
God With Us 
Part 6: Israel’s Unfaithfulness and God’s Ridiculous Love 

Kings & Prophets thru 722 B.C. 

Message 3 – The Wicked Power Couple 
Ahab and Jezebel (and God’s amazing grace) 

1Kings 1:29-34; chs.17-21; 22:1-40; 2 Chronicles 18 

神は我らと共に 
パート６：イスラエルの不信仰と神の驚くばかりの愛 

紀元前 722年までの王と預言者たち 

第三メッセージ－邪悪な夫婦 

アハブとイゼベル（そして驚くばかりの神の愛） 

列王記第一１６：２９－３４；１７－２１章；歴代誌第二１８章 

 

 

 

はじめに 

 南の王国（ユダ）には、それぞれ善良な王と邪悪な王が存在

した一方、北の王国（イスラエル）には邪悪な王しか存在しなか

った。北王国の初代王であるヤラベアムの後、邪悪な王が立

て続くが物語の中では、わずかしか取り上げられていない：

ナダブ、バシャ、エラ、ジムリ、オムリ（列王記第一１５：２５－ 

１６：２８）。オムリは主の目の前に悪を行い、彼よりも先にい

たすべての者にまさって悪い事をした（列王記第一１６：２５）。

そして、オムリの息子アハブとその妻イゼベルの物語へと続

く。この女王だけが夫の治世を通して強調されている理由

は、夫への極端な悪影響とそれらによって及ぼされるイスラ

エルへの影響のためであった。アブラハム・リンカーンが次

のように言った：「誰かの人格を試すためには権力を与えれ

ばよい。」アハブとイゼベルは、イスラエルの長い歴史上あ

らゆる王と比べても、最も邪悪に権力を乱用した。イゼベル

の邪悪さによって、その名前は邪悪の代名詞として用いられ

るようにすらなった（参照：ヨハネの黙示録２２：２０）！ 

アハブの統治の概要：列王記第一１６：２９－３４ 

 オムリの子アハブは彼よりも先にいたすべての者にまさっ

て、主の目の前に悪を行った。彼はネバテの子ヤラベアムの

罪を行うことを、軽い事とし、シドンびとの王エテバアルの

娘イゼベルを妻にめとり、行ってバアルに仕え、これを拝ん

だ。彼はサマリヤに建てたバアルの宮に、バアルのために祭

壇を築いた。アハブはまたアシラ像を造った。アハブは彼よ

りも先にいたイスラエルのすべての王にまさってイスラエル

の神、主を怒らせることを行った。（列王記第一１６：３０－３３） 

 アハブの治世の初期の概要の早々に、イゼベルとの結婚と

いうアハブの罪深い決定に注意が向けられる。それはこの物語

の中で、女王としての役割が重要になることを読者に示すも

のである。イゼベルは、シドン（イスラエルの北）の王であり、 

バアルの祭司である、エトバアル（意：バアルの男）の娘であっ

た。ヤハウエと預言者をことごとく憎んだ熱狂的なバアル崇拝

者で、イスラエル全域で断固としてバアル礼拝を行い、子供を

犠牲に捧げる残酷な儀式を肯定し、何百人ものヤハウエの 

預言者や信者を滅ぼしてきた。また 450 人のバアル預言者と

400 人のアシェラ預言者に日々の食事を彼女自身の王室の食卓

で供給し（列王記第一１８：１９）、それはイスラエル全土でバアル

礼拝を行うための極端なイゼベルの献身を証明している。 

 

