
重要-無名-な女性たち

知られていない乳母 
 

あなたのお祖母さんは、彼女の子ど
もや孫たちのためにした多くの事の
故に称えられましたか？たぶんそう
ではないでしょう。同じように、リ
ベカの乳母であったデボラについて
も、創世記にはほとんど記されてい
ません。彼女はリベカの母のようで
あり、ヤコブ（イスラエル）の祖母
のようでしたが、彼女の事はただの
２節*にしかありません。もう一人の
もっと有名なデボラの事は士師記の
２章の中にあり、ヤコブ（イスラエ
ル）の事は創世記に１２章ほどに渡
って書かれてあります。しがしなが
ら、創世記35:8のリベカの乳母デボ
ラの死と葬りの記事は、大きな変換
の章の大事な部分になっています。 
 

* 創世記35:8のデボラは、たぶん創世記
24:59に出るリベカのうばと同一人物と
思われます。もちろん、違う２人の女性
だという可能性もありますが。

創世記 24:59-61 
 

 

24:59 そこで彼らは、妹リベカとその
乳母を、アブラハムのしもべとその従
者たちと一緒に送り出した。 24:60　 
彼らはリベカを祝福して言った。「わ
れらの妹よ、あなたは幾千万にも増え
るように。あなたの子孫は敵の門を勝
ち取るように。」 24:61 リベカとその
侍女たちは立ち上がり、らくだに乗っ
て、その人の後について行った。こう
して、しもべはリベカを連れ帰った。  
 
 
 

創世記 35:2-8 
 

 

35:2  それで、ヤコブは自分の家族と、
自分と一緒にいる　すべての者に言っ
た。「あなたがたの中にある異国の神
々を取り除き、身をきよめ、衣を着替
えなさい。 35:3  私たちは立って、ベ
テルに上って行こう。私はそこに、苦
難の日に私に答え、私が歩んだ道でと
もにいてくださった神に、祭壇を築こ
う。」 35:4 彼らは、手にしていたすべ
ての異国の神々と、耳につけていた耳
輪をヤコブに渡した。ヤコブはそれら
を、シェケムの近くにある樫の木の下
に埋めた。35:5 彼らが旅立つと、神か
らの恐怖が周りの町々に下ったので、
だれもヤコブの息子たちの後を追わな
かった。  
 

35:6 　ヤコブは、カナンの地にあるル
ズ、すなわちベテルに来た。 35:7 彼は
そこに祭壇を築き、その場所をエル•ベ
テルと呼んだ。それは、彼が兄から逃
れたとき、神がそこで彼に現れたから
である。35:8 リベカの乳母デボラが死
に、ベテルの下手にある樫の木の下に
葬られた。それで、その木の名はアロ
ン•バクテと呼ばれた。 

創世記 35:9-12 
 

35:9 ヤコブがパダン•アラムから帰って
来たとき、神は再び彼に現れ、彼を祝福
された。 35:10 神は彼に仰せられた。 
「あなたの名はヤコブである。しかし、
あなたの名は、もうヤコブとは呼ばれな
い。イスラエルが、あなたの名となるか
らだ。」こうして神は彼の名をイスラエ
ルと呼ばれた。 35:11 神はまた、彼に仰
せられた。「わたしは全能の神である。
生めよ。増えよ。一つの国民が、国民の
群れが、あなたから出る。王たちがあな
たの腰から生まれ出る。　35:12 わたし
は、アブラハムとイサクに与えた地を、
あなたに与える。　あなたの後の子孫に
も、その地を与えよう。
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リベカのうばデボラ



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... 
 

下の多くの否定的な問答文が示唆す
る基本的な問いは、しもべたちは無
意味な者たちか、という事です。デ
ボラを含む聖書のほとんどのしもべ
たちは、無名です。しかしそれは、
彼らが重要ではないという意味でし
ょうか？   
 

デボラは乳母という特別な役目のし
もべでした。ですから「ただのしも
べ」(A-2)という表現には、反対す
る人もいるかもしれません。たぶん
彼女はリベカやヤコブにとって、し
もべ以上の者だったでしょう。現在
では乳母という存在はほとんどない
ので、彼女は特別に見えないかもし
れませんが。 

  
下の多く(A-4, A-5, A-9, A-12)はリ
ベカの乳母と他の人々を比べていま
す。Aのまとめの問答文も、比べる
文となっています。デボラは、ヤコ
ブほど有名ではなく、彼女が養育に
関わった子どもたちほど強くはあり
ませんでした。  
 

それでも、真に強いお方は神様ただ
お一人である事を覚えておく事は重
要です。回りを取り巻く異邦人の町
々は、ヤコブの人そのものよりも、
「神からの恐怖」(35:5)に恐れまし
た。さらに、デボラ(35:8)、ラケル
(35:16-20)、イサク(35:27-29)の
死は皆人間のはかなさを指し示して
います。

A (      )  デボラは有名でもないし、強い人でもなかった。

A-1 (     )  創世記24:59に、彼女の名まえは出てこない。

A-2 (     )  彼女はただの、しもべだった。(24:59)

A-3 (     )  彼女が言った言葉は、一つも記録されていない。

A-4 (     )  彼女はリベカほど重要ではなかった。

A-5 (     )  彼女の回りの人たちの方が、もっと有名である。

A-6 (     )  彼女の、神への信仰については何も書かれていない。(35:2)

A-7 (     )  彼女の生涯について書かれてあるのは、２節より少ない。

A-8 (     )  彼女の死については、１節にしか書かれていない。(35:8)

A-9 (     )  35:6-12の焦点は、ヤコブについてである。

A-10 (     )  彼女の生涯よりも、死についての記事の方が長い。

A-11 (     )  彼女自身の子どもがいたかどうかは、わからない。

A-12 (     )  彼女は士師記のもう一人のデボラほど良く知られていない。

A-13 (     )  ヤコブはたぶん、彼女の衣食住を備えただろう。



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... 
 

