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エルサレムを象徴する金色のドーム 
イスラム第３の聖地の謂れ 

687年エルサレムを占領したイスラム軍によって建設された 



2017-12-8 トランプ大統領 
エルサレムをイスラエルの首都認定 





実は１９９５年議会決議を歴代政権が引き延していた 



各紙の一面はオリンピックと五分五分 



当然イスラエルは大歓迎 



イスラム国は当然の不快感 



その他の世界中が猛反発 



日本は何時も曖昧だなぁ 



米政権内でも足並みは揃わない 



パレスチナ人は怒り爆発 



2017-12-22国連総会で米国の撤回要求決議 



賛成128、反対9、棄権35 
 



米国・イスラエルの味方は驚くほど微々たる数 





そもそも「パレスチナ」とは 





１９世紀末英国の委任統治領 
要するにヨルダン川周辺の地名 



第一次大戦末期  
悪名高いサイクス・ピコ条約で英仏が分け合った 



1947-11-29  
国連決議によるパレスチナ分割案 



    イスラエルの侵略（？）は着実に進んで来た 
    イスラエル建国前  イスラエル建国時  第三次中東戦後      現状  



現在は国家とは云い難い状態 



パレスチナを国として承認しているのは 



近代都市とは到底言えない住環境 



 
イスラエル軍との紛争は日常的 

 



 
居住区はイスラエルの壁に囲まれ 

 



 
軍政下に統治されている 

 



「イスラエル」とは 

• アブラハムの孫にあたる
ヤコブの別名イスラエル
に由来する。 

• ヤコブが神と組み合った
際に与えられた「神に勝
つ者」を意味する名前で
ある。 

• ヤコブは古代イスラエル
の王の祖先であり、伝統 
的にはユダヤ人の祖先と
考えられている。 



神がユダヤの祖アブラハムに与えた 
ユダヤ人は始めから他人の土地への侵入者？ 



 
エルサレム神殿は、古代エルサレムに存在したユダヤ教の

礼拝の中心地。唯一の神ヤハウェの聖所 
• 紀元前10世紀にソロモン王が建設した神殿（ソロモン神殿）。 
• バビロン捕囚からの解放後の紀元前515年にゼルバベルの指揮
でほぼ同じ場所に再建された神殿（第二神殿）。 

• 紀元前20年にヘロデ大王によって完全改築に近い形で大拡張さ
れた神殿（ヘロデ神殿）。 

• 紀元70年、ユダヤ戦争において、ローマ帝国軍、並びにその同盟
軍であったハスモン王朝の母系子孫でありヘロデ大王の曾孫にあ
たるアグリッパ2世は、13のトーチカを3日で作ってシオンを包囲し、
ユダヤ人を兵糧攻めにし、投降してくるユダヤ人を磔にし、ユダヤ
では真夏に相当する第6月8日、9日、10日の3日間に渡って聖所
に火を放ち、立て篭もったユダヤ人を虐殺して、その後に神殿を破
壊した。 

• 現在「嘆きの壁」と呼ばれる部分は、このヘロデ神殿を取り巻いて
いた外壁の西側の部分とされ、ユダヤ人は「西の壁」と呼んでいる。
この部分を含め外壁はその基礎部分がほぼすべて残されている。 
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紀元前１０世紀ソロモン神殿 



紀元前２０年ヘロデ大王の第二神殿 



紀元7０年ローマ軍団による大虐殺 



爾来2０００年に亘りユダヤ人は国家を失った 



１８９４年ドレフュス事件 
イスラエル建国の父・テオドール・ヘルツルの登場 



1897年バーゼル・第一回シオニスト会議 

「パレスチナ」にユダヤ人のための、国際法によっ
て守られたふるさとを作る」 
 

• ユダヤ人農民、職人、製造業者のイスラエルの
地への適切な手段による入植の促進、 

• 各国の法律との調和のうちに地域的、国際的に、
適切な制度を用いて全ユダヤ人を組織化統合
する、ユダヤ民族入植と民族意識の強化育成、 

• シオニズムの目標に到達するために必要な場合、
諸政府からの同意を得る方向へ向けての適切
な対処 
 



1917-11-2バルフォア宣言 



In→onではない 
a national home→stateではない 

"His Majesty's Government view with favour the 
establishment in Palestine of a national home 
for the Jewish people, and will use their best 
endeavours to facilitate the achievement of this 
object, it being clearly understood that nothing 
shall be done which may prejudice the civil and 
religious rights of existing non-Jewish 
communities in Palestine, or the rights and 
political status enjoyed by Jews in any other 
country". 