エリヤ、3 年半の干ばつを告げる：列王記第一 17 章 

 預言者エリヤは、アハブとイゼベルが統治した時代の主要

な預言者であった。バアル崇拝者は、バアルこそ地上に雨を

降らし、豊作へと導くことが出来るとを信じていた。エリヤ

が現れ、ヤハウエのお名前によって、アハブに 3 年半に渡る

干ばつを告げた。 



 ギレアデのテシベに住むテシベびとエリヤはアハブに言っ

た、「わたしの仕えているイスラエルの神、主は生きておら

れます。わたしの言葉のないうちは、数年雨も露もないでし

ょう」。主の言葉がエリヤに臨んだ、（列王記第一１７：１，２） 

 アイデンティティと勇気－エリヤは、イスラエルの神は生き

ておられると告げ、そのヤハウエに崇拝することを宣言した。

我々の時代「キリストにある」アイデンティティについて学

べば学ぶほど、報復的な反応を引き起こすことを声にする勇

気が要される時、共に立って下さっている目に見えない神を

見る目が育まれる。 

 この時点で既に、アハブとイゼベルの物語の主な問題が浮

上している：真の神は誰か？（イゼベルが主張する）バアルか、そ

れとも（エリヤが主張する）ヤハウエか？ 

 

エリア、アハブに会うために送られる： 

列王記第一１８：１，２ 

 多くの日を経て、三年目に主の言葉がエリヤに臨んだ、

「行って、あなたの身をアハブに示しなさい。わたしは雨を

地に降らせる」。エリヤはその身をアハブに示そうとして行

った。その時、サマリヤにききんが激しかった。 

（列王記第一１８：１，２） 

 三年半の干ばつは、北王国に壊滅的な影響を与えた。アハ

ブは飢饉の原因がエリヤにあると信じていたのでエリヤ（イス

ラエルの問題の張本人）を捕えようとしたが、隠れ家でアハブに見

つからない様にしっかり保護して下さった。そして、いよい

よ二人が対面する時が来た。 

 

エリヤ、アハブの宮廷長オバデヤに対面：１８：３－１６ 

 エリヤはアハブ王に会う前に、宮廷長のオバデヤに会った。

オバデヤは敬虔な信者であり、秘かにヤハウエを崇拝した。

彼の神に対する敬意は、イゼベルの処刑人から神の預言者を

隠した勇気によって示された。 

 アハブは家づかさオバデヤを召した。（オバデヤは深く主

を恐れる人で、イゼベルが主の預言者を断ち滅ぼした時、オ

バデヤは百人の預言者を救い出して五十人ずつほら穴に隠

し、パンと水をもって彼らを養った）。（列王記第一１８：３，４） 

 オバデヤがエリヤに会った時、（イザベルから神の預言者たちを隠す

ための）大きな信仰と勇気は正当な恐れと入り混じっていた。 

 わたしにどんな罪があって、あなたはしもべをアハブの手

にわたして殺そうとされるのですか。あなたの神、主は生き

ておられます。わたしの主人があなたを尋ねるために、人を

つかわさない民はなく、国もありません。そしてエリヤはい

ないと言う時は、その国、その民に、あなたが見つからない

という誓いをさせるのです（列王記第一１８：９、１０）   

 しかしわたしがあなたを離れて行くと、主の霊はあなた

を、わたしの知らない所へ連れて行くでしょう。わたしが行

ってアハブに告げ、彼があなたを見つけることができなけれ

ば、彼はわたしを殺すでしょう。しかし、しもべは幼い時か

ら主を恐れている者です。（列王記第一１８：１２）  

 エリヤはオバデヤにアハブ王に会うことを保証したので、

オバデヤはその準備を整えた。 

 オバデヤは、真の恐れと真の信仰を持つ男である。アハブ

によって 3 回殺されそうになった恐怖をエリアに告げた。オバ

デヤは恐怖と信仰との間の緊張の中に生きる私たちにとって、

特に運命を制御出来ると考える人々にとっての象徴的な模範



である。オバデヤは若いころからヤハウエに信仰を置く敬虔

な信者であった。神は歴史の重要な時期に、オバデヤを熟練

の管理者として戦略的立場に置かれた。オバデヤの模範は、

私たちが神との関係において成長すると同時に、神の栄光の

ために用いていただくために身と賜物を捧げるよう促す。日々

信仰に歩み、勇気をもって影響力のある場を歩む意思がある

なら、神のお目的のために用いて下さる。神に恐れを取り除

いていただく様祈りましょう！ 

 

