
重要-無名-な女性たち

  
 

ヨハネの手紙第２は、聖書の中で
最も短い書の一つ。もしかしたら
一番短い書かもしれません。です
からこの短い手紙の宛名の中心で
ある婦人についてあまり学ばれな
いのは、驚く事ではありません。
しかし彼女についての事と、また
長老である使徒ヨハネが、彼女と
彼女の子どもたちに書いた大切な
事を学ぶのは、大事なことです。  
 

ヨハネの手紙第２は短いですが、
もっと長く、またそれほど個人的
ではないヨハネの手紙第１に、個
人的なタッチを加える、大事な
P.S. (Post Script- “追伸”)の部分、
と言えるかもしれません。ヨハネ
はキリストの受肉を信じないグノ
ーシス派の影響で起きた、教理的
な誤りや実際的問題を続けて取り
扱っています。(第１ヨハネ4:2-3
と2ヨハネ7を比べて下さい。) 
 

グノーシス派の教師たちは、最後
の使徒ヨハネが伝道していた小ア
ジアの教会に入って行っていまし
た。彼らはクリスチャンのもてな
しの奉仕を利用して、教会に入り
込んだのです。それでこの手紙の
目的は、「選ばれた婦人」にそれ
を止めるように、また異端に十分
注意するように教える事でした。 
 

この選ばれた婦人の名前が出てい
ないのは、神様とヨハネが、最初
からこの手紙が第１ヨハネと共に
広く皆に読まれることを意図して
いたからかもしれません。 

2 ヨハネ 1-13 
 

1   長老から、選ばれた婦人とその子どもたち
へ。私はあなたがたを本当に愛しています。私
だけでなく、真理を知っている人々はみな、愛
しています。2 　真理は私たちのうちにとどま
り、いつまでも私たちとともにあるからです。
3 父なる神と、その御父の子イエス•キリスト
から、恵みとあわれみと平安が、真理と愛のう
ちに、私たちとともにありますように。 4 御父
から私たちが受けた命令のとおりに、真理のう
ちを歩んでいる人たちが、あなたの子どもたち
の中にいるのを知って、私は大いに喜んでいま
す。  
 

5 　そこで婦人よ、今あなたにお願いします。
それは、新しい命令としてあなたに書くのでは
なく、私たちが初めから持っていた命令です。
私たちは互いに愛し合いましょう。 6 私たちが
御父の命令にしたがって歩むこと、それが愛で
す。あなたがたが初めから聞いているように、
愛のうちを歩むこと、それが命令です。 7 こう
命じるのは、人を惑わす者たち、イエス•キリ
ストが人となって来られたことを告白しない者
たちが、大勢世に出て来たからです。こういう
者は惑わす者であり、反キリストです。 8 気を
つけて、私たちが労して得たものを失わないよ
うに、むしろ豊かな報いを受けられるようにし
なさい。 9 だれでも、「先を行って」キリスト
の教えにとどまらない者は、神を持っていませ
ん。その教えにとどまる者こそ、御父も御子も
持っています。10 あなたがたのところに来る
人で、この教えを携えていない者は、家に受け
入れてはいけません。あいさつのことばをかけ
てもいけません。 11 そういう人にあいさつす
れば、その悪い行いをともにすることになりま
す。 
 

12 あなたがたにはたくさん書くべきことがあ
りますが、紙と墨ではしたくありません。私た
ちの喜びが満ちあふれるために、あなたがたの
ところに行って、直接話したいと思います。13 
選ばれたあなたの姉妹の子どもたちが、あなた
によろしくと言っています。
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ヨハネの手紙第２の「選ばれた婦人」



下の文を読み、正しいと思うものには(○)正しくないものには(X)、部分的に正しいと
思うものには(△)をつけて下さい。

否定的に見ると... 
 

