼の人々;果物 



彼の失敗を理解しません。 

祝福で満たされる {37:24} 賢者すべて 

彼を見るは彼の幸せを数えるものとします。 

{ドンボスコ} 人間の生活の日に番号を付けることがありま

す。 

しかし、イスラエルの日は無数であります。 

{37:26} 賢い人は彼の人々 の間で栄光を継承しなければな

りません。 

そして彼の名前は永遠になりません。 

{37: 27} 私の息子 thy 生命の魂を汝を証明しては何を参照

してください。 

それを悪とわたしではないを与えます。 

{37:28} すべてのものは、すべての人のために有益ではな

いです。 

どちらもすべてのものにすべての魂の喜びをかれ。 

{37: 29} できない任意の可憐なものの unsatiable すぎも 

肉に貪欲。 



{37:30} 肉の過剰は病気をもたらしてくださるため、 

片思いは、choler になります。 

{37:31} 片思いである多く死んだ;しかし、彼に 

taketh 耳を傾ける prolongeth 彼の人生。 

{にえ} 名誉と名誉医師かれ予定 

あなたがたが彼の使用のため: 主の hath のため 

彼を作成しました。 

{結果} 最も高いきたるの癒しと彼がしなければなりませ

ん。 

王の名誉を受け取る。 

{38:3} 医師のスキルは、彼の頭を持ち上げてしなければな

りません。 

そして偉大な人の目の前で彼は称賛になりません。 
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{38}: 4 主は地球から薬を創られました。 

賢明な彼はないそれらをひどく嫌います。 



{38:5} は木で作った水甘いではなかったが、 

その美徳が知られるだろうか。 

{38:6} 彼は彼がかもしれないスキルの男性を賜わったと 

素晴らしい作品で光栄です。 

{38: 7} 彼は [男性] を癒すおられるようなそして奪うアウェ

イ 

自分の痛み。 

{熔かして} このような薬剤師を作っておられるお菓子。 

彼の作品の終了がないです。そして彼からは平和に 

すべての地球 

{38:9} 汝の病で、息子は過失できません: 祈りが、 

主に彼はなたを全体に行います。 

{38:10} の罪からやめるし、あたりまえ、汝の手を注文 

すべての悪からあなたの心を浄化します。 

{38:11} を与える甘い風味と罰金の記念碑 



小麦粉;されていないと、提供している脂肪を確認しま

す。 

医師は、主のために {38:12}、与える場所 

彼を創られた: 手放す彼ないなたから、なたのため 

彼の必要があります。 

{38:13} そここそ自分たちの手が良い 

成功。 

{38:14} 彼らはまた主に祈るものの彼 

容易にするため与えるし、策を繁栄するだろう 

寿命を延ばします。 

彼のメーカーの前に sinneth 彼に落ちる彼を聞かせて 

{38:15} 

医師の手。 

{38: 16} 私の息子、聞かせて、死の上に落ちる涙と 

汝は汝自身を知れ。 大きな害を被ったこむかのように嘆

く、開始します。 

カスタムによると彼の体をカバーし、 



ない彼の埋葬を無視します。 

{38:17}、さめざめと泣くと大きなうめき声を作成し、使用 

嘆き、彼は価値があると、一日か二日しないようになた 

悪の話されているである:、快適さのため汝自身を知れと

なた 

重さ。 

{38:18} の重さが来る死と重さの 

心の強さは breaketh します。 

{38:19} の苦悩も悲しみは殘: と生活 

貧しい人々 の心の呪いです。 

{ロル川} 心に重さを取らない: それを追い払うと 

メンバー最後の最後。 

{38: 21} 再度電源がないため、それを忘れて: なた 

なかれ良い、彼をしない、汝自身を傷つけます。 

{時代} 私の判断を記憶: 汝もなりません。 

そう;昨日、私にとっては、あなたのための日に。 



{38:23} 死者が残り、聞かせて彼の記憶 

残り;彼の精神が出発したとき、彼の慰められると 

彼から。 

{38:24} 学んだ人間の知恵が来る 

レジャーの機会: 彼は、ほとんどのビジネスに と 

賢明になります。 

どのように彼は、プラウを統率する知恵を得ることができ

る {38:25} 

牛を経たぬ、突き棒で glorieth して 

彼らの労苦とその話は去勢で占められる? 

{38:26} 彼は溝; するために彼の心を与えられる、 

杵に飼料を与える勤勉。 

{38:27}、すべての大工、workmaster、 

夜と昼 laboureth: 彼らのカット、シール、墓 

多種多様を確認し、彼ら自身を与える勤勉 

画像を偽造し、仕事を終えることを見る。 



{38: 28} また、アンビルで座っているスミスと 

鉄の仕事を考慮した火の蒸気は彼を wasteth します。 

炉の熱で肉、および彼の fighteth: ノイズ 

ハンマーとアンビルのこれまで彼の耳と目で 

まだ和らが; ことのパターンを見てください。彼 

彼の仕事を終える彼の心を setteth、それを磨く watcheth 

完璧に： 

{38:29} その蓄えが彼の仕事で座っていると旋回・ ポッタ

ー 

設定は常に慎重に彼のフィートとのホイール 

彼の仕事と言葉づかいで数字による作品 

彼は彼の腕を持つ粘土を fashioneth し、boweth {38:30} 

彼の足の前に彼の強さを彼は彼自身をリードする applieth 

します。 

それ以上;彼は炉をきれいに励んでいます。 



{38:31} これらのすべてを自分たちの手に信頼: すべての 1 

つは、 

彼の仕事が賢明。 

{38:32} 都市が居住することはできませんこれらなし: と 

彼らが、また、上下ない生きる。 

{38:33} 彼らはならない publick の助言を求める 

また座る、会衆の高: 彼らの上に座るものと、 

審査員の座席、また判断の文章理解: 彼ら 

正義と判断を宣言できません。彼らがなければなりませ

ん。 

たとえ話が話されているが見つかりました。 

{38:34} しかし、彼らは、世界の状態を維持して 

意欲 [すべて] は、工芸品の作品です。 

{39:1} 最も法律に彼の心を与え彼が 

高く、その瞑想で占められているを目指します 

すべての古代の知恵とで占められる 



予言。 

{39:2} 彼は有名な人の言葉をしてください。 

・鳴神のたとえ話は、彼があるも。 

{へ} 彼は重大な文章の秘密を求める 

暗いのたとえ話に精通していること。 

{39: 4} 彼は偉大な男性の間で果たすものし、表示されま

す。 

王子の前に: 彼は奇妙な国を通過しますため 

彼は男性の間で善悪を試みたわたし。 

{39: 5} 彼は主に初期に彼の心を与える 

それは、彼を行い、祈る前に最も高いと 

祈り、彼の口を開き、彼の罪のための嘆願を加えます。 

{39:6} で彼満たされる偉大な主が、 

理解の精神: 彼は賢明な文章を注ぐものとします。 

彼の祈りに主に感謝を与えます。 
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{39:7} 彼は彼の顧問と知識を指示するものと 

