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「神は我らと共に」は、単なる聖書概要の学びのための題名ではな

い。私たちが、神の物語の全てを通して、インマヌエル（神は我ら

と共に）のご臨在を個人的に体験することを可能にするための道し

るべである。あなたが聖書を読まれ、説教を聞かれ、この説教ノー

トを学ばれることによってシリーズに携わる際に、どうぞこれらの

神聖な聖書箇所をあなたの日々の物語と神との個人的歩みの中に適

応していただくよう神により頼んでください。聖書の時代に生きた

人々と神の情熱と御業をあなたが読む時にも、神はあなたと共にお

られ、神をもっともっと親密に体験してほしいと願っておられる。 

 

 

 

「神は我らと共に」パート１とパート２の復讐： 

 

パート１では、モーセ五書（創世記―申命記）を通して、神はアブ

ラハムをお選びになり、その子孫を全世界に祝福をもたらす偉大な

る国民となるとを約束された（創世記１２：１－３）と言うことを

学んだ。４００年後、イスラエルの民は、エジプトの胎内から彼ら

の神であるヤハウェとの関係の内に歩むことを学んでいく「祭司国

家」となって、神を世に表す国民となることを学んだ（出エジプト

１９：５、６）。ヤハウェのご性質の真の証を世に提供し、振舞を

世俗から隔離して保つために、モーセを通してイスラエルの民に律

法が与えられた。モーセ五書が完結する時、イスラエルの民は、神

がアブラハムに約束したカナンの地に入国する準備が整っていた。 

パート２のヨシュア記、士師記、ルツ記では、イスラエル国家に、

神によって与えられた土地の所有が実現した。土地は１２部族に分

割され、国家は世に神を表し始めた。悲しいかな、イスラエルは、

忠実に神を表す代わりに、周囲の国の振舞に適合してしまった。

罪、抑圧、悔い改め、休息のサイクルを何度も繰り返す中、神は、

外国の抑圧者一連からイスラエルを救出されるために「裁き司」ま

たは、「救出者」を繰り返し引き上げられた。士師記の最期は、次

の一節で閉じる：おのおの自分の目に正しいと見るところをおこな

った。（士師記２１：２５）国家は、無秩序と無法状態に動揺し

た。真のコンパスなしで自分の道を操縦しようとしていた。解決策

は、真の王であるヤハウェへの完全な服従であった；しかし、イス

ラエルの民は、その道を選択しなかった。忠実な人々の名残もまだ

あった。ルツ記は、神と共に歩んだ人たち、ボアズとナオミとモア

ブ人の女、ルツの物語であった。神の約束なさったことに対する忠

実さも、ボアズとルツの息子がキリストへの系列に置かれたことに

よって学んだ。 

 

 

 

パート３の概要、第一・第二サムエル： 

 

サムエルは、この変わり目の時代の中で鍵となる人物である。イス

ラエルの最後の裁き司は、神によって国家を王政国家時代へと変え

るために用いられた。神は、イスラエル国家に、ヤハウェこそが国

民のための唯一の王とする「神権政治」を意図された。しかし、民

は「他の国家のように」人間の王を叫び求めた。第一・第二サムエ

ル記には、イスラエルの初代王、サウルと二番目の王、ダビデに油

を注いだことが記録されている。物語は、二人の王の経歴を追い、

主な焦点を神の御心に従ったダビデ王に当てている。 

 



子を授かるためのハンナの闘争： １：１－８ 

 

物語は、子供を授からないハンナという名の女の闘争から始まる。

闘争は、夫、エルカナ（レビ人の祭司）が子孫を上げるために二番

目の妻を娶り、その妻、ペニンナにはたくさんの子供が与えられた

という事実によって強化された。 

 

エルカナには、ふたりの妻があって、ひとりの名はハンナといい、

ひとりの名はペニンナといった。ペニンナには子どもがあったが、

ハンナには子どもがなかった。(1:2) 

 

毎年、エルカナは家族全員を連れて、シロで開かれる宗教祭の一つ

に出向いた。彼は、ハンナの心の痛みを落ち着かせるために、犠牲

の食事の際に、二人分の食事を与えた。 

 

エルカナは、犠牲をささげる日、妻ペニンナとそのむすこ娘にはみ

な、その分け前を与えた。エルカナはハンナを愛していたが、彼女

には、ただ一つの分け前を与えるだけであった。主がその胎を閉ざ

されたからである。(1:4, 5) 

