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はじめに 

 エレミヤは、南王国（ユダ）の最後の偉大な預言者であった。エ

レミヤは、神聖な王、ヨシヤの治世の最後の数年の間に神のため

に語り仕えたと同時に、ヨシヤの敬虔な祖先に従わなかった子孫

の王たちの間にもまた、預言者として仕えた：エホアハズ王（3か

月間）、エホアキム王（11年間）、エホヤキン王（3か月間）、ゼデキア

王（11年間）。神の最終的な裁きが予測されてはいたにもかかわら

ず、信じ難いことに（エレミヤ書４：１－４）民の悔い改めの心は、依

然と、ただ神の哀れみのためだけの選択肢であった。しかしなが

ら、重大な結果を伴う訴えは、バビロン捕囚の差し迫った暗い時

間へと繋がった。エレミヤと同時代に存在した偽預言者たちは、

ユダが軽度な２年間という短期の懲罰（エレミヤ書２８：３，４；３

８：１－４）を受けると預言し続けていた。一方、預言者エレミヤ

は、確実にバビロニアによって７０年間の捕虜になる（エレミヤ２

５：１－１４）という真逆で深刻なメッセージを語った。ソロモン

王によって壮大に建てられた寺院も、すべての都市と農地も破壊

されてしまう長く恐ろしい攻城となる。 

 以前、モーセを通した預言「もし彼らがモーセの律法に従わな

い道を選べば、神の尊い聖なる地から追い出されるであろう（申

命記２８章）」という預言は、イザヤと最後のエレミヤまで全ての

預言者によって繰り返し語られて来た。 

 エレミヤはまた、彼らが繁栄し、最終的に自国に帰ることが出

来るために、バビロン捕囚を快く受け入れることこそが神の御心

であると宣言した。反逆的メッセージを宣告した結果、エレミア

の評判は悪化し、反国家主義者の裏切り者として責任を問われ、

投獄された。彼らが神の約束に抵抗し、他の諸国と同盟を組むこ

とを選択することもまた預言していた。結局、エレミヤこそが神

の真の使徒であり、逆の方向に人々を指し示した他のすべての預

言者は偽り者であることが示された。エレミヤの預言を通して、

神は、ダビデの子孫（エレミヤ書２３：５，６）から出る義であられる

王（主イエス・キリスト）によって導かれ、全世界への祝福となる神

の民の未来について語られた。その時、イスラエルの心は、エレ

ミヤの時代の民の心とは異なり、真の信仰と服従の心を持つであ

ろう。神ご自身が偉大な癒しと修復をもたらしてくださる（エレミ

ヤ書 30－31章）。エレミヤは砕かれた心を持つ者たちのための預言

者であった。エレミヤ書の中には、神は心に重きを置かれるとい

う教えが６６回言及されている。神はユダだけでなく、主権者で

あられる主も認めず、神に選ばれた民を虐待したイスラエル周辺

のすべての国々に、エレミヤを遣わせた（エレミヤ書４６－５１章）。 

 エレミヤは、アナトテに祭司の家系に生まれた。父親はヒルキ

ア、ヨシヤ王下の大祭司のヒルキアと混同しないように注意しま

しょう。神がエレミヤを預言者に召されたとき、まだ若年であっ

た（２０歳前後）。司祭としての父親の足跡をたどる方がはるかに容

易で予想可能な召しであったが、預言者として召されたが、最初

は、このような高尚かつ神聖、また、ストレスの多い大役を受け

るには、あまりに若く、経験がなさ過ぎるのではないかと自問し

た。 

 エレミヤの人生は困難と孤独に満ちていた。結婚も家族も破壊

される運命にあったために、結婚しても、子供を産んではいけな

いと神に命じられていた（エレミヤ書１６：１－４）。エレミヤは、故

郷のアナトテの人々に軽蔑されており、殺されそうにもなった。

頻繁に人生と神からの使命を嘆き、誕生を呪うことさえあった。



神からのメッセージは、すべての偽預言者たちによって常に反対

された。預言を伝えた王たちは、エレミヤの言葉を信じなかっ

た。長期間投獄された。エレミヤの預言を含む最初の巻物は切り

取られ、エホアキム王によって火の中に投げ込まれた。また、泥

でいっぱいの水槽に投げ込まれた際、溺れそうになった。幸運に

も、エベドメレクという名の男が命を危険にさらし、エレミヤの

命を救った（エレミヤ書３８：４－１３）。最終的にエレミヤは、バビ

