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第十三メッセージ－1回目と 2回目の捕虜からの帰還 

エズラ記 

 

はじめに 

 ペルシャの捕虜の中には、著者のエズラも含まれていた。大祭

司の血統を持ち、初代大祭司でモーセの兄弟であるアロンにまで

及んだ。しかし、歴史的状況下において、エズラの神の律法の著

者として、また、教師としての役割は最も重要であった。このエ

ズラはバビロンから上って来た。彼はイスラエルの神、主がお授

けになったモーセの律法に精通した学者であった。その神、主の

手が彼の上にあったので、その求めることを王はことごとく許し

た（エズラ記７：６）。エズラの主な貢献は、イスラエルが捕虜

から帰還し、生活様式を再建しようとした時代に、人々の聖書へ

の関心を復活させ、神であるヤハウエへの純粋な礼拝と契約の服

従に戻したことであった。 

 エズラ記は、ツェルバベル（紀元前５３６年）に導かれた第一の帰

還とエズラ（紀元前４５８年）によって導かれた第二の帰還の二度の

異なる帰還を記録している。 第三の帰還は、後にネヘミア（紀元

前４４５年）によって導かれる。第１章から第６章は、大きな反対

の中で、第一の帰還と祭壇と寺院を再建する努力を記録している。

第７章から第１０章では、預言者エズラによって導かれた帰還と、

民をヤハウェとの契約に従うように、呼び戻す努力について記録

している。 

エズラ記 第１－６章：神殿の再建 

 エズラ記の最初の部分は、ユダヤ人の最初の帰還者たちが

捕虜からエルサレムに帰ってきた時までの、およそ６０年を

振り返る。物語の焦点は、帰還者たちによって、ヤハウエの祭

壇と寺院を再建するところにある。 

 「再建」のテーマは聖書全体を通してのテーマである。神

は二番目のチャンスを与えてくださる神であり、私たちが自

分の選択によって、引き裂いてしまった人生を再建すること

を待ち望んでおられる。このテーマは、今日の私たちの新鮮

なスタートのために、神に信頼を置くすべての人々に、望み

をもたらす。エズラ記は、私たちが神の道を「建てる」、あ

るいは神の道に戻るために「建て直す」（巡礼者の進歩のように）、

希望と指導を与える。 

 

 

 神、キュロス王の心を動かし、ユダヤ人を解放： 

第１章 

 預言者イザヤと預言者エレミヤは、どちらもペルシャの王

キュロスが生まれる前に、イスラエルが捕囚から解放される

と預言した（イザヤ書４４：２８、エレミヤ書２５：１－１４，２９：１０）！

エズラは、キュロスの法令を記録し、ユダヤ人が彼らの土地

に戻り、寺院を建て直すことを可能にした（紀元前５３６年）。 

キュロスは、エルサレムでの主の家の建て直しの法令を出す

すように神によって促されたことを認めた。 

 「ペルシャ王クロスはこのように言う、天の神、主は地上

の国々をことごとくわたしに下さって、主の宮をユダにある

エルサレムに建てることをわたしに命じられた（エズラ記

１：２）。 



 エルサレムに帰ってきた兄弟たちを支援するために、ペル

シャの捕らわれたユダヤ人たちによって、大規模な自由献金

が行われました。さらにキュロスは、ネブカデネザルが数十

年前に、この町を奪ったときに神殿から奪った貴重な財宝を

すべて返した。神の主権的な摂理によって、強力な異邦人の

世界統治者から、寺の財宝（多くの金さえも）をすべてをエルサレ

ムに戻してくださった。 

 神は常に働いておられる！ 国も個人も愛しておられるがゆ

え、訓育され、神を信頼する人たちを常に見守っておられる。 

捕虜の期間全体を通して、神はネブカデネザル、キュロス、

ダリウス、クセルクセス、アルタクセルクセスの５人の著名

な王を用いて、主が「天の神」であり、全ての人が神を礼拝

するべきであると宣言した。神は民を心配して下さり、神殿の

物品を戻してくださった。人生における課題を達成していく

ために、権力者の同意、許可、パートナーシップが欠かせな

い。 人生を進歩させるために、神はどの様に権力者を用いら

れたでしょうか？ダニエル、エステル、エズラ、ネヘミヤ、数

え切れない人々による模範の様に、あなたの権力者たちのた

めに、家族のために、彼らの祝福があなたとあなたの努力の

上にあるように、神に祈りましょう。 

 