バアルの預言者との対決：１８：１８－４０ 

 アハブとエリヤとの対面は、簡潔で単刀直入であった。 

アハブは、エリアを「イスラエルを悩ますもの」と呼んだ。

一方エリヤは、イスラエルを悩ますものは、ヤハウエを捨て

バアルに従うアハブ自身であると応えた。エリヤは、バアル

対ヤハウエの対決を提案した。アハブはそれに同意し、450 人

のバアル預言者たちをカルメル山に集めた。対決の日、エリ

ヤは大胆に対決の目的を宣言した： 

 そのときエリヤはすべての民に近づいて言った、「あなた

がたはいつまで二つのものの間に迷っているのですか。主が

神ならばそれに従いなさい。しかしバアルが神ならば、それ

に従いなさい」。民はひと言も彼に答えなかった。 

（列王記第一１８：２１） 

 イゼベルは、その対決に参加しない選択をした。おそらく

バアル預言者たちが三年以上もバアルに雨を降らせることが

出来ていない事実に混乱と怒りを覚えていたからであろう。

実際、深刻な干ばつが彼女の祖国にも影響を与えていた。 

バアルには、シドンにも雨を降らせることが出来なかった！

ヤハウエこそが雨を管理され、その命令によってのみ雨を降

らせることが出来た。 

 バアルとその預言者たちは、ヤハウエとその唯一の預言者

の前で完全に敗北した。バアルの無力さと対照的にヤハウエ

の偉大なる御力を見せつけられ多人々は、エリアの側につい

た。 

 民は皆見て、ひれ伏して言った、「主が神である。主が神

である」。エリヤは彼らに言った、「バアルの預言者を捕え

よ。そのひとりも逃がしてはならない」。そこで彼らを捕え

たので、エリヤは彼らをキション川に連れくだって、そこで

彼らを殺した。 （列王記第一１８：３９－４０） 

 信じられない程の奇跡が起こったとき、それを見守った

人々は、エリアの神が本当の神であると確信した。しかし、

知的な同意が必ずしも心の真の変換を意味するとは限らない。

神の御力によるこの出来事がきっかけで、真に人々を悔い改

めさせ信仰を変えさせ、主に礼拝させたという記録はない。

彼らが真に偶像から生きた神に返ったなら、統一された共同

体の中でアハブとイゼベルに立ち向かい、神が確実に支持さ

れたに違いない。あなたの信仰は固いですか？他の人々の内

に働かれる神を見た結果のただの知的な同意でしょうか？ 

それとも個人的に、完全に受け入れられ、神の御子（ヨハネの福

音書１：１２）を受け入れられ、以前に持っていた誤った信念か

ら変えられているでしょうか？ 

 

エリヤ、干ばつの終わりを告げる：１８：４１－４６ 

 ヤハウエの勝利の後、エリヤはアハブに、再びイスラエル

にも雨が降ることを告げた。実際、あまりにも激しく雨が降

ったので、上からの洪水で留められないようにアハブは急い

で馬車に乗って帰らざるを得なかった！ 

 



イゼベル、エリヤを殺すと脅す：１９：１－３ 

 アハブは、バアルの預言者は完全に敗北し殺されたことを

イゼベルに報告しなければならなかった！その知らせはイゼ

ベルを激怒させ、エリヤを殺害する決意を起こさせた。 

 アハブはエリヤのしたすべての事、また彼がすべての預言

者を刀で殺したことをイゼベルに告げたので、イゼベルは使

者をエリヤにつかわして言った、「もしわたしが、あすの今

ごろ、あなたの命をあの人々のひとりの命のようにしていな

いならば、神々がどんなにでも、わたしを罰してくださるよ

うに」。そこでエリヤは恐れて、自分の命を救うために立っ

て逃げ、ユダに属するベエルシバへ行って、しもべをそこに

残し、（列王記第一１９：１－３） 

 ここまでは信仰を保ち、恐れずにたどり着いたエリアであ

ったが、イゼベルの脅迫に恐怖が襲った。イゼベルに間違い

なく殺されると信じたエリヤは逃亡した。逃亡中に神が現れ

て下さり、強め、励まして下さった。 

 