ロニアの侵略から生き残り、それでも懲りずに神を信じることな

く他国を信じる者たちによって強制的にエジプトに連れて行かれ

た。エレミヤはまた、「哀歌」も記し、それによって「泣く預言

者」とも呼ばれるようになった。 

 二部に構成されるエレミヤについての視察の一部では、神が国

にメッセージを伝えるために与えられたいくつかの描写（たとえ

話）に焦点を当てる。しかし、その前に、最初の章で彼の宣教へ

の召しを見ていきましょう。 

 主の言葉がわたしに臨んで言う、 「わたしはあなたをまだ母

の胎につくらないさきに、あなたを知り、あなたがまだ生れない

さきに、あなたを聖別し、あなたを立てて万国の預言者とし

た」。その時わたしは言った、「ああ、主なる神よ、わたしはた

だ若者にすぎず、どのように語ってよいか知りません」。 しか

し主はわたしに言われた、「あなたはただ若者にすぎないと言っ

てはならない。だれにでも、すべてわたしがつかわす人へ行き、

あなたに命じることをみな語らなければならない。彼らを恐れて

はならない、わたしがあなたと共にいて、あなたを救うからであ

る」と主は仰せられる。そして主はみ手を伸べて、わたしの口に

つけ、主はわたしに言われた、「見よ、わたしの言葉をあなたの

口に入れた。見よ、わたしはきょう、あなたを万民の上と、万国

の上に立て、あなたに、あるいは抜き、あるいはこわし、あるい

は滅ぼし、あるいは倒し、あるいは建て、あるいは植えさせ

る」。（エレミヤ書１：４－１０） 

 幾つか注意しなければならない箇所がある：１）神はエレミヤ

をまだ母の胎につくらないさきに、聖別し、預言者とされた。

２）神が支えてくださるので、年齢は関係なかった。３）彼の言

葉は神によって与えられたので権威と真実であった。４）彼のメ

ッセージと宣教は、愛するイスラエルとユダに留まらず、多くの

国の盛衰に影響を与えた。１章の終わりに、神がお選びになった

使いを起こさせ、勇敢に神の口となり仕える様子が記録されてい

る： 

 しかしあなたは腰に帯して立ち、わたしが命じるすべての事を

彼らに告げよ。彼らを恐れてはならない。さもないと、わたしは

彼らの前であなたをあわてさせる。見よ、わたしはきょう、この

全国と、ユダの王と、そのつかさと、その祭司と、その地の民の

前に、あなたを堅き城、鉄の柱、青銅の城壁とする。彼らはあな

たと戦うが、あなたに勝つことはできない。わたしがあなたと共

にいて、あなたを救うからである」と主は言われる。 

（エレミヤ書１：１７－１９） 

 後にエレミヤは、王、役人、祭司、偽預言者、そして国民に反

対されるため、この神による保証の言葉が必要となる時が来る。

しかし、神が味方でいてくださるエレミヤには、あらゆる反対を

克服するに十分な強さが備えられていた。 

 神を信じる者のために計画してくださっている素晴らしい旅路

において、創造主として、また、救世主として（キリストを通して）

全ての人々が神に信頼を置くようにと呼びかけておられる。エレ

ミヤには、神の心を表す優しい心が備わっていたが、欠点は、そ

の心は簡単に落胆し、神の良さを疑うことさえあり、ここぞとい

うときに強くあれない傾向にあった。神はあなたをどの様にお造

りになられたでしょうか？あなたの特異な人生は、神について聞

くことを必要としているこの世界で、どのように神の愛と真実を

繋げる役割を果たしておられるでしょうか？あなたの人生におけ

る神のお目的を訪ねましょう（エレミヤ書２９：１１）。 



エレミヤの様々な描写 

 すべての預言者は、神から啓示されるメッセージを宣言するた

めに、描写や比喩や暮らしの実例を用いる。特にエレミヤの描写

は鮮やかである。 

１）壊れた水槽－第２章 

「あなたがたはクプロの島々に渡ってみよ、また人をケダルにつ

かわして、このようなことがかつてあったかをつまびらかに、し

らべてみよ。その神を神ではない者に取り替えた国があろうか。

ところが、わたしの民はその栄光を益なきものと取り替えた。天

よ、この事を知って驚け、おののけ、いたく恐れよ」と主は言わ

れる。「それは、わたしの民が二つの悪しき事を行ったからであ

る。すなわち生ける水の源であるわたしを捨てて、自分で水ため

を掘った。それは、こわれた水ためで、水を入れておくことので

