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

Kings & Prophets thru 722 B.C. 

Message 6 – Elisha: Faithful Disciple, Faithful God 
(1Kings 19:16, 19-21; 2Kings 2-8:15; 9:1-3) 

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 

第六メッセージ－エリシャ：忠実な弟子、忠実な神 

（列王記第一１９：１６，１９－２１； 列王記第二２－８：１５；９：１－３） 

はじめに 

 他の預言者の様に旧約の本を記してはいないものの、エリ

ヤとエリシャは、多くの邪悪な王たちが北王国を治めた時代

の偉大な預言者であった。エリヤの神によって任命されたエ

リシャは、前任者の様な「火の預言者」ではなく、「情に深

い預言者」であった。大勢の人々に個人的に伝道した。エリ

ヤとエリシャのそれぞれの性質と伝道は、洗礼のヨハネとイ

エスを予兆している。ヨハネは、イエスのために道を用意す

るとともに、悔い改めと裁きが来るという炎の様な預言的メ

ッセージをもたらした。対照的にイエスは、より個人的に慰

めをもたらし、個人に仕え、数え切れない奇跡を起こした。

ヨハネは、エリヤのごとく、国家に義と悔い改めを呼びかけ、

神に帰る（マタイの福音書３：１－８）よう呼びかけるために遣わさ

れた。イエスは、エリシャのごとく、真実の内に個人的に神

の優しさを表すために来られた（ヨハネの福音書１：１４，１７）とい

うことをイエスの時代のユダヤ人は認識していたに違いない。 

 エリシャの物語は長く複雑であるが、主に次の 3 つの事柄

を強調している：１）若者への指導を務めた弟子としての誠

実さ。２）王や若い預言者や個人のために発揮した指導力。

３）その伝導は、シリア軍の長、ナアマンを含むシリア人が

対象であった。孤独であったエリヤと違い、エリシャの伝導

の殆どはコミュニティーの中で成された。絶望的な状況にお

いても安定した力を保つことが出来た理由はそこにある。 

１．エリヤからエリシャへの変わり目： 

列王記第一１９：１９－列王記第二３：２７ 

 エリシャの召し：預言者エリヤの後継人はエリシャである

と神から告げられたエリヤは、ホレブ山の洞穴を出たとき、

エリシャを見つけ、弟子になるよう招いた。 

 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。

（列王記第一１９：１９－２１） 

 ルカの福音書 9 章 57－62 節で、弟子志願者がイエスに接近

して来たが、イエスの反応は挑戦的であった。１）あなたが

わたしに従っても、予測可能な生活を送る保証はない。２）あ

なたは、父が将来いつか死に、埋葬するまで待ってほしいと

願う。すなわち、まだ従いたくない、むしろ、もっと時間が

必要であると望んでいる。いまこそがその時である！３）あ

なたがわたしに従うことを約束しても、職業を離れたことを

振り返り後悔するなら、わたしの弟子には相応しくない。 



 エリシャが牛を犠牲にして鋤（すき）を焼いたという事実は、

過去へ通じる道を燃やし、新しい召しから引き返すことのない

覚悟を示す。イエスに従うために全てを手放した 12 弟子（学ぶ

人）、後の使徒（伝道者）と同様である（参照：マタイ４：１８－２２）。 

 弟子とは、学習者や従者を意味する。イエスが従いなさい

と言われるとき、「信頼しなさい、繋がっていなさい、わた

しの道に学び、服従しなさい。」と言っておられる。全ての

人に仕事を手放し、フルタイムで伝導するように求めておら

れるのではない。しかし、全ての人に、イエスが誰であるか

を知り、共に人生を歩むことを求めておられる。イエスの弟子

として成長し続けるべきである。そうするなら、人生で多くの

実を結ぶことが出来る：１）イエスの姿に似た者となる（ローマ

人８：２９）、２）わたしが示した模範を通して、キリストの信

者になることを選ぶとき、人生の中で実を結ぶ（ヨハネ１５：１－

８）。弟子としてイエスについて来なさいという挑戦状をもっ

て、これまで何をして来られましたか。あなた自身とその影

響を通して、どのように実を結んでおられますか？ 

 エリシャに力が与えられる：エリヤが炎の車で天に連れて

行かれるところをエリシャは目撃した。霊的父親がいつ取ら

れてもおかしくないことを知っていたので、ほんのひと時も

エリヤから離れることを拒んだ。実際、エリヤの最後の 7－10

年の伝導の間、その傍らでエリヤと神の親密な関係を観察し

体験した。エリヤが天へ上げられる直前、褒美にエリシャの願