神は帰還者の心を動かされる：第２章 

 

 およそ５万人が４カ月かけて、９００マイルの道のりを経

て、エルサレムに戻った。ダビデ王の子孫である、ゼルバベ

ル（通称：シェシュバザル）は、彼らの指導者であり総督であった
（まだ、ペルシャの支配の対象であったため、「王」を持つことは許されなかっ

た）。ゼルバベルは、キリストの系図に現れる（マタイ１：１２， 

１３で、ヨセフを通して、ルカ３：２７で、マリアを通して）。ゼルバベルに

は、預言者ハガイとゼカリヤを通して、２つの大きな約束が

与えられた。１）神の御霊は、山の様な障害にもかかわらず、

神殿を建て直すことが出来た（ゼカリヤ書４：６－１０）。２）ゼル

バベルの子孫（救い主）（ハガイ２：２１－２３）を通して、いつか神

の王国が建てられる。この偉大な指導者は、神の民をヤハウ

エ礼拝に戻すために、神が選ばれたしもべであった。彼は民

を捕虜から解放し、神に戻す手助けをしたことによって、 

イエス・キリストを予示した。 

 この帰還者のリストに重点を置いたのは、レビ族と神殿で

奉仕する資格を持っていた司祭たちであった。民は、先ず、

祖国の町に戻り、家族を落ち着かせた後、神の働きを助ける

ためにエルサレムに出向いた。 

 

帰還者たち、祭壇を築き、まず礼拝する：３：１－７ 

 

 第一に手掛けた仕事は、人々が罪のために燔祭を神に供え

るための祭壇を建てることであった（エズラ記３：１－３）。アブラ

ハムは、最初に約束の土地に入った際、先ず祭壇を建てた（創

世記１２：７）。先ず、神の赦しが必要であり、捕虜の瓦礫から再

建する努力に神の恵みが必要であることを知っていた。到着

の際、エルサレムは、焼け野原と瓦礫の山であった。 

 彼らは国々の民を恐れていたので、祭壇をもとの所に設け

た。そしてその上で燔祭を主にささげ、朝夕それをささげ

た。（エズラ記３：３）。 

 ７日間、仮庵の祭を祝い、先の仕事のために心を整えた。

この祝宴は、エジプトから出た後の砂漠での４０年間、イス

ラエルに対する神の恵みと保護を讃えた。そして、今、民は

別の 「砂漠」 - 捕虜収容後のエルサレムの残骸にいた。 



 ユダヤ人には、敵からの神による保護が必要であったが、

先ず、謙虚に保護を要求するための燔祭を捧げた。モーセは、

イスラエルの民に、供え物を第一に捧げることに焦点を当てて

教えた。彼はその燔祭の獣の頭に手を置かなければならな

い。そうすれば受け入れられて、彼のためにあがないとなる

であろう（レビ記１：２－５）。神が聖なることを認識する必

要がある。神は、祈りを歓迎されるが、ご自身の聖い性質に反

して、神や他者に対する罪を無視することは出来ない。彼ら

は、神の保護を求める前に、神の赦しを求めた。あなたは神、

あるいはあなたの配偶者、子供、親戚、友人または同僚を怒ら

せたことがありませんか？神に、じっくりと心を調べていただ

き、あなたの心に浮かぶ事柄を認め悔い改めましょう。もし、

わたしたちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい

かたであるから、その罪をゆるし、すべての不義からわたし

たちをきよめて下さる。（１ヨハネ１：９）、そして、神の赦

しを感じた後で、祈りと要求を申し出ましょう。 

 

