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{1:1}、Nabuchodonosor の治世第 12 年 

nineve 付けた、偉大な都市に君臨者日に 

Arphaxad は、Ecbatane のメディア王国に君臨、 

{1:2} Ecbatane 壁石のラウンド ・ アバウトにおり 

広範な 3 つの cubits と六つの cubits 長く、岩窟を行い、 

70 腕尺の壁とその幅の高さ 

五十キュビト。 

{1:3} それのゲートにその塔を設定し、 

百キュビト、高さ、幅をその、 

生きながらえたの cubits の基礎: 

{1:4} と彼はそのゲート、いたもゲートを作った 

70 腕尺の高さと幅に発生 



それらは規定の彼の強大な行くことのための 40 の cubits 

軍隊と彼の従僕の配列の設定。 

Nabuchodonosor は、戦争をしたそれらの日王の {1:5} も 

平原である大平原の王 Arphaxad で 

Ragau のボーダー。 

{1:6} かれ来たそこに住んでいたすべての彼らと、 

丘の国とすべてが、ユーフラテス川とチグリス川に宿った

と 

Hydaspes と Arioch プレーン、Elymeans の王 

非常に多くの国、Chelod の息子の組み立てと 

自分の戦いに。 

送信されるアッシリアの {1:7}、Nabuchodonosor キング 

かれらはすべて、ペルシャとすべての西、住んだことを住

んでいた。 

キリキアとダマスカスに住んでいたと 



レバノン、および Antilibanus、そしてすべての海に住んで

いた 

海岸、 

{1:8} とは、国の間で、 

偉大な高いガリラヤと Galaad、カーメル、 

Esdrelom プレーン 

{1:9}、サマリアと都市は、すべて 

その内外エルサレムと Betane、ヨルダン、 

Chelus と Taphnes と Kades、エジプトの川 

Ramesse、およびすべての土地の Gesem、 

{1:10} あなたがたはタニスとメンフィス、を超えてまで 

エジプトのボーダーにがたが来るまでのすべての住民 

エチオピア。 

{1:11} が、土地のすべての住民の光、 

Nabuchodonosor 王、アッシリアの戒め 

どちらもは彼と一緒に戦い; 彼らを行ったたち 



彼を恐れて: はい、彼はひとりの人間として、彼らの前に

いた 

効果がなければ彼らから離れて彼の大使を送信し、 

屈辱。 

{1:12} 従って Nabuchodonosor は非常に怒り 

このすべての国、および彼の王位および王国によって 

sware が 

彼は確かに、キリキアのそれらのすべての海岸に復讐され

るだろう 

ダマスカス、シリアと彼を殺すだろう、 

剣モアブの土地のすべての住民と、 

アモンとすべてのユダヤとは、すべての子供たち 

エジプト、あなたがたまで 2 つの海のボーダーに来る。 

{1:13} 彼は彼の力で戦い配列に行進しました。 

17 年、および彼の王 Arphaxad に対して 

彼の戦いに勝った: 彼はすべての力を打倒したの 



Arphaxad と彼の騎手は、彼のすべての戦車 

{1:14} そして彼の都市の主となった臨んだ 

Ecbatane と、塔を取り、通りを台無しに 

そのと恥にその美しさを回した。 

{1:15} 彼はまた、Ragau の山の Arphaxad 

彼を通して彼のダーツ、彼を破壊したと 

全くその日。 

{1:16} nineve 付けた、両方の彼をその後復帰したそうと 

非常に素晴らしいされている雑貨の国のすべての彼の会社 

多数の人に戦争のそこに彼取った彼の容易さと、 

本人、彼および彼の軍隊は、百二十 

日。 

{2:1}、18 年、2 および 20 

日の最初の月の家の話があった 

彼は、彼がアッシリアの Nabuchodonosor キング 

すべての地球の彼自身を復讐氏します。 



{2:2} 彼はかれと呼ばれるように彼のすべての役員、およ

びすべての彼 

貴族、彼らと彼の秘密を伝え、弁護士と 

自分から全体の地球を苦しめるを締結 

口。 

{2:3} 彼らはしなかったすべての肉を破壊するように命

じ、 

彼の口の戒めに従います。 

{2:4} 彼が彼の顧問を終えたとき、 

アッシリアの Nabuchodonosor 王は、Holofernes と呼ばれ

る 

かれ次だった、彼の軍のチーフ キャプテンと 

かれは言った。 

{2:5} このように仰せ偉大な王、全体の主 

地球、見よ、汝は私の存在から出て行くことなかれ、 

取るあなたの男性自身の強さでその信頼 



従僕、100 と 20 千人;数 

馬ライダー 1 万 2000。 

{2:6} 汝は西の国すべてに対して行くことなかれ、 

彼らは私の掟に背いた。 

{2:7}、汝は私の準備かれ宣言ことなかれ 

地球と水: 私は彼らに対する私の怒りに行くなどの 

足で地球の顔全体をカバーします 

鉱山軍とはかれらの略奪品のそれらを与えます。 

{2:8} の殺害しなければならない彼らの谷とブルックスを

入力するため 

それがオーバーフローするまで彼らの死で満たされる川。 

{2:9} の最大限の部分にそれらの捕虜がつながると 

すべての地球. 

{2:10} あなたは従って出て行くなかれ。事前に取ると 

私のためのすべての海岸: 彼らは彼ら自身をもたらす場合

と 



なた、なた shalt 予約し私の日まで、 

罰。 

{2:11} しかし、反乱、ないの目それらに関する 

予備のしかし、虐殺にそれらを置く、それらを台無しにし

ます。 

何処汝は守り。 

{2:12} の私が住んでいると私の王国の力によって 

私は一切話されている、私は私が手を行うが。 

{2:13} を取ると汝は汝がのどれもを越える耳を傾ける 

なたの主の戒めは、完全に、それらを達成します。 

私は、あなたを命じたが、それらを行わないことを延期し

ます。 
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{2:14} Holofernes、行ったり来たりの存在から 

彼は、主し、呼ばれる知事や船長、経営不振、 

アッシュール; の軍隊の役人 



{2:15} として戦い、選ばれた男性を召集彼と 

自分の主が百二十 unto 彼を命じられました。 

千、馬に乗って; 1 万 2000 射手 

{2:16} の偉大な軍隊が順序として、彼は、それらを射程距

離と 

戦争。 

{2:17} 彼はラクダとロバの馬車と、 

非常に大きい数。羊と牛とヤギなし 

それらを提供するための番号: 

{2:18} と、多くの軍のすべての人に食糧を供給 

非常に多くの金と銀王の家の外。 

{2:19} 彼は行ったり来たりして、彼のすべての力の前に行

く 

王 Nabuchodonosor の航海で、すべてをカバーするため、 

自分の騎馬車と西の地球の顔と 

騎手と彼らの選ばれた従僕。 



{2:20} 数も雑貨大国が付属 

それらは、バッタのような地球の砂のように: のため、 

多数は番号なしだった。 

{2:21} 彼らは行ったり来たり nineve 付けたのと 3 日間の旅 

Bectileth の平野と Bectileth からピッチに向かって 

上の左の手にある山の近く 

キリキア。 

{2:22} し、彼はすべての彼の軍隊、彼の従僕と 

騎兵とチャリオット、そこから丘に入ったと 

国; 