 

ぺニンナによる、ハンナに対する敵対の態度は、状況をさらに悪化

させた。 

 

また彼女を憎んでいる他の妻は、ひどく彼女を悩まして、主がその

胎を閉ざされたことを恨ませようとした。こうして年は暮れ、年は

明けたが、ハンナが主の宮に上るごとに、ペニンナは彼女を悩まし

たので、ハンナは泣いて食べることもしなかった。(1:6, 7) 

 

常にぺニンナは、ハンナが子供を授からない（偽りの）意味 （主

があなたに敵対しておられる。）をなすりつけてくるので、ハンナ

にとっては、毎年の宗教の「祝い」は悪夢であった。ハンナには、

今までの人生の中で、神によって、そのような規律を受けるほどの

罪と認識している具体的な事柄に心当たりがなかったので、このこ

とはハンナを深く悲しませた。 

 

苦難は神の怒りであるという間違った結論付けをしてしまうことが

頻繁にある。ヨブの三人の友達は、ヨブの苦難の只中に、彼の隠れ

た罪を非難することによって、まさにその間違いを犯した。けれど

も、厳密に、ヨブは地球上で最も罪深い人ではなく、最も正義の人

であったので、厳しい試練を体験するために、神に選ばれたのであ

る！ 確かに、私たちの苦難が神による規律に関係する場合もある

が、他にもっと神秘的な場合も多い。私たちの苦難の多くは、私た

ちの恩恵だけでなく、他の多くの人々のために、神が織り込まれて

いる美しいご計画の一部である。不妊であったハンナは、最終的に

聖書全体において最も偉大なる指導者の一人をこの世に生み出した

だけでなく、神は、さらに多くの子供を授けられた。神の怒りのた

めに苦難が与えられたという結論に急がないように、気を付ける必

要がある。 

 

ある意味、エルカナは、典型的な見当違いの男性の対処法：つまり

妻の傷ついた心に、配慮と共感をもって「入る」のではなく、問題

を「解決」しようとした。そうすることによって、彼は、傷ついた

不妊の妻に対して、最も鈍感な言葉を発した：  

 

夫エルカナは彼女に言った、「ハンナよ、なぜ泣くのか。なぜ食べ

ないのか。どうして心に悲しむのか。わたしはあなたにとって十人

の子どもよりもまさっているではないか」。(1:8) 

 

「リスニング・ウェル」の学びのコースでは、話して来る相手のた

めに速攻の解決策を提供するのではなく、共感と尊敬をもって相手

を聞く方法を学びます。エルカナは、「リスニング・ウェル」が教

える、ほぼ全てのルールを破っている。ハンナの涙を肯定する代わ

りに問いかけ、彼女の悲しみに共感していないことを示し、彼女が

食べないことを叱り、彼女が幸せであるべく軽率な答えと理由を述

べた。男の諸君・・・我々は、速攻の解決策と批判的応答を提供す



るのではなく、パートナーである女性の心の内に共感をもって入る

方法を学ばなければならない。その方法にご興味がある方は、次回

の「リスニング・ウェル」のコースに、是非、お申し込みくださ

い。あなたの会話術に革命をもたらし、また、あなたに心を開くこ

とについての人々の考え方を変えるに違いありません。もし、この

領域において、あなたが助けを必要としているかどうか、わからな

い方は、あなたの人生のパートナーである女性に、建設的批判を歓

迎する姿勢をもって、あなたにエルカナの傾向が無いかどうか尋ね

てみてください。 

 

 

ハンナの祈り： １：９－１１ 

 

ハンナは、ライバルによって嘲笑され、夫に理解されなかったが、

神は、彼女の心の奥の悲しみを見て、聞いてくださることを知って

いた。 

 

シロで彼らが飲み食いしたのち、ハンナは立ちあがった。その時、

祭司エリは主の神殿の柱のかたわらの座にすわっていた。 ハンナは

心に深く悲しみ、主に祈って、はげしく泣いた。 そして誓いを立て

て言った、「万軍の主よ、まことに、はしための悩みをかえりみ、

わたしを覚え、はしためを忘れずに、はしために男の子を賜わりま

すなら、わたしはその子を一生のあいだ主にささげ、かみそりをそ

の頭にあてません」。(1:9-11) 