いを一つ求めなさいと言った。 

 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」。 

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、

（列王記第二２：９，１０，１２） 

 イスラエルでは、長子の特権として、二倍の相続を受けら

れた（申命記２１：１７）。したがって、エリシャは霊的父親に特

別な霊的な相続、つまり、エリヤの「長子として」、生きた

神を二倍体験出来る力を求めた。 

 エリヤが天に連れて行かれた後、神はエリシャに二倍の力

をお与えになり、直ちに奇跡を起こすようになった。そのこ

とは、エリシャがエリヤの霊的な後継者であることを証明し

た。エリヤと同様、エリシャもヨルダン川を二つに分け横断

して帰った。また、エリコの住民のために悪い水を浄化した。 

 エリコにいる預言者のともがらは彼の近づいて来るのを見

て、「エリヤの霊がエリシャの上にとどまっている」と言っ

た。そして彼らは来て彼を迎え、その前に地に伏して、 

（列王記第二２：１５） 

彼の安らぎ：エリシャは、敬愛するエリヤが信仰によって最

大の勝利を体験したカルメル山を訪れた（２：２５）。神に反対

するイスラエルにおいての伝導の間、間違いなく、似た様な

チャレンジに直面したに違いない。宣教を通して、カルメル

山に戻る（４：２５）。 

 イエスは、毎朝静かなところで父と時間を過ごした。弟子

たちが疲れていたとき、イエスは離れて安らぎの時を持つ様

招いた。エリヤはホレブ山に逃げ込んだ。エリシャは、カル

メル山に戻った。ダビデ王は静かな水によって神に導いてい

ただいた（詩篇 23篇）。あなたは霊的力を新しくするために、ど



こに向かわれますか？世の騒がしい音を静め、生きておられ

る神の御霊に聞く時間と場所を見出す必要がある。そうでな

ければ、私たちは疲れ、心を失ってしまう。あなたのカルメ

ル山はどこでしょうか？ 

２．個人に向けてのエリシャの多くの宣教： 

列王記第二４：１－６，７ 

 エリシャの個人に対する様々な宣教は、あらゆる類の状況

において、あらゆる人々のための神の保護を表している。子

を亡くした親であろうが、人に借りた道具を紛失した者のた

めであろうが、神はエリシャを通して、あらゆる状況下にあ

る人たちを見て、保護された。この部分の 6 つの奇跡の一つ

一つは、エリシャの神に対する信仰を証明している。さらに、

神とエリシャの預言者に信仰を行使する個人を見る。預言者

の未亡人は、必要の満たしのためにエリシャを信じる必要が

あった。シャナム人 の女性は息子の奇跡的な復活のためにエ

リシャを信頼する必要があった。 預言者たちの学校は食糧不

足の際、信仰によって、エリシャに頼る必要があった。 ナア

マンは、エリシャの言葉を信じてヨルダン川で 7 回洗い流す

必要があった。 借りた斧を失った預言者は、エリシャの力を

信じて助けを求める必要があった。 

 エリシャの奇跡の多くはイエスの奇跡と並行していること

が解る： 

－エリシャ、シャナムの婦人の息子を死から蘇らせる。 
 （列王記第二４：３３） 

－イエス、ある支配者の娘を死から甦らせる。（マタイ９：２４） 

－油を増やし、寡婦とその子供たちを貧困から救う。 
 （列王記第二４：１－７） 

－イエス、水をぶどう酒に変える。（ヨハネ２：１－１０） 

－パン二十個と一袋の穀物を百人の人間が食べきれなくなる    

 ほど増やす。（列王記第二４：４２－４３） 

－イエス、パンを増やす（五千人の給食、四千人の給食）。 

 （マタイ１４：１５－２０） 

－エリシャ、アラムの軍司令官ナアマンの皮膚病をヨルダン 

 川の水で癒す。（列王記第二５：１－１４） 

－イエス、10 人のハンセン病患者を癒す。（ルカ１７：１１－１９） 

－エリシャ、水の中に沈んだ斧を浮き上がらせる。 
 （列王記第二６：５－７） 

－イエス、海上歩行する。（マタイ１４：２５－２９） 

－葬られたエリシャの遺体のお骨に触れた別の遺体を生き返 

 えらせる。（列王記第二１３：２０，２１） 

－イエス自身の死と復活によって、人類に復活をもたらす。 

 エリシャが旧約聖書の中でも最もキリストの気質に似た人

物の内の一人であることが明確である。イエスの時代のユダ

ヤ人は、イエス・キリストのことばと行動を「第二のエリシ

ャ」と解釈したに違いない。 

エリシャの奇蹟における三人の女たちの信仰 

 この部分の 6 つの奇跡の内の 3 つは、女の偉大な信仰を伴

う。三人の異なる女たちが、それぞれの人生における独特の

立場と挑戦的な状況から神への信仰を行使したところが興味

深い。 

 