{2:23} Phud と Lud、破壊し、すべて台無し、 

Rasses の子供とされたイスラエルの子供 

土地の南で荒野に向かって、 

Chellians。 

{2:24} それから彼は、ユーフラテス川を渡り、を経て 

メソポタミアであったすべての高い都市を破壊し、 



あなたがたまで Arbonai、その川に海に来る。 

{2:25} と、彼はキリキアのボーダーを取り、すべてを殺し

た 

彼に抵抗した、ヤペテの国境に来ています。 

サウジアラビアに対して、南の方でした。 

{2:26} 彼 compassed、正中のまたすべての子供たちと 

仮庵を焼失し、その sheepcotes を台無しに。 

{2:27} のダマスカスの平野に下りて行ったし、 

小麦の収穫と彼らのすべてのフィールドを焼きあげると 

破壊の群および群れ、また彼は彼らの都市を甘やかされて

育った 

全く無駄に彼らの国、彼らのすべての若者に切りかかって 

刀の刃を持つ男性。 

{2:28} 恐怖と彼の恐怖は、すべての時に落ちたため 

シドンは、海の海岸の住民と 

タイラスとシュールと Ocina、すべてのことに住んだ 



Jemnaan; に住んだアゾタスに住んでいたと 

アスカロンは大きく彼を恐れていた。 

{3:1} だから、彼らはかれの治療するために大使を送信 

言って、平和 

{3:2} 見よ、我々 Nabuchodonosor の使用人、 

偉大な王; なたの前に嘘をつく良いとして私たちを使用し

てなた 

光景。 

{3:3} 見よ、私達の家、私達のすべての場所、すべての 

すべてのロッジの群れと群れ、小麦のフィールド 

テントはなたの顔の前にあります。それは御心に適うなた

としてそれらを使用します。 

{3:4} 見よも私たちの都市とその住民 

汝のしもべ。来て、良い風習としてそれらに対処 

なた。 

{3:5} だから男性 Holofernes に来て、かれ宣言 



この方法の後の彼。 

{3:6}、、両方の彼の海岸に向かって彼を来た 

彼の軍隊、およびセット高都市で守備隊で守ると 

それらは援助のために男性を選択。 

{3:7} 彼らとすべての国についてのラウンド、受信 

それらは花輪、ダンス、および timbrels。 

{3:8} まだ彼は国境、ダウン キャストしたし、削減 

自分の畑: 彼はのすべての神を破壊するために定めていた

ため 

すべての国が Nabuchodonosor を崇拝すべき土地 

だけで、すべての舌や部族として彼に呼び出す必要があり

ます 

神。 

{3:9} わたしの近くの Esdraelon に対しても来た 

ユダヤ、ユダヤの偉大な海峡に対して。 

{3:10} 下馬とベトシェアン、登板と 



そこ彼一夕一ヶ月、彼を収集して 

一緒に彼の軍隊のすべての車両。 

{4:1} 今ユダヤに住んでいた、イスラエル共和国の子供 

すべてのことを聞いた Holofernes のチーフ キャプテン 

アッシリアの Nabuchodonosor 王が行っていた、 

国後どのような方法彼はすべて甘やかされていたと、 

寺院、海の藻くずに連れて来られる。 

{4:2} そのため、彼の非常に恐れていたと 

エルサレムの主の神殿に困っていた 

彼らの神: 

{4:3} 彼らの新しく、捕われの身から返されました。 

ユダヤのすべての人々 が最近集まった。 

血管と、祭壇と家は聖なるものと 

後冒涜。 

{4:4} 従って彼らはサマリヤのすべての海岸に送信 

村、そして、Bethoron と Belmen とエリコ 



丁場と Esora とセーラムの谷。 

{4:5} をあらかじめすべての彼ら自身を所有していた、 

高い山の頂し、村を要塞化します。 

、それらの、戦争の準備のための食料を置いた。 

それぞれの分野の末刈り取られました。 

{4:6} また Joacim それらは、祭司 

エルサレムでは、日ベチュリアに住んでいたそれらに手紙

を書いたと 

Betomestham は、Esdraelon の方の真向かいにある、 

Dothaim、近くの国を開く 

{4:7} は丘の道を保つためにそれらを充電 

国: それらによっては、ユダヤとそれへの入口 

出てくるでしょうそれらを停止する簡単だった、 

通路はせいぜい 2 人の男性のストレートだった 

{4:8} とイスラエルの子供たち Joacim として高 

司祭がすべての古代人で、それらを命じられた、 
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イスラエルは、エルサレムに住んでいたの人々。 

{4:9} イスラエルのすべての人は、偉大な神に叫んだし、 

いきごみ、偉大な vehemency と彼らは謙虚でしたし、 

魂: 

{4:10} 両方、彼らと彼らの妻と子供たちと 

彼らの牛とすべての見知らぬ人と傭兵、 

公務員は、自分の腰に荒布を置くのお金で買った。 

{4:11} 従ってすべての男性と女性と少し 

子供とエルサレムの住民の前に落ちた、 

寺と頭に広がるキャスト灰、 

主の顔の前に荒布: またをかける 

荒布祭壇について 

{4:12} 1 つ同意すべてイスラエルの神に叫んだ 

くれぐれも、彼を与えない子供たちの餌食、 

その妻、略奪とその継承の都市の 



破壊し冒涜する聖域と 

叱責、喜ぶ国。 

{4:13} 神自分たちの祈りを聞いた時に見たので、 

試練: 人々 すべてのユダヤにおける多くの日を断食したの

と 

主全能の神の聖域の前にエルサレム。 

{4:14} と Joacim 大祭司とすべての司祭を 

主とするに従って仕えた女の前に立って、 

主よ、彼らの腰、荒布ガートし、提供があった、 

毎日全焼のいけにえ、誓いの無料プレゼントと、 

人々 は、 

{4:15} の刺繍に灰を持っていたし、叫び、 

主は彼らの力は、彼にすべての時になります、 

イスラエルの家は優雅。 

{5:1}、Holofernes、チーフとして宣言されたそれをだった 



アッシュール、イスラエル共和国の子供を持っていた軍の

キャプテン 

戦争のための準備し、丘の通路をシャット ダウンしてい

た 

国、高い丘のすべてのトップを要塞化していたと 

シャンペーンの国で障害を安置していた。 

{5:2} 何彼は非常に怒っていた、すべてと呼ばれる、 

モアブの王子、アモンとすべての船長、 

海海岸の知事 

{5:3} と彼はかれらによると教えて今、あなたがたの息子

たちの 

丘に座するもの Chanaan をこの人がいます。 

国と彼らが生息する都市は、何と何 

彼らの力が、彼らの軍の多数は、します。 

強度、およびどのような王は、それら以上のキャプテン 

セット 

彼らの軍; 



{5:4} となぜ彼らが来るを決定したと 

私に会い、西のよりもすべての住民。 

{5:5} それからのすべての息子の船長 Achior は言った 

アモン、聞かせて今の口から言葉を聞いて私の主 

真実は、なた宣言、しもべと私について 

この人は、なた、近く座するし、丘を inhabiteth 

国: いいえ来るが存在しなければならないとの口から 

汝のしもべです。 

{5:6} この人のカルデアの子孫であります。 

{5:7} 彼らはメソポタミアでこれまで逗留したと 

彼らは彼らの父の神に従っていないので 

カルデアの土地であった。 

{5:8} 彼らは彼らの祖先の道を左に、 

天、神の彼らは知っていた人の神を崇拝しました。 

従って彼らは彼らの神と彼らの顔からそれらを投げ 

メソポタミアに逃げたし、何日も逗留しました。 



{5:9}、神様は二人から出発し、 

彼らが逗留した場所場所の土地に行くと 

Chanaan: どこ住んだと金が増加しました。 

銀と非常に多くの牛を。 

{5:10} のすべての土地が飢饉に覆われているときが、 

Chanaan、彼らはエジプトに下って行き、逗留したが、 

中には養われ、そこに偉大ななった 

多数、1 つは自分たちの国を番号可能性があります。 

{5:11} 従ってにそれらに対して上昇したエジプトの王 

subtilly に対処し、持って来られるそれら低と 

レンガ、労働者とそれらを奴隷にしました。 

{5:12} 彼らは彼らの神に叫んだし、彼はすべてを斬り殺す 

不治の伝染病とエジプトの土地: ので、エジプト人 

その光景からそれらを投げ。 

{5:13} と神乾燥前に、紅海 

{5:14} マウント シーナ ・ ケードに連れて来られる 



バーン、キャストなどすべての荒野に住んだ。 

{5:15} 彼らは、アモリと彼らの土地に住んでいた、 

その強さによって破壊されたそれらのすべての Esebon、

および通る 

ヨルダンのすべての丘の国を所有していた。 

{5:16} し、彼らの前に、Chanaanite に前後キャスト 

Pherezite、Jebusite と Sychemite とすべて、 

Gergesites と彼らは、多くの日をその国に住んだ。 

{5:17} 彼らはない彼らの神の前に罪を犯しながら、彼ら 

繁栄と不義を憎む神だったので 

それら。 

{5:18} 彼らが彼に方法から出発したときが、 

それらを任命した、滅ぼされた多くの戦いで非常に 

痛い、なかった土地に導かれた捕虜たちの 

彼らの神の寺院は、地面に投げられたと 

その都市は敵によって撮影されました。 



{5:19} が、今彼らは彼らの神に戻ったが、 

どこ彼らが散らばって、場所から出てくると 

エルサレム、彼らの聖域とを所有しています。 

丘の国に装着されています。荒涼としたのです。 

{5:20} 今したがって、私の主人と知事は場合があります。 

この人々 に対するエラーの神に対して罪を犯します 

これしなければならない彼らの破滅、上がるお知らせを考

えてみましょう 

我々 はそれらを克服しなければなりません。 

{5:21} しかし、もし彼らの国家の罪がない私てみましょう 

傷し、彼らの神、主を守るため、今のところ合格を主しま

す。 

、それらのためになりすべての世界の前に非難。 

{5:22} Achior がこれらのことわざを終えたとき、すべて 

ラウンド ・ アバウト、つぶやいたテント立っている人

と、 



チーフの男性 Holofernes、海の側ですべてが宿った 

モアブ、告げ彼が彼を殺す必要があります。 

{5:23}、例えば、彼らの顔の我々 は恐れないで 

イスラエル共和国の子供:、見よ、それは no を持っている

人 

強度も強い戦闘力 
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{5:24} 今したがって、Holofernes を主よ、私たちが上がる 

そして彼らは汝のすべての軍のとりこに獲物になりませ

ん。 

{6:1} ときについていた、男性の騒々しさと、 

理事会が中止された、Holofernes チーフ キャプテンの 

Achior とする前にすべてのモアブ曰アッシュールの軍隊 

他の国のすべての会社 

{6:2} と人芸術汝、Achior との傭兵 

日に私達に対して予言なたなたをエフライムと 



なたの人々 と戦争をする必要がありますいない我々 は言

った 

イスラエルは、彼らの神はそれらを守るためですか?神と

は誰と 

Nabuchodonosor が? 