1948-5-14イスラエル建国宣言 



ユダヤ人は自分たちの国を持った 



映画「栄光への脱出」覚えていますか？ 
「エクソダス号」4,500人が移民した 



第一次中東戦争 
兵力はアラブ１５万、イスラエル３万 





イスラエルは勝ち続けた 
（Ａ，Ｄは流石に返還されたが） 



イスラエルの国力は・・・ 

• 面積： 22,072㎢（九州+四国の半分以下） 

• 人口：  8,157,300（２０１４年） 

• ＧＤＰ： 2,582億ドル 

•  GDPP: 37,222弗 （日本は36,221弗） 

• 宗教：  ユダヤ教徒が523.8万人（76.2％）、 

           ムスリムが110.7万人（16.1％）、 

           キリスト教徒が14.4万人（2.1％）、 

 

・２０１０年ＯＥＣＤ加盟の先進国（核保有と見做さ
れている） 

 

 



イスラエルの外交関係 



エルサレムとは・・・ 











ヨルダンの申請により1981年に世界遺産に登録されたものの、
紛争による破壊が憂慮され翌年には危機遺産に 



唯一神・預言者・メシア（救世主）思想 





ユダヤ人は民族か？宗教的共同体
か？人種なのか？ 



モーゼがユダヤ教の預言者 



ユダヤ教徒の聖地・嘆きの壁 





世界の宗教信者数の比較 







キリストの受難の地・ゴルゴダの丘 



今はキリスト教の聖地・聖墳墓教会 



• 聖墳墓教会は、336年
にローマ皇帝コンスタン
ティヌス1世の母ヘレナ
によって建てられた。 
この地がイエスが磔刑
に処せられたゴルゴタ
の丘と特定され、磔刑
に使われた十字架の破
片などもこの周辺で発
見されたと伝えられて
いる 





神の子キリストの昇天の地は 
３度の十字軍を招いた 



11～12世紀の十字軍は聖地を２００年保持 



イスラム教の聖地・岩のドーム 
687年エルサレムを占領したイスラム軍によって建設された 



伝説ではムハンマドが天馬プラークにまたがり昇天した地 



アブラハムが我が子を捧げた岩 



 
メッカ、メディナに次ぐ第3の聖地とされている。 

 



ユダヤ人は常に迫害されて来た 



パレスチナではユダヤ人が加害者 



シオニストは狂暴化している 



パレスチナはイスラエルの軍事支配下 







パレスチナのアラブ人は難民化 



現実とは思えない市民への攻撃 



周辺地域は難民キャンプだらけ 



インティファーダ（反乱・抵抗） 



ハマス指導者アフマド・ヤシン 
2004-3-22イスラエルのミサイルにより暗殺 



ハマスはテロリストか？ 
アルカイダ、ＩＳＩＬとは全く異質なのだ 



２１世紀に流血事件が続いている 





１９７９年キャンプ・デービド合意 
サダト、カーター、レビン 



停戦合意も一旦は出来たが・・・ 
1993-8-20オスロ合意・暫定自治政府承認 



イスラエル・ラビン首相とPLOアラファト議長 

１）イスラエルを国家として、PLOをパレスチナの 
自治政府として相互に承認する。 

２）イスラエルが占領した地域から暫定的に撤
退し5年にわたって自治政府による自治を認め
る。その5年の間に今後の詳細を協議する。 

 

２００６年7月の、イスラエルによるガザ地区・レ
バノンへの侵攻により、事実上崩壊したとアラ
ブ連盟では見做されている 

 



ノーベル平和賞まで貰ったが・・・ 



１００年の抗争は収まる見込みなし？ 



 
       参考：インターネット情報 
 
 
＊2014ガザからの報告                     http://www.at-douga.com/?p=12336 
 
＊沈黙を破る（イスラエル兵士の歌え）            https://www.youtube.com/watch?v=gSO32e6xiTA 
 
聖都エルサレム―祈りと平和の街 10：00          https://www.youtube.com/watch?v=Vp4m_GZ3A94 
 
イスラエルに観る聖書の世界 旧約聖書編         https://www.youtube.com/watch?v=Bxo7iHTiB4A 
 
イスラエルに観る聖書の世界 新約聖書編         https://www.youtube.com/watch?v=ayblL1VF7X4 
 
池上彰 トランプのエルサレム                 https://www.youtube.com/watch?v=UBAeV20FvGY 
 
イスラエル-パレスチナ問題                   https://www.youtube.com/watch?v=aog3AgL0V_g 
 
エルサレム旧市街観光-                     https://www.youtube.com/watch?v=IasveUNfuZ4 
 
三大宗教の聖地エルサレム                  https://www.youtube.com/watch?v=CMt9aS1JUGs 
 
＊パレスチナ問題                        https://www.youtube.com/watch?v=2drPQjgLQ5Q 
 
＊パレスチナとイスラエル   49：33             https://www.youtube.com/watch?v=Sshxhfk-DXc 
 
トランプ米政権によるエルサレムのイスラエル首都認定の背景   https://www.youtube.com/watch?v=L8RVzWU9EI4 


