
重要-無名-な女性たち

信仰と家族に焦点を 
 

モーセの名前は、聖書の中でイエス様
とダビデの次に多く出て来ます。です
から出エジプト２章で、彼の名前が最
初から出て来て、また中心になってい
る事は驚く事ではありません。しかし
同じ章で、モーセの両親の名前は出て
きません。それはおそらく、この箇所
の焦点は、神様がこの特別な子どもを
通して何をなされるかという事で、モ
ーセの両親ではないからでしょう。  
 

それでもモーセの母の、ヨケベデとい
う名前は後になってに出て来ますが
(6:20)、彼女は2:1-10で決して脇役で
はありませんでした。赤ちゃんのモー
セが泣いた事も意味深い事でしたが、
ヨケベデがした事は、はるかに多く、
またそれは信仰によってなされた事だ
と、ヘブル11:23で称えられています。

出エジプト記 1:22-2:1-10 
 

1:22 ファラオは自分のすべての民に次のよ
うに命じた。「生まれた男の子はみは、ナイ
ル川に投げ込まなければならない。女の子は
みな、生かしておかなければならない。」  
 

2:1 さて、レビの家のある人がレビ人の娘を
妻に迎えた。 2:2 彼女は身ごもって男の子を
産み、その子がかわいいのを見て、三か月間
その子を隠しておいた。 2:3　しかし、それ
以上隠しきれなくなり、その子のためにパピ
ルスのかごを取り、それに瀝青と樹脂を塗っ
て、その子を中に入れ、ナイル川の岸の葦の
茂みの中に置いた。 2:4 その子の姉は、その
子がどうなるかと思って、離れたところに立
っていた。 2:5 　すると、ファラオの娘が水
浴びをしようとナイルに下りて来た。侍女た
ちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は葦の
茂みの中にそのかごがあるのを見つけ、召使
いの女を遣わして取って来させた。 2:6 それ
を開けて、見ると、子どもがいた。なんと、
それは男の子で、泣いていた。彼女はその子
をかわいそうに思い、言った。「これはヘブ
ル人の子どもです。」2:7　その子の姉はフ
ァラオの娘に言った。「私が行って、あなた
様にヘブル人の中から乳母を一人呼んで参り
ましょうか。あなた様に代わって、その子に
乳を飲ませるために。」 2:8 　ファラオの娘
が「行って来ておくれ」と言ったので、少女
は行き、その子の母を呼んで来た。 2:9 ファ
ラオの娘は母親に言った。「この子を連れて
行き、私に代わって乳を飲ませてください。
私が賃金を払いましょう。」それで彼女はそ
の子を引き取って、乳を飲ませた。 2:10 そ
の子が大きくなったとき、母はその子をファ
ラオの娘のもとに連れて行き、その子は王女
の息子になった。王女はその子をモーセと名
づけた。彼女は「水の中から、私がこの子を
引き出したから」と言った。

出エジプト記 6:20 
 

6:20 アムラムは自分の叔母ヨケベデを
妻にした。彼女はアロンとモーセを産
んだ。アムラムが行きた年月は百三十
七年であった。  
 

民数記 26:59 
 

26:59 アムラムの妻の名はヨケベデで、
レビの娘であった。彼女はエジプトで
レビに生まれた者で、アムラムにアロ
ンとモーセと彼らの姉ミリアムを産ん
だ。  
 

ヘブル書 11:23 
 

11:23 信仰によって、モーセは生まれ
たから三か月の間、両親によって隠さ
れていました。彼らがその子のかわい
いのを見、また王の命令を恐れなかっ
たからです。 
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ヨケベデ、モーセの母



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... 
 

ヨケベデは、幼子を３ヵ月の間隠し
た後、かごに乗せてナイル川に置い
た事で、彼の命を救ったのですか？
ある意味で、その答えはYesです。そ
れでも、彼女のした事は危険で、人
間的に見ればその結果は何も保証さ
れていませんでした。 
 

神様はモーセをファラオの手から救
い出しました。ワークシートのほと
んどの問答文は、その事に関してで
す。下の多くの問答文は、その状況
の危険性と困難さが強調されていま
す。ナイル川は非常に大きな川で、
小さな子ども、しかも赤ん坊にとっ
ては危険な場所でした。 

 
ヨケベデの信仰は、大変な状況の中で
はっきりと見られます。彼女のした事
以外に、選択の余地はあったでしょう
か(B-2)？彼女はファラオの命令(1:22)
に全く従わなかったのでしょうか？そ
れとも部分的にだったでしょうか(B-
3)?彼女の祈りについては何か記されて
いるでしょうか(B-4)? 
 

モーセの両親の信仰はヘブル11:23に
誉められていますが、出エジ2:1-10に
はそれは直接言及されていますか？か
ごを作った事(2:3)やミリアムに見張ら
せた事は、その信仰を示しているでし
ょうか？ある人たちは、それはただ表
面的な希望を現わしているのにすぎな
い、と言うかもしれません。 

A (      )  ヨケベデについては、ほとんど知られていない。

A-1 (     )  出エジ2:1-10には、彼女の名前は出ていない。

A-2 (     )  彼女の名前はヘブル11:23に出ていない。

A-3 (     )  彼女の夫の名が先に出ている。(2:1, 6:20)

A-4 (     )  彼女の娘のミリアムの方が彼女より多く話した。

A-5 (     )  彼女の夫の方が2:1-10の中によく出ている。

A-6 (     )  彼女の背景については知られてない。(出2:1, 6:20, 民数26:59)

B (      )  ヨケベデの行動は危険で、難しかった。

B-1 (     )  小さなパピルスのかごは弱かった。 

B-2 (     )  他にもっと良い方法はなかった。(2:3)

B-3 (     )  彼女はファラオに従わなかった。(1:22, 2:2-3)

B-4 (     )  彼女はもっと祈るべきだった。(2:2-5)

B-5 (     )  彼女は、無防備の赤ん坊を、主に委ねなければならなかった。

B-6 (     )  彼女には、何が起こるかわからなかった。(2:4, ヘブル11:23)



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... 
 