{6:3} 彼は彼の力を送りからそれらを破壊します。 

地球と彼らの神の顔は、それらを交付しなければなりませ

ん。 

我々 は彼の使用人が一人の男としてそれらを破壊する

が、彼らのために 

私たちの馬の力を支えることができません。 

{6:4} ために足の下でそれらを歩くが、 

その山は彼らの血で飲酒しなければならない、 

彼らの死体で満たされるフィールド、 

彼らの足跡は、私たちの前に立つことができるなりませ

ん。 

王 Nabuchodonosor、すべての主は仰せ全く滅びる、 



地球: 私の言葉のどれもが無駄にならないと言った。 

{6:5} となた、Achior、アモンの傭兵を 

汝の咎の日にこれらの単語を滅ぼしません、ことなかれ 

私は復讐を取るまで、この日からこれ以上私の顔を見る 

この国のエジプトから来た。 

{6:6} そして鉱山軍の剣のものと 

私を提供する、あなたの側面を通過するそれらの多数と 

汝は帰ったら彼らの殺害の間で落ちることなかれ。 

{6:7} 今、したがって私のしもべしなければならない戻す

なた 

丘の国の都市の一つになたを設定しなければなりません。 

通路: 

{6:8} となた shalt 死なない、まで汝が破壊されます。 

彼らと。 

{6:9}、汝は汝の心に自分自身を説得、彼ら 



なければならないない照は秋を聞かせて、: それを話され

ています。 

そして私の言葉のどれもが無駄になりません。 

{6:10}、Holofernes 指揮彼の使用人を 

Achior、ベチュリアに彼をもたらすし、彼のテントで待っ

ていた 

イスラエルの子らの手に彼を提供しています。 

{6:11} しもべイエスのうちに連れて、 

平野にキャンプし、彼らの中から行った、 

丘の国に噴水に来た平野を 

ベチュリア下にあった。 

{6:12} 彼らを取った都市の男性がそれらを見たとき、 

彼らの武器を上下の上に町から出て、 

丘:、スリングを使用すべての人は、来てからそれらを維

持 

それらに対して石の鋳造で。 



{6:13} それにもかかわらず、丘の下でこっそり得て 

彼らは、Achior、拘束ダウン、彼をキャストし、で彼の

左、 

丘の足し、主に返されます。 

{6:14} が、イスラエル人は彼らの都市から降りて、 

かれ、来たし、増し、彼彼を連れて来た 

ベチュリア、都市の知事に贈ったと。 

{6:15} 当時 Ozias、ミヒャの息子だった 

シメオンと Chabris、Gothoniel の息子の族 

Charmis Melchiel の息子。 

{6:16} 一緒のすべての古代人と呼ばれると、 

都市とすべての彼らの青年を一緒に走った、その女性に 

アセンブリ、および彼らはすべての中で Achior を設定、 

人々。Ozias 彼に尋ねたと行われていた。 

{6:17} 彼は答えたし、かれらを宣言し、 

Holofernes、会の単語とすべての単語を 



彼はアッシュール、王子の中で話されていたと 

一切 Holofernes 話されていた誇らしげにに対して、 

イスラエル共和国の家。 

{6:18} 人は転んで、神を崇拝し、 

神に叫んだ。言って、 

{6:19} O 主鳴神、天の見よ、彼らの誇りと同情 

私たちの国、そしてそれらの顔を見ての低い不動産 

それはこの日なた聖別されています。 

{6:20} 彼らは Achior を慰め、彼を賞賛し、 

大きく。 

{6:21} そして Ozias 取り出した彼彼にアセンブリ 

家と長老たちにごちそうを作った彼らと呼ばれると、 

イスラエルの神の助けのすべての夜。 

{7:1} 次の日 Holofernes すべての彼の軍隊を指揮 

彼の部分を取るに来ていた彼のすべての人々 を 



ベチュリアを取ることに対して彼らのキャンプを削除する

必要があります。 

aforehand の丘の国と戦争をする上り坂 

イスラエル共和国の子供たちに対して 

{7:2} の強い男性で彼らのキャンプを削除し、 

日と戦争の男性の軍隊が 100 と 

7 万の従僕と 1 万 2000 人の騎手 

手荷物との間で進行中だった他の男性の横にあります。 

非常に大群衆。 

{7:3} で彼らはベチュリア、わたしの近くの谷のキャンプ 

噴水上の幅自体を張ると 

Dothaim も Belmaim とわたしのベチュリアからの長さ 

Cynamon は、Esdraelon の真向かいにあります。 

{7:4} 彼らを見たとき、イスラエルの子供たち今、 

それらの多数は大いに困っていたとごとに 1 つ 

彼の隣人に今、これらの男性をなめるの顔を 



地球;高山も、谷も 

丘はその重量に耐えることができます。 

{7:5} すべての人が戦争の彼の武器を取ったし、 

その塔に火を点火していたときに 

残ったと見てすべて夜。 

Holofernes をもたらした 2 日目 {7:6}、すべて 

イスラエル共和国の子供たちの目の前で彼の騎手を 

ベチュリア、 

{7:7} 市まで通路を閲覧し、来た 

噴水は水のそれらを取ったし、設定 

彼自身は削除し、戦争の男性の守備隊 

彼の人。 

{7:8} その後、子供たちのすべての長かれ来たの 

エサウとモアブの人々 のすべての知事と 

海海岸の船長と、 



{7:9} しましょう私たちの主は今ができない言葉を聞い

て、 
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軍を打倒します。 

{7:10} このイスラエルの子らの人々 を信頼しません。 

槍ではなく、山の高さ、前記 

彼らが住むのトップに出て簡単じゃないので 

自分の山。 

{7:11} 私の主がそれらに対してではなく戦うためしたがっ

て、今 

配列の戦いそしてそこの一人としてあまりないなた 

人は滅びる。 

{7:12} 汝のキャンプに残るし、汝のすべての男性を維持 

軍は、汝のしもべの噴水を自分たちの手に入るし、 

水は、issueth などの山のふもとの。 

{7:13} ベチュリアのすべての住民が自分たちの水 



そこから;喉の渇きは、それらを殺すものとし、放棄しな

ければならない、ので、 

市と私たちと私たちの人々 のトップに上がるものとす

る、 

近くに、かれらを見るキャンプは山 

どれもが都市から行きません。 

{7:14} 彼らおよび彼らの妻の子供でなければならないよう

に 

火と剣がぶつかる前に消費 

彼らは、彼らが通りで転覆しなければならないどこ彼ら 

住みます。 

{7:15} 従ってあなたはそれら悪の報酬; をレンダリング 

shalt なた 

反乱を起こし、彼ら平和ないなたの人に出会ったからで

す。 

{7:16} これらの言葉には、Holofernes とすべての彼が満足

していると 



公務員と彼は彼らが話されていたように就任 

{7:17} Ammon の子供のキャンプに出発した、従って 

