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はじめに 

 ヨシヤは、ユダがバビロニアの捕虜となる年に治世したイ

スラエルの最後の偉大な王であった（紀元前５８６年）。破壊寸前

の国家を受け継いだ。祖父のマナセは、５５年間の治世の中

で、全国家を完全な偶像礼拝へと導いた。ヨシュアの征服前

の４００年間、その土地に住んでいたカナン人（アモリ人）より

更にに悪い状態であった。マナセはモレクを崇拝し、崇拝の

儀式の一環として、息子たちを火の中に捧げた。マナセはま

た主の目の前に悪を行って、ユダに罪を犯させたその罪のほ

かに、罪なき者の血を多く流して、エルサレムのこの果か

ら、かの果にまで満たした（列王記第二２１：１６）。神がユダを捕

らえられる決心をされたのは、マナセの邪悪さの結果であり、

マナセの息子、アモンは父親の以前の邪悪なパターンを受け

継いで、再び偶像礼拝へと走ったが、その治世は２年で終わ

った。それから、ヨシヤが８歳で王になり、３１年間国家を

治めた。曽祖父のヒゼキヤの時と同様に、ユダで霊的改革を

導いた。ヨシヤの善良な治世は、最終的な邪悪へと突入し、

バビロニアの捕虜になる前に、神の民に平安と喜びの季節を

もたらす。 

早期の改革：歴代誌第二３４：１－７ 

 彼はまだ若かったが、その治世の第八年に父ダビデの神を

求めることを始め、その十二年には高き所、アシラ像、刻ん

だ像、鋳た像などを除いて、ユダとエルサレムを清めること

を始め、もろもろのバアルの祭壇を、自分の前で打ちこわさ

せ、その上に立っていた香の祭壇を切り倒し、アシラ像、刻

んだ像、鋳た像を打ち砕いて粉々にし、これらの像に犠牲を

ささげた者どもの墓の上にそれをまき散らし、 

（歴代誌３４：３，４） 

 ヨシヤは１６歳の時に「ダビデの神を求め」始めた。２０

歳までの間、神への信仰を理解し開拓し、２０歳で、ユダの

偶像崇拝を清掃し始めた。その改革の範囲については、列王

記第二２３章を参照しましょう。先代の王たちが礼拝した偶

像の程度と、ヨシヤが偶像崇拝の最後の痕跡からユダを断ち

切るための努力の過激さに注目しましょう。 

 ヨシヤの物語は若者たちを励ます。ヨシヤはまだ若いうち

に自分の信仰を持ち、成長し、全国家を神に呼び戻すために

迅速に行動を起こした。使徒パウロが若いテモテに記してい

るように、「あなたは、年が若いために人に軽んじられては

ならない。むしろ、言葉にも、行状にも、愛にも、信仰に

も、純潔にも、信者の模範になりなさい。（テモテ第一４：１

２）」もし、神を求めて仕えることに従事するなら、若者にも世

を大きく動かすことが可能である。 

 

神殿の修理：３４：８－１３ 

 ヨシヤが２６歳のとき、先祖マナセとアモンの長く邪悪な

治世の間に完全な破滅に陥った主の神殿の修復と再構築に掛

かった。 



 ヨシヤはその治世の十八年に、国と宮とを清めた時、その

神、主の宮を繕わせようと、アザリヤの子シャパン、町のつ

かさマアセヤおよびヨアハズの子史官ヨアをつかわした。

（歴代誌第二３４：８） 

 その仕事の労働力は、他の部族の忠実な労働者やあらゆる

人生を歩む者たちから成り、祭司部族であるレビ人によって

監督された。 

 すなわち、大工および建築者にこれを渡して、ユダの王た

ちが破った建物のために、切り石および骨組の材木を買わ

せ、梁材を整えさせた。その人々は忠実に仕事をした。その

監督者はメラリの子孫であるレビびとヤハテとオバデヤ、お

よびコハテびとの子孫であるゼカリヤとメシュラムであっ

て、工事をつかさどった。また楽器に巧みなレビびとがこれ

に伴った。 彼らはまた荷を負う者を監督し、様々の仕事に働

くすべての者をつかさどった。また他のレビびとは書記とな

り、役人となり、また門衛となった。（歴代誌第二３４：１２，１３） 

 キリストの体がどのように機能するかについての素晴らし

い描写である。あらゆる職種の働き人である。神殿を再建す

る過程において、それぞれが異なる役割を果たした。同様

に、キリストの体を構成する一人一人が特異な才能を持って

教会を建てる役割を果たしている（今日、地上における神の王国の目に

見える表現である）。今日の神の御国の建築に携わるチームの中

で、あなたの所属場所を見つけられましたか？働き人を要す

るところで奉仕をすることから始めましょう。 時間の経過

とともに、神はあなたを特定の役割に導き始められるでしょ

う。小事に忠実な人は、大事にも忠実である。そして、小事

に不忠実な人は大事にも不忠実である（ルカの福音書１６：

１０）。 

 

