
2 列王記 11:1-4  
11:1 アハズヤの母アタル
ヤは、自分の子が死んだ
と知ると、ただちに王の
一族全員を滅ぼした。
11:2 　しかし、ヨラム王
の娘で、アハズヤの姉妹
のエホシェバは、殺され
る王の子たちの中からア
ハズヤの子ヨアシュをこ
っそり連れ出し、寝具を
しまう小部屋にその子と
その乳母を入れた。人々
が彼をアタルヤから隠し
たので、彼は殺されなか
った。11:3 彼は乳母とと
もに、主の宮に六年間、
身を隠していた。その間
アタルヤがこの国を治め
ていた。  
 11:4 　七年目に、エホヤ
ダは人を遣わして、カリ
人と近衛兵それぞれの百
人隊の長たちを主の宮の
自分のもとに来させ、彼
らと契約を結んで　主の
宮で彼らに誓いを立てさ
せ、彼らに王の子を見せ
た。

2 歴代誌 22:10-23:3 
 

22:10 アハズヤの母アタルヤは、自分の子が死んだと
知ると、ただちにユダの家に属する王の一族全員を滅
ぼした。 22:11 しかし、王の娘エホシェバは、殺さ
れる王の子たちの中から、アハズヤの子ヨアシュをこ
っそり連れ出し、寝具をしまう小部屋にその子とその
乳母を入れた。祭司エホヤダの妻でアハズヤの妹であ
る、ヨラム王の娘エホシェバが、ヨアシュをアタルヤ
から隠したので、アタルヤは彼を殺せなかった。 
22:12  ヨアシュはこの人々とともに、神の宮に六年
間、身を隠していた。その間、アタルヤが国を治めて
いた。  
 

23:1 　七年目に、エホヤダは奮い立って、百人隊の
長たち、すなわち、エロハムの子アザルヤ、ヨハナン
の子イシュマエル、オベデの子アザルヤ、アダヤの子
マアセヤ、ジクリの子エリシャファテを連れて来て、
自分と契約を結ばせた。 　23:2 彼らはユダを行き巡
り、ユダのすべての町からレビ人とイスラエルの氏族
のかしらたちを集めたので、その人たちはエルサレム
に来た。 23:3 全会衆は神の宮で王と契約を結んだ。
エホヤダは彼らに言った。「見よ。主がダビデの子孫
について約束されたとおり、王の子が王となる。  
 

2 歴代誌 23:21-24:1 
 

23:21 　民衆は、みな喜んだ。　アタルヤは剣で殺さ
れ、この町は平穏となった。　24:1 ヨアシュは七歳
で王となり、エルサレムで四十年間、王であった。彼
の母の名はツィブヤといい、ベエル•シェバ出身であ
った。

多くの王子が殺される 
 

ユダの王に嫁いだイゼベル
の娘アタルヤは、王の後継
者を、皆殺しにしようとし
ました。彼女はユダの女王
になって、国を支配したか
ったからです。

一人の王子が助け出される 
 

前王の娘であり、祭司の妻であったエホシェバは、一
人の王子を助け出しました。彼は１歳にもなっていま
せんでした。６年の間、彼女はヨアシュを神殿で匿ま
いました。そして７年目に、彼は王になりました。エ
ホシェバはアタルヤの娘（血がつながっていなかったかも
しれませんが）であるにも関わらず、そうしたのです。

重要-無名-な女性たち

エホシェバ（と王子ヨアシュ）
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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... 
 

短い名前は、長い名前に比べて覚え
やすいものです。残念ながらエホシ
ェバのヘブル語の名前は長くて、私
たちにとって難しいです。聖書の中
にもよく出てきません。 
 

さらに、王の子 (ヨアシュ) が連れ
出された日の出来事の方が、エホシ
ェバが６年間彼を隠していた間に何
をしたかという事よりも、はるかに
多く記されています。彼女は、王子
の教育に中心的に関わったであろう
と思われますが、直接その事は言及
されていません。 

 
また、ヨアシュが隠れていた間に、
神殿でエホヤダとエホシェバが彼に
与えた教育や訓練、そして７歳の若
さでヨアシュが王になってからも続
いたであろう、助言と導きなどにつ
いては、考える価値があります。 ヨ
アシュは、祭司エホヤダが身近にい
た約４０年間は良い王でしたが、エ
ホヤダが死んだ後、すぐに悪くなっ
てしまいました(2歴代24:15-22)。
彼は主の預言者だったエホヤダの息
子さえも殺したのです。

A (      )  エホシェバはあまり知られていなかった。

A-1 (     )  彼女の言った事は何も記されていない。  

A-2 (     )  彼女の事は、ただ２つの章にしか出てこない。

A-3 (     )  彼女は、彼女の夫ほどには言及されていない。

A-4 (     )  ヨアシュが神殿から去ってからの彼女の記事は何もない。

A-5 (     )  彼女は公の場面には出てこない。(2列王11:2-4)

A-6 (     )  アタルヤの方がずっと人気があった。(2歴代23:21, 2列王1:20)

B (      )  エホシェバは危険な状態にいた。

B-1 (     )  ヨアシュを助け、何年も隠したのは危険な事だった。

B-2 (     )  エホシェバはアタルヤを恐れなかった。(2歴代22:12)

B-3 (     )  アタルヤは、彼女の家族を殺す事さえ厭わなかった。

B-4 (     )  エホシェバは裏切り者だった。(2列王11:14,2歴代23:11-12)

B-5 (     )  祭司が政治に関与するのは危険だった。(1サム16:2)

B-6 (     )  レビ人でないヨアシュを神殿に隠す事は不適当だった。



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... 
 