それらは、アッシリアの 5000 と彼ら 

谷で登板し、水と噴水を取った 

イスラエル共和国の子供の水。 

{7:18} エサウの子に上がったし、 

、Ammon の子供キャンプの丘の国を、 

Dothaim に対して: そして、彼らはの方のそれらのいくつ

かを送信、 

南と Ekrebel、反対の東向きであります。 

近く Chusi、わたしである時に小川 Mochmur;と、 

アッシリアの軍隊の残りの部分は平野のキャンプと 

全体の土地の表面をカバー彼らのテントと 

馬車は、非常に大群衆にほうり出されました。 

{7:19} 主にイスラエル共和国の子供が泣いたし、 

彼らの神、すべての敵の彼らの心に失敗したので 



compassed いたそれらは、ラウンドし、する方法がないが

あった 

それらの中から抜け出します。 

{7:20} アッシュールのためすべての会社に残ったについて 

それら、両方の若党、戦車と騎手、4 つと 

30 日は、水のすべての彼らの船は、すべて失敗したの

で、 

ベチュリアの地域。 

{7:21} と水槽が空にいたと彼らはいませんでした 

1 日の彼らの塗りつぶしを飲むために水彼らはそれらを与

えた 

メジャーを飲みます。 

{7:22} したがってその若い子供たちが心から 

その女性と若い男性の喉の渇き、失神して倒れたと 

下の通路によって市の路上で、 

ゲート、もはやそれらの任意の強さがあったとします。 



{7:23} Ozias、およびすべての人々 が組み立てられるし、 

市の責任者両方、若い男性と女性、子供、 

大きな声で叫んだ、すべての年長者、前にも言った 

{7:24} 神が私たちとあなたの間の裁判官: あなたがたを持

っています。 

あなたがたはの平和が不要という点で私たちに大きな傷害

を行ってください。 

アッシュールの子供。 

{7:25} ため、今はないヘルパー: 神を売ってきた私たち

が、 

私たちがダウン前にスローされる必要があります、その手

に 

それらは喉の渇きと偉大な破壊。 

{7:26} 今したがって、あなたがたにそれらを呼び出すし、 

Holofernes の人々 そしてすべての略奪品の全都市 

彼の軍隊。 

{7:27} かれらに略奪品を作られる方は 



喉の渇きで死ぬことより: 彼のしもべとなるでしょう私た

ちのために私たち 

魂が住んでいると前に当社の乳児の死亡が表示されませ

ん。 

私たちの目も私たちの妻も死ぬ子供たち。 

{7:28} 我々 に不利な証言を天に取ると、 

地球と私たちの神と punisheth、わたしたちの先祖の主 

私たちの罪と、父の罪、彼 

ない、我々 はこの日を述べているか。 

{7:29} が大きな 1 つの同意と泣いているし、 

アセンブリの真っ只中彼らは主の神に叫んだ、 

大声で。 

{7:30} は、彼ら兄弟に Ozias を言った、良い 

勇気、お知らせまだ耐える宇宙での 5 日間、 

私たちの神は私たちに向かって彼の慈悲になる可能性があ

ります。彼はしませんの 



全く私たちを見捨てます。 

{7:31} これらの日を渡すと、ヘルプ来てない場合、 

わたしたちは、あなたの言葉によるとやります。 

{7:32} および人々、ごとに 1 つに分散した彼の 

独自の料金。彼らは壁そしてタワーに行ったと 

その都の女性と子供たちに、 

住宅: たちは都市に持って来られる非常に低かった。 

{8:1} だったジュディスはこれを聞いて当時の今 

Merari、牛、ヨセフの息子の息子の娘、 

日野亮太・ ギルティ クラウン、アナニアスの息子の息子

の息子の息子 

ジェデオン、Raphaim、Acitho の息子の息子の息子 

Eliu、エリ、ナサニエルの息子の息子の息子 

サマエル、Salasadal、イスラエル共和国の息子の息子。 

{8:2} と Manasses は彼女の夫、彼女の部族と 

親族、麦刈りで亡くなった。 



{8:3} のために滑車をバインドそれらを監督と立ちはだか

った 

フィールドに、彼の頭に来て、熱と彼は彼に落ちた 

ベッド、そしてベチュリアの市で死亡した: 彼らは彼を埋

葬し、 

Dothaim と Balamo フィールドの父親。 

{8:4} だからジュディス彼女の家の未亡人であった 3 年

間、 

4 ヶ月。 

{8:5} 彼女は彼女に彼女の家の上部にテントを作ったと 

彼女の腰に荒布を着た彼女の寡婦を焼 

アパレル。 

{8:6} 保存彼女の寡婦のすべての日を断食彼女と 

安息日と安息日、前日との前日 

、新月と新月とお祭りと 

イスラエルの家の厳粛な日。 



{8:7} 彼女は立派な顔と非常にも 

見よに美しい: 彼女の夫 Manasses は彼女を残していた 

後室、そそごうと銀、金と 
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牛では、土地です。彼女はそれらに残った。 

{8:8} 病気御言をあげたどれもなかったし、ar 彼女 

大きく、神を恐れていた。 

{8:9} 今の人々 の邪悪な言葉を聞いたとき 

彼らは水の欠乏のために気絶する知事に対してため 

ジュディスは Ozias たちに語ったすべての言葉を聞いてい

た 

都市を提供する宣誓をしていたこと、 

5 日後のアッシリア人 

{8:10} 彼女がいた彼女の waitingwoman を送信して、 

Ozias を呼び出す、彼女が持っていたすべてのものの政府

と 



Chabris、Charmis、都市の昔。 

{8:11} と彼らは彼女に来て、彼女は言われた、 

私は今、O を聞くあなたがた住民の知事の 

ベチュリア: あなたがたの前に話されているあなたの言葉

を 

人々 この日が適切でない、この宣誓に触れてどの ye 

作ったと、神との間の発音、 

しない限り、我々 の敵に都市を提供すると約束した内 

これらの日主は、するためにします。 

{8:12} 今、あなたがたは神をこれで誘惑が 

日と男性の子供たちの間で神ではなくスタンドですか。 

{8:13} 主全能の神ながら今、あなたがたは受けなければな

らないこと 

任意のものを知っています。 

{8:14} あなたがたは、人間の心の深さを見つけることがで

きないため 



どちらも ye は彼が考えるものを知覚できる: 次にどのよう

に 

あなたがたは、これらすべてのものを創って、神を検索で

き、 

彼の心を知っている彼の目的を理解するか。いや、私 

同業者、ない主の怒りを私たちの神を引き起こします。 

{8:15} の場合いないを助けてくれるこれらの 5 日以内彼 

されど彼がときに、私たちを守るためにも、毎日、または 

我々 の敵の前に私たちを破壊します。 

{8:16} は私たちの神、主の弁護人をバインドできません: 

のため 

神ではない男として、彼は脅かされる可能性があります;