彼の秘密彼の瞑想をしなければなりません。 

{39:8} 彼は供えを規定しなければならない、彼が学んだか

れ 

栄光を主の契約法におけるものとします。 

{39:9} の多くは彼の理解を称賛しなければなりません。そ

したら 

世界の endureth、限りそれしなければならないない消さ

れる;彼の 

記念距離、離れてはならないし、彼の名前は生活しなけれ

ばなりません。 

世代から世代へ。 

{39:10} 国ならない供えなど、彼の知恵と 

会衆は、主への賛美を宣言しなければなりません。 

{39: 11 参照} 彼が死亡した場合、彼はより大きい名前を残

すもの、 



千: と彼が住んでいる場合、彼はそれを増加しなければな

りません。 

{マルティヌー} 私は詳細と言って、私は考えているがまだ

あります。 

時に;私は完全に月の満ちています。 

わたしは、あなたがたの聖なる子供 {39:13} Hearken 芽な

どと 

フィールドの小川によってバラ成長: として 

{39: 14} あなたがた、フランキン センスと甘い薫りと 

ユリとして繁栄、臭いを送り出すし、の歌を歌う 

賞賛、すべての彼の作品では、主を祝福します。 

{39:15} 拡大彼の名、および供えなどと彼の称賛 

あなたの唇のハープ、および彼を賞賛の歌 

おまえたちがこう言います。 

{39:16} 主のすべての作品は良い、超えています。 

彼が命ぜられたもので達成しなければならないと 



ためのシーズン。 

{39:17} とどれもが言うかもしれないが、これは何ですか?

何のためには、します。 

それ。都合のよい時間で彼らすべて求められなければなら

ないに: で 

彼の命令の水立って、ヒープとして、 

彼の言葉は、水の容器を口します。 

{39:18} 彼の命令で一切が実行されます 

彼は御心に適う彼を保存すると、どれもが妨げることがで

きます。 

{39:19} すべての肉の作品が彼の前に、 

何も、彼の目から隠れることができます。 

{勝った} 彼 seeth 永遠から永遠まで;そして 

何も彼の前に素晴らしいがありません。 

{39:21} A 男必要はないと言う、これは何ですか。何のため

には、します。 

それ。にかれは、使用されるすべてのもの。 



{39 分 22 秒} 恵み覆われた川として乾燥した土地と 

洪水として水をまかれます。 

{39:23} saltness に水になって彼 hath: ので、 

異教徒は、彼の怒りを継承しなければなりません。 

{39:24} 彼の方法は神聖にプレーン、彼らは、します。 

stumblingblocks 邪悪なわたし。 

{39:25} 良い、良いものから作成、 

開始: 罪人のため悪そう。 

{39:26} 校長にとって人間の全体の使用 

人生は水、火、鉄、塩、小麦、小麦粉、蜂蜜 

ミルクとぶどうと油と服の血。 

{39: 27} これらすべてのものは、信心深い、良い: に 

彼らは悪になっている罪人。 

{39:28}、復讐のために作成される精神があります。 

痛いストロークの上に置くには怒りで時間で 

彼らは彼らの力を注ぐし、怒りをなだめるための破壊 



彼のそれはそれらを作った。 

{39:29} 死と飢饉、雹、火災、これらすべて 

復讐のために作成されました。 

{39:30} 野生動物、サソリ、蛇の歯と 

剣を破壊する邪悪を罰するします。 

彼らは彼の命令で彼らに喜ぶもの {39:31} 

地上では、準備しなければならない必要がある場合です。

するとき、 

時間が来て、彼らは彼の言葉を越えてしなければなりませ

ん。 

{39: 32} 従って私が解決された最初から、 

これらのことを考え、書面でそれらを残しています。 

{39:33} 主のすべての作品が良い:、彼が 

期限までにすべての入用なものを与える季節。 

{39:34} 男は言うことができないので、これはそれより悪

い。 



時間で、彼らはすべてをしなければならないも承認されま

す。 

{39:35} あなたがたに全体と主をたたえるため 

心し、口、主の御名を賛美します。 

すべての人の 40: {1} 偉大な苦労が作成されますと、 

重いヨークの日から、アダムの息子には、 

日までの母親の胎内から出る、彼ら 

万物の母に戻ります。 

{40: 2} 彼らの想像に来て、物事の日 

死、[トラブル] [原因]、考え、恐怖心の 

{40: 3} わたし、栄光の王座に座して、彼から 

地球と灰; 謙虚彼 

{40: 4} わたしの紫と、クラウンの weareth 彼から 

彼はリネン フロックと服を着たままであります。 

{40: 5}、怒りと羨望、悩み、そして unquietness、恐怖 

死と怒りと争い、彼の残りの時間で 



彼の睡眠のベッド、彼の知識を変更しないでください。 

{40: 6} ほとんど、あるいは何もは彼の残り、その後彼は 

時計を保つための日のように、彼の睡眠の問題を抱えた、 

彼の心の視野彼が戦いからエスケープされたかのよう。 

{40} すべては安全です, 彼は awaketh と marvelleth すると

き: 7 

恐怖は何もなかった。 

{40:8} [このようなことが起こる] すべての肉、あなたがた

人間と 

獣、罪人に 7 倍以上です。 

{40:9} と流血と死、争い、そして剣、 

災害や飢饉、試練、惨劇。 

これらの事が作成されます {40:10}、邪悪な、 

洪水を彼らのために来た。 

{40: 11} 地上のすべてのもの有効にしなければならない、 

再び地球: と戻り水のあるおられる 



海。 

{40:12} すべての汚職と不正が消されるもの: が 

真の対処は永遠に我慢しなければなりません。 
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{40:13} の不当な商品乾燥しなければならないような 

川で大きな雷のような音と消えるものと 

雨。 

{40} 彼 openeth 彼の手彼が喜ぶもの間: 14: ので、 

不義は無価値に施行します。 

{40:15} のとんでもない子供いないもたらすもの 

多くの枝: が、ハードの岩の上に汚れた根として。 

{40:16} すべての水と銀行に成長して雑草 

川は、すべての草の前にプルアップしなければなりませ

ん。 

{40:17} Bountifulness は、最も実りある庭と 

哀れみ深い慈悲深さはこれまでの endureth します。 



{40:18} 労働とその男はアッラー、コンテンツを 

甘い生活: それらの上の宝を失っている者が 

両方とも。 

{40:19} 子供と都市の建物を継続、 

男の名前: 潔白の妻は上にカウントされますが、 

両方とも。 

{40:20} ワインと musick 喜ぶ心: 愛 

知恵のそれらの両方の上です。 

{40:21}、プサルタとパイプで甘美なメロディを作る。 

しかし、快適な舌は上記の両方。 

{40:22} 目 desireth 有利と美: しかし、もっと 

中に両方のトウモロコシよりも緑色です。 

{40:23} A 友人および友達は会うと間違って: が 

両方の上は彼女の夫を持つ妻です。 

{グロリアス} 兄弟とヘルプ トラブルの時に反対している: 

