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はじめに 

 エリヤは、アハブ、イゼベル、バアル運動を撃退した神の

預言者と呼ばれた。ヤハウエとバアルの対決で勇ましく用い

られたが（列王記第一 18章）、イゼベルに直面した際、行き詰っ

た。エリヤの物語の中で、非常なストレスに満ちた神の召し

の内に歩む中、私たちと変わらない普通の人間である側面を

見せるエリヤと出会う。大きな権威と力をもって大胆に行動し

た一方、大きな恐怖と落胆を経験した時期もあった。新約聖

書には、エリヤは、わたしたちと同じ人間であったが…（ヤコブ

の手紙５：１７）と表現されている。エリヤについて学ぶとき、

慰めと勇気が得られる。エリヤはあらゆる事について神に祈

った。敵について祈り、神のご栄光が表されるために祈り、

神の御力が与えられるよう祈った。祈りを通し、神の御力に

よって、エリヤは雨を降らせ、天から火を降らせ、未亡人の

息子を死から蘇らせた！祈りを通して正直な思いや感情をも

神に打ち明けた程、神との関係は深く親密であった。何より、

エリヤの内に霊的な原則を学ぶ：勇気は洞窟の中で見出される。 

 旧約聖書と比較すると、新約聖書では、イエス様を始め他

の著者によっても、より多くエリヤについて参照されている。

実際、エリヤは、イエス様の道を開き、大衆に仕え、国家を

神に呼び戻そうと呼びかけた、バプテスマのヨハネの先駆者

とも呼ばれている。エリヤはエリシャのために道を整え、エ

リシャはイエス様と同様に多くの奇跡を起こし、個人を気遣

った。イエス様の変容の際、モーセと並んでエリヤはイエス

の傍にいた者として記録されている（ルカの福音書９：２８－３１）。 

 

エリヤの準備：第 17 章 

 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」。（第一列王記１７：１） 

 エリヤは、アハブとイゼベルのバアルをイスラエルの神とす

る運動の解体を呼びかけた。3 年半の干ばつは、バアルでなく

ヤハウエが雨を支配することを証明した。全国民をヤハウエ礼

拝に戻すための召しは、エリヤの人生における最も重大な使命

であったので、神は準備期間を僕エリヤに与えられた。国家が

三年半の干ばつに苦しむ中、神はエリヤの信仰を育まれた。 

 主の言葉がエリヤに臨んだ、「ここを去って東におもむ

き、ヨルダンの東にあるケリテ川のほとりに身を隠しなさ

い。そしてその川の水を飲みなさい。わたしはからすに命じ

て、そこであなたを養わせよう」。（第一列王記１７：２－４） 

 最初に立ち寄った場所は、ヨルダンの東にある家リスラビ

ネであった。そこはサマリアのアハブとイゼベルからはるか



遠く、エリヤの故郷であるティシュべに近い、安全で馴染み

深い場所であった。 

 

 エリヤのために烏が毎日午前と午後、肉とパンを定期的に

運んで来るという神による保護を経験した。干ばつによって

ブルックケリスが渇くまでそこに留まった（一年程と考えられる）。 

 神に仕える者として整えられる際、物事に変化を要するこ

とが多々ある。あらゆる方法で神の御力と備えを経験する過

程において、さらに深く神に依存することを学ばせたいと願

っておられる。そのために神はブルックケリスに干ばつを起

こさせ、供給と保護のためにエリヤを別の場所に送られた。

時に神の方法は理解し難いことがある。そのために矛盾して

いるかの様に思われることもある。まさに、その様にして神

は私たちの信仰を育もうとしておられるのです！ 

 しかし国に雨がなかったので、しばらくしてその川はかれ

た。 その時、主の言葉が彼に臨んで言った、「立ってシドン

に属するザレパテへ行って、そこに住みなさい。わたしはそ

のところのやもめ女に命じてあなたを養わせよう」。 そこで

彼は立ってザレパテへ行ったが、町の門に着いたとき、ひと

りのやもめ女が、その所でたきぎを拾っていた。彼はその女

に声をかけて言った、「器に水を少し持ってきて、わたしに

飲ませてください」。（第一列王記１７：７－１０） 

 皮肉にも、シドンに属するザレパテはイゼベルの家族のす

ぐ傍に位置した。安全でなじみ深い場所から、危険な場所へ

と一転した。しかし、そこはエリヤにとって絶好の隠れ家で

あった。まさかエリヤが自分の故郷であり、バアル信仰の大

祭司であり、王である父親の指導下に隠れているなどと、 

イゼベルには想像もつかぬ名案であったに違いない。 

 