きないものだ。（エレミヤ書２：１０－１３） 

 古代イスラエルでは、人々は地面に大きな穴を掘ることによっ

て水を捕獲し、保持した。村には、コミュニティで共有するため

の大きな水槽があり、個人の家には小さな水槽があった。乾燥し

た季節には、水槽が割れて水を失う可能性もあった。 

 神の民は、偶像礼拝や他国の援助を求めることによって国家の

問題を解決しようとした。真の神を偶像の神々で置き換えたので

ある。そうすることで、「水を保持することができない壊れた水

槽」に依存していた。同時に、「生ける水の泉」であられる神に

信頼することに怠った（絶え間なく清潔で新鮮な水を供給する、地面から永久

に湧き出る泉）。 

 イエス様が井戸端で出会ったサマリヤ人の女と話された際、似

たような表現を用いられた（ヨハネの福音書 4章）。その女は、異性

関係によって幸福感を見出そうとすることによって、自分で壊れ

た水槽を掘っていたが、満たされなかった。イエス様が言われた

「わたしが与える水を飲む者は、いつまでも、かわくことがない

ばかりか、わたしが与える水は、その人のうちで泉となり、永遠

の命に至る水が、わきあがるであろう」（ヨハネの福音書４：１４）。 

 皆、財政、地位、教育、成功、運動、昇進、健康、美容、関係

等における満たしを追求しがちであるが、この地球上にあるもの

には、魂の深い渇望を満たすことは不可能である。私たちの状況

や人生の多くに関わらず、神を知り、神との関係の内に生きるた

めに、私たちは神に似せて造られた。したがって神によってのみ

満たされるべき心の穴を何らかの地上における野心や人によって

満たそうとしても、決して満たされない。あなたが掘ろうとして

いる壊れた水槽を神に明らかにしていただくよう祈りましょう。 

休耕地－第４章 

 主はユダの人々とエルサレムに住む人々にこう言われる、 

「あなたがたの新田を耕せ、いばらの中に種をまくな。ユダの

人々とエルサレムに住む人々よ、あなたがたは自ら割礼を行っ

て、主に属するものとなり、自分の心の前の皮を取り去れ。さも

ないと、あなたがたの悪しき行いのためにわたしの怒りが火のよ

うに発して燃え、これを消す者はない」。（エレミヤ書４：３，４） 

 未開拓の地面は硬まる。休耕地というと、ただ中性の土地の様

に聞こえるが、実際、雑草やアザミは、何の助けなしに硬い地面

を突き通して成長する。したがって、植える時期が来たら、農民

は土地を準備するために２つのステップを踏まなければならな

い。１）硬化してしまった土を砕かなければならない。２）放置

されていた土地の雑草を取り除かなければならない。それらのス

テップのいずれかを怠るとき、その土地からの収穫は台無しにな

る。 

 休耕地の様に、神の民の心は硬化し、みことばは受け入れられ

なかった。彼らの希望と強さが絶えずどこに見出せるかに関する

雑草の様な嘘によって、惑わせてしまったのである。約７００年

間、神のみことばの種が留まり、実を結ぶことが出来るように、



神の民が硬化した休耕地を打ち破る（柔らかく耕す）よう懇願して来

られた。今回、預言者エレミヤを通して民に頑なな心を捨てるよ

う最後に嘆願した。同様に、神のみことばを詰まらせる可能性の

あるいばらの中に種をまいてはいけないと訴えられた。いばらと

は、他の神々への献身、不信仰、世俗的な心配などである。 

 イエス様の４種類の土壌（４種類の心）のたとえ話は、エレミヤ

書のテーマを繰り返している（マルコの福音書４章）。イエス様は、神

のみことばを受けることが出来ない硬化した土壌について語られ

た。神のみことばの果実を窒息させるいばらに覆われた土壌。浅

すぎて、神のみことばを受けることが出来ない岩質の土壌。みこ

とばを受け入れ、多くの実を結ぶ良い土壌。 

 私たち一人一人に心の受容性と土壌の質を調べるようチャレン

ジされている。おそらく、初期は、私たちの心は柔軟で、神のみ

ことばにもっと敏感に反応していたはずである。今、私たちは、

雑草やアザミを生やし、神に対する見解と世に対する御心の見解

を腐敗させることを許してしまっている。私たちは、神を待ち焦

がれず、みことばを受け入れる耳や以前の様に応答する心を持っ