どちらも彼は、します。 

男の息子として彼を躊躇する必要があります。 

{8:17} したがってみましょう、彼の救いを待っていると電

話 



彼は私たちを助けるためにそれをしてください場合、彼

は、私たちの声を聞くが、 

彼は。 

{8:18} そこに起こった私たちの時代のどれも、どちらもが

あります。 

これらの日で、今も、部族も家族も人、 

また市として、手で作った神々 を礼拝私たちの間で 

aforetime カナーン人。 

{8:19} に与えられた私たちの先祖が原因のため、 

剣と、台無しにする前に戻せなかったと私たち 

敵。 

{8:20} しかし、我々 は誰も他の神を知らない、ですから 

彼が来ることがない dispise、私たちも私たちの国のいず

れか。 

{8:21} すべてのユダヤしなければならない廃棄物、うそを

つく場合は我々 は、これを撮影するため、 



私たちの聖域は甘やかされてしなければならない;彼が必

要になり、 

私たちの口にその冒涜。 

{8:22} と私たちの兄弟の虐殺と 

国の荒廃の捕われの身の 

継承、彼は異邦人の間で私たちの頭に向ける 

何処緊縛; いたします我々 はしなければならないし、 

犯罪と非難のすべての人々 に私たちを持っています。 

{8:23} 好意に私たちの地役権を指示してしなければならな

いため。 

主神様でそれを不名誉にしなければなりません。 

{8:24} 今したがって、O の兄弟、私たちの供え例を聞かせ

て 

兄弟たちは、彼らの心は、私たちに依存するので、 

聖域と家と、祭壇には、私たちに残りの部分します。 

{8:25} さらに私たちを与える主に感謝私たちの神 



trieth 私たちは、彼が私たちの父親も同様。 

{8:26} は、アブラハムに、彼はどのようなものを覚えてい

ると 

どのように彼はイサク、ヤコブに何が起こったを試してみ

ました 

シリアのメソポタミア、ラバンの羊を続けた彼と彼 

母親の弟。 

{8:27} 彼は火で私たちを試みたかれらない彼と同様、それ

らの 

彼らの心検査のためどちらも hath 彼撮影します。 

私たちに復讐: 惨劇おられる主の来ることが、 

付近のかれにそれらを忠告します。 

{8:28} いいました Ozias 彼女に、すべてのことあなたは滅

ぼしません 

良い心を滅ぼしません汝、どれもが 

汝の言葉を否定することがあります。 



{8:29} これは前記あなたの知恵は、最初の日ではないで

す。 

明らかに;すべてのなたの日の初めから、 

人々 は、あなたの理解を知っているので、 

汝の心の処分は良いです。 

{8:30} が、人々 は非常にのどが渇いて、私たちを強制 

かれらは我々 が話されているし、宣誓をもたらす 

時に自らの我々 は中断されません。 

{8:31} したがって今汝のために祈る、私たちなたため、 

信心深い女性と主は私たちにいっぱいに雨を送信我々 

貯水槽とかすかなものとないより。 

{8:32} それからかれらジュディスを言った、私を聞く、私

は行います 

全体のすべての世代に行くものである事、 

私たちの国の子供たち。 



{8:33} あなたがたは、ゲートではこの夜を立つものし、行

きます 

私の waitingwoman で前後: 日以内とは、あなたがた 

主に私たちの敵に都市を提供する約束しました。 

私の手でイスラエルを訪問します。 

{8:34} が鉱山の法律のないあなたがたのお問い合わせ: 私

はしませんの 

宣言は、あなたがたに、物事が完成するまでをやること。 

{8:35} それから Ozias と彼女の王子は言ったに行く 

平和と神である主が復讐を取る、なたの前に 

私たちの敵。 

{8:36}、テントから返されたに行きました、 

病棟。 

{9:1} ジュディス彼女の顔に落ちた, そして彼女の灰を入れ

て 

頭と明らかに、荒布何だった 



服を着たまま。時間について、その日の夕方のお香 

エルサレム主のジュディスの家で提供されました。 

大きな声で叫んだし、言った。 

{9:2} O 主父シメオン、先の神なた 

木の実、見知らぬ人の復讐を取る剣人 

汚さないよう、彼女にメイドの帯を緩めて発見 

彼女にももの恥と彼女に彼女の処女を汚染 

非難;そなたのためと言った、それはそうはなりません。

まだ彼らは 

だから： 
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{9:3} 何のため汝木の実、支配者が殺されるので 

彼らがだまされて血で彼らのベッドを染め、 

smotest の領主と領主に公務員 

自分の魂。 

{9:4} の餌食、彼らの妻を与えて下さったと、 



娘たちが捕虜とすべての戦利品に分割するには 

汝の愛する子供たちの間でなたの熱意で移されました。 

血液の汚染を忌むし、時に呼ばれる 

あなたの援助のため: O 私の神は、神は私をまた聞く未亡

人。 

{9:5} なたなた錬鉄のものだけでなく、しかし、 

前に、落ちたし、続いた、ものも 

後;汝は今、あるものに考えなたと 

来ています。 

{9:6} はい、なた didst 決定するもので準備ができていた 

手と言った、本当に、ここにいる: あなたのすべての方法

のため 

準備、汝の判断は、汝の予知。 

{9:7} の見よでアッシリアを掛けて、 

電源;彼らは高貴な馬と男です。彼らはの栄光します。 

自分の従僕; の強さ彼らは、盾と槍で信頼します。 



弓やスリング。主なたは知らないが 

breakest の戦い: 主は汝の名。 

{9:8} なたの力の強さを投げるし、持って来る 

汝の怒りに力をダウン: 彼らに利用したものがあるため 

汝の聖域を汚すと幕屋を汚染し、なた 

栄光の名ユウドの剣で角を落す 

なたの祭壇。 

{9:9} 彼らの誇りを見よ、汝怒りを送信、 

頭: 未亡人、力を私の手を私に与える 

練っています。 

{9:10} 私の唇の詐欺で使用人を強打、 

王子と、召使と王子: 分解の 

女性の手で荘厳。 

{9:11} なたの力 standeth 多数ではないにもなた 

強い人の可能性があります: 汝の神の 

抑圧のヘルパー、弱いの支持者、 



プロテクター、絶望的なのないそれらの救世主 

願ってください。 

{9:12} なたを祈る、私の父の神に祈ると 

神は天と地の主、イスラエルの継承と 

地球、海、すべての生き物の王の作成者を聞く 

あなたは私の祈り: 

{9:13} 私の音声とその傷をする詐欺 

ストライプ、人に対して残酷なことを利用したものがなた 

契約、および神聖な客人との上部に反対 

シオンとなたの子供の所有の家に立ち向かう。 

{9:14} すべての国家と認識する部族 

そのすべての力と可能性がありますとそのそこの神なた 

あなたがたはイスラエルの人々 を protecteth、他でもない

です。 

{10:1} その後、彼女は、神に叫びを止めた今 



イスラエルと悪いは、これらすべての言葉の終わりを作っ

た。 

彼女が、落ちていたし、呼ばれる {10:2} 彼女が上昇しまし

た。 

彼女のメイドが家に入ったと彼女 

安息日日と彼女の饗宴日の住まい 

{10:3} 彼女に与えた、荒布を引っ張った 

彼女の寡婦の衣服を置くし、彼女を洗浄 

体全体にわたって水との貴重な神饌 

軟膏と彼女の頭の髪の毛を編みこみし、タイヤをつける 

喜びの彼女の衣服を置く時に何彼女 

張 Manasses の生命の間に彼女の夫だった。 

{10:4}、彼女は彼女の足にサンダルを取りについて 

彼女彼女のブレスレットと彼女の鎖と彼女のリングと彼女 

イヤリング、すべて彼女の装飾、勇敢に自分を着飾って 



彼女を参照してくださいする必要がありますすべての人の

目を魅力。 

{10:5} ワインのボトルと、彼女は彼女のメイドを与えた

し、 

cruse 油の袋でいっぱい乾いたトウモロコシとしこりと 

高級パンと、イチジクのだから彼女はこれらすべてのこと

を抱きしめた 

一緒に、彼女にそれらを置いた。 

{10:6} 従って彼らはの町の門を出て行きました 

ベチュリア、立っているとそこ Ozias との昔 

この都市は、Chabris と Charmis。 

{10:7} 彼らが彼女の表情は、彼女を見たとき、 

変更すると、彼女を不思議に思った彼女の衣服が変更され

たと 

美容非常に大きく、彼女言ったと。 

{10:8}、神は、私たちの先祖の神は、有利をささげます 

子供たちの栄光に汝の意匠を達成 



イスラエル、エルサレムの高揚。その後は 

崇拝の神。 

{10:9} の門をコマンド彼女はかれらによると、 

わたしは、私が出て行くことがありますが達成するために

開かれる市 

就いてあなたがたは私に話されているもの。だから彼ら 

彼女が持っていたと彼女は、かれらを開く若い男性を命じ 

話されています。 

{10:10} だから、ジュディスが出て、彼女は、彼らが行っ

ていたときと 

彼女と彼女のメイド都市の男性はに見えたと 

彼女は、彼女は、山を下って消えていたまで、彼女が持っ

ていたまで 

谷を渡され、彼女にこれ以上を見ることができます。 

{10:11} このように彼らはまっすぐ谷に出て: と 

アッシリアの最初の時計は、彼女に会った 



{10:12} と、彼女を取り、彼女に尋ねた、どのような人々 

の芸術の 

なたか。そして、そこからあなたを思いとどまら?そして

どこへおいでになるか。 

彼女は言った、私は、ヘブル人の女性と逃げたよ 

それらから: 彼らを与えられなければならない消費される

ため。 

{10:13} Holofernes、チーフの前に来ていると 

真実の言葉を宣言する、あなたの軍隊の大尉私は 

どうか彼の方法、により彼行こうと勝つすべての丘 

身体又はいずれかの彼の生命を失うことがなく、国 

男性。 

{10:14} 今男性を聞いたとき彼女は言葉と見た 

彼女の美しさに大きく不思議彼女の表情と 

彼女に言った 

{10:15} 汝は、汝の命を救ったなたなたなたなどもあり、 



私たちの主の存在に降りてくる: 今したがって 

彼のテントに来て、いくつかの私たちまで、なたを行うも

のとします。 

彼らは彼の手になたを配信しました。 

{10:16} 汝 standest 彼の前に、なることを恐れて、 

汝の心があなたの言葉によるとかれ供えのそして 

彼はよくなたを切望します。 

{10:17} 彼らはそれらの 100 人のうちを選んだし、 

彼女と彼女のメイドに同行します。彼らは彼女を連れて、 

ホロフェルネスのテント。 
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{10:18} があった全体のコンコース、 