（複雑な感情を伴う）寺院の基礎が敷かれる：３：８－１３ 

 帰還後約１４カ月、人々は神殿を再建し始めた。 基礎が築

かれたときには、様々な感情が入り混じっていた。 

 彼らは互に歌いあって主をほめ、かつ感謝し、「主はめぐ

み深く、そのいつくしみはとこしえにイスラエルに絶えるこ

とがない」と言った。そして民はみな主をさんびするとき、

大声をあげて叫んだ。主の宮の基礎がすえられたからであ

る。しかし祭司、レビびと、氏族の長である多くの人々のう

ちに、もとの宮を見た老人たちがあったが、今この宮の基礎

のすえられるのを見た時、大声をあげて泣いた。また喜びの

ために声をあげて叫ぶ者も多かった。それで、人々は民の喜

び叫ぶ声と、民の泣く声とを聞きわけることができなかっ

た。民が大声に叫んだので、その声が遠くまで聞えたからで

ある（エズラ記３：１１－１３）。 

 

 若い人たちは喜びと期待に満ちていた。 しかし、高齢の群

衆は、悲しみと後悔を振り返った。 ソロモンの偉大な寺院と

王国の「栄光の日」は過ぎ去っていた。 

 

 再建された神殿は、ソロモン王が建てたものよりも、はる

かに小さく、元の壮大な宮殿を見た人たちは失望した。神は、

預言者ゼカリヤを通して、「小さな事の日を軽んじる者」と

言った。（ゼカリヤ４：１０）文化は、より大きく、より良く、名声

を上げることに価値を置く。しかし、神は、小さくても、印

象的でなくても、人の心、誠実さに価値を置かれる。あなた

の人生の中で、神が「やり直し」を始められるとき、恥じて

はならない。神の御心にかなう「やり直し」である。後悔し

てはならない。神が、あなたの内に、新らしいことを始めて

くださり、あなたをつくり直されることを喜こばれる。おそ

らく神は、ある季節に「規律」や「学習プロセス」を許され

る。Peter Scazzero は、それを「壁」と述べている。今、神の

アプローチは「小さく」、さほど驚かされることなく、あな

たにとっては「あまり重要ではない」と感じられるでしょう。

勇気を出してください。それでも、はるかに良い仕事であり、

あなたの内で働いてくださる神の優しい御手の証であるので、

神にご栄光を帰しましょう。それが重要である。 

 

 

反対派が寺院のプロジェクトを中止する：第４章 

 

 間もなく、土地のサマリア人から反対派が立ち上がった。

アッシリア人がイスラエルの北王国（紀元前７２２年）を捕えたと

き、全人口を捕らえなかった。その代わりに、イスラエル以



外の民族をイスラエルに送り、純粋なイスラエルの血統を破

壊し、混血を起こさせた。これらの「混血ユダヤ人」は（サマ

リアの地域に住んでいたので）「サマリア人」として知られるように

なった。ゼルバベルに来て、寺院の再建に参加することを求

めたのは、これらのサマリア人であった。しかし、ゼルバベル

は、過去２世紀の間、他の神々を崇拝し、ヤハウエ献身をし

ていなかったことを知っていたので、彼らの参加を拒否した。 

 