 

心の内を神に委ねながら、ハンナは誓いを立てた：もし、神が男の

子を与えてくださったなら、息子の一生をナジル人の誓願によって

神に仕える特別なしもべとして捧げることを誓った。（参照：説教

ノートの２４１頁のナジル人の誓願についての記載と民数記６章）

ハンナが具体的に息子を願った事実は、イスラエルの歴史の中でも

特に激動の期間中に、その息子が非常に特殊な方法で用いられるこ

とを感じていた可能性を示している。 

 

人生の中では、神こそが私たちの避けどころであると思える事態が

頻繁に起こる。人々に誤解され、または、十分に共感が得られない

場合もあるでしょう。しかし、神は、完全に私たちを理解してくだ

さり、共感してくださる大祭司であられる（へブル人への手紙４：

１５，１６）。ハンナは、痛みからの一時的救出を求めることが出

来たかもしれない。人に苦くあたり、神や周囲に対して心を頑なに

することも出来たでしょう。怒りと敗北の女の道を選ぶことも簡単

であったはずである。そうではなく、人生も痛みも完全に共にいて

くださった神に注ぎだしたのです・・・その結果、世のための、神

による偉大な物語の一部として用いられたのです。誰にも聞いても

らえず、理解してもらえない時、心の内の全てを神に委ねましょ

う。神は、あなたの叫びを聞き、神の御心通りに答えてくださる。

民よ、いかなる時にも神に信頼せよ。そのみ前にあなたがたの心を

注ぎ出せ。神はわれらの避け所である。（詩篇６２：８） 

 

 

ハンナ、大祭司エリに向かって自己弁護する： １：１２－１８ 

 

ライバルに非難され、夫の理解を得られなかっただけでなく、さら

にハンナは、祈りの最中に彼女の霊的指導者によって、泥酔した女

と非難され、叱責された！ 

 

彼女が主の前で長く祈っていたので、エリは彼女の口に目をとめ

た。 ハンナは心のうちで物を言っていたので、くちびるが動くだけ

で、声は聞えなかった。それゆえエリは、酔っているのだと思っ

て、彼女に言った、「いつまで酔っているのか。酔いをさましなさ

い」。（１：１２－１４） 

 

エリは、立ち止まって、「彼の想定」が正しいかどうか、吟味する

ことに怠った（リビング・ウェルのコースによる教えの一つ）。お

そらく、通常、幕屋で目にする、荒々しい息子たちと大騒ぎする女

たちとの経験に基づいて、間違った結論に急いでしまったのであろ

う（参照：２：２２、２３）。ハンナが、エリに対して、怒りや敵



意をもって応答せず、むしろ、謙虚さと尊敬をもって話したこと

は、小さな奇跡であった： 

 

しかしハンナは答えた、「いいえ、わが主よ。わたしは不幸な女で

す。ぶどう酒も濃い酒も飲んだのではありません。ただ主の前に心

を注ぎ出していたのです。はしためを、悪い女と思わないでくださ

い。積る憂いと悩みのゆえに、わたしは今まで物を言っていたので

す」。 そこでエリは答えた、「安心して行きなさい。どうかイスラ

エルの神があなたの求める願いを聞きとどけられるように」。 彼女

は言った、「どうぞ、はしためにも、あなたの前に恵みを得させて

ください」。こうして、その女は去って食事し、その顔は、もはや

悲しげではなくなった。（１：１５－１８） 

 

エリはハンナに謝罪しなかった。しかし、聖職者の部屋を用いて、

ハンナの請願を許可していただくよう祈った。ハンナの神への望み

は回復され、再び食事が喉を通るようになり、涙をぬぐいとった。 

 

 

 

サムエルの誕生と初期の人生： １：１９－２８ 

 

神は、間もなく、ハンナの願いを叶えてくださり、息子を与えられ

た。「サムエル」という名は「神は聞いてくださる」と言う意味で

ある。神へのハンナによる激しい祈りの数々の結果授けられた子に

何と相応しい名前でしょう。 

 

彼女はみごもり、その時が巡ってきて、男の子を産み、「わたしが

この子を主に求めたからだ」といって、その名をサムエルと名づけ

た。（１：２０） 

 