しかし、 



施しは、以上のそれらの両方を交付しなければなりませ

ん。 

{40:25} 金と銀スタンドを確認して足を作る: が 

上記の両方の弁護士を尊重します。 

{40:26} 富および強さを持ち上げて中心: 恐怖が 

上記の両方は主の: 恐怖の必要は全くないです。 

主の助けを求めるように的 needeth それと。 

{40:27} 主の恐怖は実りの庭と 

彼ともして上記のすべての栄光であります。 

{40:28} 私の息子リード乞食の人生ではないです。よいの

ためにです。 

頼むよりも死にます。 

40: {29} 別の dependeth 彼の人生男 

テーブルではない; 人生にカウントされます。彼は彼自身

を polluteth の 

他の人の肉: 賢い人も意志を育て、 



その注意してください。 

{40:30} 物乞い恥知らずの口の中で甘いです。 

しかし、彼の腹には火を燃やすものです。 

{41:1} O 死、どのように苦味はあなたの記憶 

男が生きておられる人の彼の財産の残りの部分で、 

かれ、彼を困らせる何とすべての繁栄があること 

もの: 肉を受け取ることはまだかれははい、! 

{41:2} O 死、許容は、貧しい人々 にあなたの文 

かれ、その強さその本質を見抜いて、それは今最後のと 

年齢、すべての事と、despaireth、彼にイライラ 

忍耐を失ったかれと! 

{41:3} 恐怖、死のない文は、それらを覚えています。 

それは、なたの前にされているし、それに次ぐ。これは、 

すべての肉の上の主の文。 

{41:4} なぜほとんどの喜びに対するなたと 

高いですか。異端審問、墓ではないかどうかなた 



10、または 100、1000 年を住んでいます。 

{41:5} 罪人の子が不愉快な子供 

彼らはとんでもないの住宅に精通しています。 

{41:6} 罪人の子供の継承は滅びる、 

及び彼らの子孫は、永続的な叱責。 

{41:7} とんでもない父の子供たちが文句を言う 

彼らは、彼のためにとがめられるものとします。 

{41:8} あなたがたが不信心な男性の悲哀が 

最も高い神の律法を見捨てられた!あなたがたを増やす場

合、それ 

あなたの破壊をしなければなりません。 

{から} あなたがたは呪いに生まれるものとあなたがたが生

まれる場合と: と 

あなたがたが死ぬ呪いはあなたの部分になりません。 

{41:10} は、地球のすべては再び地球に有効にしなければ

なりません。 



とんでもない破壊に呪いから移動しなければなりません。 

{41:11} 男性の喪は自分の体について: が 

罪人の病気の名前が消されるものとします。 

{41:12}; 汝の名を考慮しています。そのため継続しなけれ

ばなりません。 

あなたは 1000 ゴールドの偉大な宝物の上。 

{41:13} A グッドライフかれ数日: 良い名前が 

endureth の。 

{41:14} 私の子供たちは、平和で規律を守る: のため 

hid ですが、知恵とは見られない宝物もの 

利益はそれらの両方か。 

彼の愚かさの主を望みまつる {41:15} A 男はより、 

彼の知恵の主を望みまつる人。 

{41:16} 従って私の言葉によると恥じ入ってします。 

それはすべての shamefacedness; を保持する良いはそれ

は、どちらも 



全体ですべてのものを承認しました。 

{41:17} whoredom 父の前に恥じると 

母: 王子と強大な人; する前にうその 

{41:18} 判事とルーラー; 前に犯罪のの 

会衆と人々 の前に悪不当な取引の 

なたのパートナーと友人の前に 

{41:19} と場所の点で窃盗、汝 

sojournest と神と彼の真実の点で 

契約;肉に汝の肘を添えてそして 

ギブアンド テイク; をあざ笑うかの 

{41:20}; 汝に敬礼せん彼らの前に沈黙のそして 

見て、パンパン。 

{41: 21}; 汝の親戚からあなたの顔を向けるとまたは 

一部または贈り物を奪うまたは別の時に視線を 

男の妻。 

{41:22}、彼の女中と overbusy してくる 



彼女のベッドのそばまたは友人の前にスピーチを厳しく叱

責そして 

後に賜わった、叱責することはありません。 
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{41:23} または反復処理して再びそれを話しています。 

汝を聞いた hast;秘密の暴露します。 

{41:24} だからなたは本当に恥じ入っていけないとの好意

を見つける 

前にすべての男性。 

{42: 1} これらの事のできない恥ずかしい、汝と受け入れる 

それによって罪をない人: 

{42:2}、最も高いと彼の契約法のそして 

とんでもないを正当化する判断の 

{42:3} あなたのパートナーと旅行に審判のまたは 

友達の遺産の贈り物 

{42:4} のバランスと重量; の正確さまたは得ることの 



くらいか、少し; 