 サマリア人の参加が妨げられたとき、彼らは、神殿プロジ

ェクトに反対し、何とか中止させようと全力を尽くした。 

 そこでその地の民はユダの民の手を弱らせて、その建築を

妨げ、その企てを破るために役人を買収して彼らに敵せし

め、ペルシャ王クロスの代からペルシャ王ダリヨスの治世に

まで及んだ。（エズラ記４：４，５） 

 彼らは、ペルシャの王、アルタクセルクセスを説得し、ユダ

ヤ人が反抗的である歴史を持ち、この神殿プロジェクトの本当

の目的は、ペルシャの支配から自国と反政府組織を形成しよう

とする試みの始まりであると説いた。 アルタクセルクセス

は、この議論によって説得され、作業の中止を命じた。 

 それでエルサレムにある神の宮の工事は中止された。すな

わちペルシャ王ダリヨスの治世の二年まで中止された。 

"それから、エルサレムで神の家で働くことがやめられた。

（エズラ記４：２４） 

 約１６年間、神殿プロジェクトは休止した。 この間、人々

は、神殿での仕事を無視しながら、神殿のために集められた

木材を使って自分の個人的な家を建てることに集中した。 

 エズラ記（をはじめ多くの書物）は、神の御心を行おうとすると

き、頻繁に反対派をもたらすことを記している。試練には神

が関与しておられないのではなく、むしろその反対である。

ですから、我々はそれを期待するべきである。 使徒ペテロ

は、初期の教会の信者に、「愛する者たちよ。あなたがたを

試みるために降りかかって来る火のような試錬を、何か思い

がけないことが起ったかのように驚きあやしむことないよう

に」と思い出させた。（１ペテロ４：１２） 悪魔は神の働き

に逆らって働きかけてくる（１ペテロ５：８，９）。 反対派からの

反撃は、しばしば脅迫による恐怖と諦めの欲望をもたらす。 

どのような反対派があなたを威嚇し、諦めの欲望をもたらし

ますか？エズラは、あなたに何を警告し、勇敢になるための

勇気を与え、前進し続けることを激励していますか？ 

 

神の預言者たちは再出発を促す：５：１－６：１２ 

 

 彼らの恐れを克服し、優先順位を並べ替え、神殿の仕事を

再開するために、人々の心をかき立てたのは、亡命前の２人

の預言者、ハガイとゼカリヤの声であった。 

 

 さて預言者ハガイおよびイドの子ゼカリヤのふたりの預言

者は、ユダとエルサレムにいるユダヤ人に向かって、彼らの

上にいますイスラエルの神の名によって預言した。そこでシ

ャルテルの子ゼルバベルおよびヨザダクの子エシュアは立ち

あがって、エルサレムにある神の宮を建て始めた。神の預言

者たちも、彼らと共にいて彼らを助けた。（エズラ記５：

１，２） 

 

 以前と同様に、新しい王、ダリウスに再建中止命令を出す

よう訴えた。しかし、ダリウスは慎重な調査をし、キュロス

王の元の法令がユダヤ人に帰って神殿を建て直すよう命じた

ことを知ったので、その仕事を妨害することを禁じ法る法令



を出した。事際、仕事の全費用は、プロジェクト反対派によ

って王に払われた税金によって支払われる！ 

 あなたが幼少期に聞かされた「メッセージ／ことば」が、

時に落胆した際、前進するのを妨げることがありますか？ 

「私は十分至らない、賢くない、裕福でない、魅力がない、

望まれない．．．その通りである。」神のみことばは、人々

が語ったことではなく、神が私たちについて宣言される真実

を提供する。 今でも、否定的な言葉によって引き裂かれ、困

難や反対に立ち向かうことから私たちを止めようとするでし

ょう。 どんな言葉によって、落胆させられる傾向があります

か？ 神のどのみことばによって、終わりの様に感じられると

きにも、前進し続けるよう励まされますか？ 

 

 

完成した神殿／過ぎ越しの祝い：６：１３－２２ 

 

 神殿の完成までに、さらに４－５年を要した。 それから、

人々は、ここまで、助け導いてくださった神に感謝し祝うた

めに、過ぎ越しの祝いを催した。 

 喜んで七日の間、種入れぬパンの祭を行った。これは主が

彼らを喜ばせ、またアッスリヤの王の心を彼らに向かわせ、

彼にイスラエルの神にいます神の宮の工事を助けさせられた

からである。（エズラ記６：２２） 

 