 町の門で、女に話しかけた際、「あなたの神、主は生きて

おられます（12節）。」という女の言葉に、エリヤは驚いたに

違いない。女はエリヤが聖い男であり、その神は生きておら

れることを知っていたので、その男を助けるために危険を冒

すことをいとわなかった。 

 ザレパテに滞在した期間、エリヤの信仰は未亡人の信仰と

共に成長した。7－24 節は、エリヤの要求と神のみ言に対する

服従を通して、自身の信仰を宣言する若い未亡人の美しい物

語である。未亡人は、二年間エリヤを隠し、給食した！シド

ンで続く干ばつの間、神は忠実に小麦粉と油を備えられた。

エリヤは日々神に信頼することを学んだので、その祈りは神



の力を解き放ち、当時のイスラエルの歴史の中において神の

目的に敵い、力強く用いられた。若い未亡人の幼い息子の死

など、予期せぬ、信じ難い出来事が起こる度、神に委ねた。

なぜ神は干ばつからお守りになったのに、未亡人の息子を病

いで死ぬことをお許しになったのでしょうか？エリヤは、ただ

神に信頼し、不可能を委ねた。聖書の中で最初の死から復活の

物語である！幼い息子を亡くすという苦境に置かれて、死から

復活を目撃し、初めて「今わたしはあなたが神の人であること

と、あなたの口にある主の言葉が真実であることを知りまし

た。」と宣言した（列王記第一１７：２４）。そのことによってエ

リヤはどれだけ勇気づけられたことでしょう。シドン出身の

二人の女がいた。その一人のイゼベルは、ヤハウエとエリヤ

を憎んだ。もう一人の若くて親切な未亡人は神であるヤハウ

エとエリヤを信頼し、信仰の第一歩を踏んだ。二人の女は、

それぞれあらゆる面で正反対であったが両者ともバアルを信

仰していた。「神が、シドンの女からエリヤを守られるため

に、もう一人のシドンの女を用いられた」という更に重要な

信仰における教訓をエリヤは学んだ！ 

 エリヤの準備期間の箇所からどんな教訓が得られるでしょ

うか？神が頻繁に用いられる方法である。仕える僕を公に用い

られる前に個人的に仕込まれる。モーセをイスラエルの指導者

として用いられる前に、砂漠の片隅で 40 年間仕込まれた。ダ

ビデはサウルからの逃亡の 15 年間洞穴の隠れ家の中でイスラ

エル王着位の前に整えられた。パウロが回心した後、異邦人の

ための使徒として召される前にアラビアで十年以上置かれた。

イエス様は伝道を開始される前に、30 年間この世を体験され

た。現在、砂漠の片隅やザレパテの様な奇妙な場所に置かれて

いると感じておられる方、どうぞ落胆しないで下さい。神の訓

練期間から離れ去ってはいけません。あなたのおられる場所

で、後のお目的のために育んでおられるのです。 

エリヤの勝利： 第 18 章 

 カルメル山においての最大の闘いである、アハブ王とバア

ルの預言者たちとの対決の準備が整えられた。長年の干ばつ

に苦しんだ国家もその決定的な日を待ち望んでいた。三年半

の干ばつの終わりに、エリヤはアハブに対面し、ヤハウエと

バアルの対決を挑んだ。 

 アハブはエリヤを見たとき、彼に言った、「イスラエルを

悩ます者よ、あなたはここにいるのですか」。彼は答えた、

「わたしがイスラエルを悩ますのではありません。あなた

と、あなたの父の家が悩ましたのです。あなたがたが主の命

令を捨て、バアルに従ったためです。それで今、人をつかわ

してイスラエルのすべての人およびバアルの預言者四百五十

人、ならびにアシラの預言者四百人、イゼベルの食卓で食事

する者たちをカルメル山に集めて、わたしの所にこさせなさ

い」。（第一列王記１８：１７－１９） 

 アハブの命令で、全国民がカルメル山に集まり、エリヤが

集会の理由を発表した： 

 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。 

（第一列王記１８：２１） 

 バアルの預言者はバアルに供え物を受け取っていただくた

めに火を降らせて下さいと祈った。朝から晩までバアルに叫

んだが、何も起こらなかった。次に、エリヤがヤハウエのた

めに供え物を準備し、水がめに三度浸してから、ヤハウエに

火を降らせて下さるよう祈った：夕の供え物をささげる時に

なって、預言者エリヤは近寄って言った、「アブラハム、イ



サク、ヤコブの神、主よ、イスラエルでは、あなたが神であ

ること、わたしがあなたのしもべであって、あなたの言葉に

従ってこのすべての事を行ったことを、今日知らせてくださ

い。主よ、わたしに答えてください、わたしに答えてくださ

い。主よ、この民にあなたが神であること、またあなたが彼

らの心を翻されたのであることを知らせてください」。その

とき主の火が下って燔祭と、たきぎと、石と、ちりとを焼き

つくし、またみぞの水をなめつくした。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」。 

（第一列王記１８：３６－３９） 

 その戦いの偉大な勝利はヤハウエとエリヤにあった。その日

国家はヤハウエが神であることを認めた。アハブとイゼベルに

よるイスラエルのバアル崇拝運動は幕を閉じた。バアルの預言

者は滅ぼされた。エリヤが干ばつの終わりを祈ったとき、雨が

降り始めた。エリヤにとって正に「山頂」の体験であった。 

 ヤハウエこそが真の神であることをイスラエルの民が認め

た後、神に背いたことについて心から悔い改めたという記述

はない。真の信仰心とは、キリストを救い主と認め、救い主に

従うと誠実に願うことである。そのためにはエリヤの時代と

同様、他の文化や信念に逆らうための勇気が要される。 

 しかし、聖書の中でエリヤが読者に愛されるのは、ここか

ら先の物語りを通して「私たちと同じ性質を持つ人間であ

る」ことが示されていくことが真の理由である。 

 