{のに} と商人の無関心を販売。多くの 

子供の矯正悪の側にして 

出血するしもべです。 

{42:6} 確かに飼育は良い、邪悪な妻がいます。そして 

黙れ、多くの手があります。 

{42: 7} すべて配信もの数と重量;置くと 

すべての汝は、givest または receivest での書き込み。 

{42:8} できませんし、愚かな、愚かな、恥ずかしい 

contendeth とは、極端な高齢 

若い: こうして汝はいけない本当に学んだ、およびすべて

の承認済み 

男性の生活します。 

{42:9} 娘ときに、人の父 waketh 

知っておられます。彼女のためのケアが睡眠を奪うと: と

き彼女 



彼女は彼女の年齢の花を去る傷は若いそして 

結婚されている彼女が憎むべき傷。 

{42:10} 彼女の処女の彼女が縦列行進する必要があります

しないようにし、 

彼女の父親の家に子供を得てください。持つと、 

夫は、彼女は自分自身をおかしな動作する必要があります

しないように彼女は 

結婚して、彼女は不毛にする必要がありますしないよう

に。 

{第 42 編 11} 続ける恥知らずな娘を必ず時計 

彼女は汝汝の敵に物笑いの種になるようにと、 

街と人の間で非難の代名詞と 

なたは群衆の前に恥じてください。 

{教義} すべての体の美しさを見よし、座ってではなく、 

女性の真っ只中。 

{42:13} から衣服が来る蛾から 



女性邪悪。 

{42:14} まさるよりも人間の churlishness、 

丁寧な女性、女性は、私は言う、これは恥をもたらしてく

ださる 

非難。 

42: {15} 私は今、主の作品を覚えているでしょうし、 

私が見たものを宣言: 主の言葉で 

彼の作品はします。 

{42: 16} すべてのものに光を与えられる太陽 looketh しま

す。 

その仕事、主の栄光に満ちています。 

{42:17} 主かれに聖人の力を与えられていません。 

すべての彼の素晴らしい作品を宣言する全能の神 

しっかりと解決、その如何を問わずが確立され、 

彼の栄光。 

彼は、深いと心臓を seeketh {42:18} と 



彼らの狡猾なデバイスを省み: 主はすべてを知っておられ

るため 

知られる可能性がありますと彼はことごとく世界の兆候。 

{42:19} 彼は、過去とは、物事を declareth します。 

来たり、隠された物事の手順を revealeth。 

{42:20} 考え微塵も彼はどちらも任意の言葉を 

彼から隠されています。 

彼は彼の優秀な作品を添えてかれ {42:21} 

知恵と彼は、永遠から永遠まで: かれ 

何も追加されたり、彼が減少することができると彼のどち

らも 

どんなカウンセラーの必要性をもたない。 

{42:22} ああどのように望ましいが彼のすべての作品!、、 

男は火花にも表示があります。 

{42:23} これらすべてのものが住んでいるし、すべては、

これまでの 



すべて従順に使用しています。 

{42: 24} すべてのものが別のものに対して二重 1 つ: と彼 

かれは、不完全な何も作った。 

42: {25} 1 つの事または別の良いの establisheth: と 

人おおい彼の栄光で満たされる? 

{ツイて} 明確な大空の高さのプライド、 

彼の栄光の供え; と天の美 

43: {2} 太陽それを戴いている、彼の上昇で宣言するが、 

素晴らしい楽器は、最も高いの仕事: 

{43:3} 正午それ parcheth 国と誰ができます 

その燃焼熱を従うことですか。 

炉内を吹き {43:4} A 男は、熱の作品で、 

太陽には 3 倍以上の山が燃えて輝くあかり呼吸 

燃えるような蒸気をして明るい光に噴き出しているそれ 

目を dimmeth します。 

{43:5} 素晴らしいです; は、主彼の 



戒めは急いで runneth します。 

{43:6} 彼は彼女のためのシーズンで皆さんにも月を作っ

た、 

回数では、宣言は、世界のサイン。 

{43:7} 月からお祭り、光の印であること 

彼女の完璧に decreaseth します。 

{43:8} 月彼女の名前後と呼ばれる増加 

彼女の変化に驚くほどの楽器をされて、 

上、天の大空に輝く軍隊 

{43:9} 天国、星の栄光の美しさ、 

飾りは主の最高の場所に光を与えます。 

{43: 10} 神聖な 1 つの彼らの命令で 

その順序に立って、自分の時計で決して失神しちゃいま

す。 

{43: 11} 見て、虹の上に作られた神をたたえる 

それ;非常に美しいその明るさです。 



{43: 12} それはかれらと栄光の天国 

円、および最も高いの手が折れたこと。 

{43:13} 彼の命令によって秋に雪を和らが 

「アプレース」と素早く裁きの雷を降らして下さるから。 
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{43: 14} この宝物を開いた: と雲 

鶏よう前後に飛ぶ。 

{43:15} 彼の偉大な力によって和らが雲事務所 

雹は小さな壊れています。 

{43:16} 山が揺さぶられる、彼の目と彼の 

南の風が吹きをします。 

{43:17} 言葉づかいに地球で雷のノイズ 

震える: その蓄えが北部の嵐と旋風: として 

鳥の飛行を雪と落下を scattereth 彼 

そのバッタの照明として。 

{43:18} 目 marvelleth 白の美しさに 



その中心はそれの雨でびっくりしたと。 

{43:19} 彼は、地球上にたらいの塩としても霧氷 

それは鋭い棒の上に葬られて凝結されています。 

{43:20} 冷たい北の風が吹きときと水 

凝結は氷にそれはすべての収集にとどまり 

一緒に、水としての水を clotheth と、 

胸当て。 

{43} 分 21 それは、山を軽々しくし、燃えて輝くあかり、 

荒野の火として草を consumeth と。 

すべての救済策を現在 {43:22} A が来て霧 

スピーディー、結露は熱 refresheth 後に来る。 

{43:23} 彼 appeaseth、深い彼の弁護士によって、 

そこに、列島を planteth します。 

{あこがれ} 彼らは海の上を航行は危険性を伝える 

その;ときに我々 は、耳で聞いて、私たちは驚嘆と 

調べん。 



{この} のためそこにある奇妙な不思議な作品 

あらゆる種類の獣やクジラ作成の様々 な。 

{43: 26} 彼によってそれらの端かれ豊かな成功 

彼の言葉によってすべてのものから構成されます。 

{43: 27}、あまり話すことがあり、まだ短い来て: 

何のために合計では、彼はすべて。 

{43: 28} どのように我々 は彼を拡大することがならない

か。彼は、 

上記のすべての彼の作品は素晴らしい。 

43: {29} 主がひどいと、非常に素晴らしいと 

彼の力は素晴らしいです。 

{43}: 30 あなたがたは主を賛美するとき彼を讃える限り 

あなたがたはできます。でもまだ彼を遥かに上回ったた

め: あなたがたを讃えるとき、 

彼はすべてのあなたの強さを出すし、弱るできません。あ

なたがたはできるの 



十分にずっと行かない。 

{43:31} 人を見た彼は、彼を教えて可能性がありますか?そ

して 

彼は、人は彼を拡大できますか。 

{43:32} これらより hid の大きい事はある、まだありますの 

我々 は彼の作品をいくつか見てきました。 

{43:33} 主はすべてのものを創ってください。とに、 

信心深いアッラーの与えられた彼の知恵。 

{44:1} お知らせ、今賞賛の有名な男性と私たちの父 

それは私たち。 

{44}: 2 主は、彼らが偉大な栄光を細工かれら 

最初から偉大な力。 

{44:3} ようでした負担ルールの王国で男性 

助言を与える彼らの力のために有名、 

理解、および予言を宣言する: 

{44:4} その弁護人、人々 の指導者 



賢明な人々 の学習の知識を満たすと 

その指示は説得力のあります。 

{44:5} など、ミュージカルの曲を発見し、読誦 

書面での詩: 