長い間失われていた聖書の再発見：３４：１４，１５ 

 神殿の修復の間、驚く発見があった。長期に渡る邪悪なマ

ナセの治世の間、失われ忘れられていたモーセ五書（創世記－ 

申命記）を働き人が見つけた。 

 さて彼らが主の宮にはいった金を取りだした時、祭司ヒル

キヤはモーセの伝えた主の律法の書を発見した。そこでヒル

キヤは書記官シャパンに言った、「わたしは主の宮で律法の

書を発見しました」と。そしてヒルキヤはその書をシャパン

に渡した。（歴代誌第二３４：１４，１５） 

 「律法の書」は、アブラハムの子孫の記録から始まり、 

シナイ山の頂でヤハウエとイスラエルとの間で結ばれた神聖

な契約の記録まで含む巻物であった。（つまり、私たちの聖書の創世記

から申命記までの記録である。）熟考すべき、また驚くべきことは、

巻物のコピーがどこにあるのか不思議に思うことなく、神の

民が何年も生きてきたことである。 

「Book of Eli（エリの本）」という映画の中で、唯一の戦士が、 

唯一残された貴重な本を持って黙示録的な荒廃地を通り抜け

る。その本の威力を知る悪者がその本をエリから奪おうとす

る。エリは、その宝（聖書）を奪われないために戦う。それは

ヨシヤのメッセージとそう違わない。文化が神のみことばを

失うとき、急速に崩壊し始める。文化が神のみことばを再び

発見するとき、癒しと再構築の経過を開始することが出来る。

そこで疑問が生まれる：今日のアメリカはどうでしょうか？

私たちは、神のみことばを見失っている。信者は毎日、神の尊

いみことばを吸収する時間とクリエイティブな方法を見つけ

る必要がある。車内や浴室や台所でオーディオブックアプリ

を聞いたり、あなたのスマホやアンドロイドやアイパッド、

または実際の聖書を読んだり、手段は様々であるが、あなた

は神をよく知るようにあなたを導き、信仰の中であなたを育



てますか？あなたはより神を知り、信仰の中で育まれ、神の

真実に導いていただくために、どんな意図的な方法を用いて

おられますか？ 

ヨシヤ、聖書を読む：３４：１４－２１ 

 王はその律法の言葉を聞いて衣を裂いた。そして王はヒル

キヤおよびシャパンの子アヒカムとミカの子アブドンと書記

官シャパンと王の家来アサヤとに命じて言った、 「あなたが

たは行って、この発見された書物の言葉についてわたしのた

めに、またイスラエルとユダの残りの者のために主に問いな

さい。われわれの先祖たちが主の言葉を守らず、すべてこの

書物にしるされていることを行わなかったので、主はわれわ

れに大いなる怒りを注がれるからです」。 

（歴代誌第二３４：１９－２１） 

 ヨシヤがモーセ五書を読み続け、申命記の最終章のヤハウ

エとの契約に対する服従または不服従に関連する祝福と呪い

の記述まで読み終えたことが明確である（申命記２８－３４章）。 

その結果、国家が困難を体験している理由が理解出来たので

ある：われわれの先祖たちが主の言葉を守らず、すべてこの

書物にしるされていることを行わなかったので、主はわれわ

れに大いなる怒りを注がれるからです」（歴代誌第二３４：２１）。

ヨシヤは苦しみの余り衣類を裂いた。 

 頻繁に、私たちが人生で長引く困難を経験するとき、重要

な問いかけを忘れがちである。この困難は、神の御心を求め

ることを怠り、自力で人生を生きようをしている結果である

可能性はないか？神と生きる人生は必ず順調で容易で、神か

ら離れた人生は常に困難であり、試練に溢れていると意味し

ているのではない。しかし、神と親密に歩んでいるとき、た

とえ困難な時期を生きているときでさえ、平安や解決策や神

が働いてくださっているという感覚を保持することが可能と

なる。困難の只中に置かれるとき、神に向き合い、自力で物

事に取り組もうとしていないかどうか尋ねましょう。日々直

面する様々な決断を下す過程で、私は神を招き入れているで

しょうか？私の人生のための神の指示と導きを求めているで

しょうか？それとも、我が道を歩んでいるでしょうか？ 

女預言者のホルダ、指示を求めるために相談 

：３４：２２－２８ 

 ヨシヤの顧問たちは直ちに、ヨシヤの衣装を管理役のシャ