エリヤの絶望と修復： 第 19 章 

 エリヤの山頂の勝利の直後、絶望の谷間へと陥る。生きて

いると当たり前のことである。世の頂点に達した瞬間がある

と思うと、落胆の谷間に陥る瞬間に突入する。 

 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、（第一列王記１９：１－３） 

 エリヤは、イゼベルから逃れるために約 125 マイル（約 201

㎞）逃亡した。そして座り込み、神に死なせて下さいと祈った。 

 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、自分は一日の道のりほど荒野にはいって行って、れだま

の木の下に座し、自分の死を求めて言った、「主よ、もは

や、じゅうぶんです。今わたしの命を取ってください。わた

しは先祖にまさる者ではありません」。（第一列王記１９：３，４） 

 エリヤは神に命を絶っていただくよう願ったが、神は、次

の出発に備えエリヤの体力を修復して下さった。 

 彼はれだまの木の下に伏して眠ったが、天の使が彼にさわ

り、「起きて食べなさい」と言ったので、起きて見ると、頭

のそばに、焼け石の上で焼いたパン一個と、一びんの水があ

った。彼は食べ、かつ飲んでまた寝た。主の使は再びきて、

彼にさわって言った、「起きて食べなさい。道が遠くて耐え

られないでしょうから」。（第一列王記１９：５，６） 

 エリヤは眠り、食べ、また眠り、また食べた。神は、エリ

ヤの肉体的に必要な睡眠と食べ物を備えられた。神はアハブ

王とイゼベルとバアルの預言者たちとの長い対決の後、肉体

的に疲れきっていた。 



 感情的、精神的、霊的健康による肉体的影響を過小評価して

はならない。人間は全体的存在であり、他の部分に影響を与え

ずして一部の存在を無視することは不可能である。「しばし

ば、希望と絶望の差は昼寝である。」と耳にしたことがある。

神は、エリヤが移動を継続する前に、霊的、感情的状態に対処

されるため、十分な眠りと食事を与えられた。あなたは自分の

身体を気遣っておられるでしょうか？適切な休養を取っておら

れるでしょうか？適度の運動をしておられるでしょうか？肉体

的疲労の根源は、精神的、感情的な落胆や絶望等にあると神は

囁き伝えようとしてはおられないでしょうか？ 

 エリヤの最後の旅は、シナイ山（通称ホレブ山）への長旅であっ

た。アラビア半島の根本にあり、エリヤがすでに移動した距

離を 200 マイル（約 322 ㎞）上回っていた。 

 彼は起きて食べ、かつ飲み、その食物で力づいて四十日四

十夜行って、神の山ホレブに着いた。（列王記第一１９：８） 

 エリヤはイゼベルから遠ざかるためにおよそ 325 マイル旅

をした。そして、エリヤの 500 年前、モーセが十戒を授かった

場所であり、イスラエル国家の原点であるシナイ山に到着し

た。そこで神は非常に特別な形でエリヤに会われた。まず質問

された：「エリヤよ、あなたはここで何をしているのか。」 

 神は、エリヤの心の内の隠された場所に到達し、絶望を引

き起こしていた深い原因にエリヤが直面出来るように探検さ

れた。エリヤの応答は感情に満ち溢れていた。 

 彼は言った、「わたしは万軍の神、主のために非常に熱心

でありました。イスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あ

なたの祭壇をこわし、刀をもってあなたの預言者たちを殺し

たのです。ただわたしだけ残りましたが、彼らはわたしの命

を取ろうとしています」。（第一列王記１９：１０） 