シリア人に対するアハブの勝利：２０：１－４３ 

 アハブが邪悪な王であったにも関わらず、神の偉大な恵み

と慈悲の徴候が見られる。列王記第一 20 章は、神との奇跡を

経験するアハブの物語りが中心である。名も上げられていな

い預言者が二度、アハブの元にシリアの王ベンハダドとその

大規模な軍隊に対する勝利を保証する神のみことばをもって

送られた。 

 この時ひとりの預言者がイスラエルの王アハブのもとにき

て言った、「主はこう仰せられる、『あなたはこの大軍を見

たか。わたしはきょう、これをあなたの手にわたす。あなた

は、わたしが主であることを、知るようになるであろ

う』」。（列王記第一２０：１３） 

 しかし、神には更なるお目的があった。神は、私たちのあら

ゆる戦いの中で提携されたいと願っておられる。アハブにも、

信仰に踏み出す機会を与え、支援されたいと願っておられた。

神は、私たちが第一歩を踏み出すことを待っておられる。 

 アハブは言った、「誰にさせましょうか」。彼は言った、

「主はこう仰せられる、『地方の代官の家来たちにさせ

よ』」。アハブは言った、「だれが戦いを始めましょう

か」。彼は答えた、「あなたです」。（列王記第一２０：１４） 

 案の定アハブはベンハダドを軽々と倒した。するとベンハ

ダドは、イスラエルの神は山でのみ力強さを発揮出来、平野

では無力であることを期待し、軍隊を再構成し、再び攻撃し

てきた。神の預言者が再び現れ、アハブの勝利を約束した。 

 その時神の人がきて、イスラエルの王に言った、「主はこ

う仰せられる、『スリヤびとが、主は山の神であって、谷の

神ではないと言っているから、わたしはこのすべての大軍を

あなたの手にわたす。あなたは、わたしが主であることを知

るようになるであろう』」。（列王記第一２０：２８） 

 戦闘地が平地になっても、神はアハブにベンハダドの上に

二度目の決定的勝利をお与えになった。 

 最終的に、神の預言者が三度目に現れ、アハブの上の裁き

を宣告した。それはアハブが邪悪なシリアの王ベンハダドが

犯してきた全ての邪悪な行いのために捕えながらも、神の命

令に背き、生かしたからである。 

 彼は王に言った、「主はこう仰せられる、『わたしが滅ぼ

そうと定めた人を、あなたは自分の手から放して行かせたの

で、あなたの命は彼の命に代り、あなたの民は彼の民に代る



であろう』と」。イスラエルの王は悲しみ、かつ怒って自分

の家におもむき、サマリヤに帰った。（列王記第一２０：４２，４３） 

 聖書の記述によると、アハブは（預言者の言葉を通して）ベンハダ

ドが破滅することが神の御心であることを心得ていた。した

がって、アハブのベンハダドに対する寛容さは、神が明らか

にされた御心に反する不従順な行為であった。 

 アハブの生涯のこの時点において、神の哀れみと裁きの両

側面が伺える。アハブがヤハウエに信仰をおいて行動し、神

の命令に従うときには、アハブに勝利を与えるために、無名

の預言者を繰り返し送られた神の哀れみが伺える一方、神の

御心から離れて我が道を選択するたびに、神の裁きが下るの

が伺える。あなたの人生で、神はどのように哀れみ深くあら

れ、その反面、裁きを表わされたでしょうか？神の子として、

神は慈悲と規律をもって、私たちを愛するために尽力して下

さっている。 

 