エズラ記第７－１０章：契約に戻る！ 

 本書の第二部では、エズラが６０年後に、エルサレムに戻

ってきた２番目に小さい帰還者たちをどの様に導いたかを記

録している（およそ１５００人の男女と子供たち）。 彼が帰ったとき、

神のみことば（特に、外国人との結婚の危険性に関するヤハウェとの契約の規

定）を教えることを必要とするコミュニティを見つけた。 

 エズラの人生は、異教徒の王ダリオス１世とペルシャの下

で奉仕したアルタクセルクセスだけでなく、共に捕らえられ

ているユダヤ人にも似ていた。エズラは第一に、個人的な生

活の中で、祈りと断食を怠らず、謙虚で、神に完全に依存す

る、モーセの法律の知識と実践に真に献身した人であった。 

しかし、第二に、彼はそれらを教え、仲間のユダヤ人が、同

様にそれらに従うように激励した。 エズラは神に用いられる

男であった。 エズラは、働いていた多くの状況において、強

力で、主権的な神に、常に栄光と信頼を与えた。 「神の恵み

が上にあったから...」 

 

エズラの神のみことばへの心：７：１－１０ 

 

 エズラは、重要な大祭司の系統を持つ者として紹介されて

いる。しかし、彼が大祭司の役割を果たしているという記録

はない。その代わり、神の法律を学んだ筆記者として強調さ

れている。彼はイスラエルの歴史の帰還の時代に神の言葉の

卓越した教師であったことが強調されている。 

 エズラは心をこめて主の律法を調べ、これを行い、かつイ

スラエルのうちに定めとおきてとを教えた。（エズラ記７：

１０）。 

「彼の心を定める」という句は、確かな決断を意味する。 

エズラは、人々が神のみことばに触れるようになることを助

けるために人生を捧げることを決心した。特に、次のことを

決心した。１）主の法律を研究する。自分自身が神のみこと

ばを完全に理解していることを確かめた。 ２）それらを実行

する。彼は自分の人生に神のみことばを適用することを決心



した。彼は説教することを自ら実行した。 ３）イスラエルに

おける、神の律法と条例を教えた。神のみことばを神の民に、

忠実に伝えた。アルタクセルクセス王は、エズラが神のみこ

とばに献身していることを知って、彼を尊敬した。 

 文化は時代を通して、常に神を愛することと、神のみこと

ばに従って生きるという選択肢を提示している。これは、私

たちの利益のために書かれている。 個人的に勉強する決心を

し、他の人々と一緒に神のみことばを学ぶ研究をしなければ、

神の真理から離れ、今日の文化に沿って漂流して行く。神を

真剣に受け止め、日々神のみことばに生きようとしている人

と共にいるコミュニティに、加わることが不可欠である。 あ

なたは誰と神のみことばを勉強しておられますか？ 神のみこ

とばの人となるために心を定めておられますか？ 

 

 

エズラの帰還を許可するアルタクセルクセスの法令： 

７：１１－２８ 

 

 ゼルバベルに至る以前のキュロス令と同様に、アルタクセ

ルクセスは、エズラがエルサレムに帰ることを望んでいた第

二の民衆を導くことを可能にする法令を出した。王は、神を

喜ばせる崇拝と市民生活のための法律への復活を含む、再建

を支援するために、エズラに大量の金を送った。ダリウスの

様に、おそらく、アルタクセルクセスは、ユダヤ人への好意

が、自身の人々とその家族に、「天の神」からの祝福をもた

らす様に頼んだのでしょう。この法令の具体的な目的は、エ

ズラに、帰還を許し、帰還したイスラエルの民に、神の律法

の内に生きるように教えることであった。 

 

 エズラよ、あなたはあなたの手にある神の知恵によって、

つかさおよび裁判人を立て、川向こうの州のすべての民、す

なわちあなたの神の律法を知っている者たちを、ことごとく

さばかせよ。あなたがたはまたこれを知らない者を教えよ。 

あなたの神の律法および王の律法を守らない者を、きびしく

その罪に定めて、あるいは死刑に、あるいは追放に、あるい

は財産没収に、あるいは投獄に処せよ」。（エズラ記７：２５

－２６） 

 

エズラ、神に頼って第二の復帰を導く：第８章 

 

