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God With Us 
Part 7: Kings & Prophets to Exile and Return 

Judah’s Fall and God’s Faithfulness 

Message 16 –Keeping God First 

Haggai 

 

神は我らと共に 
パート７：王と預言者たちの強制退去と帰還 

ユダのつまずきと神の忠実さ 

 

第十六メッセージ－神を最優先に置く 

ハガイ書 

 

はじめに 

 ハガイとゼカリヤは、捕囚後のユダヤ人が本国へ帰還

し、破壊された神殿の再建のために民に拍車をかけるた

めに上げられた預言者である。神殿工事は、間もなく反

対と冷淡によって、16年間停止された（参照：エズラ記 4：

24-5：5）。二人の預言者を通す、神のメッセージは、民の

間違った優先順位を正し、恐れを克服し、神が求められ

た働きを成し遂げるよう民に呼び掛けています。ハガイ

書の内容は、わずか 4か月の間に主から与えられた 4つ

のメッセージである。 

 

第一メッセージ：優先順位 第 1章 1-15節 

 約 17年間、捕囚から帰還した共同体は、エルサレムに

戻り、生活様式を再構築しようと取り組んでいたが、課

題を克服して前進するために非常に苦労していた。神

は、預言者ハガイを通して、民を叱責された。その理由

が神の神聖な目的をないがしろにしてきたからであるこ

とを悟るべきである。ペルシャの王クロスは、天の神、

主が、ユダのエルサレムにご自分の神殿を建てることを

私に委ねられ、有志のユダヤ人をエルサレムに送り返す

よう言われたと宣言した（エズラ記 1：1,2）。ユダヤ人が、

犠牲システムを再開するために、先ず祭壇建設作業から

取り掛かった。次に、レバノンからエルサレムへ、杉の

丸太を運び（クロス王によって認可された）、神殿再建の基礎を

無事に完成させた（エズラ記 3：7-11）。ところが、悲しいこ

とに、地元の敵対者は再建に反対し、後のペルシャの王

は、再建工事を停止するよう命じた（エズラ記 4:21）。 

1:2「万軍の主はこう言われる、この民は、主の家を再

び建てる時は、まだこないと言っている」。 1:3そこ

で、主の言葉はまた預言者ハガイに臨んだ、 1:4「主の

家はこのように荒れはてているのに、あなたがたは、み

ずから板で張った家に住んでいる時であろうか。 1:5 そ

れで今、万軍の主はこう言われる、あなたがたは自分の

なすべきことをよく考えるがよい。 1:6あなたがたは多

くまいても、取入れは少なく、食べても、飽きることは

ない。飲んでも、満たされない。着ても、暖まらない。

賃銀を得ても、これを破れた袋に入れているようなもの

である。 1:7万軍の主はこう言われる、あなたがたは、

自分のなすべきことを考えるがよい（ハガイ書１：２－７）。 

 「わたしの民」ではなく「この民」と言われた神のみ

言には、神の民から離れた距離感を示唆していることに

注意しましょう。それでも、神のあわれみは、民を神の

目的に沿う働きへと呼び戻されることによって、再び明

らかになります。神は人々の怠慢さについて、ハガイを
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通して叱責を始められた。彼が、「主の家を再び建てる

時は、まだこない」と言って人々が先延ばしにしなが

ら、自分たちは当時贅沢のしるしであった「板で張った

家」に住んでいたことを神が指摘された。対照的に、神

の家は、周りに瓦礫が敷かれただけの土台のままであっ

た。神の宮を建てるために運ばれた杉の丸太は、人々の

個人的な板張りの家を建てるために使われてしまった。

「あなたがたの現状をよく考えよ。」という呼び掛け

は、ハガイ書の主題的呼び掛けであり、ここで３度繰り

返された（ハガイ書 1：5; 1：7; 2:18）。現状を熟考し、評価

し、書き記しなさいと教えた。 

 「お金はどこかへ消えていってしまうので、私のポケ

ットには、穴が開いているに違いない！」という表現を

よく耳にするが、これは神が預言者ハガイを通して、最

初に用いられた表現であった。「賃銀を得ても、これを

破れた袋に入れているようなものである（ハガイ書１：

６）。」そこで、なぜユダヤの民の生活が困窮を極めた

のかという疑問を投げかけた。それは、彼らの優先順位

が間違っているからであった。すべての人が利己的関心

にとらわれ、神を無視していたからであった。 

 預言者マラキはまた、十分の一献金と奉納物をもたら

さないことによって「神から盗んでいる」という考えで

帰還後の共同体にチャレンジした。つまり、彼らは「神

から盗んでいる」罪と「神に奉げる」ことを怠っている

罪の両方で有罪であった。 

 私たちには、日常の態度や行動を改めるよう求められ

てきながらも、何年も先延ばしにし、無視し、怠慢にな

っている事柄があります。そのままでは、霊的生活（神と

の繋がりと神の命令をいかに尊重する生活）と神にある幸福へと結

びつけることは不可能です。神は、その民の見当違いの

優先順位に気づかせるために預言者を送られるまで、16

年もの間、非常に忍耐強く待っておられました。あなた

が先延ばしにしておられることは何ですか？それを何に

置き換えておられるでしょうか？ 

 