{われないで} 豊富な男性の能力が備わって平和生活 

彼らの営み: で 

{44:7} これらは彼らの世代で名誉を与えられたすべてと 

その時代の栄光をしました。 

{44:8} 名前を残したことをそれらのあります。 

それら、彼らの賞賛が報告される可能性があります。 

{44:9}、いくつかがあります、あるないメモリアル。誰が 

死んで、あたかも彼らはされていなかった。とは 

あたかも生まれてないと; になります。その 

それらの後の子供たち。 

{44:10} これらは慈悲深い人であったが、その 

義を忘れられていないかれ。 



{44:11} 種と継続的に良いを維持しなければなりません。 

継承、および彼らの子供は、契約の中では。 

{44:12} 種 standeth 速くての子供たち 

彼らのため。 

{44:13} 種は永遠に存続するものとし、彼らの栄光 

しなければならないない消されます。 

{44:14} 自分の体が平和の中に埋もれています。自分の名

前が 

永久に生きておられる。 

{44: 15} 人たちの知恵の教えてくれると 

会衆が供えなど激賞。 

{44:16} イーノック、主を喜ばせたし、翻訳されました。 

すべての世代に悔い改めの例であります。 

{午前} いたノアは完璧で正しい。の 

[世界] と引き換えに行かれた怒りの時間 



したがって彼は、地球をわたしの名残として残っていた場

合、 

洪水が来た。 

{44:18} 永遠の約束は、彼としたこと 

すべての肉は、洪水でこれ以上死ぬ必要があります。 

{44:19} アブラハムは多くの人々 の偉大な父: で 

栄光があったかれのようなどれも 

{44:20} 人は最も高いの法律を保持され、 

彼との約束: 彼は彼の肉に契約を設立 

彼がわかったとき、彼は忠実な発見されました。 

{44:21} 彼は宣誓によって彼を保証したがって、彼 

彼の種子の国を祝福し、彼 

地球の塵として彼を乗算し、として彼の種子を讃える 

星の海から海へを継承する原因と、 

土地の最大限の一部わたし川。 
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{44:22} とイサクは彼が同様の確立 

彼の父アブラハムの酒] すべての人の祝福と 

誓約してヤコブの頭の上に残りの部分を作った。彼 

彼の祝福彼を認め、彼を与えた、 

遺産は、彼の部分を分け、12 の部族の間で 

彼はそれらを部分でした。 

{持ち 45: 1}、彼をもたらした彼から、慈悲深い男が 

すべての肉、モーセまでも、目の前で好意を見つけた最愛 

神と人、の記念物は恵まれています。 

{45:2} 彼は栄光の聖人にように彼を作ったと 

彼は拡大されるので、彼の敵は彼の恐怖に立ってです。 

{45:3} 彼は、停止する不思議を引き起こした彼の言葉に、 

彼は、彼は栄光の王の目の前で、彼を与えた、 

命令の彼の人、および関係を示し彼彼の一部 

栄光。 

彼は彼の faithfuless と柔和、彼を聖 {45:4} 



すべての人からは彼を選んだとします。 

{45:5} 彼は彼の声を聞くために彼を作ったし、彼を連れて

来た 

暗い雲に、彼の前に彼の戒めを与えた 

顔、生活と知識、彼がの法律も 

彼の誓約、およびイスラエルのヤコブを教える彼の判断。 

{45: 6} 彼はアーロンを高貴な神聖な男のもかれよう 

彼の兄弟は、レビの部族の。 

{45}: 7 彼が彼と一緒に作った永遠の約束と 

人々 の間で聖職者を与えた彼を美化 

顔立ちのよい装飾で彼のローブで彼を着せ、 

栄光。 

彼は彼に完全な栄光; 置く {45:8}強化 

長いローブと半ズボンでの豊富な衣服との彼 

エポデ。 

{45:9} 彼はザクロと彼を compassed と 



多くの金の鈴とラウンドについては、彼がそこへ行った 

音やで聞いた可能性があります。 したノイズがありま

す。 

彼の人々 の子供たちへの記念物のための寺院 

{45:10}、ゴールドとブルーのシルクで、神聖な衣服と 

紫、胸当て、embroidere の仕事 

判断とトンミム; 

{45:11} ツイスト緋、狡猾の仕事で 

シールとのセットのような心に刻まれた貴重な石と職人 

金の刻まれた執筆で宝石屋の仕事、 

記念館は、イスラエルの部族の数後。 

彼は前記マイター、時に金の王冠を設定 {45:12} 

刻まれた神聖、名誉の飾り、高価です 

立派な美しい、目の欲望は、動作します。 

{45:13} 彼の前にそのようなどれもなかった、どちらか 



これまで任意の見知らぬ人がだけ、彼の子供、彼にそれら

を置く 

絶え間なく子供の子供。 

{45:14} の犠牲が完全に消費されるものすべて 

一日 2 回継続的に。 

{45:15} モーゼ、彼を聖別したし、彼に油を注がれまし

た。 

聖なる油: これはかれ、永遠に任命されました。 

誓約して彼の種子に限り天としてする必要があります。 

まま、彼らがかれ、大臣し、実行する必要があります、 

聖職のオフィス彼の名前の人々 を祝福。 

{45:16} 彼は彼を選んだすべての人の生活を提供するには 

主、お香、甘い薫りを犠牲にするため、 

記念碑は、彼の人々 のための和解をします。 

{45:17} かれ彼には、彼の戒めと 

彼を教える必要があります判断の法令の権限 



ジェイコブ、証言し、彼の法律でイスラエル共和国に通

知。 

{45:18} 見知らぬ人で口裏を合わせて、彼に対して、 

荒野では、男性も彼を中傷 

デイゼンのと Abiron の側と、コアの会衆 

怒りと怒り。 

{45:19} 主がこれを見て、彼を不快と 

彼らは彼の怒りに燃えた憤り消費: 彼がしました。 

激しい炎でそれらを消費するそれらの時に疑問に思う。 

{45:20} 彼アーロンより立派な与えたが、 

彼の遺産、かれの初穂を分けると、 

増加する;特に彼は豊富でパンを準備しました。 

{45:21} 彼らは主の犠牲を食べるを 

彼は彼と彼の子孫に与えた。 

{45:22} Howbeit 人々 の土地でなかった 

継承はどちらも彼の人々 の間での任意の部分があった。 



主彼自身は彼の部分と継承です。 

{45:23} 栄光の 3 番目が Phinees、エレアザルの息子 

彼は主の恐れに熱意を持っていた、立ち上がったので 

心の度胸の良い: 人々 がなっていた 

イスラエルのバックと和解。 

{45:24} したがっていた作られた平和の契約 

彼は、彼は聖域とチーフをする必要があります。 

彼の人々 と彼と彼の子孫があるはず、 

永遠の聖職者の尊厳: 

{45:25} ダビデの息子で作られた契約によると 

ジェシー、ユダの部族の王の継承 

単独で彼の子孫にする必要があります: ので、アーロンの

継承 

彼の種子にする必要があります。 

{45:26} 神は、知恵、彼を判断するあなたの心 

義は、彼らの良いものができない人 



廃止、彼らの栄光にまで耐えることが。 

{も} イエスは、身廊の息子が、戦争で勇敢な 

予言、モーゼの後継者であった者によると 

彼の名前は素晴らしい神の選民の節約のために作られまし

た。 

に対して立ち上がったの敵の復讐を取って、 

それら、彼は、継承にイスラエルを設定可能性がありま

す。 

{46:2} どのように偉大な栄光 gat 彼が、彼は彼を持ち上げ

るでした 

手、および都市に対して彼の剣を伸ばして! 