ていない。神は、私たち一人一人に、硬くなってしまった心の土

壌を耕し、雑草を取り除き、神の愛といのちが植えられ、実を結

ぶために、もう一度、神の愛と実を結ぶ人生を待ち焦がれるよう

促進しておられる。 

３）岐路－第６章 

 主はこう言われる、「あなたがたはわかれ道に立って、よく

見、いにしえの道につき、良い道がどれかを尋ねて、その道に歩

み、そしてあなたがたの魂のために、安息を得よ。しかし彼らは

答えて、『われわれはその道に歩まない』と言った。 

（エレミヤ書６：１６） 

 誰にでも、どちらに進むか選択に迫られる岐路に立った経験が

ある。今日、最善の方法で目的地にたどり着くために道案内をし

てくれる機器を用いることが出来る。それらの目的は、可能な限

り安全で最短距離の道へと導くことである。古代には、旅人が見

知らぬ岐路に直面した際の道先案内は、その土地をよく知る現地

の人々であった。 

 神は、その民であるイスラエルに人生の岐路に立ち、古代の

道、良い道を求め、その道を歩むよう勇気づけられた。古代の道

とは、アブラハムやセラ、イサク、ヤコブ、ミリアム、モーセ、

ヨシュア、サムエル、ハナ、ダビデらが歩んだ信仰の道であり、

神に従順な道を参照している。もし、彼らが神を求め、その助言

に耳を傾けるなら、人生の旅路において、魂のために休息を見出

すことを保証された。 

 神は、イスラエルの人々に正しい道であり、憩いへと繋がる道

をを示すために、大勢の預言者（エレミヤの様な）をお与えになられ

た。しかし、イスラエルの民は、預言者によって与えられた賢い

助言に耳を傾けなかった：しかし彼らは答えて、『われわれはそ

の道に歩まない』と言った。 

 イエス様が人生の岐路に立たれたとき、エレミヤを思い起こさ

せるみことばをもって、人の魂が憩いにつく道を提供してくださ

った。 

 すべて重荷を負うて苦労している者は、わたしのもとにきなさ

い。あなたがたを休ませてあげよう。わたしは柔和で心のへりく

だった者であるから、わたしのくびきを負うて、わたしに学びな

さい。そうすれば、あなたがたの魂に休みが与えられるであろ

う。わたしのくびきは負いやすく、わたしの荷は軽いからであ

る」。（マタイ１１：２８－３０） 

 あなたが助言を求める人は誰でしょうか？あなたと共に祈り、

神の御心へと導き、神の知恵に従順で信頼出来る人がおられるで

しょうか？多くの人が、ソーシャルメディア、書籍、記事、トー

クショーの主催者、ニュース解説者などの意見を求める。あらゆ

る知恵が世俗的な情報源から得ることが可能であるが、最終的に



与えられた助言は、神の真実と、神と共に歩む人生の旅路におい

て、あなたよりもさらに前を歩んでおられる人々の知恵に照ら

し、重視される必要がある。誰があなたの指導者で、人生の岐路

に立つあなたが導かれるために、どの様に神の真実を心に満たし

ておられるでしょうか？ 

４）荒野の茂みか、もしくは水の畔の木－第１７章 

 主はこう言われる、「おおよそ人を頼みとし肉なる者を自分の

腕とし、その心が主を離れている人は、のろわれる。彼は荒野に

育つ小さい木のように、何も良いことの来るのを見ない。荒野

の、干上がった所に住み、人の住まない塩地にいる。おおよそ主

にたより、主を頼みとする人はさいわいである。彼は水のほとり

に植えた木のようで、その根を川にのばし、暑さにあっても恐れ

ることはない。その葉は常に青く、ひでりの年にも憂えることな

く、絶えず実を結ぶ」。（エレミヤ書１７：５－８） 

 人生は最終的に、神の内に置く信頼のレベル（信仰の信念）によ

って形成される。イスラエルの民は、神の人格（神の善良さ）、愛、

神が人生に持たれているご計画（他の神や希望の源に向かう神の善良さ、

愛と計画）を信頼する代わりに、偽りの神々や希望の源（他国との同盟

など）に向かうパターンを何度も繰り返した。神以外の誰に信頼

を置くことも、何に信頼を置くことも、乾燥し、弱り果てた、実

を結ばない、死にそうな、荒野に生える茂みの様な人生へと繋が

ると、神はイスラエルの民に言われた。イスラエルの民は、神に

信頼し、神のみことばに従って共に歩むことに怠った結果、何世

紀もの間、荒野の中に生える茂みの様な生活を体験して来た。そ