イゼベル、ナボスのぶどう畑の窃盗を企む： 

２１：１－２４ 

 イゼベルは、生涯を通して多大な邪悪をもたらしたが、中

でも神の目に義であったナボスを殺し、そのブドウ園を盗む

策略が強調表示されている。アハブは自分の宮殿を拡大した

いと望んでいたが、そのためには土地から足す必要があった。

ナボテの土地がすぐ隣にあったので、その土地をお金か別の

土地と交換することを提案したが、その土地は神によって継

承した土地であるために断られた（イスラエルでは、神から与えられた

土地の継承を手放すことは許されなかった）。 

 アハブはエズレルびとナボテが言った言葉を聞いて、悲し

み、かつ怒って家にはいった。ナボテが「わたしは先祖の嗣

業をあなたに譲りません」と言ったからである。アハブは床

に伏し、顔をそむけて食事をしなかった。 妻イゼベルは彼の

所にきて、言った、「あなたは何をそんなに悲しんで、食事

をなさらないのですか」。彼は彼女に言った、「わたしはエ

ズレルびとナボテに『あなたのぶどう畑を金で譲ってくださ

い。もし望むならば、その代りに、ほかのぶどう畑をあげよ

う』と言ったが、彼は答えて『わたしはぶどう畑を譲りませ

ん』と言ったからだ」。妻イゼベルは彼に言った、「あなた

が今イスラエルを治めているのですか。起きて食事をし、元

気を出してください。わたしがエズレルびとナボテのぶどう

畑をあなたにあげます」。 （列王記第一２１：４－７） 

 イゼベルは、町の長老たちの前で「神と王を呪う」ナボテ

を非難するための偽りの証人たちを整えた。ナボテは捕らえ

られ、石打の刑で殺された、しばらくしてイゼベルは、ナボ

テのブドウ園を手に入れ、夫のアハブに与えたが、主である

神がその陰謀を見逃されるはずはなかった。神の預言者エリ

ヤがアハブとイゼベルの上に下された最終宣告をもって、 

ナボテのブドウ園に現れた： 

 アハブはエリヤに言った、「わが敵よ、ついに、わたしを

見つけたのか」。彼は言った、「見つけました。あなたが主

の目の前に悪を行うことに身をゆだねたゆえ、わたしはあな

たに災を下し、あなたを全く滅ぼし、アハブに属する男は、

イスラエルにいてつながれた者も、自由な者もことごとく断

ち、またあなたの家をネバテの子ヤラベアムの家のように

し、アヒヤの子バアシャの家のようにするでしょう。これは

あなたがわたしを怒らせた怒りのゆえ、またイスラエルに罪

を犯させたゆえです。イゼベルについて、主はまた言われま

した、『犬がエズレルの地域でイゼベルを食うであろう』

と。アハブに属する者は、町で死ぬ者を犬が食い、野で死ぬ

者を空の鳥が食うでしょう」。（列王記第一２１：２０－２４） 



 ナボテは、家系が継承した土地に関する神の律法に従った

無罪な男であった（レビ記２０－２４）。ときに自己中心的で我儘

な人たちのために奮闘させられることがある。イエス様も、

正直に真実を語り、それに従って行動された結果、十字架の

苦難を受けられた。正しいことを行った結果、苦しみに遭わ

される時、イエス様もまた、人間の歴史を通して、拒絶され、

捨てられたことを思い出して下さい。神は、立派に苦しんだ

者の苦しみを無駄にされることは無い。神は、共に苦しみ、慰

めて下さる。 

 