左のワークシートの多くの問答文は
私たちがデボラについてあまり知ら
ないという事を示しています。しか
しそれは、彼女が死んだ時に嘆いた
ヤコブや他の人々にも、彼女はあま
り知られていなかった、ということ
ではありません。彼らはデボラを良
く知っており、彼らの家族の一員の
ように思われていた事には、疑いの
余地がありません。彼女が乳児の世
話をしていた事は、それを大きく裏
付けるものです。彼女はリベカの羊
やロバの世話をする者ではありませ
んでした！  彼女は様々な仕事をし
た事は明らかですが、「リベカの乳
母」として覚えられています。 

 
下のCの問答文のほとんどは、デボ
ラの死と葬りに関する事です。彼女
の死についての記事は１節しかあり
ませんが、それは大きな出来事の章
の一部になっています。デボラはそ
の章の中で死んだ３人のうちの一人
で、そこにはまた他の意義深い変化
があります。ヤコブの名前が、神様
によってイスラエルと変えられまし
た。また、ヤコブの家族は偶像を排
除しました。最も大きな解釈上のチ
ャレンジは、デボラの死と葬り
(35:8)が偶像の葬り(35:4)とヤコブ
の改名(35:10)のどちらとより深く
関わっているか、という事です。

B (      )  デボラの生涯は意義あるものだった。

B-1 (     )  彼女は外で働く者でなく、人の世話をする人として知られた。

B-2 (     )  彼女はリベカやヤコブ、また多くの人々の助けとなった。

B-3 (     )  彼女はヤコブにとって、長い間、意義深い人物であった。

B-4 (     )  リベカのように、デボラも神様のご計画の一部に含まれていた。

C (      )  デボラの死は意義深い。

C-1 (     )  デボラが死んだ時、人々は泣いた。(35:8)

C-2 (     )  死は私たちのはかなさを思い起こさせる。(35:8, 16-20, 27-29)

C-3 (     )  彼女の死の後で、ヤコブの生涯の新しい局面が始まった。

C-4 (     )  彼女の死は、35章で最も重要な出来事である。

C-5 (     )  彼女が葬られた場所の木は、彼女を偲んで名づけられた。

C-6 (     )  彼女の葬り(35:8)は、偶像の排除のようだった。(35:4)

C-7 (     )  彼女の死は、たぶんヤコブに母親の死を思い出させた。



ワークシート答え  
 

最初のワークシートの全てか、又は
ほとんどの問答文は、いくつか少し
疑わしいものがある以外は、正しい
です。デボラがリベカほど重要では
ない(A-4)という事に、反対の人も
いるでしょう。神の前に全ての人は
大事ですから。また、35:6-12の焦
点はヤコブ自身よりもヤコブを通し
ての神の働きだと主張して、A-9に
反対する人もいるかもしれません。
このような説明は必要かもしれませ
んが、Aの部分の問答文は、ほとん
どが正解だと言うのが、安全でしょ
う。 
 

しかしC-4は明らかに不正解です。
35章の最も重要な出来事は、神様が
ヤコブの名前をイスラエルに変えら
れた事です。これは彼の生涯の新し
い出発点を示すものであり(C-3)、
ヤコブの家族からイスラエルの国が
生まれる過渡期の一部です。デボラ
の葬りと偶像の葬りは、ある意味で
似ていますが(C-6)、この過渡期の
一部分です。しかしこの章のハイラ
イトは、神様がベテルでヤコブに現
れたという、直接の啓示です。  
 

最後に、その木がデボラを偲んで名
づけられた(C-5)というのは、十分
な正解とは言えません。その嘆きの
時は、たぶんヤコブがリベカの死を
思い出して嘆いた事も含まれていた
でしょう(C-7)。

それで？ 
 

「ゆりかごを揺らす手が世界を支配
する」という有名な言葉は、本当に
真実でしょうか？ある程度デボラは
それを示しているかもしれません。
彼女はリベカやヤコブの母ではあり
ませんでしたが、彼女は彼らの養育
に関わったでしょう。ですから、創
世記35:8でデボラのために流された
涙は（たぶんリベカのためでもあっ
た)、彼女がヤコブに大きな影響を与
えた事を示しているようです。そし
てその影響は彼を通してイスラエル
の国、また究極的には、全世界へと
つながったのです(35:11)。(B-2) 
 

それでも、神様はヤコブがデボラを
葬り、リベカの故郷から約束の地へ
戻った後で、彼を特別に祝福しまし
た。またそれは、家の中にあった偶
像も葬った後でした(35:8)。神の民
として、ヤコブの家族、イスラエル
の新しいスタートのために、過去か
らの決別が必要でした。デボラの死
と葬りは、その例証とも言えます。
ある意味で、パダン•アラムとの関
係を断った事により、イスラエルは
神の民となったと言えるでしょう。  
 

また、35:8のヤコブの涙は、彼の父
をだまし、その結果母には生きて会
えなかった事を含んでいたかもしれ
ません(27章参照)。 もしそうであれ
ば、神様は悔い改めたヤコブを祝福
されたのです。

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。