 エリヤの働きは何の効果もなかった（敗北）と感じていた。

人々は、自己中心の生き方のため、神の支配を拒否することに

成功し（絶望）、神に心を向ける者は、もはや自分しか存在しな

いと感じていた（孤独）。更に、イゼベルがエリヤの居場所を探

し出し殺されると感じていた（恐れ）。 

 自分自身の真の感情を認識出来ていない領域を癒していた

だくことは不可能である。神は、エリヤに救出策を与える前

に、痛みを伴うそれぞれの感情を確認させるためにエリヤを

導いた。私たちは頻繁に、嘆き、悲しみ、怒り、絶望等の痛

みを伴う感情を抑え隠そうとしてしまう。それでは何の解決

にも繋がらない。真の感情を神のご臨在と愛の御光に照らし

ていただく必要がある。み言は繰り返し、神でさえ痛みを伴

う感情を抱いておられると教えている。神は、拒絶、放棄、

恐怖、悲しみをご存知である。イエス様ご自身がそれらの感

情を体感されたからである。この大祭司は、わたしたちの弱

さを思いやることのできないようなかたではない。罪は犯さ

れなかったが、すべてのことについて、わたしたちと同じよ

うに試錬に会われたのである。だから、わたしたちは、あわ

れみを受け、また、恵みにあずかって時機を得た助けを受け

るために、はばかることなく恵みの御座に近づこうではない

か。（へブル人への手紙４：１５，１６） 

 カルメル山で、バアルの預言者とイスラエル国家が見守る

中、神はエリヤの大胆な祈りに応え火を降らせて下さった。

また、エリヤを炎の車で天国へ連れて行かれた。この箇所で

は、エリヤの疲れ切った心と不安定な心が最も必要としてい

た事柄をご存知である神の優しさを見る。神は一人一人の必

要をご存知である。神が想像豊かに天から触れて下さる様子

に注意を払って観察するとき、最大限に神を喜び楽しむこと

が出来る。 



 主は言われた、「出て、山の上で主の前に、立ちなさ

い」。その時主は通り過ぎられ、主の前に大きな強い風が吹

き、山を裂き、岩を砕いた。しかし主は風の中におられなか

った。風の後に地震があったが、地震の中にも主はおられな

かった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられな

かった。火の後に静かな細い声が聞えた。エリヤはそれを聞

いて顔を外套に包み、出てほら穴の口に立つと、彼に語る声

が聞えた、「エリヤよ、あなたはここで何をしているの

か」。（第一列王記１９：１１－１３） 

 優しい囁きが触れたとき、神は質問を繰り返され、エリヤ

は答えを繰り返した。 

 彼に語る声が聞えた、「エリヤよ、あなたはここで何をし

ているのか」。 彼は言った、「わたしは万軍の神、主のため

に非常に熱心でありました。イスラエルの人々はあなたの契

約を捨て、あなたの祭壇をこわし、刀であなたの預言者たち

を殺したからです。ただわたしだけ残りましたが、彼らはわ

たしの命を取ろうとしています」。（第一列王記１９：１３－１４） 

 エリヤの嘆きを繰り返し聞く必要は神には無かったことは

確かであるので、エリヤの方に繰り返し言葉にして表現する必

要があったと考えるべきである。神は、僕の進むべき道を示

され、その過程でエリヤの最も深い必要の全てに対処された。 

－エリヤの逃亡が始まったシリアのダマスカスに戻る。 

－シリアの時期王としてハザエルに油を注ぐ。 

－イスラエルの王としてエフーに油を注ぐ。 

－エリヤの後継者としてエリシャに油を注ぐ。 

－アハブとイゼベルの家系に審判が下ることを確認する。 

－7000 人のヤハウエの真の崇拝者の存在を知る。 