アハブの邪悪の概要：２１：２５，２６ 

 冒頭の様なアハブの治世の終わりの要約（１６：２９－３４） 

イゼベルがアハブの人生に及ぼした影響を強調している。 

 アハブのように主の目の前に悪を行うことに身をゆだねた

者はなかった。その妻イゼベルが彼をそそのかしたのであ

る。21:26 彼は主がイスラエルの人々の前から追い払われたア

モリびとがしたように偶像に従って、はなはだ憎むべき事を

行った。（列王記第一２１：２５，２６） 

 なぜアハブは、いとも簡単にイゼベルの手のひらの上で転

がされたのでしょうか？なぜアハブは、気難しやで怒りを保

持していたのでしょうか？聖書にその答えは記されてはいな

いが、推測することは可能である。おそらく、夫婦両者に家

族の起源の問題があったに違いない。アハブの父、オムリは、

以前の王たちに増して邪悪であったことを学んだ。オムリは、

父親をも支配たのでしょうか？アハブは、父であるオムリを

恐れるあまり、男としての健全な成長をとげることが出来な

かったのでしょうか？イゼベルは、王女として生まれ育ち、

欲しいものは何でも手に入れて来たのでしょうか？家族の力

学が何であれ、アハブはイゼベルに彼自身と国家を支配する

ことを許した。あなたの夫婦関係はいかがでしょうか？神があ

なたの夫婦関係の内を調べ、必要を明らかにし、成長し成熟

へと導いていただく様祈りましょう。 

 

アハブ、神の御前にへりくだる：２１：２７－２９ 

 アハブの物語を読み、その妻が神がお選びになった僕たち

に対する残酷な殺害の実行を許したアハブに向かう神の慈悲

を見ることは驚くばかりである： 

 アハブはこれらの言葉を聞いた時、衣を裂き、荒布を身に

まとい、食を断ち、荒布に伏し、打ちしおれて歩いた。この

時、主の言葉がテシベびとエリヤに臨んだ、「アハブがわた

しの前にへりくだっているのを見たか。彼がわたしの前にへ

りくだっているゆえ、わたしは彼の世には災を下さない。 

その子の世に災をその家に下すであろう」。 

（列王記第一２１：２７‐２９） 

 恵みとは、受けるに値しないものを神が与えて下さること

である。慈悲とは、受けるに値するものを保留して下さるこ

とである。引き続き「パート６」では「イゼベルの不信仰と

神の驚くばかりの愛」が強調される。この驚くばかりの神とは

誰なのでしょうか？神は恵み深く、慈悲深く、私たちの心を待

ち望んでおられる。神が、これらの登場人物に、忍耐強く手

を差し伸べられたことを熟考し、それ程までに愛して下さる

神をもっと深く知ることが出来る様祈りましょう。 

  