下の問答文の多くは、この「選ばれ
た婦人」が、いかに知られていない
か、という事についてのものです。
おそらく彼女は、当時はもっと良く
知られていたでしょう (1節)。「長
老」が使徒ヨハネである事はほとん
ど疑いのない事ですが、この婦人に
ついては知られていないので、実在
の人物ではないと思う人たちもいる
ほどです(A-7)。ある人たちが、彼
女の名前が「選び(Elect)」かある
いは「女性(Lady)」だったのではと
推測する事は面白いですが、重要な
事は、ヨハネの手紙第２を、私たち
はどのように理解し、適用するか、
ということです。 

  
しかしそうは言っても、この手紙の
最初の受取人が誰かわからなくて、
どのようにこの手紙を正しく適用す
ることができるでしょうか？似たよ
うな質問は、記者が誰かわからない
詩篇についても言えるでしょう。感
謝な事に、私たちは第２ヨハネは第
１の手紙との関連によって、ヨハネ
が書いた事を知っています。(前の頁
を見て下さい。)それでも、選ばれた
婦人についてははっきりしていない
ので、いくつかの難しい事がありま
す。彼女と彼女の姉妹(13節)は、実
在の人物でしょうが、彼女が家を持
っていたのはわかりますが(10節)、
どこに住んでいたのでしょうか？

A (      )   「選ばれた婦人」は、謎の人である。

A-1 (     )  彼女の名前は出ていない。 

A-2 (     )  彼女の夫のことも出ていない。

A-3 (     )  彼女がどこに住んでいたか、わからない。

A-4 (     )  彼女の「選ばれた姉妹」(13節)も、名前が出ていない。

A-5 (     )  私たちは、なぜ「長老」が彼女に手紙を書いたのかわからない。

A-6 (     )  私たちは彼女や彼女の子どもたちについて何も知らない。

A-7 (     )  ある人たちは、彼女と彼女の姉妹は教会を指していると考える。

B (      )   第２ヨハネの手紙は、実際的には、やや難しい。

B-1 (     )  この手紙の背景は十分明らかではない。

B-2 (     )  「真理」ははっきりと定義されていない。(1-2, 4, 7節)

B-3 (     )  ２ヨハネ10-11は、３ヨハネ7-8と反対の事を言っている。

B-4 (     )  この手紙はとても短いので、しばしば見落とされる。

B-5 (     )  10~11節は否定的なので、ある人たちは好まず、無視する。

B-6 (     )  真理を大事にしながら、互いに愛し合うのは難しい。(4-5節)



下の文を読み、正しいと思うものには(○)正しくないものには(X)、部分的に正しいと
思うものには(△)をつけて下さい。

肯定的に見ると... 
 

神様は私たちに必要な背景の知識を
与えて下さいますが、邪魔になるか
もしれない知識を与える事は控えら
れます。ヨハネの第２の手紙が霊感
された書簡として初代教会に認めら
れた事については、疑問の余地はあ
りません。それは重要な事です。し
かし、選ばれた婦人が誰で、どこに
住んでいるかという事を知るのは、
おそらく逆効果の事になったかもし
れません。もし彼女の子どもたちの
名前などを知り、また彼女の夫につ
いても知るなら、私たちはこの手紙
をもっと個人的なレベルで見てしま
い、その教理的、実際的な重要性を
見失ってしまうかもしれません。  

 
実際的、具体的な、5節と6節の互い
に愛し合うようにとの勧めと、10節
の間違った教えを持って来る人たち
を受け入れないようにとの命令は、
この手紙の要点です。ですから下の
いくつかの問答文は、これらの内容
について取り扱っています。D-3は
それらの関係について、また前のペ
ージのB-6もこれに関する事です。 
 

Eの問答文は、「選ばれた婦人」の
個人的な事、またその働きについて
焦点を当てています。彼女は重要な
人物だったのでしょうか？それとも
そうではなく、10節の否定的な命令
だけが本当に大事なことだったでし
ょうか？

C (      )   ヨハネの手紙第２は重要である。

C-1 (     )  これは、教理的でキリスト中心の手紙である。(3, 7, 9-10)