キャンプ: 彼女が来るが、テントと彼らの間で noised だっ

たため 

デューデット テントなし彼女は立って、彼女について来

た 



まで、彼らは彼女の彼に言った。 

{10:19}、彼らは彼女の美しさに驚いたし、賞賛 

、彼女のためイスラエル共和国およびすべての 1 つの子供

たちは、 

彼の隣人が、この人々 を軽蔑するだろう 

中でもこのような女性ですか。確かにそれはよくないこと 

それらの人がだます可能性があります解雇されて人を残さ

れる、 

全体の地球。 

{10:20}、Holofernes 近く置く彼らが出たと 

すべての彼の使用人および彼らはテントに彼女をもたらし

た。 

{10:21} 今、Holofernes が彼のベッドの下にかかっていた、 

紫と金と編まれた、キャノピー、 

エメラルド、貴重な石。 

{10:22} だから彼らは関係を示し彼女の彼出てくる 



前に銀のランプが彼の前に行くと彼のテント。 

{10:23} そしてときジュディスに彼と彼の前に来ていた 

すべての彼らは彼女の美しさに驚嘆の使用人 

顔;彼女は彼女の顔に落ちたと 

かれ畏敬の念:、彼の使用人を取った彼女を。 

{11:1}、彼女言った Holofernes、女性であります。 

良い快適さ、恐怖心ではなく: 私は決していずれかを傷つ

けるため 

Nabuchodonosor、すべての王を提供するために喜んでい

た 

地球。 

{11:2} 今したがって場合に、座するもの汝の人々、 

山は、私がライトを設定していなかった、私はリフトがさ

れていません 

それらに対して私の槍をアップ: 彼らはこれらの事を行っ

ているが、 

自分自身してください。 



{11:3} が今何のために私に教えてから逃げたアートなた 

それらアート御子と: 保護; 汝来るアートの 

良い快適さの汝はこの夜、そして来世生きます。 

{11:4} なしは痛めつけ、しなければならないが、まあ、な

たを切望するとして 

彼らは私の主王 Nabuchodonosor のしもべを行います。 

{11:5} その後、ジュディスがイエスに言ったの言葉を受信 

しもべは、汝の侍女で話すことを苦しむとなた 

及、宣言しますない嘘私の主にこの夜。 

{11:6} 汝の言葉に従って、なた場合と 

侍女、神は完全に通り過ぎることをもたらすでしょう 

なた;私の主彼の目的の失敗してはなりません。 

すべての地球の {11:7} として Nabuchodonosor 王生きて 

自分の力としてのあなたに下された方生きておられる、 

すべての生き物を守る: だけではなく男性を提供しなけれ

ばなりません。 



あなただけでなく、フィールド、および牛の獣によって、

彼 

空の鳥の下であなたの力によって生きる 

Nabuchodonosor とすべての彼の家。 

{11:8} 我々 はあなたの知恵とあなたのポリシーの聞いたこ

とがあるの 

それは、地上のすべての報告は、そのなただけで、優れた

芸術 

すべての国との知識で、 

戦争の偉業に素晴らしい。 

{11:9} 今 Achior した問題に関して、 

汝の評議会で話す、我々 は彼の言葉を聞いたことがあり

ます。男性用 

ベチュリアの保存、彼と彼は宣言したかれらすべて彼 

わたしに話されていた。 

{11:10} O の主、知事は、したがって、ない彼を尊重 



単語;これが本当の汝の心の中それを置くが、: 私達の国家

の 

ならないに勝つこともできる剣は処罰、 

彼らは彼らの神に対して罪を除いて。 

{11:11} 今、破った私の主ができないことと、 

彼の目的の挫折、死さえも、彼らに今落ちた 

彼らの罪を抜いてかれと、それらが何をしてしまいます 

whensoever 彼らはそれを行うものとするその神に怒りを

引き起こす 

これは穏当でない行われます。 

{11:12}、victuals 失敗し、彼らのすべての水は 

乏しいと彼らを手に入れるに決定した、 

牛、すべてのそれらの事は、神を消費して 

彼の法律によって食べるためにそれら禁止される、hath: 

{11:13} の初穂を過ごすために解決され、 

ワインとオリーブ オイルは、彼らが神聖化していた分と 



提供前にエルサレムの司祭のために予約されて、 

私たちの神の顔物事の任意の合法的なはないです。 

自分の手で触れるほどに人々。 

{11:14} のためエルサレムへいくつか送りました 

また、そこに住む彼らは持参するなどを行っている、 

上院からのライセンスします。 

{11:15} 今、ときに彼らはそれらに単語をもたらすもの

と、彼ら 

直ちにやるし、彼らがするなたに与えなければなりませ

ん。 

同じ日を破壊しました。 

{11:16} それゆえ汝の侍女は、すべてこれを知って私は 

自分の存在から逃げた神は私に仕事を下されたと 

なたは、whereat 全地は驚いてしなければならないとの事 

誰でもがそれを聞くものとします。 

{11:17} しもべ、宗教は、神を serveth 



昼と夜天: 今したがって、主よ、私は、 

あなたと残っているし、しもべが夜で出てくる 

谷と私は、神に祈るが、彼が教えてくれます 

彼らが罪を犯したとき。 

{11:18} 行きますと、供えそれなた:、汝 

汝の軍隊は、出て行くなかれし、そこのどれも 

それらはあなたに抵抗しなければなりません。 

{11:19} であり、ユダヤの真っ只中をなたをつながる 

汝はエルサレムの前に来るまであなたの御座が設定されま

すと 

中並びに汝は羊としてそれらを運転ことなかれ、 

羊飼いを持たず、犬ほど開設してはならない彼 

なたの口: これらの事は、私によると言われていたため 

私の予知と彼らと私に宣言されました。 

あなたを伝える送信されますよ。 



{11:20} 彼女の言葉には、Holofernes とすべての彼が満足し

ているし、 

公務員;彼らは彼女の知恵に驚嘆し、言ったと 

{11:21} そこの端から端までこのような女性ではない、 

他の顔の美しさと知恵の両方に地球 

言葉。 

{11:22} Holofernes 同様に言った。アッラーの神 

強度がありますが、人々 の前に遣わすためによく 

それを軽く手やそれらに破壊します。 

私の主を考えてください。 

{11:23} 今なたは両方ので美しいなた 

顔と汝の言葉で気の利いた: 確かに汝を行う場合 

滅ぼしません汝汝の神は私の神にならないし、汝 

王 Nabuchodonosor の家に住むし、することなかれ 
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地球全体を通して、有名。 