シリアとの戦いによるアハブの死：２２：１－４０ 

 アハブは、南の王国（ユダ）の良い王、ヨシャパテとシリア

との戦いのために提携を結んだ。ヨシャパテは戦いの結果を



預言者に尋ねる様提案したが、アハブは偽の預言者を連れて

来た。ヨシャパテが「ヤハウエ」の預言者を強要した時、 

アハブは苛立ちを覚えた： 

 イスラエルの王はヨシャパテに言った、「われわれが主に

問うことのできる人が、まだひとりいます。イムラの子ミカ

ヤです。彼はわたしについて良い事を預言せず、ただ悪い事

だけを預言するので、わたしは彼を憎んでいます」。ヨシャ

パテは言った、「王よ、そう言わないでください」。 

（列王記第一２２：８） 

 ヨシャパテは預言者ミカヤを主張したので、ミカヤが連れ

てこられたが、アハブが恐れた通り、ミカヤはアハブと他の

預言者たちと正反対で、アハブ・ヨシャパト連合の敗北を預言

した。アハブが抗議した際、ミカヤはその他アハブの（予言者た

ち）は欺きの霊に触発されていると言った。 

 ミカヤは言った、「それゆえ主の言葉を聞きなさい。わた

しは主がその玉座にすわり、天の万軍がそのかたわらに、右

左に立っているのを見たが、主は『だれがアハブをいざなっ

てラモテ・ギレアデに上らせ、彼を倒れさせるであろうか』

と言われました。するとひとりはこの事を言い、ひとりはほ

かの事を言いました。その時一つの霊が進み出て、主の前に

立ち、『わたしが彼をいざないましょう』と言いました。主

は『どのような方法でするのか』と言われたので、彼は『わ

たしが出て行って、偽りを言う霊となって、すべての預言者

の口に宿りましょう』と言いました。そこで主は『おまえは

彼をいざなって、それを成し遂げるであろう。出て行って、

そうしなさい』と言われました。それで主は偽りを言う霊を

あなたのすべての預言者の口に入れ、また主はあなたの身に

起る災を告げられたのです」。（列王記第一２２：１９－２３） 

 アハブはミカヤを牢獄に入れて、ヨシャパテとシリアとの

戦いに向かった。ミカヤの預言通り、アハブは戦いの中で命

を落とした。彼らはナボスが石打ちにされたところで戦車か

ら血を洗い流した。エリヤの預言通り犬がたかった：犬がナ

ボテの血をなめた場所で、犬があなたの血をなめるであろ

う』」。（列王記第一２１：１９） 

 悪魔は偽りの父であり、私たちを惑わす（ヨハネ８：４４）。 

たとえ、痛みが伴ったとしても、神の真実を欲し、神の御こ

とばに従うことによって、誤りから神の真理を識別する方法

を学ばなければならない。もし、神が問題についてみことば

によって語られたとしても、約束された祝福や正義を守られ

る忠実な神であることを信じなければならない。 

 

イゼベル、エヒウに殺害される：第二列王記９：３０－３６ 

 アハブの死後、イゼベルは 2 人の息子、アハズヤとヨラム

による続く統治の間、女王の座を保った。後者はエヒウと呼

ばれるライバルに殺害され、それが王となり、アハブの家系

からすべての生き残った者を滅ぼした。エヒウはイゼベルも殺

させた。エリヤが予言した通り（２１：２３）、彼女の体はいくつ

かの骨だけを残して犬に食べられた（第二列王記９：３６，３７）。 

 この様にして、イスラエルからヤハウエを根絶しようとし

ていた女は最も卑劣な方法で絶やされた。さらに、イゼベル

が祀ろうとしていた偶像バアルはエヒウによって根絶された。 

 バアルの宮にある柱の像を取り出して、それを焼いた。 

また彼らはバアルの石柱をこわし、バアルの宮をこわして、

かわやとしたが今日まで残っている。 このようにエヒウは 

イスラエルのうちからバアルを一掃した。 

（列王記第二１０：２６－２８） 



「人の性質を試したいなら、権力を与えなさい。」権力を乱

用した邪悪な夫婦の何と悲惨な物語でしょう。神は、警告の

ために多くの詳細を与えて下さっている。様々なシナリオを

読んで、もし自分が～であったならどんなであろうと仮定し

てみましょう。事実、神はすべての人間が悪と善、両方の可能

性を持ち合わせていると言い切っておられる。預言者エリヤ

やミカヤの様に、信仰と勇気と敬意をもって他の人々に接し

たり、機会に対処出来る神のご性質に似た者へと成長するた

めには何が必要でしょうか？アハブの最高責任者のオバデヤ

やナボテはどうでしょうか？ 

 

討論のための質問： 

１．自分の過ちや犠牲者（あるいはその両方）の様な経験と、アハ

ブとイゼベルの態度や行動に似ているところはありますか？ 

 

２．イゼベルは自己欲望のために用いた様々な偉大な強みを

持ち合わせていた。その力を男を怒らせ、尊厳を剥奪するた

めに乱用した。女性の立場から、イゼベルの例から何を学ぶ

ことができるでしょうか？男性の立場から、アハブの受け身

な姿勢から何を学ぶことが出来るでしょうか？ 

４．あなたはアハブとイゼベルに対する神の信じられない程

の忍耐力と寛容さから何を受け止められましたか？神の恵み

と慈悲と正義についてはどうでしょうか？ 

５．何をどの様に警告され、感じられたでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