－預言者の未亡人：列王記第二４：１－７ 

 敬虔な預言者の未亡人には、返済できなかった借金と、働

くには幼すぎる 2 人の息子が残された。債権者は、間もなく

その息子たちを奴隷として引き取りに来るところであった。

その未亡人は、エリシャなら助けてくれることを大胆に信じ

る勇気があった。エリシャが未亡人の所有物は何かと訪ねた

とき、女は少量の油が残っているだけであると応えた。そこ

でエリシャは出来るだけ数多くの空の壺を借りてくる様に指

示し、未亡人は信仰をもって指示に従った。 

 そして、エリシャは奇跡を用いて、借り物の壺の中で油を

増やした。未亡人は油を売って、借金を払い切り、家族を養

っていくために必要な収入を得た。 

 イエス様が弟子たちに「決して諦めずに祈り続けなさい」

と教えられたとき（ルカの福音書１８：１－８）、裁判官の前で大胆

に、また忍耐強く、自分の権利を主張したある未亡人の話を

お用いになった。大胆な信仰に満ちた祈りのお話をされた際

も、この未亡人のことを思われていたかもしれない。 

－シュネム人の女：列王記第二４：８－３７；８：１－６ 

 エリシャの二つ目の奇跡は、シュネムの町の、ある豊かで

素晴らしい女のために成された。その女は思いやりと富をも

って、人のために世話をし、シュネムを頻繁に旅していたエ

リシャの世話もした。信頼を寄せる夫に提案し、エリシャが

いつでも泊まれるための寝室を築いた。 

 そうすることよって、子供のいなかった彼女は満たされた。

エリシャは、平安で満たされていたその女に子供が授けられ

るよう祈り、女に子が授けられた。その息子がまだ幼かった

とき、突然死した。女は急いでカルメル山のエリシャの所へ

行き助けを求めた。神はエリシャを用いて女の息子を死から

蘇らせた－二度目の死からの復活！ 

 同じ女性が物語の終わりに再度登場する。エリシャは女に 7

年間の飢饉の間国を出るように勧めた。後に国に戻った際、

女は土地を返してもらうための依頼を申し出る。まさにその

日、エリシャの僕が王の宮廷に居合わせ、エリシャがその女

の息子を死から蘇らせたことを報告した！王は、直ちにその

女の要求を認め、7 年間の収穫も与えた。この女は、神のみ言

とエリシャに従う信仰と従順によって、多くの点で恵まれた。 

－若い女の僕：列王記第二５章 

 ナアマンがシリア軍の指揮官であった。イスラエルへの

数々の襲撃の際、シリア軍がユダヤ人の少女を捕虜に捕り、

ナアマンの妻の召使いとして連れて行かれた。ナアマンのハ

ンセン病の危機について聞いたとき、女は勇気を出して女主

人にイスラエルの預言者エリシャを通して現わされる神の力

について話した。若い女の日頃の働きぶりの評判に加え、大

胆さと信仰に、ナアマンが耳を傾け、エリシャに癒しを求め

に行った。その結果病が癒されただけでなく、ヤハウエを信

じた！この若い女は、シリアで最強人物の一人に偉大な影響

を与えた。その信仰が神の力を目の当たりにさせたからであ

る。ナアマンの宣言： 

「わたしは今、イスラエルのほか、全地のどこにも神のおら

れないことを知りました。それゆえ、どうぞ、しもべの贈り

物を受けてください」。（列王記第二５：１５） 

 三人のそれぞれの女たちから、神に仕えるために、立場や

状況は無関係であることを学ぶ。私たちは皆、神を賛美しそ

れぞれが置かれている特異な立場と状況から神に仕えること

が出来る。私の人生の現在の立場において、神が望んでおら



れることが何であるかを神に尋ねましょう。今の状況におい

て、どのように主にご栄光を与え、人々を主に導くことが出

来るでしょうか？ 

３．エリシャのシリアへの伝導： 

列王記第二６：８－１３：２１ 

 エリシャは、個人に特有の焦点を当てたが、イスラエルの

北方の敵であるシリア王国（アラム人としても知られていた）を中心