{46:3} だから立ってそれを彼の前に?主のため 

彼自身は彼に彼の敵をもたらした。 

{46:4} は太陽がなければ彼の手段で行くか。はなかった

し、 

1 日限り 2 つですか。 

{46:5} 彼は最も高い主に呼ばれるとき、 



敵はすべての側に彼に押されました。偉大な主 

彼が聞いた。 

{46: 6} と強大な力彼のあられ、 

降下、国、時に激しく降りの戦い 

[ベス-horon] の彼は、それに抵抗したそれらを破壊、 
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彼はで戦ったので、国がすべての彼らの強さを知っている

かもしれない 

主の光景と彼は強大な 1 つ続きます。 

{46:7} モーゼの時でも彼は慈悲の作業を行いました 

彼は、カレブ、Jephunne の息子で彼らに耐えて、 

集会、罪から人々 を源泉とし、 

邪悪なせせらぎをなだめた。 

{46:8} と足、60 万の人々 の彼ら 

2 つも遺産にそれらをもたらすに保存されていた 

「乳と蜜の floweth の土地。 



{46:9} 主にケイレブ、わたしも力を与えた、 

自分の老後わたし彼と残った: 彼が入った時に、 

土地と彼の子孫の高い場所のためにそれを得られる、 

遺産: 

イスラエル共和国のすべての子供たちは、それが表示可能

性があります {はかりごと} 

主に従う良い。 

{46:11} について、裁判官は、名前ごとに 1 つ 

心がない、姦淫、行っても出発、 

主よ、祝福される彼らの記憶ができます。 

{46:12} させてその場所の繁栄し、彼らの骨 

名誉を与えられたことをそれらの名前につづく 

子供たちは。 

彼の最愛の {46:13}、主の預言者サムエル 

主よ、確立された王国、そして王子は油注がれた彼の 

人々。 



{46:14} 裁か主の法律によって、 

会衆と主ヤコブ尊敬していた。 

{様々} 彼は真の預言者が発見された彼の誠実で 

彼の言葉で彼のビジョンに忠実に知られていた。 

{46:16} 彼は強大な主に呼ばれるとき彼の 

彼を提供して、あらゆる面で彼に押された敵 

吸引のラム。 

{46: 17} 主雷を天からとし、 

偉大なノイズは聞こえるように声を作った。 

{46: 18} 彼は、チレの支配者を破壊し、 

すべての王子の cf ペリシテ人。 

{46:19}、長い眠りの前に彼の抗議 

私は取っていないと主の油注がれた彼の目の前で 

そんなに靴として、すべての人間の商品: 男を非難されま

せんでした 

彼は。 



{46:20} と彼が予言した、彼の死とは関係を示し後 

王彼は終了し、地球の彼の声を上げ 

人の邪悪を消し去るための予言。 

{47: 1} とローズの彼の後に預言をネイサンをアップ、 

ダビデの時代。 

{47:2}、脂肪が和解のいけにえから離れて撮影 

デビッドはのでイスラエル共和国の子供たちから選ばれま

した。 

{47:3} 出場としてライオンとクマと子供たちと 

子羊と同じように。 

{47:4} はまだ、若かった頃彼をない巨大なスルーですか。 

彼をしていない離れて非難の人々 から、時彼 

ダウン、スリングとビートの石に手を持ち上げ 

ゴリアテの自慢ですか。 

{47:5} 彼は最も高い主; と呼ばれる彼 

殺す彼の右手で彼に強さを与えたその強大な 



戦士と彼の人々 の角を設定します。 

{47:6} 人は 10 の何千もの彼を都度 

彼を与えたこと、主の恵みの讃 

彼は栄光の冠。 

{47:7} 彼はあらゆる面で敵を破壊し、 

彼の敵とブレーキ、ペリシテ人を無価値にもたらした 

この日わたしはバラバラで彼らはホーン。 

{47:8} すべての彼の作品で彼は神聖な 1 最も高い賞賛しま

した。 

栄光の言葉で彼の全体の心で彼が歌う曲、 

彼を愛した。 

{47:9} 彼は設定の歌手も、祭壇の前に、で、 

声彼らは甘いメロディーを作るかもしれないし、毎日歌う 

彼らの歌で賞賛します。 

{47:10} 彼はのお祭りを美化し、順番を設定、 

最後に、彼の神聖なほめることがありますまで厳粛な時間 



名、および寺院が朝から聞こえるかもしれませんが。 

{47:11} 主は彼の罪を取り除かれ、彼のホーンを高貴な 

これまでの: 彼は、王の契約との王位に彼を与えた 

イスラエル共和国を栄光します。 

{47:12} 彼の後上昇した賢い息子と彼のために彼 

大規模で住んだ。 

47: {13} ソロモン平和な時間で君臨し、だった 

名誉を与えられる;神はすべて静かなラウンド、彼につい

てなされた彼 

彼の名前で家を建てる可能性があり、彼の聖域を準備 

永遠に。 

どのように賢明ななたなたの青春と、洪水、{47:14} 

理解でいっぱい! 

{47:15} 地球全体となた、なたの魂が覆われて 

filledst とダークたとえそれ。 

{47:16} の汝の名は、諸島; わたしまで行きましたなた 



平和なたなた最愛。 

{47:17} 国は汝の曲をなたに驚嘆 

ことわざ、たとえ話と解釈。 

{47: 18} と呼ばれる神である主の名前で、 

イスラエル共和国の神である主、なた didst 錫、しでかし

た金を集めるため 

鉛と銀を乗算します。 

{47:19} 女性、わたし、あなたの腰を弓なた didst なた 

汝 wast 服従に持って来られるボディ。 

{47:20} なた didst なたの名誉を汚すし、なたの種子を汚染: 

ように汝汝の子供 broughtest 怒りなたと 

あなたの愚かさを嘆きます。 

{47:21} ので、王国は分割とエフライム 

反抗的な王国を支配しました。 

{47:22} しかし、主彼の慈悲を離れることはありません。 

どちらも、彼の作品は滅びる、どちらも彼を廃止 



彼の選出と愛される彼の種子の後世 

彼彼を奪う: 何のため彼は残 

ヤコブと彼はデビッドにルートから。 
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{47:23} 従ってソロモンを休んでは、彼の父親と彼の 

彼は彼の愚かさも、Roboam の後ろに左の種、 

人となっての理解がなかった人 

離れて彼の弁護人を通じて人々。あった 

ヤロブアムの罪をイスラエル共和国の原因、Nebat の息子

と 

エフライム罪の方法は関係を示し: 

{47:24} 罪が非常に増加したとします。 

彼らは土地を追い出され。 

{午前} までの彼らは、すべての悪を求めて、 

復讐はそれらに来た。 

{48: 1}、立ち上がってエリアス火災、預言者と彼 



ランプのような単語を燃やした。 

{48:2} 彼は彼らと彼のによって痛みの飢饉をもたらした 

熱意は、彼はその数を減少しました。 

{48:3} 彼は黙って天国、主の言葉によって 

また 3 回火をもたらした。 

{48:4} O エリアス、どのように汝は汝の不思議で光栄なた 

行為!そして人はわたしのような栄光があります! 