れでも、完全な信頼を神とそのご性質とみことばに置くとき、約

束してくださった通りに祝福された人生（強く、安定し、永続的で実り

多い人生と祝福された国家）を体験すると言っておられる。 

 今日も同じ原理があてはまる。人生の豊かさは、信仰と主への

服従の根源にあり、神の命脈の絶え間ない流れへとさらに深く成

長する。ブドウの木にしっかりと繋がっている枝のように（ヨハネ

の福音書 15章）。私たちが神の命脈の流れに深く根付くならば、樹

液は静脈に絶えず流れる。どんな季節を歩む時でも、神の希望と

平和と超自然的な喜びの実を結ぶことが可能である。それこそ状

況を越えて私たちを運ぶはるかに深く永続的な果実である。 

注釈：ここのエレミヤ書のたとえ話は、詩篇１篇の祝福された男

は多くの果実を持ち、あらゆる季節において健康が保たれ生きた

水によって植えられた木のように描かれている。詩篇１篇に似て

いる。 

５）二かごのイチジク－第２４章 

 エレミヤのメッセージの最も論争の的になっている箇所はバビ

ロン捕囚は神の裁きであり、人々はバビロンに喜んで降伏するべ

きであるという点である。エレミヤは、このメッセージのために

裏切り者呼ばわりされた。しかし、神の目にはこのように映っ

た： 

 その一つのかごには、はじめて熟したような非常に良いいちじ

くがあり、他のかごには非常に悪くて食べられないほどの悪いい

ちじくが入れてあった。主はわたしに、「エレミヤよ、何を見る

か」と言われた。わたしは、「いちじくです。その良いいちじく

は非常によく、悪い方のいちじくは非常に悪くて、食べられませ

ん」と答えた。 主の言葉がまたわたしに臨んだ、「イスラエル

の神、主はこう仰せられる、この所からカルデヤびとの地に追い

やったユダの捕われ人を、わたしはこの良いいちじくのように顧

みて恵もう。わたしは彼らに目をかけてこれを恵み、彼らをこの

地に返し、彼らを建てて倒さず、植えて抜かない。わたしは彼ら

にわたしが主であることを知る心を与えよう。彼らはわたしの民

となり、わたしは彼らの神となる。彼らは一心にわたしのもとに

帰ってくる。 主はこう仰せられる、わたしはユダの王ゼデキヤ

とそのつかさたち、およびエルサレムの人の残ってこの地にいる



者、ならびにエジプトの地に住んでいる者を、この悪くて食べら

れない悪いいちじくのようにしよう。わたしは彼らを地のもろも

ろの国で、忌みきらわれるものとし、またわたしの追いやるすべ

ての所で、はずかしめに会わせ、ことわざとなり、あざけりと、

のろいに会わせる。わたしはつるぎと、ききんと、疫病を彼らの

うちに送って、ついに彼らをわたしが彼らとその先祖とに与えた

地から絶えさせる」。 （エレミヤ書２４：２－１０） 

 良いいちじくとは、神の懲罰に従い、自主的にバビロンに捕ら

われる者たちのことであった。神は、そこで民を祝福し守られる

のです。悪いいちじくは、神の神聖な懲罰に反逆し、エジプトに

逃亡することを選択する者たちである。彼らは、そこで更に苦し

い懲罰を受けるであろう。哀歌の中で、エレミヤは、神の懲罰を

受け入れることについて語った。 

 人が若い時にくびきを負うことは、良いことである。主がこれ

を負わせられるとき、ひとりすわって黙しているがよい。口をち

りにつけよ、あるいはなお望みがあるであろう。おのれを撃つ者

にほおを向け、満ち足りるまでに、はずかしめを受けよ。主はと

こしえにこのような人を捨てられないからである。彼は悩みを与

えられるが、そのいつくしみが豊かなので、またあわれみをたれ

られる。（哀歌３：２７－３２） 

 時に、神が求めておられることは、反直感的に見えるかもしれ

ない。イスラエルの民は、すべてを理解していなくても、神の道

の背後にある理由を聞き、自主的に従ったイスラエルの民は、バ

ビロン捕囚の間でさえも、救われ保護された。我が道や人の道が

より理にかなって見えるとき、私たちも信仰に歩むことが可能で

ある。そのためには、助言を求める人たちの神とその忠実さと知

恵への多大な信頼を要する。潮に逆らい反感をこう覚悟でいまし

ょう！まさにそれこそがイエス様が通られた道であり、また預言

者エレミヤも通った道である。 

 