 神は、休養と給食を与えることによってエリヤの身体的必

要を満たされた。また、エリヤに真の感情を吐き出させるこ

とによって、感情的必要を満たされた後、それらに応じて穏や

かに囁かれた。人と国家の運命は完全に神の支配下にあるこ

とを保証することによって、エリヤの霊的必要を満たされた。

また、イスラエル国家の内に 7000 人のヤハウエ崇拝者が存在

する事実を明らかにすることによって、エリヤの関係的必要

を満たされ、最も重要なことに、残りの旅路を共にするエリ

シャという弟子をお与えになった。 

    B.F. Meyer の記述：「私たちが永遠の神の力を吸収する深い

渓谷に身を隠すことが出来ない限り、霊的な力の獲得は不可

能である。給油タンクが空であるなら、神との個人的な交わ

りの機会を持ちましょう。あなたが生きて行くための力を満

たせるお方は神しかいないのです。 

 

 

エリヤ、エリシャに従うよう呼びかける： 

１９：１９－２１ 

 指示通り、エリヤはエリシャを見つけ、特別な従者、弟子、

後継人として招いた。エリシャの召しは、イエスの 12 弟子の

召しに非常によく似ている（比較：マタイの福音書４：１８－２２）。 

 さてエリヤはそこを去って行って、シャパテの子エリシャ

に会った。彼は十二くびきの牛を前に行かせ、自分は十二番

目のくびきと共にいて耕していた。エリヤは彼のかたわらを

通り過ぎて外套を彼の上にかけた。エリシャは牛を捨て、エ

リヤのあとに走ってきて言った、「わたしの父母に口づけさ

せてください。そして後あなたに従いましょう」。エリヤは

彼に言った、「行ってきなさい。わたしはあなたに何をしま

したか」。エリシャは彼を離れて帰り、ひとくびきの牛を取



って殺し、牛のくびきを燃やしてその肉を煮、それを民に与

えて食べさせ、立って行ってエリヤに従い、彼に仕えた。

（第一列王記１９：１９－２１） 

エリヤ、アハブの王朝の終わりを告げる： 

１２：１７－２４ 

 前回の学びで、アハブとイゼベルはナボテを殺害し、そのブ

ドウ園を奪う策略を実行した。エリヤはアハブに向かい、大胆

にアハブの王朝の終わりと、すべての子孫の絶滅を告げた。 

 

 

エリヤ、アハズヤの死を告げる： 

列王記第二１：１－１６ 

 アハブの息子のアハズヤがイスラエルの王位を継承した。

窮地に追い込まれたとき、そこから立ち上がることが出来る

かどうか答えをバアルに求めるため、ペリシテ人の町エクロ

ンに使いを送った。（バアル礼拝は、イスラエルの北王国から根絶されたこと

を思い出しましょう。そのためアハズヤは、ペリシテ人に頼ってバアルの預言者を探

す必要があった。）神はエリヤに、アハズヤの使いを妨害し、代わ

りに次のメッセージをアハズヤに届ける様に言われた： 

 時に、主の使はテシベびとエリヤに言った、「立って、上

って行き、サマリヤの王の使者に会って言いなさい、『あな

たがたがエクロンの神バアル・ゼブブに尋ねようとして行く

のは、イスラエルに神がないためか』。それゆえ主はこう仰

せられる、『あなたは、登った寝台から降りることなく、必

ず死ぬであろう』」。そこでエリヤは上って行った。 

（第二列王記１：３，４） 

 アハズヤは 50 人の戦士と司令官を送り、エリヤを捕え、サ

マリヤに連れてくるよう命じたが、エリヤの言葉通り戦士たち

は天から下った火に焼き尽くされた。同じことが二度起こっ

た。三度目にやってきた司令官と 50 人の戦士たちは、エリヤ

とその神に謙虚な態度で近づいたので、命は助けられた。エリ

ヤは、彼らについてアハズヤに会いに行き、王の死を告げた。 

 