エルカナとその家族が、引き続き、シロでの年に一度の祝いに参加

した中、ハンナは家に残り、何年かの間、幼いサムエルに授乳し育

てた。当時、幼子は３歳で離乳した。したがって、その年に、ハン

ナは、若い息子を主に捧げお返しするために、シロに戻った（彼女

が祈りを捧げた日から約４年後であった。）。 

 

乳離れした時、三歳の雄牛一頭、麦粉一エパ、ぶどう酒のはいった

皮袋一つを取り、その子を連れて、シロにある主の宮に行った。そ

の子はなお幼かった。そして彼らはその牛を殺し、子供をエリのも

とへ連れて行った。ハンナは言った、「わが君よ、あなたは生きて

おられます。わたしは、かつてここに立って、あなたの前で、主に

祈った女です。この子を与えてくださいと、わたしは祈りました

が、主はわたしの求めた願いを聞きとどけられました。それゆえ、

わたしもこの子を主にささげます。この子は一生のあいだ主にささ

げたものです」。そして彼らはそこで主を礼拝した。  

（１：２４－２８） 

 

ハンナは息子を主に「捧げた」。似たように、ここオークポイント

教会では、通常、幼児を「捧げる」式を行います。それは、両親が

次の３つのことを行なう特別な機会である： １）子は神からの贈

りものであることを認める（詩篇１２７：３－５）。 ２）神の方

法で子供を育てるためにコミットする（申命記６：４－９）。３）

子供の一生が神の目的のために用いられるように、神の御手に委託

する（使徒の働き１３：３６）。ハンナのナジル人の誓願の用い方

も特殊であったが、子を神に捧げ返すという行いは、見習うべき模

範である。主にわが子を捧げお返しされたいと思われる方は、あな

たのコミュニティーの牧師に申し出てください。この教会は、家族

の霊的歩みの中に、このような儀式を取り入れることが重要である

と信じています。 

 

幕屋（彼が生涯住み、神に仕える場）でエリに息子を捧げた、エリ

カナとハンナの両者の信仰に注意することが重要である。これから

明らかになっていくように、エリ自身の家族の霊的、道徳的環境は

悲惨であった。それでも、この両親は、大切な息子の保護と安否に

おいて、神に信頼を置くことが出来た。彼らは、誓願を取り消す原

因となり得る状況にもかかわらず、誓願を守った。主に特別な誓い



を立てた人が定められた犠牲を提供した（参照：民数記：１５：

９，１０）。 

 

 

ハンナの神への賛歌： ２：１－１１ 

 

ハンナの賛歌は、神への賛美と感謝を捧げるための模範である。そ

のテーマの多くは、後に、イエスの母であるマリアがそれを聞いで

口づさんだ歌のような個人的な賛美に反映されている（ルカの福音書

１：４６－５５）。ハンナの歌がここに完全に引用されている。ハン

ナの歌は、ニュー・リビング・トランズレーションより、簡単な注

釈が節の間に挿入されており、ここで完全に引用されている： 

 

「わたしの心は主によって喜び、わたしの力は主によって強められ

た、わたしの口は敵をあざ笑う、あなたの救によってわたしは楽し

むからである。（２：１） 

 

神が、ハンナの力であった。ハンナは不妊から救われただけでな

く、ライバルであったぺニンナの苦い嘲笑からも救われた。 

 

主のように聖なるものはない、あなたのほかには、だれもない、 

われわれの神のような岩はない。（２：２） 

 

ハンナの聖さと強さは、神のお陰であると、主に帰した。ハンナの

周りは、神聖でないものや不確かな事柄で満ちていたが、神こそが

ハンナの避けどころであった。 

 

あなたがたは重ねて高慢に語ってはならない、たかぶりの言葉を口

にすることをやめよ。主はすべてを知る神であって、もろもろのお

こないは主によって量られる。（２：３） 

 

ハンナは人々の誇りや見せかけだけのむなしさを見た。彼女の神は

全てお見通しであり、慎重に心と一つ一つの行動をお裁きになる。 

 

勇士の弓は折れ、弱き者は力を帯びる。飽き足りた者は食のために

雇われ、飢えたものは、もはや飢えることがない。うまずめは七人

の子を産み、多くの子をもつ女は孤独となる。主は殺し、また生か

し、陰府にくだし、また上げられる。主は貧しくし、また富ませ、 

低くし、また高くされる。貧しい者を、ちりのなかから立ちあがら

せ、乏しい者を、あくたのなかから引き上げて、王侯と共にすわら

せ、栄誉の位を継がせられる。（２：４－８） 

 