 神は、民に山に行って新しい材木を切り、神の家を建

てるように命じられた。レバノンからクロス王によって

神殿再建節のために寛大に送られたレバノン杉は、民の

家の建設のためにすっかり使い果たされていたことに関

しては、全く気にしていない様子であった。 

 優先順位が間違っていたために、共同体の働きの実が

結ばないようにされたのは神であった。 

1:9あなたがたは多くを望んだが、見よ、それは少なか

った。あなたがたが家に持ってきたとき、わたしはそれ

を吹き払った。これは何ゆえであるかと、万軍の主は言

われる。これはわたしの家が荒れはてているのに、あな

たがたは、おのおの自分の家の事だけに、忙しくしてい

る。 1:10それゆえ、あなたがたの上の天は露をさし止

め、地はその産物をさし止めた。 1:11また、わたしは

地にも、山にも、穀物にも、新しい酒にも、油にも、地

に生じるものにも、人間にも、家畜にも、手で作るすべ

ての作物にも、ひでりを呼び寄せた」（ハガイ書１：９

－１１）。 
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 捕囚帰還後のユダヤ人共同体は、その労働に対する経

済的見返りに関して「多くを期待していた」。 しかし、

神が彼らに対して働いておられたので、その期待は満た

されなかった。 

 私たちは皆、それぞれの「家のために走り回り」ま

す。神は、私たちが自身の計画のために捧げる熱意とエ

ネルギーを見ておられます。また、神に近づき、神のご

計画のための議題を追求する熱意が欠如しているときを

見られます。神は、私たちが先ず神を愛し、神の命令に

従うことを望んでおられます。イエス様は、追随者たち

に、繰り返し言われました：「もしだれでもわたしを愛

するならば、わたしの言葉を守るであろう。そして、わ

たしの父はその人を愛し、また、わたしたちはその人の

ところに行って、その人と一緒に住むであろう（ヨハネ

14:23）。」 私たちがそうするとき、神は、私たちの生

活のあらゆる面で共に働いてくださり祝福してくださる

ことを約束してくださっています。しかし、私たちが神

を優先リストの下位に置き、神の働きにも怠るとき、私

たちの自称の議題に対する神の祝福を差し控えられま

す。今日、どのように神の議題を無視して、「自分の家

のために走り回」っておられるでしょうか？ 神があなた

の前に置かれて、あなたが無視している、神の議題は何

ですか？ 

 

 彼らの名誉のために、捕囚帰還後のユダヤ人共同体

は、預言者ハガイ（と預言者ゼカリヤ）を通して、神のみ言を

聞き、ついにそれに耳を傾けた。優先順位を正し、神殿

建設プロジェクトを再開するまでに、かかった日数は、

わずか 24日でした（第 1章 1節と 15節の日付に注意しましょ

う。）。 

 エズラ記の歴史的物語からわかるように、反対者は 再

び醜く頭をもたげましたが、今回は、預言者ハガイとゼ

カリヤの継続的な声によって強められ、共同体は前進し

ました。 

1:13時に、主の使者ハガイは主の命令により、民に告げ

て言った、「わたしはあなたがたと共にいると主は言わ

れる」（ハガイ書１：１３）。 

 民が神を無視するとき、神は相反されました。しかし

神を最優先に正す日から、神は、共にいてくださり、生

活のすべての面において祝福を与えてくださることを約

束されました。これが聖書に見られる「相互の原則」で

す。「4:8神に近づきなさい。そうすれば、神はあなた

がたに近づいて下さるであろう（参照：ヤコブ 4：8;ゼカリヤ

1：3; 7:13;マラキ 3：7）。」 神は、その民が神との関係の内

に戻ることを切望しておられたので、神を無視した 16年

間が原因となって、神との関係の障壁となることはあり

ませんでした。神を無視し過ぎたために、神に戻ること

は不可能などと言い訳は無用です。あなたの過ちを認

め、神の赦しとあわれみを認め、その愛に溢れる抱擁と

支援を期待しましょう。 
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第二メッセージ：神のご臨在 第 2章 1-9節 