に、国家を上げて仕えた。それは、イスラエルだけでなく、

すべての国に対する神の懸念を明らかにする。 

－シリア軍、エリシャを捕えようとする：６：８－２３ 

 シリアは頻繁にイスラエルと紛争にあった。イスラエル軍

は常にシリアの次の手段を知っていたので、シリアの王（アラ

ムの王）は悩まされた。 

 スリヤの王はこの事のために心を悩まし、家来たちを召し

て言った、「われわれのうち、だれがイスラエルの王と通じ

ているのか、わたしに告げる者はないか」。 ひとりの家来が

言った、「王、わが主よ、だれも通じている者はいません。

ただイスラエルの預言者エリシャが、あなたが寝室で語られ

る言葉でもイスラエルの王に告げるのです」。（列王記第二

６：１１，１２） 

 そこで、エリシャを捕らえるという結論に達した。しかし

エリシャを捕えようとすると、逆にエリシャに捕えられた！

エリシャは、神の力でシリア兵を失明させ、イスラエルの王

の朝廷へ 12 マイルの道のりを徒歩で導いた。ところが、敵を

殺害する代わりに、エリシャはイスラエルの王に助言し、シ

リア軍捕虜に親切に対応させ、シリアの王の元へ返した。 

 そこで王は彼らのために盛んなふるまいを設けた。彼らが

食い飲みを終ると彼らを去らせたので、その主君の所へ帰っ

た。スリヤの略奪隊は再びイスラエルの地にこなかった。

（列王記第二６：２３） 

 イエス様は、敵を愛し、迫害する者のために祈れ（マタイの福

音書５：４４）と教えられた。ここでもまた、エリシャがイエス

の伝導と教えを予兆している。 

－イスラエル、奇跡的にシリアから救出される：６：２４－７：２０ 

 シリア軍捕虜への哀れみの一件から間もなく、シリアの王は

イスラエルを再び攻撃した！イスラエルの脆弱な時期（7年間の

飢饉の時期）にサマリアに包囲された。シリア人はイスラエルの

民をほぼ飢え死にさせるところであった（列王記第二６：２４

－７：２）。 

 エリシャは 7 年間の飢饉を引き起こしたとして、イスラエ

ルの王の怒りを受けた。イゼベルが 3 年半の飢饉を起こした

として、エリヤを殺すと脅迫したときの様に、今度は王自ら

が部下を率いて、エリシャの首を切るために出向いた！ 

 単独で消耗したエリヤとは違い、エリシャは町の長老と関

わりながら家に留まった。彼らがエリシャの命を取るために

接近していることを神が明らかにされた。エリシャは、冷静

に対処し、翌日には奇蹟的に再び食糧が手に入ることを預言

した。そして、その通りになった： 

 飢えていた 4 人のらい病患者が食糧を求めてシリア軍の陣

営に入り降参したが．．． 

 彼らはスリヤ人の陣営へ行こうと、たそがれに立ちあがっ

たが、スリヤ人の陣営のほとりに行って見ると、そこにはだ

れもいなかった。これは主がスリヤ人の軍勢に戦車の音、馬



の音、大軍の音を聞かせられたので、彼らは互に「見よ、イ

スラエルの王がわれわれを攻めるために、ヘテ人の王たちお

よびエジプトの王たちを雇ってきて、われわれを襲うのだ」

と言って、たそがれに立って逃げ、その天幕と、馬と、ろば

を捨て、陣営をそのままにしておいて、命を全うしようと逃

げたからである。そこでらい病人たちは陣営のほとりに行

き、一つの天幕にはいって食い飲みし、そこから金銀、衣服

を持ち出してそれを隠し、また来て、他の天幕に入り、そこ

からも持ち出してそれを隠した。（列王記第二７：５－８） 

 一夜にして、神はシリア軍を送り出された！4 人のらい病患

者は、信じられない知らせをもって町に戻った。エリシャの

預言通り、翌日必要以上の食糧がサマリヤに与えられた。 

－エリシャ、シリアの将来の王ハザエルのために泣く：８：７－１５ 

 エリシャにとって最も苦しい体験の一つは、シリアの王ベ

ンハダドに仕える将来の王ハザエルに会った瞬であった。ハ

ザエルはシリアの次期王となり、悲しいかな、将来その男が