エリヤ、天国へ上げられる： 

列王記第二２：１－１４ 

 エリヤとエリシャがどれほどの期間共に伝道したかについ

ての記述はない。北のアハズヤの死と南のヨシャパテの死の

後であることは確かである。エリヤは、父親の道から外れて

歩んでいた南の王ヨラムを叱責する手紙を書いた（歴代誌２１：１

２－１５）。預言者としての役割をエリシャに申し継ぎ、この世

を去るとき、エリヤは死ななかった。火の車で天に上げられ

た。この箇所で重要であるのは、エリヤの力と威厳が継承者エ

リシャに受け継がれた過程である。 

 彼らが渡ったとき、エリヤはエリシャに言った、「わたし

が取られて、あなたを離れる前に、あなたのしてほしい事を

求めなさい」。エリシャは言った、「どうぞ、あなたの霊の

二つの分をわたしに継がせてください」。エリヤは言った、

「あなたはむずかしい事を求める。あなたがもし、わたしが

取られて、あなたを離れるのを見るならば、そのようになる

であろう。しかし見ないならば、そのようにはならない」。 

2:11 彼らが進みながら語っていた時、火の車と火の馬があら

われて、ふたりを隔てた。そしてエリヤはつむじ風に乗って

天にのぼった。エリシャはこれを見て「わが父よ、わが父

よ、イスラエルの戦車よ、その騎兵よ」と叫んだが、再び彼

を見なかった。そこでエリシャは自分の着物をつかんで、そ

れを二つに裂き、またエリヤの身から落ちた外套を取り上

げ、帰ってきてヨルダンの岸に立った。そしてエリヤの身か



ら落ちたその外套を取って水を打ち、「エリヤの神、主はど

こにおられますか」と言い、彼が水を打つと、水は左右に分

れたので、エリシャは渡った。 （第二列王記２：９－１４） 

 「倍」の相続が長子に与えられることは常であった（参照：申

命記２１：１７）。したがって、エリシャはエリヤを「霊的な父

親」と見なし、エリヤは「霊的な息子」としてエリシャを受

け入れたことが明確である。 

 エリヤとエリシャの様に、結婚しておられない方もいれば、

子供を持たない方もいるでしょう。この物語は、「霊的父

親」と「霊的息子」を描く美しい模範である。弟子と仲間の

交わりは励まし合い、強く留まるための最善の方法である。

あなたの霊的コミュニティーは誰でしょうか？あなたにとっ

ての「霊的父親、母親、息子、娘」は誰でしょうか？ 

概要：エリヤは新約聖書の中で最も頻繁に参照される預言者

である（29回）。丁度、エリヤがエリシャの先駆者であった様

に、イエスの先駆者であったバプテスマのヨハネと比較され

る。ペテロとヤコブとヨハネが目撃する中、イエスの丘の上

での変容の際、モーセと共に現れた預言者がエリヤである。

二人は、間もなく起ころうとしている、エルサレムでのイエ

スの死、復活、昇天によって、この世界からのイエスの旅立

ちについて話会う特権が与えられた。ヤコブが信仰に溢れる

祈りの模範として参照したのはエリヤのことである。 

 だから、互に罪を告白し合い、また、いやされるようにお

互のために祈りなさい。義人の祈は、大いに力があり、効果

のあるものである。 エリヤは、わたしたちと同じ人間であっ

たが、雨が降らないようにと祈をささげたところ、三年六か

月のあいだ、地上に雨が降らなかった。 

（ヤコブの手紙５：１６，１７） 

討論のための質問 

１．エリヤは、神によって用いられた人であったが、同時に

その旅路において、多くの教訓を得る普通の人間であった。

ある時は三年半の準備期間の段階にあり、ある時は伝道期間

の段階（バアルとの対決、恐れからの逃亡を通して神に会う）、またある時

はエリシャを指導する段階の期間であった。あなたは今どの

段階におられるでしょうか？ 

２．エリヤがシドンのザレパテの未亡人に会うために贈られ

る物語り（列王記第一第 17章）からどんな衝撃を受けられたでしょ

うか？ 

３．この部分で、神について、また、神が異なる人々に対処

される様子から何を学ばれたでしょうか（エリヤ、未亡人、アハブ、

イゼベル）？ 

４．祈り：エリヤと神との個人的な会話であり、また深い信

仰に溢れる祈りから何を感じられましたか？ 

５．なぜイエス様は、エリヤがイスラエルの未亡人ではな

く、ザレパテの未亡人のところに贈られたことを強調された

と思いますか（ルカの福音書 4章）？ 

６．「勇気は洞穴の中で見出される。」という原則は、あな

たの神との時間の過ごし方をどの様に変えるでしょうか？ 

 

 

 

 

 