 神殿工事が再開されてから 1か月後、人々は再び厳し

い現実に直面した。この帰還後の神殿は、捕囚前のソロ

モンの輝かしい神殿（70年前に破壊された。）と比較すると

き、無に等しかった。預言者ハガイを通して、神は人々

の心の内に見られた問題を提起された。 

2:3『あなたがた残りの者のうち、以前の栄光に輝く主

の家を見た者はだれか。あなたがたは今、この状態をど

う思うか。これはあなたがたの目には、無にひとしいで

はないか。 2:4主は言われる、ゼルバベルよ、勇気を出

せ。ヨザダクの子、大祭司ヨシュアよ、勇気を出せ。主

は言われる。この地のすべての民よ、勇気を出せ。働

け。わたしはあなたがたと共にいると、万軍の主は言わ

れる。 2:5これはあなたがたがエジプトから出た時、わ

たしがあなたがたに、約束した言葉である。わたしの霊

が、あなたがたのうちに宿っている。恐れるな（ハガイ

書２：３－５）。 

 「勇気を出せ。」と主は 3回言われ、「わたしはあな

たがたと共にいる」と 2回言われた。神は、ご自分の民

に、重要であるのは神殿の規模ではなく、 むしろ、その

神殿内（人々の心の内）の神のご臨在であることを思い出さ

せられた。 

2:9主の家の後の栄光は、前の栄光よりも大きいと、万

軍の主は言われる。わたしはこの所に繁栄を与えると、

万軍の主は言われる』」（ハガイ書２：９）。 

 私たちが「成功」を測定するとき、神の視点と神のお

目的を心に留めておく必要があります。タビタという名

前は、いくら熱心な聖書読者にさえ知られていません。

それでも彼女は、初代教会から非常に高く評価されてい

たので、人々は神が彼女をよみがえらせてくださるよう

祈りました（使徒 9：36-43）。あなたは、ご自身の成功と重

要性をどのように測定しておられるでしょうか？それは

人の基準によるものでしょうか、それとも神の基準によ

るものでしょうか？ 神は、あなたの内に何を「成功」と

見ておられるでしょうか？ 

 

第三メッセージ：聖さ第 2章 10-19節 

 古くから根付く、先祖代々の問題が再び忍び寄り始め

た。人々は、神を崇拝するための神殿を建設していた

が、心と生活は、妥協によってますます汚染されていっ

たため、神の宮における神の崇拝は無意味であった。神

は、モーセの律法の汚損の移転に関して訴えることによ

って、この問題を提起された。 

2:11「万軍の主はこう言われる、律法について祭司たち

に尋ねて言え、 2:12『人がその衣服のすそで聖なる肉

を運んで行き、そのすそがもし、パンまたはあつもの、

または酒、または油、またはどんな食物にでもさわった

なら、それらは聖なるものとなるか』と」。祭司たちは

「ならない」と答えた。 2:13ハガイはまた言った、

「もし、死体によって汚れた人が、これらの一つにさわ

ったなら、それは汚れるか」。祭司たちは「汚れる」と

答えた。 2:14そこで、ハガイは言った、「主は言われ
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る、この民も、この国も、わたしの前では、そのようで

ある。またその手のわざもそのようである。その所で彼

らのささげるものは、汚れたものである（ハガイ書２：

１１－１４）。 

 要点は単純明快であった。汚れたものは、聖なるもの

をも汚すが、聖なるものは、汚れたものを聖なるものと

することはない。人々は、あらゆる罪深い選択のために

「汚された」ので、神への捧げ物は「汚された」もので

あり、神に受け入れられなかった。主の聖なる神殿が罪

深い民の供物を聖なるものに変えることはない。イエス

様が、その時代の宗教指導者たちが、「偽善と邪悪に満

ちた白く塗られた墓」の様で、内側は霊的に死んだ状態

であるが、外側だけは美しく見せていると非難された：

23:27偽善な律法学者、パリサイ人たちよ。あなたがた

は、わざわいである。あなたがたは白く塗った墓に似て

いる。外側は美しく見えるが、内側は死人の骨や、あら

ゆる不潔なものでいっぱいである。 23:28このようにあ

なたがたも、外側は人に正しく見えるが、内側は偽善と

不法とでいっぱいである（マタイ 23：27,28）。宗教指

導者たちの心は汚されていた。彼らが罪によって汚染さ

れていた理由の一つは、生活を周りに住んでいた異邦人

と混合させていたことであった。9:1これらの事がなさ

れた後、つかさたちは、わたしのもとに来て言った、

「イスラエルの民、祭司およびレビびとは諸国の民と離

れないで、カナンびと、ヘテびと、ペリジびと、エブス

びと、アンモンびと、モアブびと、エジプトびと、アモ

リびとなどの憎むべき事を行いました。 9:2 すなわち、

彼らの娘たちをみずからめとり、またそのむすこたちに

めとったので、聖なる種が諸国の民とまじりました。そ

してつかさたる者、長たる者が先だって、このとがを犯

しました」（エズラ記９：１－２、参照：エズラ 9：10-1２）。 

 使徒パウロは、「15:33まちがってはいけない。「悪

い交わりは、良いならわしをそこなう」（コリント人第

一１５：３３）。という警告とともに、汚損の移転に関

するこの原則を適用しました。悲しいかな、通常、その

影響は、キリストを愛し、従うことを望まない人々から

もたらされ、キリストを愛する人々に悪影響を及ぼしま

す。良い人格と道徳は「悪い連れ」に対して、さほど容

易く影響しません。「聖くないもの」との接触をいかに

許し、心と神との関係を汚染しているでしょうか？ 

 