{12:1} 彼はどこに彼女を連れに命じ、彼 

プレートが設定されました。彼らは彼女を備える必要があ

ることを告げた 

彼自身の肉と彼女が彼の飲む必要があります独自のワイ

ン。 

{12:2} とジュディスは、食べていないだろう、その傷があ

ります。 

犯罪: 規定しなければならないものの私が、 

私が持ってきた。 

{12:3}、Holofernes 言った場合、彼女は、「汝の規定 

失敗する必要があります、どのようにあなたはなたような

ものを与える必要があります我々?あります。 

汝の国の私たちにはありません。 

{12:4} かれなたの魂としてジュディスによるし、生きてお

られる、私 

主よ、汝の侍女はしなければならないものを使わないこと 

鉱山の主仕事のものに手が前に彼 



かれらが決定されます。 

{12:5} ホロフェルネスのしもべをもたらした彼女にし、 

深夜まで、眠っていたテントと彼女と彼女が生じたときそ

れ 

朝時計に向かっていた 

{12:6} Holofernes に送信、保存、聞かせて私の主を今 

汝の侍女が祈り出て行くコマンドです。 

{12:7}、Holofernes 指揮彼のガードに 

彼女に滞在しないでください: 従って彼女の住所にキャン

プ 3 日間 

夜のベチュリアの谷に出て、 

キャンプでの水の噴水できれいに洗います。 

{12:8} 主追い出して彼女が出てきたとき、 

上げるに彼女の方法を指示するイスラエルの神、 

彼女の人々 の子供たち。 



{12:9} 従って彼女はきれいで、入って、テントの中に残っ

た 

まで、彼女は夜の彼女の肉を食べました。 

{12:10} そして 4 日目、Holofernes を作ったにはごちそう 

自分の公務員のみとする役員のうち、 

バンケット。 

{12:11} それから彼に言った Bagoas を持っていた宦官 

彼が持っていたすべてを充電、今、行くし、これを説得 

なたは、彼女が、私たちには、ヘブライ語の女性 

食べるし、私たちと飲みます。 

{12:12}、見よ、それ恥であろう私たちの人の場合我々 

行くような女性を周知し、彼女の会社を持っていなかった

ことため 

我々 は彼女を描く場合、私たち彼女は軽蔑する私たちを

笑わせます。 

{12:13} それからの存在から Bagoas に行った 



Holofernes と彼女に来て、彼は言った、ないこのフェアを

させて 

乙女恐怖私の主に来るし、彼の名誉を与えられる 

プレゼンス、およびワイン、私たちと陽気になるし、する

ドリンク 

、アッシリアの娘の一つとしてこの日を行った 

Nabuchodonosor の家になります。 

{12:14} は、ジュディスを言われた、私は私が今、 

私の主を否定する必要がありますか。確かにいかなる御心

に適う彼私 

スピーディに行います、それは私の喜びの日のわたしをな

らない私 

死。 

{12:15} ので、彼女は彼女自身を彼女の衣服で飾られて生

じた、 

すべての彼女の女性の服装と彼女のメイド行って、レイア

ウト ソフトと 



Holofernes、に対して彼女のための地面上のスキンを 

彼女を Bagoas の受けていたまで彼女が彼女の毎日の使用 

座るし、彼らに食べる。 

{12:16} 今ときジュディスが現れ、下に座った 

Holofernes 彼の心は、彼女と彼の心にうっとり 

感動したと彼は彼女の会社で希望大幅彼の 

彼を見た日から、彼女を欺くために時間を待っていた 

彼女。 

{12:17}、Holofernes 彼女言った、今、ドリンクと 

私たちとメリーであります。 

{12:18} だからジュディスは言った、私が今は飲み、閣

下、ので 

私の人生はこの日よりすべての日私の拡大します。 

以来、私は生まれた。 

{12:19} 彼女を食べたと彼の前に何を飲んだし、 

彼女のメイドを準備していた。 



{12:20}、Holofernes が、彼女に大きな喜びを取り、 

1 日の任意の時間で飲んだよりもより多くのワインを飲ん

だ 

以来、彼は生まれた。 

{13:1} 今とき夜が来ていた、彼の使用人 

急いで出発と Bagoas は、彼のテントをシャット ダウン

し、 

彼の主の存在からウェイターを却下そして 

彼らは彼らのベッドに行きました: 彼らがすべての疲れ

は、ので、 

ごちそうは、長いされていた。 

{13:2} とジュディスがテントの中に沿って残っていたと 

Holofernes に沿って彼のベッドに横たわっている: 彼が満

ちていたため 

ワイン。 

{13:3} 今ジュディスが立って彼女のメイドを命じられまし

た。 



彼女の寝室のことがなく、彼女を待ちます。など、来る 

彼女は毎日だった: 彼女は彼女に出て」と言って 

祈りと同じによると Bagoas に彼女のツァラトゥストラ 

目的。 

{13:4} すべての行ったり来たりに全く残っていなかったの

で、 

寝室も少しも素晴らしい。その後、ジュディス、立ってい

ます。 

彼女の心のすべての力、O 主鳴神は、彼のベッドになりま

す。 

私の作品にこの現在の手、 

エルサレムの高揚。 

{13:5} 今こそ汝の継承を支援して 

破壊に汝の意匠を実行する、 

私たちに対して上昇している敵。 

{13:6} 彼女はベッドの柱に来たし、 



Holofernes' 頭から彼の fauchion へと連れて行って 

そこから、 

{13:7} 彼のベッドに近づいたし、のつかんだ、 

彼の頭と言ったの髪は私、O の主の神を強化します。 

イスラエル共和国、この日。 

{13:8} すべて首 2 回上げよう彼女と彼女 

可能性がありますと彼女は、彼から彼の頭を奪った。 

{13:9} 彼の体をベッドの上から転落し、 

柱からキャノピーをプルダウン彼女の後にアノン 

行ったり来たりと彼女のメイドに Holofernes 彼の頭を与え

た 

{13:10} 肉の彼女のバッグに入れたので、: 従って彼らトウ

ェイン 

祈りに彼らのカスタムによると連れ立って: と 

谷を compassed 彼ら彼らはキャンプを渡されると 

ゲートにベチュリアと来た山に登った 



その。 

{13:11} それからジュディス遠くオフに言ったでウォッチ

メン、 

ゲートを開き、ゲートを開くようになりました: 神様で

も、神は、 
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お供えするエルサレムと彼の力でまだ自分の力 

敵、彼はこの日を行ってもかれと。 

{13:12} 彼女の都市の男性が彼女の声を聞いたときに今 

彼らは彼らの都市の門へ行き急いだと 

彼らは、街の長老と呼ばれます。 

{13:13} その後、彼らはすべてを走ったと一緒に、両方の

小と 

偉大なそれは彼女が来ていたかれら奇妙な: ので、 

彼らは、ゲートを開くと、それらを受け取り、火災は、 

それらについて、光と立ってラウンド。 



{13:14} 彼女は大声で、賞賛、彼らに言われた、 

神を賛美する私が言う、神の称賛彼アッラー撮影は離れて

彼の 

イスラエル共和国の家からの慈悲かれを破壊したが、私た

ち 

鉱山の敵は、この夜を手します。 

{13:15} バッグ、および関係を示しから頭を連れて 

それ、かれらは言った、見よ、ホロフェルネスの頭部と、 

アッシュール、軍のチーフ キャプテンと、キャノピーを

見よ 

前記彼は彼の酔いで嘘でした。主があります。 

女性の手で彼を強打します。 

{13:16} 主として生きておられる、私の方法で私を保った

かれ 

私の行った、私の顔つきは彼に彼を欺いたかれ 

破壊、まだ hath 彼ない罪を犯した、私と 

汚すし、私の恥します。 



{13:17} すべての人々 は驚くほど驚いたし、 

自身の頭を下げたし、神を崇拝と言った 

異口同音、祝福するわれわれの神、汝をこの日になた 

あなたの民の敵を無価値にもたらした。 

{13:18}、曰 Ozias 彼女、娘よ、祝福されたアート 

あなたにすべての女性の上の最も高い神の 

地球;祝福を創られた主の神である、 

天と地、あなたにアッラーの監督、 

オフに我々 の敵の最高の頭部を切断します。 

{13:19} このなた自信を持って出発してはならないから、 

これまでの神の力を覚えている人の心。 

{13:20} と神は、永久にあなたにこれらの事を有効に 

賛美なたなたないので良いものを訪問するには 

私たちの国の苦悩の一日を免れるが、なた 

私たちの神の前にまっすぐな道を歩いて、私たちの破滅を

復讐しました。 



すべての人々 は言った。だから、そうすればいい。 

{14:1} その後かれらジュディスによると、今、私を聞く私 

兄弟は、このヘッドを取るし、最高の時にハング 

あなたの壁の場所。 

{14:2} と朝が出頭しなければならないのでそうすぐに、 

太陽は地球に来たり、あなたがたのすべての 1 つを取る彼 

武器、および勇敢な人、町の外に出て、 

あなたがたが下がるだろうが、あなたがたの上に船長を設

定します。 

アッシリア; の時計に向けてフィールドに行くが、 

ダウン。 

{14:3} し鎧を講ずるに行こう 

アッシュールの軍隊の大尉を上げ、キャンプ、 

Holofernes の天幕に実行しなければならないが、見つける

ことはできません。 



彼: 恐怖は、その上に落下しなければならない、彼らは逃

げてしなければならないし、 

あなたの顔も前に 

{14:4} あなたがた、及びすべてのイスラエルの沿岸に生息

するように 

それらを追求し、彼らが行くので倒しましょう。 

{14:5} しかし、あなたがたは、これらの事を行う前に呼ん

で Achior、 

アンモナイト、彼が参照してくださいし、軽蔑彼を知って

いる可能性があります、 

それが彼を私たちに送ったイスラエルの家 

死。 

{14:6} Ozias; の家から Achior と呼ばれるし、 

とき彼に来ていたのホロフェルネスの頭部を見たと、 

人々 のアセンブリに男の手、彼に倒れた 

彼の顔と彼の精神に失敗しました。 

{14:7} が、彼らは彼を回復していた、彼はで落ちた 



ジュディスの足なく reverenced 彼女と祝福なた 

ユダ、仮庵とすべての国のであります。 

汝の名を聞いてはびっくりしたもの。 

{14:8} 今したがって教えてなたすべてのもの 

これらの日に行われます。ジュディスがかれに宣言し、 

すべてが彼女を行っていた、日からの人々 の中を 

彼女出てその時間まで彼女それらの門番。 

{14:9} 彼女が人々 といえば、中断していたとき、 

大きな声で叫んだし、のうれしそうな音を作ったの 

都市。 

{14:10} とき Achior を見ていたすべてのことの神と 

イスラエルが行っていた、神を信じた、大きくと 

彼の包皮を割礼、わたしが参加しました。 

この日にイスラエル共和国の家。 

{14:11} と朝が生じたとすぐに彼らは絞首刑 

壁とすべての人にホロフェルネスの頭部を取った 



彼の武器と彼らが出て海峡わたしのバンドで 

山。 

{14:12} アッシリアは、それらを見て、彼らに送信されま

すが、 

自分の船長と tribunes にきて、彼らの指導者と 

彼らの支配者のごとに 1 つ。 

{14:13}、Holofernes' テントに来た彼に言った 

Waken 今主彼のすべてのものを担当していた。 

奴隷にする私達に対して下がる大胆なされています。 

戦いは、彼らが全く破壊されること。 

{14:14} し Bagoas に行きましたのドアをノックしました。 

テント;彼は彼はジュディスと寝たと思った。 

{14:15} どれもが答えたので彼はそれを開いたが、 

寝室に入り、キャスト時に彼を見つけた、 

床死んだと彼の頭は、彼から取られました。 

{14:16} 従って彼と大きな声で叫んだ 



泣きとため息をつきと強大な泣き、そして彼を借りる 

衣服。 

{14:17} 彼はジュディスが蓄えられるテントに入った後: 