{48:5} 人は死人の死と彼から上げるしでかした 

ほとんどの言葉によって、死者の場所からの魂 

高。 

{48: 6} broughtest 王、破壊する人と 

彼らのベッドから名誉の男性: 

{48:7} 人 heardest シナイで主の非難と 

ホレブ復讐の裁き: で 

{48:8} annointedst 王、復讐する者と 

預言者彼の後で成功するために: 



{48: 9} 人は火の渦の中でとられた、 

炎のような馬の馬車: 

{48:10} 人は reproofs のためにその時代に任命なた 

それがブレーキ前に主の判断の怒りをなだめる 

わたしの父親の心を有効にして怒りなどに、 

息子、ヤコブの部族を復元します。 

{48:11} 幸いである彼らはあなたを見たし、愛ので寝てい

た 

我々 は確かに生活しなければならないのです。 

{48:12} 旋風で覆われていた人だったが、エリアス: 

Eliseus は、彼の精神に満ちていた: 彼は彼が住んでいた間 

どちらも可能性があります任意の王子の存在を移動しない

と、 

いずれかは隷属に彼をもたらします。 

{48:13} 単語克服することがありません。彼の死の後 

彼の体が予言されています。 



{48:14} 彼は彼の生命の驚異を行なったし、彼の死であっ

た 

彼の作品は素晴らしい。 

{48:15} すべての人悔い改めは、どちらも 

腐らせてしまったまで罪から彼らを出発し、 

自分たちの土地から運ばれ、すべてを散乱していた、 

地球: 小さな人々 が残ってまだ、定規、 

ダビデの家: 

{48:16} 誰のいくつかの楽しいものでした 

神といくつかの倍の罪。 

{48:17} Ezekias 彼の都市を要塞化し、水をもたらした 

真っ只中にその: 彼は掘ったハードロックで、鉄、 

・作られた井戸水の。 

{48:18} セナケリブがやってきて、送信彼の時間で 

Rabsaces、シオン、に対して手を持ち上げし、自慢 

誇らしげに。 



{48: 19}、彼らの心と手が震えた 

苦労の女性としての痛みにあった。 

{48:20} 彼らは慈悲である主に呼びかけたが、 

彼に向かって手を伸ばして: とすぐに 

神聖な 1 つ天からそれらを聞いて、それらを配信 

によって Esay 省。 

彼は、アッシリアおよび彼の天使のホストを斬り殺す 

{48:21} 

それらを破壊しました。 

{48:22} の Ezekias は、満足していることを行っていた、 

主よと彼の父、デイヴィッドの方法で強かったと 

Esay 素晴らしいと彼のビジョンに忠実にした預言者 

命じた。 

{48:23} 太陽行った後方に、彼の時間および彼の 

王の人生を長きます。 

何が来る必要があります {48:24} 彼は優れた精神を見た 



渡すことは、最後のそして彼を慰めで嘆かれるそれら 

シオン。 

何が永遠、渡すために来る必要があります {48:25} 彼は関

係を示し 

そして秘密のことや今まで彼らが来た。 

{49:1} ヨシアスの記憶は組成物のような 

薬剤師のアートで作られた香水の: それは 

musick のバンケットで、すべての口には蜜のように甘い 

ワイン。 

{49:2} 彼はふるまった真すぐに変換 

人、憎むべき悪を奪った。 

{創世} 彼は主に時間に彼の心を指示しました。 

とんでもないの神の崇拝を設立します。 

{49:4} デビッドと Ezekias とヨシアスを除いてすべてだっ

た 

欠陥がある: 彼らは最も高いの法を捨ても 



ユダの王が失敗しました。 

{49:5} 彼かれの他、彼らの力を与えたため、 

奇妙な国に彼らの栄光。 

{救い主} 彼ら焼け、聖域の選ばれた都市と 

予言によると、通りが荒涼とした作られました。 

イェレミアス。 

{49:7} 彼らは悪、それにもかかわらずだった彼を懇願した

ため 

預言者は、彼が彼の母親の胎内で聖 

根、苦しめると破壊;その彼が造り上げるかもしれない 

また、工場。 

{49:8} 栄光のビジョンを見たエゼキエルだったが 

関係を示し彼、見張ってのチャリオット。 

{49:9} 彼が作ったの下で敵の言及、 

雨の中の図、右に行った監督します。 

{現れる} できるよう記念 12 預言者のと 



祝福されたと彼らの骨はその場所から再度活気づきます。 
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彼らはヤコブを慰め、安心して伝えたの 

願ってください。 

{49:11} どのようにしなければならない Zorobabel を拡大す

るか。でも彼は 

右手の印: として 

{49:12} だからイエス Josedec の息子: 誰が、 

時間建てて家とセットアップに神聖な寺院、 

主よ、永遠の栄光のために準備されました。 

{49:13}、当選者の間で Neemias、その 

レナウンは素晴らしいですが、私たちのためにあった壁を

上げた人 

落ちてと門とバーを設定し、引き上げた私たち 

再び遺跡します。 

{49:14} が、地上人が作成されなかったような 



イーノック。ため彼は地球から撮影されました。 

{49:15} どちらもが生まれ、ジョセフのような若い男だっ

た 

彼の兄弟の知事の人々 の滞在が 

骨は、主のみなされました。 

{49:16} Sem とセスは、男性の間で偉大な名誉 

そしてアダムの作成のあらゆる生きている事の上でした。 

50: {1} サイモン高プリースト Onias の息子彼の 

人生修復家がもう一度と彼の日の強化、 

寺院: 

{ゴッドハンド} 彼によって基礎から建てられた、 

ダブルハイト、神殿の壁の高い要塞: 

{50:3} 彼の日で水の中を受信するシスタン 

海としてコンパス、真鍮のプレートで覆われていた。 

{50:4} 彼はそれが倒れない、寺の世話をしました。 

要塞包囲に対して都市と。 



{50: 5} の人々 の中で彼は、どのように光栄 

彼は聖域から出てくる! 