ルムの妻である預言者のホルダを助言者として求めた。その

衣装管理者は、日ごろからヨシヤ王に接していたので、シャ

ルムがヨシヤの誠実な信仰を目にしていたことは確かであり、

ヨシヤもまた、ホルダの名声を知っていたことは明確である。 

 「あなたがたは行って、この発見された書物の言葉につい

てわたしのために、またイスラエルとユダの残りの者のため

に主に問いなさい。われわれの先祖たちが主の言葉を守ら

ず、すべてこの書物にしるされていることを行わなかったの

で、主はわれわれに大いなる怒りを注がれるからです」。 

そこでヒルキヤおよび王のつかわした人々は、シャルムの妻

である女預言者ホルダのもとへ行った。シャルムはハスラの

子であるトクハテの子で、衣装を守る者である。時にホルダ

は、エルサレムの第二区に住んでいた。彼らはホルダにその

趣意を語ったので、（歴代誌第二３４：２１，２２） 

 王の使いに対するホルダの答えは、神の言葉への彼女の洞

察力と、コストに関係なく、非常に困難な時期に真実を語る



勇気を明らかにした。それは 2 つの事柄によって明らかにな

った： 

 ホルダは彼らに言った、「イスラエルの神、主はこう仰せ

られます、『あなたがたをわたしにつかわした人に告げなさ

い。主はこう仰せられます。見よ、わたしはユダの王の前で

読んだ書物にしるされているもろもろののろい、すなわち災

をこの所と、ここに住む者に下す。彼らはわたしを捨てて、

他の神々に香をたき、自分の手で造ったもろもろの物をもっ

て、わたしの怒りを引き起そうとしたからである。それゆ

え、わたしの怒りは、この所に注がれて消えない。しかしあ

なたがたをつかわして、主に問わせるユダの王にはこう言い

なさい。イスラエルの神、主はこう仰せられる。あなたが聞

いた言葉については、この所と、ここに住む者を責める神の

言葉を、あなたが聞いた時、心に悔い、神の前に身をひくく

し、わたしの前にへりくだり、衣を裂いて、わたしの前に泣

いたので、わたしもまた、あなたに聞いた、と主は言われ

る。見よ、わたしはあなたを先祖たちのもとに集める。あな

たは安らかにあなたの墓に集められる。あなたはわたしがこ

の所と、ここに住む者に下すもろもろの災を目に見ることが

ない』と」。彼らは王に復命した。（歴代誌第二３４：２３－２８） 

預言者ホルダについての追加の洞察 

ホルダの役割 

 ホルダの預言者としての役割は重要であった。預言者イザ

ヤとエレミヤの時代の国民に宛てる神の声であった。その重

要性は、長い間失われた聖書が発見された際、ヨシヤ王の顧問

たちから直ちに相談を受けたという事実によって明らかにさ

れている。ホルダの言葉は正確で権威あるものとみなされて

いたからこそ、王は全国家の方向性を彼女の言葉に依存した。 

 ホルダは、ユダがモザイク契約に引き続き不従順であった

ため、間もなく災害をもたらし、その地から追放されること

を宣言した。しかしまた、神はヨシヤの謙虚に反応する心を

見て来られたので、それゆえ、神はヨシヤの生涯の間、国家

を救い、ヨシアは平和に葬られるであろうと宣言した。 

 神は、ホルダを用いて、ユダヤに全国的な復興を促し、 

ヨシヤを強められた。ヨシヤは、国家に律法の本を朗読した。

それからヨシヤは、これまでにない大規模な過ぎ越しの祭り

を祝った。神はユダヤに全国的な復興を促し、権限を与えるた

めに、ホルダを用いられ、ヨシヤはその地から、完全に偶像

礼拝を根絶させた。 

ホルダの女性としての強さ 

 ホルダには恐れはなかった。当時は聖書は読まれていなか

ったので、民にとっては、ホルダの言葉が「神のみことば」

であった。日々、神のみことばを求めて彼女に来る者のため

に助言した。たとえ悪い知らせであっても、彼女が語る時は

常に知恵と勇気に満ちていた。王の衣装管理人である夫シャ

ルムの妻として、また、民のための神の預言者としてバラン

スよく役割を務めた。 

神の展示 

 ホルダの大胆な預言の声を通して、神のみことが展示され

た。 ヨシヤ王に神に敬意を表し、国家を改革し続けるよう促

した。ホルダの預言者としての働きとヨシヤの神のみことば

に従い、モーセの律法を守ろうとする従事によって、神はユ