イスラエルに驚異的な被害を与えるということを神がエリシ

ャに明らかにされた。 

 そして神の人（エリシャ）がひとみを定めて彼の恥じるまでに

見つめ、やがて泣き出したので、ハザエルは言った、「わが

主よ、どうして泣かれるのですか」。エリシャは答えた、

「わたしはあなたがイスラエルの人々にしようとする害悪を

知っているからです。すなわち、あなたは彼らの城に火をか

け、つるぎをもって若者を殺し、幼な子を投げうち、妊娠の

女を引き裂くでしょう」。（列王記第二８：１１,１２） 

 案の定ハザエルは、ベンハダドを暗殺し、恐怖の治世を開

始し、大きな被害を与え、イスラエルから多くの領土を取り

去った。 

－エリシャ、シリアに三倍の勝利を宣言する：１３：１４－２１ 

 エリシャの死が近づいていた頃、シリア人に関する最後の

メッセージを伝えた。イスラエルの王ヨアシュは、病んでい

る預言者を訪ねるために訪れた。 

 さてエリシャは死ぬ病気にかかっていたが、イスラエルの

王ヨアシは下ってきて彼の顔の上に涙を流し、「わが父よ、

わが父よ、イスラエルの戦車よ、その騎兵よ」と言った。

（列王記第二１３：１４） 

 この心温まる出会いは、イスラエルの邪悪な王の多くは神

の僕を軽蔑したが、神に敏感な者はエリシャの様な人を愛

し、彼らの国のための使命に価値を見た。この預言者と王と

の最後の出会いで、エリシャはヨアシュに、シリア人に対す

る将来の勝利を保証した。エリシャは、弓と矢を含む 2 つの

象徴的な行為によってそれを行なった。 

 エリシャは彼に「弓と矢を取りなさい」と言ったので、弓

と矢を取った。エリシャはまたイスラエルの王に「弓に手を

かけなさい」と言ったので、手をかけた。するとエリシャは

自分の手を王の手の上におき、「東向きの窓をあけなさい」

と言ったので、それをあけると、エリシャはまた「射なさ

い」と言った。彼が射ると、エリシャは言った、「主の救の

矢、スリヤに対する救の矢。あなたはアペクでスリヤびとを

撃ち破り、彼らを滅ぼしつくすであろう」。 

（列王記第二１３：１５－１７） 

 王と預言者が共に弓を握る何と美しい光景でしょう。イス

ラエルの預言者と王のあるべき姿であった－預言者たちが王

室を支え、導き、修正する。更に、二つめの象徴的行為： 

 エリシャはまた「矢を取りなさい」と言ったので、それを

取った。エリシャはまたイスラエルの王に「それをもって地



を射なさい」と言ったので、三度射てやめた。すると神の人

は怒って言った、「あなたは五度も六度も射るべきであっ

た。そうしたならば、あなたはスリヤを撃ち破り、それを滅

ぼしつくすことができたであろう。しかし今あなたはそうし

なかったので、スリヤを撃ち破ることはただ三度だけであろ

う」。（列王記第二１３：１８－１９） 

 文脈から、ヨアシュは地上の矢の打撃の背後にある象徴を

理解していたはずである（シリアの上で繰り返された勝利を象徴する）。

エリシャの厳しい叱責は、ヨアシュが神の勝利の約束を守ら

れる十分な信仰を行使しなかったこと、つまり、神がイスラ

エルのために発揮される力を制限したことを意味する。 

 あなたの人生で、神がなさりたいと望んでおられる事柄を

「制限」している部分はないでしょうか？信仰を持って踏み

出し、あなたを襲って来る敵に対して、さらに多くの勝利を

もたらすために神を招き入れるよう促しておられないでしょ

うか？それらの問題について明確に語っていただく様に求め

ましょう。神の勝利の道を歩むことが出来る様に導きを求め

ましょう。 

－ユダヤ人の奴隷婦人とナーマン隊長を通してシリア人に表

された神の忠実な証言（列王記第二５章）。 

 エリシャがシリア軍の指揮官であるナアマンを癒す話を振

り返りましょう。その奇跡の物語は、エリシャの個人に対す

る働きの中で起こる。それはシリアの国への宣教にも関係し