{50:6} 彼は、雲の中でモーニング スター 

完全に月。 

{50:7} としてほとんどの寺に輝く太陽 

高、および明るい雲の中の虹与える光として。 

{50:8} と、春にはバラの花、 

今年、海、河川でのユリとはの枝として 

夏の時期に乳香の木: 

{50:9} 火し、お香、香炉、容器として 

打たれた金の貴重な石のすべての方法で設定。 

{50:10} など果実の新進の公正なオリーブの木と、 

雲に例えてあるヒノキの木。 

{50:11} 彼は名誉のローブに置いていたとき 

彼に行ったとき、栄光、完璧な服を着て、 

神聖な祭壇の神聖の衣服をした彼で立派です。 



{50:12} 彼は聖職者のうちの一部を取ったとき 

祭壇の囲炉裏では立っていた彼の手 

レバノン; 若い杉として、compassed ヤシのように、 

木 compassed 彼ら彼のラウンド。 

{50: 13} だからアーロンの栄光のすべての息子であったと 

すべての前に、自分の手で主の献金、 

イスラエルの会衆。 

{50:14}、祭壇でサービスを終了し、彼 

最も高い全能の神の提供を飾る場合があります。 

{50:15} 彼は、カップに手を伸ばし、注いだ 

ブドウの血、彼はのふもとを注ぎ、 

すべての最も高い王わたし歩き祭壇。 

{50:16} は、アロンの息子を叫んだし、音、 

銀のトランペットと、聞くことは素晴らしい音を作ったた

め、 

最も高い前に、の記憶。 



{50:17} すべての人々 が一緒にありと落ちたし、 

自分の主を崇拝する彼らの顔に地球まで 

全能の神、最も高い。 

{50:18} 歌手はまた彼らの声を賞賛を歌った 

多種多様な音と甘いメロディーがしました。 

{50:19} 最も人々 が主を懇願したと 

それは慈悲でまでは高、彼の前に祈り、 

主の厳粛さが終わったと彼らは彼を終えて 

サービス。 

{50:20} それから彼はダウン、上の彼の手を持ち上げた 

与えるため、イスラエル人の全会衆の 

彼の唇と彼の名前を喜ぶ主の祝福。 

{50:21} 彼らが礼拝にお辞儀をした自分と、 

2 回目からの祝福を受ける可能性があります、 

最も高い。 

{50:22} 今従ってあなたがた、すべての神を祝福します。 



聞いて不思議なことだけすべての場所を exalteth 

子宮の中から日々 一緒によると dealeth と 

彼の慈悲。 

{シェーンベルク} 彼は私たちに楽しさ、心の平和を与える 

これまでのイスラエル共和国の日々 のすることがありま

す。 

{50:24}、私たちと彼の慈悲を確認し、 

彼の時に私たちをお届けします! 

{50:25} 国の 2 つの方法がありますが私の心 

abhorreth、3 番目に国家はないです。 

{50:26} 彼らサマリアの山に座っていると 

彼らが住む、ペリシテ人の間で、その愚かです 

シカールに住む人々。 

{50:27} イエスはエルサレムのシラクの息子が書き記して

ください。 

この本の理解の命令と 



知識は、彼の心の人である知恵を注いだ。 

{50:28} これらの行使者は幸いなり 

もの;ものとなり、彼は彼の心それらを layeth、 

賢明です。 

{50:29} 彼がそれらを行う場合、彼はすべてのものに強い

なりません。 

主の光に導く彼に知恵を賜る 

信心深い。祝福されたこれまでの主の名であります。アー

メン、 

アーメン。 

祈りイエスのシラクの息子。 

{51: 1} 私は thee、O の主であり王、感謝し、賛美 

神私の救世主: 汝の名に賞賛を与えること。 

{第 51 編 2} 私の擁護者、ヘルパー、なた、 

私の体、破壊からのスネアを保持 
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中傷的な舌と、嘘をフォージの唇から、 

敵鉱山に対する鉱山ヘルパーをされています。 

{51:3}、多数によると、私を配信なた 

彼らはあわれみとの歯から、汝の名の偉大さの 

それらが、私を食い入るように準備ができてとの手の 

私の生活の後、マニホールドからよう求めた 

私が持っていた; の苦悩 

{こと} 火とあらゆる面での窒息から 

火災はありません; 砲門の真っ只中 

{51:5} 地獄の腹の深さからから、 

汚れた舌横になっている言葉から。 

{51:6}、よこしまなから王に告発によって 

私の魂は死、私の人生も、許に近づいた舌に近かった 

下に地獄。 

{第 51 編 7} 彼らはあらゆる面で私を圍され 

助けて人: 男性のふじょを探したが、 



どれもなかった. 

{51:8} は、それからあなたの慈悲を主よと私を考えた 

汝の行為、古い方法のなたは、なたを待つなど deliverest 

します。 

敵の手からそれらを savest と。 

{51:9} は、地球からの私の嘆願を私を持ち上げた 

死からの救いを祈った。 

{51: 10} 私は主は、わが主の父に呼ばれて 

日私の問題、私彼を残していないこと 

誇り、ヘルプがあったときの時間です。 

{51:11} 私は継続的に、汝の名を賛美し、歌います 

賞賛と感謝祭。私の祈りが聞かれたので。 

{たい} なた savedst の破壊から私と 

deliveredst 悪の時間から私: したがってなります 

ありがとうと汝を賞賛し、祝福彼らの名前、主よ。 



{51}: 13 はまだ若い、または私が今まで海外に行ったとき

私 

私の祈りに公然と必要な知恵。 

{51:14} 私は寺院の前に彼女のために祈ったを目指します 

彼女を終わりにもします。 

{51:15} ブドウまで花からも熟していたかれ 

私の心は彼女の喜んで: 私の足から、正しい方法で行った 

私の青春は彼女の後に私を求めた。 

{51:16} 私は少し、僕の耳を崇拝していたし、彼女を受け

取った。 

gat 多くの学習。 

{51 分 17} そこに利益、栄光を帰する、したがって 

かれは私に知恵授けられます。 

{51:18} 私は後、彼女と真剣に行う目的のため 

続いては、これは良い。だから私はならない混同されま

す。 



{51:19} 私の魂は、彼女と私の所業を取り組んだかれ 

私は正確な: 私は上記の天国に私の手を伸ばしたなど 

彼女の私の ignorances を bewailed しました。 

{51:20} 彼女に私の魂を指示したし、の彼女を発見しまし

た。 

純度: から彼女と一緒に参加している私の心を持っていた

が、 

以降では、そのため私はならない foresaken ている。 

{51:21} 私の心は彼女を求めている問題を抱えた: したがっ

て 

良い所有物を得ています。 

{51:22} 主アッラー私に私の報酬のため舌を与え 

紛らわしい彼が賞賛されます。 

{51:23} 近く描くわたし、あなたがたは無学と住む 

学びの家です。 

{51:24} 何のためにあなたがたが遅いとこれらにあなたが

たに言う 



あなたの魂を見る事は非常にのどが渇いているか 

私は私の口を開けて、彼女を購入する氏 {51:25} 

お金のない自分。 

{51:26}、くびきの下に首を置くし、あなたの魂を聞かせて 

指導を受ける: 彼女は手で見つけるは難しい。 

{51:27} 見よ目をどのように私が持っているが、少し 

厚生、わたしくらいの残りの部分を得ています。 

{51:28} お金の素晴らしい和の学習を取得し、得る 

彼女によって多くの金。 

{51:29} 聞かせてあなたの魂は、彼の慈悲を喜ぶし、はで

きません。 

彼の賞賛を恥ずかしく思います。 

{51:30} しまえばと彼が彼の時間であなたの仕事の仕事 

あなたの報酬を与える 

外典 
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