 エズラは、エルサレムへの４ヶ月、９００マイルの旅は困難

な旅であることを知っていた。しかし、アルタクセルクセス王

に、神、ヤハウエがどれほど偉大で力強いかを語ったので、

王に彼らを守るための軍隊や金を頼む代わりに、神の保護を

求めることが出来るように、祈りと断食の日を設定した。 

 そこでわたしは、かしこのアハワ川のほとりで断食を布告し、

われわれの神の前で身をひくくし、われわれと、われわれの幼き

者と、われわれのすべての貨財のために、正しい道を示されるよ

うに神に求めた。これは、われわれがさきに王に告げて、「われ

われの神の手は、神を求めるすべての者の上にやさしく下り、そ

の威力と怒りとはすべて神を捨てる者の上に下る」と言ったの

で、わたしは道中の敵に対して、われわれを守るべき歩兵と騎兵

とを、王に頼むことを恥じたからである。そこでわれわれは断食

して、このことをわれわれの神に求めたところ、神はその願いを

聞きいれられた。（エズラ記８：２１－２３） 

 

 神は彼らの困難な旅の中で、民の祈りに答えられた。 

 われわれは正月の十二日に、アハワ川を出立してエルサレ

ムに向かったが、われわれの神の手は、われわれの上にあっ



て、敵の手および道に待ち伏せする者の手から、われわれを

救われた。（エズラ記８：３１） 

 

 エズラ記の中で「神の御手」という表現が６回出てくる

（７：６，９，２８，８：１８，２２，３１）。「もし、エズラに会見出来

るとして、彼の人生における成功の秘訣は何かと尋ねたら、

謙虚に応えたに違いない『神の御手が私の上にあったからで

す。』と。」（W. Wiersbe） 

 

 エズラは、信仰深く、誠実で謙虚であった。 常に神に献身

的で忠実に生きた。また、神が、全ての状況の内に働いてく

ださり成功へと導いてくださったと、常に栄光を神に帰する

ことを望んだ。 あなたは成功している様に見えるとき、その

名誉を自分のものとする傾向がありませんか？ 脳も、機会も、

才能も、霊的な贈り物も、家族も、私たちが生まれた国も、

権威の前での恩恵も、神が与えてくださることを覚える必要

がある．．．エズラは、自身も含めて、民に神からの善意と

恩恵の御手から離れて、祝福と保護に預かることは無かった

ことを知っていた。 

 

 エズラの敬虔なリーダーシップは、今日に至るまで、信仰の

遺産を残した。 神は、異邦人の王と旅に出ようとしていたイ

スラエルの人々に、神は依存する人々をお守りになり、祝福し

てくださることをお見せになられることをお喜びになった。 

注：エズラが、第二のグループの民が長い旅を始めるにあた

り、神の保護の手に依存していたのと同様に、オークポイント

教会は、１９９７年１月に「EZRA 8 DAY」と命名された年次

の伝統を確立した。 新しい教会を立ち上げる軌道に委託する

前夜が一回目であった。 エズラの様に（エズラ記８：２１）、断食

の日、罪の悔い改め、神に依存することを謙虚にに集中する

ことの始まりであった。 毎年、オークポイント教会は、感謝

の気持ちをもって立ち止まり、神の優雅な御手が私たちの上

にあるならば、来年は実りあるものになると確信している。 

 

エズラ、外国人との結婚問題に直面する：第９，１０章 

 