ダの中心舞台に復帰された。 



神はホルダの人生をどのように用いられたでしょうか？ 

 エルサレムの古代寺院への正面玄関、ホルダの門が発掘さ

れた。聖書の記録と考古学の記録の両方を通して、民を神に

導いたホルダの遺産は生きている。 

 ホルダは、神から与えられている賜物を用いる忠実な模範

である。彼女の場合は預言の賜物であり、その賜物を用いて

の働きによって生涯信頼された。自問しましょう「私は、神

からいただいた賜物をどのように神に忠実に用いることが出

来ているでしょうか？」「今日、私の世界で神のより広いお

目的のために、人々の前に信頼を築いているでしょうか？」 

 今日聖書を所有することが出来る特権がある。じっくりと

時間をかけて、神のみことばを心に秘め、従わなければならな

い。敬意あるみことばをもって、励ましながら、穏やかに、神

の真理を他の人と分かち合うとき、神はそれぞれの世界で影響

を与えるためにお用いになることが出来るお方である。 

ヨシヤ、神のみことばを国家に朗読：３４：２９－３０ 

 26 歳の王が国家の前に立ち、寺院の階段に上り、再発見さ

れた聖書を朗読している状況を想像してみましょう（これまで誰

も聞いたこともなく読んだこともない聖書）。 

 そこで王は人をつかわしてユダとエルサレムの長老をこと

ごとく集め、そして王は主の宮に上って行った。ユダのすべ

ての人々、エルサレムの住民、祭司、レビびと、およびすべ

ての民は、老いた者も若い者もことごとく彼に従った。そこ

で王は主の宮で発見した契約の書の言葉を、ことごとく彼ら

の耳に読み聞かせ、（歴代誌第二３４：２９，３０） 

 聖書が忘れられてきたことは悲しい事実であるが、それは

神の真実を再発見する栄光の儀式をもたらした。 

神との契約の再出発：３４：３１－３３ 

 ヨシヤは国家に聖書を朗読しただけでなく、契約更新の儀

式に招いた。 

 そして王は自分の所に立って、主の前に契約を立て、主に

従って歩み、心をつくし、精神をつくして、その戒めと、あ

かしと定めとをまもり、この書にしるされた契約の言葉を行

おうと言い、エルサレムおよびベニヤミンの人々を皆これに

加わらせた。エルサレムの住民は先祖の神であるその神の契

約にしたがって行った。ヨシヤはイスラエルの人々に属する

すべての地から、憎むべきものをことごとく取り除き、イス

ラエルにいるすべての人をその神、主に仕えさせた。ヨシヤ

が世にある日の間は、彼らは先祖の神、主に従って離れなか

った。（歴代誌第二３４：３１－３３） 

 指導者の力に注目するべき興味深い箇所である。「ヨシヤ

が生きている限り、民は主に従うことを怠らなかった…。」

ヨシヤは、全国家を神に戻した、偉大な若き敬われる指導者

であった！ 

大いなる過ぎ越しの祭典：３５：１－１９ 

 ヨシヤは、国の歴史上最大の過ぎ越しの祝いを開いた。 

この過越の希な特徴は、祝宴に必要な物資の全てがヨシヤに

よって提供されたことであった。通常、各家族がそれぞれ犠

牲と祝いのための過ぎ越しの子羊を持参する。 

 ヨシヤは、小羊および子やぎを民の人々に贈った。これは

皆その所にいるすべての人のための過越の供え物であって、

その数三万、また雄牛三千を贈った。それらは王の所有から

出したのである。（歴代誌第二３５：７） 



 再発見された神のみことばは、民にとっては見知らぬ事柄

であったので、その従事はヨシヤのものほど固く献身的でな

いことを想定し、ヨシヤは、主な犠牲動物を自分自身が提供

することによって、人々が適切な方法で過越の祭りに参加す

ることを確実にするための手段をとった。ヨシヤの心も模範

も素晴らしかった。二通りの民の反応が予想された。翌年、

自ら犠牲を用意するほど熱心になる。もしくは、ヨシヤの信

仰の歩みに従うだけで、個人的な責任を持たず、何の費用も

かからないので、贖罪と赦しの無償の贈り物を当然受けられ

るべきものとして受け取る。神は、人々の模範となり、私た

ちに従う者たちが、続き成長することを望み、私たちの献身

に刺激を受けるよう祈ることを望む者を召される。しかし、

私たちには自分の神への忠実さに対してのみ責任があり、全