ハンナは、驚くべき、突然の逆転を起こされる神であられることを

主に賞賛した。彼女自身の状況のみでなく、全ての人々の人生にお

いて、主が、いつ誰を引き下げ、また、いつ誰を引き上げるかをお

決めになられる。誰も、低さと徒労の位置に固定されていない。神

は神のお決めになった時に、テーブルを逆転される力と主権を持っ

ておられる。 

 

地の柱は主のものであって、その柱の上に、世界をすえられたから

である。主はその聖徒たちの足を守られる、しかし悪いものどもは

暗黒のうちに滅びる。（２：８b－９a） 

 

神は、創造主であられ、この世の全ての物事を持続されるお方であ

る！ 私、一個人の孤独な人生の世話をしてくださったことは、万

民の主にとって記念碑的な御業ではない！私たちが直面している山

や谷によって、神の威厳の視点は変化する。 

 

人は力をもって勝つことができないからである。主と争うものは

粉々に砕かれるであろう、主は彼らにむかって天から雷をとどろか

し、地のはてまでもさばき、王に力を与え、油そそがれた者の力を

強くされるであろう」。（２：９b－１０） 

 

ハンナは、人間の強さや資源に誇りを持ち、主に抵抗したり無視し

するということが愚かであることを心得ていた。神は、神に従う王

に力をお与えになる・・・しかし、得意げに神に抵抗する者に対し

て、天から雷を落とされる。 



神に属した女性、ハンナに関する追加考察・・・ 

 

ハンナの物語は、切望の状態から始まった。不妊であり、誤解され

嘲笑され非難された。ハンナは、怨み深い人になる事も出来た 

（ナオミが「マラ」－苦と改名したことを思い出しましょう。 

－ルツ記１：２０）。また、何らかの「救済」（何らかの方法で、

脱出するか、人生の痛みを麻痺する方法を見つけることも出来たは

ずである。）その代わりに、ハンナは、真の友であり、唯一の慰め

と望みであった神に向かった。深く忍耐強い神への依存の結果、 

ハンナとイスラエル国家の人生のために、待ち望んでおられた神の

物語を解き放した。神がハンナの叫びを聞いてくださり、息子、 

サムエル「神に聞かれた」を授けてくださり、絶望的であったハン

ナは、ヒロインのハンナへと逆転した。サミュエルは、混乱の中、

動揺する全国民に安定と希望を持って上昇することになる。最後の

士師となり、誠実な祭司であり、また預言者たちの学校の創設者と

なった。イスラエルが切実に彼のような指導者に実験を握ってもら

うことを必要としていた際に与えられた、サムエルは、安定した、

義である、祈る指導者であった。言い換えれば、神は、歴史の流れ

を変えられるために、ハンナという名前の素朴な苦しみの女を用い

られた。 

 

神は、この世に、また、私たちの生活の中に、ご計画を実行される

ために、信仰深く、神に依存する素朴な男と女を用いられる。多く

の障害と心痛の真っただ中でありながらも、ハンナは、神への信仰

を持ち続けた女である。痛みに満ちたハンナの祈りが、神によって

用いられこの世にサムエルを誕生させたのです。そして、サムエル

を通して、神がイスラエル国民に安定と変化をもたらすための重要

な役割を果たす人物となった。サムエルは、文化の圧力に屈する代

のではなく、信仰深く祈る指導者で、神を信頼し、神に従った。 

あなたはいかがでしょうか？あなたの人生や周囲の人々の人生のた

めに持っておられる神の目的のために、用いていただいているでし

ょうか。地上で与えられている時間にあなたは、世にどのような影

響を与えているでしょうか。神をあなたの心と人生の王とするなら

ば、あなたにも世を変えることが出来る。神が人間の心の中の王座

に着いておられるとき、驚くばかりの逆転が起こり、夢にも描くこ

とが不可能なほどのことが起こり始める。わたしたちのうちに働く

力によって、わたしたちが求めまた思うところのいっさいを、はる

かに越えてかなえて下さるお方（エペソ人への手紙３：２０） 

 

 

 