主はエホシェバに、王の娘、そして
祭司の妻という、特別な立場を与え
られました。これは一般的な事では
ありませんでした。祭司は普通レビ
族の中で婚姻をしたからです。 
(ザカリヤとエリサベツはその一例
です。)王の娘が後に大祭司となる
祭司と結婚したのは、聖書の中では
この例だけです。それで彼女は、王
室にも神殿にも入れる特権がありま
した。これは、彼女が特別な主の働
きに用いられるためだったからでし
ょう。 

 
エホシェバは、彼女の母または異母
であったアタルヤとは、正反対の性
質でした。（彼女とアタルヤの実際
の関係は、学者間で異なる意見があ
ります。）イゼベルの娘であるアタ
ルヤは、ダビデの王座に着く可能性
を持った者を皆殺しにしようとしま
したが、エホシェバは、自分の危険
も顧みず、ヨアシュの命を救いまし
た。６年の間、アタルヤは成功した
ように見えましたが、最後にはエホ
シェバの夫が主に用いられ、悪い強
奪者が殺されました。(注:今回のワーク 
シートにはいつもより不正解の問答文が多く
あります。)

C (      )  エホシェバは特別な地位を持っていた。

C-1 (     )  王の娘として、彼女は王の家族の近くにいた。

C-2 (     )  祭司の妻として、彼女は神殿のどこにでも入ることができた。

C-3 (     )  ２列王11:2-4で、彼女は夫よりも先に名前が出ている。

C-4 (     )  彼女はヨアシュを助ける行動を起こした。(2歴代22:11)

C-5 (     )  アタルヤはおそらく彼女を信頼していただろう。(2歴代23:11-12)

C-6 (     )  彼女は２歴代23:8-11で、レビ人に命令した。

D (      )  エホシェバはダビデの家系を守ろうとした事が見える。

D-1 (     )  彼女の動機は、2歴代22:11にはっきりと示されている。

D-2 (     )  彼女はダビデの契約の事を知っていただろう。(2歴代23:3) 

D-3 (     )  彼女の夫はヨアシュをダビデの契約に従って、王とした。

D-4 (     )  彼女はヨアシュの母の死後、彼の乳母となった。(2歴代22:11, 24:1)

D-5 (     )  2歴代23:21から多くの人がヨアシュをメシヤと思った事がわかる.

D-6 (     )  エホシェバとヨアシュは２人ともマタイ1:8に言及されている。



ワークシート答え  
 

私たちはエホシェバが何を言ったかは
わかりませんが(A-1)、彼女のした事は
わかります。また、私たちの知る事は
少ないですが、前王の娘であり大祭司
の妻として彼女の生涯は公の部分が多
かったでしょう(A-5)。ですから、彼女
はあまり知られていなかった、という
Aの問答文は不正解、もしくは部分的
に正解と言えるでしょう。 
 
部分的に正解である問答文は、しばし
ば一番興味深いものです。エホシェバ
がアタルヤを恐れていなかった(B-2)と
いうのは、部分的にだけ正解です。彼
女はヨアシュを助けるために、恐れを
乗り越えたのです。また、エホシェバ
は裏切り者だったというのは(B-4)、部
分的に正解です。アタルヤはおそらく
彼女の娘、血縁はなかったかもしれま
せんが(C-5)、彼女を信頼していたでし
ょうし、彼女が夫と共に、主に従うた
めにアタルヤを裏切った事を知った時
には、驚いたことでしょう。レビ人で
ない、小さなヨアシュを神殿に隠した
事については、ある意味で適切ではな
かったかもしれませんが、究極的には
これも正しい事でした(B-6)。  
 

私たちは、なぜエホシェバがヨアシュ
を匿ったのか、全ての理由はわからな
いかもしれません(D-1)。しかしメシヤ
の家系を守るという事は一番大事な事
でした(2歴代23:3)。A-6, C-2, C-6, 
D-4, D-5, D-6の問答文は、皆不正解
です。

それで？ 
 

エホシェバと彼女の夫は、アタルヤが
王の後継者たちを殺そうとしている時
に、赤ちゃんのヨアシュを助けました
が、その選択にはジレンマがあり、難
しいものでした。一般的に、以下の事
は正しく、賢い事です。 
1.) 権威にある者に従う事 
2.) 細かいきまりに従う事 
3.) 危険な状況を避ける事 

しかし彼らは、他の選択をしました。 
 
彼らがそうしたのは、彼らが直面した
状況が、普通ではなかったからです。
まず、アタルヤは全ての王の後継者に
なり得る者を殺して、権威を得ようと
しました。第２に、レビ人以外は神殿
の奥の部屋に入ってはならない、とい
う規則は、ヨアシュが隠されていた、
「寝具をしまう小部屋」(2歴代22:11)
には当てはまらないかもしれません。
また、その部屋がレビ人しか入る事が
できなかったとしても、罪のないヨア
シュの命を殺す事は、それよりもずっ
と大きな罪になるはずでした。興味深
い事に、このような事は、聖書の中で
は触れられていません。 
 
最後にこの話の中心点の一つは、主に
仕える者は、エホシェバやエホヤダが
直面したような危険にも、進んで対峙
する心の備えをするべきだ、という事
です。神様は彼らを守り、彼らを通し
てメシヤの家系も守られました。 

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。