 最後の２章は、エズラは、民族外のものと結婚することの

罪についての指摘を記録している。イスラエル人がカナンの

地に最初に入国したとき、神は、外国人の妻たちによって、

ヤハウェ献身から心を遠ざけることが無いように、外国人の

妻をめとることを禁じられた。（神を愛するより女性を愛し、妻の嗜好を

愛する傾向があるので、神を優先し愛する責任について教えている。ソロモン王がそ

の問題の当事者であった。女性に対する問題ではなく、男たちは目に見える女性に献

身してしまうので、男性に見ることの出来ない神に捧げることは難しいのである。）

これはまさに、イスラエルが偶像崇拝の罪に陥ったそもそも

の理由と成り行きである（最終的には、その国からの追放につながる）。

今、帰還後のイスラエルの民の中でも、同じパターンが繰り

返されていた。約１００人の指導者が、地元の外国人女性と

結婚するためにヘブライ人の妻と離婚した。 （預言者マラキは、妻

と離婚して異邦人と結婚するという問題に直面した）。このリーダーシップ

の罪に対するエズラの反応は、神の慈悲に委ねられた。 

 わたしはこの事を聞いた時、着物と上着とを裂き、髪の毛

とひげを抜き、驚きあきれてすわった。イスラエルの神の言

葉におののく者は皆、捕囚から帰って来た人々のとがのゆえ

に、わたしのもとに集まったが、わたしは夕の供え物の時ま

で、驚きあきれてすわった。（エズラ記９：３，４） 

 エズラは神の前に、民の罪を告白した（エズラ記９：５－１５）。

彼は、神の賜物を浪費して捕虜から帰還する危険を冒してい

た人々の罪を認めて心を注いだ。彼らは、裁きと捕虜を引き

起こした罪を繰り返していた。祈っているうちに、人々は公然



と自分の罪を告白するために彼の周りに集まった（エズラ記１０：

１）。それから、外国人の妻たちを送り返すという誓いを立て

た。すべての人々がエルサレムに呼び出され、外国人の妻（と

子供たち）を故郷に戻すよう命じられた。この改正は、数日では

達成出来なかったので、エズラは各都市の指導者を任命し、

外国人の妻を送り返す責任を各人に持たせる過程を監督した。

外国人女性との結婚の全ての事件が帰還後の民の間で処理さ

れるまで３ヶ月かかった。 

 魅力は、妥協をもたらし、究極の痛みに繋がる「自然」で

容易な原因である。 忠実な神の戒めに従うことは、神への深

い愛が必要であり、心地の良し悪しに関わらず、神の道こそ

が自分の歩む道であるという確信を要するが、その道のりの

方が、はるかに近道である。 自分の欲望を満たし、満足した

いがために、神のみことばのどこを妥協しておられるでしょ

うか？人間関係でしょうか、教育でしょうか、娯楽でしょう

か、仕事でしょうか、夫婦関係でしょうか、友人関係でしょ

うか？自分に正直にならなければならない。 あなたに見えて

いない事柄を明らかにしていただくよう祈りましょう。明ら

かにしていただいた事柄を認めたら、妥協を取り消すため

に、どのような措置を取りますか？ 第一歩は、神と「再建」

に責任を持つことを支援してくれる、もう一人の証人の前に責

任を認めることがエズラ記の重要なテーマである。 

注釈：エズラと歴史的に一致する聖書の本は、ネヘミヤ書、

ハガイ書、ゼカリヤ書、マラキ書である。 これらの書物が研

究されるとき、今日の人々の心、選択、因果関係、応用につ

いての、より完全な肖像画が理解されるでしょう。 神のみこ

とばは、私たちが神の道を歩むよう、教え、チャレンジする

ために記された。エズラの様に、全ての人が、その人生と他

の人たちの模範によって、真剣に神のみことばを心に留めて、

学び、適用し、教えることが出来ますように。 

討論のための質問 

 

１．エズラ書の最初の部分は、再建の過程で神を信頼すると

いう話です。 ここでは、今日の生活の側面を構築したり、再

構築したりするとき、神と働くことを求めることについての

教訓が得られる。ユダヤ人の人生と神殿を再建しようとする

話から、あなたにとってどんな教訓／原則が最も際立ちまし

たか？ 

 

２．本の第２部ではエズラと、神が帰還後の指導者としてど

の様に用いられたかに焦点を当てています。 エズラは、みこ

とばと祈りの人、勇敢な指導者、王の証人、先生、司祭であ

った。 神は、エズラ書を用いて、あなたの人生に何をチャレ

ンジし、促進しておられるでしょうか？ 

 ３．エズラ書では「神の御手」が繰り返し言及されていま

す。 これは、人や動きに対する神の保護、賛美、祝福の比喩

です。 あなたは自分の生活の中で、どのように神の御手を経

験しましたか？ 今、神の御手をどの様に必要としておられま

すか？ 