出エジプト記の最初の２章には、女
性の働きの強調があるように見えま
す。ルカ1-2章に似ています。モー
セの父は出エジ2:1に短く出ていま
すが、ヨケベデの行動の事が多く記
されています。彼女はかごを作って
川に置きました。  
 

神様はこれらの章で、女性たちを特
別に用いられたようです。しかし
2:1-10ではその誰の名前も出ていま
せん。それで、その女性たちにでは
なく、主のみわざに焦点が合わされ
ています。主の名前も23節まで言及
されていませんが。(これはエステル
書に似ています。） 

 
ヨケベデがモーセに神様の事を教え
たと、直接書いてありますか(C-2)?
いいえ。神様の事は何も言及されて
いません。しかしそれで、彼女が息
子にヘブル人の神について教えなか
った証明にはなるでしょうか？もち
ろんなりません。  
 

ヨケベデの教えの事がなぜ記されて
いないのでしょうか？私たちにはわ
かりません。しかしこれも、神様ご
自身のなされた事に焦点を合わせる
ように、という事でしょう。祈りの
事についても同じ事が言えます(B-4)。
ヨケベデが祈った事は疑いもない事
ですが、それは記されていません。

C (      )  主はヨケベデと、様々な他の女たちを用いられた。

C-1 (     )  彼女はモーセをみごもり、産んだ。(2:1)

C-2 (     )  彼女はモーセに、神様の事を教えた。(2:9-10)

C-3 (     )  主はヨケベデの娘を用いられた。(2:4,7-9)

C-4 (     )  主は、ファラオの娘を用いられた。(2:5-11）

C-5 (     )  主は、助産婦たちを用いられた。(1:15-21)

C-6 (     )  主は、全ての人を用いられる。(ローマ9:17)

D (      )  主は主権をもって、静かに背後からご計画を進められた。

D-1 (     )  出エジプト2:1-22の中に、神様は直接言及されていない。

D-2 (     )  主はモーセのかわいさを用いられた。(2:2, ヘブル11:23)

D-3 (     )  主はヨケベデに何をすべきか、知恵を与えたとは書いてない。

D-4 (     )  モーセが泣いた事も主に導かれた事だった。(2:6)

D-5 (     )  ファラオではなく、主がご支配なさっていた。

D-6 (     )  ファラオは失敗した。(1:22, 2:10)



ワークシート答え  
 

ある意味で、赤ん坊のモーセが出来た
のは、ただ泣く事だけでした。しかし、
それをも主は用いられました(D-4)。
ファラオの娘は、彼をあわれみ、救っ
たのです(2:6)。赤ん坊の泣き声を除い
ては、モーセの救出は静かな奇跡でし
た(D)。 
 

出エジ2:1-10で、アムラムに比べて
(A-5)ヨケベデが目立っている事は、　
働いておられるのは主ご自身で、人間
の力によるものではない事を私たちに
見せています。6:20や民数記26:59か
ら、彼女の背景について多く知る事が
できますが(A, A-6)、それは最初は隠
されていて、彼女が焦点にならないよ
うになっています。 
 

ヘブル11:23や出エジ2:2-4から、モ
ーセの両親が信仰の人であった事がわ
かるので(B-5, B-6)、そう書いていな
いので、彼らが十分祈らなかったと非
難する事はできません(B-4)。主がヨ
ケベデに知恵を与えられた事も書いて
ありませんが(D-3)、主がそうされた
事は明らかです。 
 

最後に、モーセの母はファラオの命令
に部分的に従わなかっただけでした
(B-3)。彼女は悪王が命じたように
(1:22)、彼女の赤ん坊を結局はナイル
川に置いたのです。疑いなく、多くの
ヘブル人の男の赤ん坊は殺されました
が、出エジプト記はファラオがその計
画の遂行を失敗した事を現わしていま
す(D-6)。 

それで？ 
 

最も否定的な事、困難で痛みを含む事
で考えれば、それはB-5とB-6に現れて
いるでしょう。モーセの両親はこれか
ら何が起こるか全くわからないところ
で、主にその何もできない赤ん坊をお
任せしなければなりませんでした。彼
らの赤ん坊を守る力には、限界があり
ました。 
 

しかし神様の力に限界はありません。
主はご計画を果たすために、未信者さ
えもお用いになる事ができます(箴言
21:1, C-4)。ですから、神様はすべて
の人を用いられると言う事は正しいで
す。しかしながら、悪者は主のみここ
ろに従わず、大きな害になる事をしま
す。ですから、C-6の問答文は、ある意
味で正しく、ある意味では間違いです
ので、部分的に正しいとするのが良い
でしょう。  
 

一番の肯定的な事は、全ての支配権を
持つ方はファラオではなく主である、
という事です(D-5)。真実は皆に明らか
にされたわけではありません。少なく
ともファラオにはわかっていませんで
した。邪悪なファラオがいたにも拘わ
らず、主はそのご計画を静かに進めて
おられました(D)。皮肉にも、ファラオ
自身の娘は鍵を握る者でした。  
 

主は今日でも、全ての上に主権を持っ
ておられますか？答えは、昔も今もYes
です。悪は尚も存在しますが、主はヨ
ケベデのような知られざる者も、また
強い者も、主のご計画のために用いら
れるのです。

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。