ている。 

 ナアマンは襲撃の多くを指揮し、イスラエル軍の指揮官と

して、イスラエルを脅していたにもかかわらず、神はその心

を絶え間なく追い求めて来られた。主人の目に偉大な男であ

り、勇敢な兵士として多くの勝利のために高く評価された

（５：１）。しかし、ハンセン病に犯された際、治療法はもはや

なかった。私たちの管理を超えた状況下に置かれて、初めて

神について知りたいと動かされ、自力の解決策を捨てるケー

スが頻繁にある。 

 この物語りは、ナアマンの誇りとエリシャに対して「相応

しい」方法で癒すべき期待を明らかにする。神のやり方は私

たちのやり方とは異なることを学ばなければならなかった。

ナアマンは、ヨルダン川の汚い水で清めるというエリシャの

指示に抵抗し文句を言ったが、最終的に僕の者たちが丁重に

指示に従うよう忠告し、ナアマンは自分の僕の見守る中、誇

りを捨て謙虚に、エリシャの指示に従わなければならなかっ

た。神は、ナアマンの病を癒す奇跡以上の働きをなさった。

ナアマンの心の内に働かれたのである。また、ナアマンを通

してシリアの人々の心にも働かれたのです。 

 そこでナアマンは下って行って、神の人の言葉のように七

たびヨルダンに身を浸すと、その肉がもとにかえって幼な子

の肉のようになり、清くなった。 彼はすべての従者を連れて

神の人のもとに帰ってきて、その前に立って言った、「わた

しは今、イスラエルのほか、全地のどこにも神のおられない

ことを知りました。それゆえ、どうぞ、しもべの贈り物を受

けてください」。エリシャは言った、「わたしの仕える主は

生きておられる。わたしは何も受けません」。彼はしいて受

けさせようとしたが、それを拒んだ。そこでナアマンは言っ

た、「もしお受けにならないのであれば、どうぞ騾馬に二駄

の土をしもべにください。これから後しもべは、他の神には

燔祭も犠牲もささげず、ただ主にのみささげます。 

（列王記第二５：１４－１７） 

＊イスラエルからシリアに土地を取り戻したいと望んだナア

マンの心について、出エジプト記 20 章 24 節を参照しましょ

う。 



 この物語りは聞き覚えがある－神が最初から宣言し続けら

れてきたテーマ、赦しと救いを得ることは出来ない。さらに

これらの神聖な賜物は、危機が発生するまで追求されず、評

価されない。人の心とは自己中心的意思であり頑固である！ 

 神に対する反逆である罪からの赦しと清めは、私たちにと

っては贈り物であるが、神の御子であられる救い主、イエス・

キリストが高価な代償を払って下さったことゆえの賜物であ

る。キリストが人類のすべての罪を背負い、父からの裁きと

分離を経験して下さったので、私たちは罪から浄化されキリ

ストを通して神と永遠の関係を持つことが可能とされたので

す。驚くばかりの愛である。 

討論のための質問 

１．エリシャの物語りでは、忠実な弟子が他の人々を忠実な

弟子となる過程を助けました。あなたが忠実な弟子となるた

めに影響を及ぼした人々は誰でしたか？神は、あなたを用い

て誰に影響を及ぼし、イエスの忠実な弟子となるように働い

ておられますか？ 

２．エリシャはエリヤに従うために全てを手放した。あなた

がより完全にイエス様に従うために、神が手放させようとし

ておられる事柄はないでしょうか？ 

３．エリシャの物語に登場する 3 人の信仰ある女性（預言者の未

亡人、シュネムの金持ちの女、若い奴隷少女）の話からあなたが最も影響

を受けた事柄は何ですか？ 

４．現在、あなたの人生において、より壮大な神の物語の一

部に何らかの形で招いておられないでしょうか？ 

５．イスラエルの敵であるシリア人に対する神の保護が強調

されている。そのことについて、あなた何を感じられました

か？あなたの周りに、神の公平な愛と恵みをもって働きかけ

るように促されている人はいないでしょうか？ 

 