彼は人々 に、飛び込んできた彼女をみつけた時と、 

泣いた、 

{14:18} これらの奴隷の扱っている契約;1 つ 

ヘブル人の女性が家に恥をもたらしたかれ 

王 Nabuchodonosor の: 見よ、Holofernes にかかっていま

す。 

頭を使わず地面。 

{14:19} アッシリアの軍隊の大尉を聞いたとき 

これらの言葉は、彼らは彼らのコートを借りるし、彼らの

心が 

問題を抱えた素晴れらしく、叫び声と非常に大きいあった 

キャンプ全体のノイズ。 

{15:1} と聞いたテントの中でいた彼らは、 



行われていたことにびっくりしました。 
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{15:2} と恐怖で震える彼らに落ちたので、 

一人も彼の目の前でそのダースト遵守 

隣人、しかし、急いでに逃げたそれらをすべて一緒に、す

べて 

平野、丘の国の方法です。 

{15:3} だとするとラウンドの山でキャンプしていた 

ベチュリアについては逃げ。次に、イスラエルの子すべて 

1 つの中で、戦士は彼らの上に飛び出した。 

{15:4} 送ら Ozias Betomasthem と Bebai、 

Chobai とコーラと、イスラエルのすべての海岸など 

行われたこととすべてがする必要があります教えてくださ

い。 

それらを破壊する敵に突進するなど。 



{15:5} 今イスラエル共和国の子供が、それを聞いたとき彼

らはすべて 

1 つの同意を得て、それらに落ちた, そしてスルーにして 

Chobai: エルサレムから来た彼らも同様に、 

すべての丘の国から (の男性は彼らにどのような事を告げ

た 

彼らの敵のキャンプで行われた) とは 

Galaad、および、ガリラヤに偉大なそれらを追いかけてく

ださい。 

彼らは過去のダマスカス、国境までの虐殺 

その。 

{15:6} ベチュリアに住んでいた残渣に落ちた 

アッシュール、キャンプと、それらを台無しに、大きくし

ました。 

濃縮。 

{15:7} から返されるイスラエル共和国の子供たちと、 

虐殺は残った;村と 



山と平野のガットであった都市、多く 

戦利品: 多数は非常に大きかった。 

{15:8}、Joacim 大祭司との昔 

エルサレムに住んでいた、イスラエルの子孫は、 

神がイスラエルには関係を示し、良いものを見よ、 

ジュディスを表示し、彼女に敬意を表する。 

{15:9} ときに彼女に来て、彼らは彼女を祝福し、 

異口同音と彼女に言った、汝は高揚と 

エルサレムのイスラエル共和国の偉大な栄光をなた、な

た、 

私たちの国の偉大な歓喜は: 

{15:10} 汝は汝の手でこれらすべてのことを行うなた。 

汝は、イスラエルに多くの良い言うことし、神様に喜ばれ

る 

紛らわしい: 祝福されたあなたの全能の神の 

えいえい。すべての人は、そうすればいい。 



{15:11} 人甘やかされてキャンプのスペースと 

30 日: 彼らはジュディス Holofernes unto 彼のテントを与え

たと 

彼のすべてのプレートとベッドと船とすべての彼のもの: 

と 

彼女はそれを取り、彼女のラバの上に置いた彼女のカート

を準備したと 

その上にそれらを置いた。 

{15:12} イスラエル共和国のすべての女性がして一緒に走

ったし、 

彼女は、彼女を祝福し、彼女のためのそれらの間でダンス

を作りました。 

彼女は彼女の手で枝を取りにも与えたし、 

彼女と一緒にいた女性。 

{15:13} 彼らは彼女と彼女にオリーブの花輪を置くと 

メイド、彼女とだったし、彼女はすべての人々 の前に行

った 



ダンス、リードすべての女性: とのすべての男性 

花輪と鎧に続いてイスラエル 

自分の口での曲。 

{16:1}、ジュディスがこれを歌い始めたすべての感謝祭 

イスラエル、そしてすべての人々 は、彼女の後賞賛のこ

の歌を歌った。 

{16:2} とジュディスは言った、私の神を開始 

timbrels、歌うわたしのシンバルの主人: かれを調整、 

新しい詩篇: 彼を称賛し、彼の名前を呼ぶ。 

{16:3} の神の戦いは breaketh: のためのキャンプ間 

彼は私のうちを配信かれかれ人々 の中で、 

私を迫害した彼らの手。 

山の北から出てきた {16:4} アッシュール 

彼は彼の軍隊を多数の万に付属 

以上の証拠として、トレントを停止し、その騎手が 

丘を覆われています。 



{16:5} 彼は、彼は私の境界線、燃え尽きる自慢と 

剣で私の若い男性を殺すために、吸引をダッシュ 

地面に対して子供として鉱山幼児を見つけ、 

獲物と台無しと私の処女。 

{16:6} しかし、全能の主アッラーによってそれらを失望さ

せた 

女性の手。 

{16:7} マイティの 1 つは若い男に騙されていないため 

タイタンの息子、彼も高い巨人も強打しました。 

彼に設定: ジュディス ・ Merari の娘が弱体化したが、 

彼は彼女の表情の美しさを持つ。 

{16:8} 彼女のための彼女の寡婦の衣服を延期します。 

イスラエルでは、抑圧されたものの高揚と 

軟膏と彼女の顔を聖なるし、で髪をバインドします。 

タイヤと彼を欺くためにリネン衣服を取り。 



{16:9} 彼女のサンダルうっとり彼の目、彼女の美しさは彼

を取った 

心の囚人と、fauchion は、彼の首を通過しました。 

{16:10}、ペルシャ人が彼女の大胆さに揺れ動き、 

メデスいた彼女の耐寒性でひるみます。 

{16:11} 喜び、そして弱い自分に苦しむ私叫んだし、 

大声で; もの彼らは驚いたが、: これらを持ち上げた 

彼らの声が、彼らは倒されました。 

{16:12} にピアスを下せる立場の息子 

fugatives の子としてそれらを負傷、: 彼ら 

主の戦いで死んだ。 

{16:13} 私は主に新しい歌を歌う: 主よ、 

汝は素晴らしいと栄光、強度、素晴らしいと 

無敵。 

{16:14} 聞かせてすべての生き物に仕え、もろもろ: 汝の 

spakest と 



彼らは作られた、なた精神とそれをなた didst 送り出す 

、それらを作成し、どれも、あなたの声を抵抗することが

あります。 

{16:15} から山を移動しなければならないため、 

基礎水、岩でワックスとして溶ける 

汝の存在: まだ汝は汝を恐れる彼らに慈悲深い。 

{16:16} すべての犠牲は甘い薫りの少なすぎます。 

なた、すべての脂肪は汝の焼けのため不十分であると 

提供: が、主を恐れる彼は常に素晴らしい。 

{16:17} 手向かいを国に災い私 

親族!万軍の主はそれらの復讐を取る 

審判の日、火とワームを置くことで、 

肉;それらを感じるし、泣くまでしなければなりません。 

{16:18} 今彼らがエルサレムに入るとすぐに彼ら 

主を崇拝そして、できるだけ早く、人 

精製、彼らは彼らの全焼のいけにえと彼らの自由を提供 



製品と彼らの贈り物。 
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{16:19} ジュディスも専用 Holofernes のすべてのもの 

人々 は彼女を与えていたと、キャノピーを与えた、 

彼女はわたしのギフトのための彼の寝室から撮影してい

た、 

主。 

{16:20} ので人々 はエルサレムの祝宴を続けた 

3 か月のスペースのための聖域の前に、 

ジュディスは、それらに残った。 

{16:21} 今回は一つ一つ自分に戻った後 

継承とジュディス、ベチュリアに行き、残った 

彼女自身の所有と彼女の時間をすべての尊敬に値する、 

国。 

{16:22} と多く、彼女がどれもが彼女のすべてを知ってい

た、 



日彼女の人生の Manasses 後彼女の夫が死んだ 

彼の人々 に集まっていた。 

{16:23} が、彼女は名誉でますます増加し、 

100 をされている彼女の夫の家で古いワックスや 

5 歳の作られた彼女のメイドは無料します。彼女はで死ん

だので 

ベチュリア: そして彼らは彼女の夫の洞窟に彼女を埋葬 

Manasses。 

{16:24} イスラエルの家は、彼女の 7 日間を嘆いたと。 

彼女が死んだ前に彼女はすべての人々 に彼女の商品を配

布したと 

当時は Manasses に最も近い親族の彼女の夫と 

だったが、彼女の親族の最も近い。 

{16:25} との子供を作ったどれもなかった 

ジュディス、また長い時間の日でこれ以上恐れてイスラエ

ル 



彼女の死後。 
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