ての人が直接神に応答する必要がある。 

ヨシヤの死：３５：２０－２４ 

 608 年、エジプトの王であるネコは、バビロニア人との戦い

において、アッシリアと同盟を組んだ。ヨシヤは、バビロン

を支持していたので、ユダの西側の境界に沿って行進してい

るエジプト人を嬉しく思わず、軍隊を率いて対抗した。ヨシ

ヤは、主からエジプトとバビロンの間の争いに関与する命令

を受けていなかったが、パロは主がアッシリヤを助けるよう

命じたと主張した（歴代誌３５：２２）。（Wiersbe O.T. History, 590－591頁） 

 ネコ王は、ヨシヤに関わらないように警告したにもかかわ

らず、ヨシヤは参戦し、そこで戦死した。 

 このようにヨシヤが宮を整えた後、エジプトの王ネコはユ

フラテ川のほとりにあるカルケミシで戦うために上ってきた

ので、ヨシヤはこれを防ごうと出て行った。しかしネコは彼

に使者をつかわして言った、「ユダの王よ、われわれはお互

に何のあずかるところがありますか。わたしはきょう、あな

たを攻めようとして来たのではありません。わたしの敵の家

を攻めようとして来たのです。神がわたしに命じて急がせて

います。わたしと共におられる神に逆らうことをやめなさ

い。そうしないと、神はあなたを滅ぼされるでしょう」。し

かしヨシヤは引き返すことを好まず、かえって彼と戦うため

に、姿を変え、神の口から出たネコの言葉を聞きいれず、行

ってメギドの谷で戦ったが、（歴代誌第二３５：２０－２２） 

 列王記第二２３：２５には、追悼式でほとんど耳にするこ

とのないヨシヤ王についての称賛の記述がある。そのヨシヤ

の治世を通して若い成人であったことはさらに驚くべきこと

である。イエス様は、モザイク律法（申命記６：５）全体が一つの

命令でまとめられていると言われた（マタイの福音書２２：３７；マル

コの福音書１２：３０；ルカの福音書１０：２７）。それはまさにヨシヤの

遺産の記述である。 

 ヨシヤのように心をつくし、精神をつくし、力をつくして

モーセのすべての律法にしたがい、主に寄り頼んだ王はヨシ

ヤの先にはなく、またその後にも彼のような者は起らなかっ

た。（列王記第二２３：２５） 

 ヨシヤは、リーダーシップと模範が人々の心を永遠に神に

戻すことを大いに期待し、神のご栄光のために勇気と情熱を

もって信仰を貫いた。悲しいかな、（エレミヤ書１１：１－１３）、 

国家の復活は心の内向きなものではなく、表面的なものであ

った。その後、ユダの王たちと民衆は、神を愛することも、

服従することも全くなかった。今日の世代において、私たち

の命と神のための情熱に対してのみ責任がある。自分の献身

を模範に、次の世代のために祈る必要がある。しかし、旧約

聖書は繰り返し、私たちは自分の人生にのみ真に忠実となる

事が可能であり、私たちの世代で神に仕えることのみが可能

である。（参照：使徒の働き１３：３６） 



討論のための質問 

１．ヨシヤは、邪悪な祖父と父と息子と孫に挟まれた「明る

い光」であった。その事実は、あなたにどのように影響しま

したか？ 

２．（歴代誌第二３４：３）治世 8 年目のとき（１６歳であった）、先祖

であるダビデの神を求め始めた。治世 12 年目（二十歳）で、 

ユダとエルサレムから偶像礼拝を清掃し始めた。この 4 年間

ヨシヤはどのような方法でダビデの神を求めてきたと思いま

すか？それらの方法はどのようにして、国から偶像礼拝を勇

敢に追い払うために、ヨシヤの心を整えたでしょうか？ 

３．ヨシヤの衣装係のシャルムが法律の本を読み聞かせた後

（歴代誌第二３４：２７）のヨシヤの極端な感情的反応は、預言者ホ

ルダによって宣言された通りに、神の心を動かす要素となっ

た。神は、私たち一人一人に何を求めておられるのでしょう

か？どのようなことが見えますか？神があなたに促そうとし

ておられる次のステップは何でしょうか？ 

 主は言われる、「わが手はすべてこれらの物を造った。 

これらの物はことごとくわたしのものである。しかし、わた

しが顧みる人はこれである。すなわち、へりくだって心悔

い、わが言葉に恐れおののく者である。（イザヤ書６６：２） 

 

エルサレムのホルダの門 