C-2 (     )  これは霊感されたヨハネの他の２つの手紙と同じく重要である。

C-3 (     )  これが重要な一番の理由は、ヨハネが書いたという事である。

D (      )   10節の否定的な命令は重要である。

D-1 (     )  これは悪い（罪の）人間関係を避ける事についてである。

D-2 (     )  前後関係が、その否定的命令の説明をしている。

D-3 (     )  それは5-6節の肯定的な勧めよりも強い。

D-4 (     )  惑わす者が多かったので、それは重要だった。

D-5 (     )  もてなしの奉仕はとても大事だったので、その命令は重要だった。

E (      )   「選ばれた婦人」の働きは重要である。

E-1 (     )  彼女はおそらくプリスカ(ローマ16:3-5)のように良い女主人だった.

E-2 (     )  10節の命令は、彼女の夫よりむしろ彼女に対してのものだった。

E-3 (     )  彼女と彼女の姉妹は、よりよい母になるよう励まされている。(1,4,13)



それで？ 
 

ヨハネは、真理を土台とした互いの愛
を教えています(4-5)。しかし残念な
がら多くの人は、真理を大事にしなが
ら他の人を愛することは難しい、また
は不可能と考えています。これは教会
を壊す危険性のある、重大な間違いで
す(B-6)。  
 

聖書の真理はとても重要なので、ヨハ
ネは、真理を大事にしない人々を受け
入れないようにと命じました。これは
第２ヨハネの実際的な教えの中心で、
昔から10節と11節がよく引用されて
きました。これが、おそらくヨハネが
この手紙を選ばれた婦人に書いた主な
理由でしょう。もちろん、彼女と彼女
の家族との個人的な関係もその理由に
含まれているでしょうが(A-5)。 
 

私たちは、この選ばれた婦人について
鍵になるいくつかの事実は知っていま
すが、わからない事も残っています
(A)。その一つは、なぜ彼女と彼女の
姉妹が「選ばれた婦人」と呼ばれてい
るかという事です(ローマ16:13参照)。
神に選ばれている事と、グノーシス派
の自己中心が対比されているからかも
しれません。偽預言者のように、偽教
師は自己中心的に自分でしたい事を選
んでしているのです。 
 

神に選ばれている者は、永遠に神のも
のであり(1-3)、積極的に主に仕える
べきです(4-6, 12-13)。しかし同時に
偽りの兄弟たちに気をつけなければな
りません(7-11)。

適用
あなたが一番重要、また必要と思われる事柄を上から選んで適用して下さい。

ワークシート答え  
 

今回のワークシートの問答文の答えに
は、他の学びよりも多く、不正解があ
ります。A-5, A-6, B-1, B-2, B-6, 
C-3, E-3は皆正しくありません。ま
た他の４つも部分的にだけ正しいです
(A, A-3, B-3, D-3)。 
 

私たちは意外に、この選ばれた婦人に
ついて知っています。彼女はクリスチ
ャンで、主のために積極的に仕えてい
ました。彼女の子どもたちも、少なく
とも何人かはそうでした(4, A-6)。彼
女と彼女の姉妹がもっと良い母になる
必要がある、とはどこにも書いてあり
ません(E-3)。彼女たちがどこに住ん
でいたか正確にはわかりませんが、ヨ
ハネは小アジアの西部で伝道していた
ので、おそらく彼女たちもその地域に
いたでしょう(A-3)。  
 

10節に彼女の家の事が書いてあるの
で、この婦人はおそらくプリスカのよ
うに良い女主人だったことでしょう
(E-1)。彼女の夫は未信者だったので
彼の事が書かれていないのかもしれま
せんが(A-2)、客を迎えるのは夫より
彼女の責任の方が大きかったので、彼
の事が言及されていないと考える方が
いいでしょう。プリスカの名前がアキ
ラより先に出ているのも、その理由か
らかもしれません(ローマ16:3-5)。  
 

ヨハネの手紙で強調され、グノーシス
派が否定した真理は、キリストの受肉
です。これははっきりと７節にありま
す。B-2は不正解です。