第四メッセージ：力 第 2章 20-23節 

 預言者ハガイは、前のメッセージを伝えた同じ日に、

この短いメッセージを伝えた。捕囚帰還後のユダヤ総

督、ゼルバベルは、ダビデ王の子孫であった。神は、 

ダビデの王座の相続人としてのゼルバベルに、イスラエ

ルの指導者としてゼルバベルを強め、将来、ダビデの子

孫から、メシアが誕生することを約束された。 

2:21「ユダの総督ゼルバベルに告げて言え、わたしは天

と地を震う。 2:22わたしは国々の王位を倒し、異邦の

国々の力を滅ぼし、また戦車、およびこれに乗る者を倒

す。馬およびこれに乗る者は、たがいにその仲間のつる

ぎによって倒れる。 2:23 万軍の主は言われる、シャル

テルの子、わがしもべゼルバベルよ、主は言われる、そ
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の日、わたしはあなたを立て、あなたを印形のようにす

る。わたしはあなたを選んだからであると、万軍の主は

言われる」（ハガイ書２：２１－２３）。 

 古代には、印形（象徴が刻印された指輪）が文書の内容を認

める意思表示として当事者が押す判として用いられてい

た。公式文書を蝋で封印する際に、指輪に刻まれた象徴

を蝋に押した。この預言は、奮闘していた捕囚帰還後の

小さいユダヤ人共同体、特に総督にとっては、非常に大

きな励ましとなったに違いない。神が試練の中にも希望

を与え、また、未来を約束された。他国とその王位は、

最終的に倒れるが、ダビデの王位を受け継ぐ、総督、ゼ

ルバベルは、耐え忍び、成功する。注：マタイ第 1章 12

節で、ゼルバベルは、ヨセフの血統にあり、イエスの

「地上の法的父親」であり、ルカ第 3章 27節は、総督、

ゼルバベルが、聖霊によって、みごもった母マリアから

生まれたイエス・キリストの血統にあることを示してい

る。捕囚帰還後、苦闘していたイスラエルには、神が定

められる輝かしい未来が約束された！ 

 神は、過去の失敗に焦点を合わせるのではなく、神の

民の将来の可能性に目を向けておられます。神があなた

に向けられる目も同様です。あなたが神との交わりの内

に歩むことを学ぶ日から先の将来の可能性です。「印

形」の描写は、ゼルバベルの系統から誕生されると約束

されたメシア、イエスに特に当てはまりますが、神の右

手につけられた特別な印形としての自分自身を想像して

みましょう。あなたの証印が刻まれた指輪を神が身に着

けておられると想像するとき、何が感じられるでしょう

か？下記の貴重な聖句の真理を書き留めて暗記しましょ

う。10:3門番は彼のために門を開き、羊は彼の声を聞

く。そして彼は自分の羊の名をよんで連れ出す（ヨハネ

10：3）。 10:14 わたしはよい羊飼であって、わたしの羊

を知り、わたしの羊はまた、わたしを知っている（ヨハネ

10:14）。  10:27わたしの羊はわたしの声に聞き従う。わ

たしは彼らを知っており、彼らはわたしについて来

る。 10:28わたしは、彼らに永遠の命を与える。だか

ら、彼らはいつまでも滅びることがなく、また、彼らを

わたしの手から奪い去る者はない。 10:29わたしの父が

わたしに下さったものは、すべてにまさるものである。

そしてだれも父のみ手から、それを奪い取ることはでき

ない（ヨハネ 10：27-29）。 

 

ディスカッションの質問 

１．ハガイ書の重要なメッセージは、ユダヤ人共同体に神のご計

画に沿う生き方へと立ち返るようにという呼びかけでした。この

メッセージは、現時点の神との歩みにおいて、どのようにあなた

をチャレンジしましたか？  

２．神の御心に沿う生き方に戻るために、変える必要があるとこ

ろをどのような障害や課題が先延ばしにさせている可能性があり

ますか？ 

３．あなたの人生のごく「些細な」領域や働きによって、神のご

栄光が拡大される方法を思いつくことができますか？  

４．イエスの追随者としての私たちの純粋さが試され、現在の文

化において、頻繁に妥協されている事柄について話し合いましょ

う。 