エレミヤの追加描写 

 エレミヤ書には、更なる描写が満載である。いくつか紹介しま

しょう： 

損なわれた帯－第１３章 

 エレミヤは「帯」を身に着け、それが損なわれるまで岩の裂け

目に隠し、後に探し出し、イスラエルに見せた！ちょうど麻布の

帯を腰に結ぶように、神は契約関係によって、イスラエルを神に

結ばれた。しかし、イスラエルの民は神に結びついておらず、他

の神々に走った。その結果、バビロニア（エレミヤが下着を埋めたユー

フラテスの畔）の捕虜となり、彼らの栄光は台無しになる。 

陶器の土器－第１８章 

 エレミヤは陶器師が土器をつくるのを見た。思うままの陶器を

作り出す権限が陶器師にあるように、神のやり方で民の上にどん

な災難をもたらすか、また救助されるかを決断される権限があ

る。神が人の心に何を見られるかに応じる、神の神聖な特権であ

る。神の民が謙虚な心を持って神に帰るなら、神は災害を起こさ

れるのではなく、彼らを祝福されるのです。 

神の評議会－第２３章 

 神は預言者たちに議会を描写される。主の議会の中で、神が

人々に届けたいと願っておられるメッセージをそれぞれに伝えら

れた。しかし、偽預言者たちは、神の議会に参加し、神のみこと

ばを受けることなく語り始めた！彼らは自分たちのビジョンと想

像のままに、思いのままに語った（自己中心的な利益のために。）。そ

の結果、民に害をもたらした偽預言者たちに厳しい裁きが下され

ることになった。 

 



エレミヤのくびき－第２７，２８章 

 民が７０年間バビロニアの権力のくびきを受け入れ、自主的に

土地を退くべき印として、エレミヤにくびき（動物を固定するための装

具）を付けるよう神が言われた。偽預言者のハナニアは民の前

で、「我々はバビロニアから逃れる」と言わんばかりにエレミヤ

のくびきを破壊した。神はハナニアへのメッセージを届けるため

にエレミヤを使わせた：「行って、ハナニヤに告げなさい、『主

はこう仰せられる、あなたは木のくびきを砕いたが、わたしはそ

れに替えて鉄のくびきを作ろう（エレミヤ書２８：１３）。同じ

年、ハナニアは民に偽りを信じさせたため死んだ。 

買い取られた土地－第３２章 

 バビロニア人がゼデキヤ王下にある町に包囲されても、エレミ

ヤは拘束されたままであった。この時、神はエレミヤに叔父の息

子の畑を購入するよう指示され、その通りにした。エレミヤはバ

ルクに、その土地の証書を埋めさせ、いつか人々がその土地に戻

り、その遺産を申請することができることを保証した。エレミヤ

は、神にそのお約束を感謝するために長い祈りと賛美を捧げた。

そして、神はその祈りに応えられ差し迫った裁きの理由と将来の

希望の確実性を確かにされた。 

太陽と月－第３３章 

 例え神の民が不忠実であっても、神は忠実であられるので、お

約束を破ることが出来ない。未来は輝かしく、神の義の王がイス

ラエルを支配する。その救世主は永遠であり、また、ダビデの家

系から出る人間の王であるというダビデの契約が結ばれた。その

契約は、毎日、日が昇り、毎晩月が出ることを約束されたノアと

の契約（創世記８：２２）と同じくらい確実である。 

 

ヨナダブとその忠実な子孫－第３５章 

 レカブ人のヨナダブには、父との約束に忠実な多くの世代の子

孫があった。神との約束を喜んで守り、酒を飲まず、家を建てて

住まず、テントに住んだ。イスラエルの民にとってどちらも一般

的であったが、この家族は異なるよう命じられた。神はこの家族

を用いて、イスラエルの民に、もし家系が祖先の誓いと遺産に忠

実であるなら、なぜ神の子どもたちは誓いと契約に忠実でいられ

ないのか？ 

 

討論のための質問 

１．人としてのエレミヤについて、その人生、召し、試練、感情

について、あなたに最も際立つものはなんでしたか？ 

２．エレミヤ書の多くの描写の中で、一番心を動かされたのはど

れですか？ 

３．今、神とあなたの関係を描写するとしたら、どのように描き

ますか？どのような類比やたとえ話を用いられるでしょうか？ 


