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主  題：私と私の家とは主に仕える 

聖書箇所：ヨシュア記 ２４章１５節 

 

 偉大な信仰者たちは「主のしもべ」と呼ばれていました。「モーセは主のしもべである」、アブラハム

も「わたしのしもべアブラハム」、ダビデ王も「わたしのしもべダビデ」、バビロンにいたダニエルも「生

ける神のしもべダニエル」と、そのように呼ばれていました。新約のパウロもそうでした。神のしもべ、

キリストのしもべパウロとみことばは語っています。つまり、このような信仰の勇者たち、神に従い続

けた彼らはこのように呼ばれたのです。「神のしもべ」と。もちろん、彼らはそのように呼ばれるのに値

する信仰者たちでした。そして、同時に、神は彼らの信仰を大いに喜ばれ、彼らを大いに用いられまし

た。今日、私たちが見る聖書の箇所は、旧約聖書ヨシュア記の最後、２４：１５のみことばです。多く

の皆さんが覚えておられるみことばだと思います。 

「もしも主に仕えることがあなたがたの気に入らないなら、川の向こうにいたあなたがたの先祖たちが 

仕えた神々でも、今あなたがたが住んでいる地のエモリ人の神々でも、あなたがたが仕えようと思う 

ものを、どれでも、きょう選ぶがよい。私と私の家とは、主に仕える。」 

このことばを読むと、ヨシュア自身が神の前で宣言したこの宣言のことばを聞くと、私たちは、どう

して彼が主のしもべであったのか、神がどうして彼を喜んでおられたのか、そのことを見ることができ

ます。皆さん、彼は神に喜ばれていたのです。それは彼がここで言ったように、「私と私の家とは、主に

仕え」て行くと言ったからです。この「仕える」ということばの時制は、私はそのような選択をしたし、

これからも私はそのような選択をし続けますという、そういう意味を表わす時制が使われています。ヨ

シュアはもうすでに、そのような選択をしました。それを見るとき私たちは、このヨシュアがイスラエ

ルの民のすばらしいリーダーだったというだけでなく、彼は自分の家庭においてもすばらしいリーダー

だったということを見ることができるのです。彼は自分の家族をしっかり導いたのです。そして、神は

彼を民を導くリーダーとして用いられたのです。このヨシュア記の中を見て、また、旧約聖書を見ると

き、神がイスラエルの人々に対して二つのことを命じていたこと、神が与えた二つの命令を見ることが

できます。そのことは、このヨシュア記２４：１４にも出てきます。「今、あなたがたは主を恐れ、誠実と

真実をもって主に仕えなさい。あなたがたの先祖たちが川の向こう、およびエジプトで仕えた神々を除き去り、主

に仕えなさい。」と、ここに二つの命令があります。 

☆神がイスラエルの民に望まれたこと 

１． 主を恐れること 

 これは、主を怖がりなさいということではなく、心から主を敬いなさいということを言ったのです。

それは、神を心から敬うなら、その方の言わんとしていること、言われていることに私たちは耳を傾け

るはずです。尊敬する人が語ってくれるとき、私たちは当然それに耳を傾けるし、そこに命令があるな

ら、それを行なおうとします。ですから、主を恐れる、主を心から尊敬するということは、言い換えれ

ば、主のおことばを守って行く、それに従って行くということです。同時に、この「主を敬う」という

ことは、主のことばに従って行くことだけではなくて、主の忌み嫌われるもの、つまり、罪を憎んで、

特に、この旧約聖書の中では繰り返し偶像から離れなさいと言われているわけで、そのような偽りの神々

から離れて行くこと、それが「主を恐れる」ことであると言えるのです。神がイスラエルの民に望んだ

ことは、神のみことばに従いなさい、そして、罪から離れなさい、それが主を恐れること、主を心から

敬うことであると言います。 

２． 主に仕えること 

 もうひとつの命令は「主に仕える」ことだと言います。この「仕える」ことに関して、２４：１４の

みことばは「誠実と真実をもって」と説明が加えられています。この「誠実」ということばは、非難すべき

ところがない、完全に、忠実にという意味です。また、「真実」とは、真理、真実に完全に基づいてとい

う意味です。ですから、ここでヨシュアが言わんとしたことは、主に仕えて行くためにあなたはいつも

忠実でなければならない、そして同時に、主に仕えて行くというその歩みは、みことばに照らして、そ

れに沿ったものでなければならないということです。どういう意味かというと、たくさんの人がこれは

神に喜ばれることであろうと一生懸命やっていますが、それが神のみことばである聖書から外れたもの

であるなら、それは神から正しい評価を受けない、意味がないということです。たとえば、あのパウロ

を思い出してください。彼は神に喜ばれることとして一生懸命クリスチャンを迫害しました。その熱心

さは他に類を見ないものでした。でも、彼は気付いたのです。これは神に喜ばれていないと。私たちク

リスチャンも一生懸命神に仕えようとし、いろいろなことをしますが、神の関心は、私たちが何をする



かではなくて、どのような思いでそれを為しているかです。私は神によって救われ、神によって愛され、

神によって導かれています、だから、私は神に喜ばれるために、また、神が喜んでくださるように、喜

んで家事をしたい、仕事をしたい、勉強をしたいと、そのように正しい動機をもって一生懸命するなら、

それは神の前に喜ばれるものです。なぜなら、それは神が望んでおられること、その教えに沿っている

ものだからです。ですから、ヨシュアがここで言ったことは、主に仕えることを彼は神に代わって人々

に命じるのですが、その「主に仕える」ことに関して、本当にそれが神のみことばに沿ったものかどう

か、一人ひとりが自分のしていることをしっかり吟味しなければいけないのです。何のために私はこれ

をしているのか、だれのためにこれをしているのかと。ヨシュアはここでイスラエルの民に対して、毎

日真剣に真理に基づいて生きて行きなさいと、そのように言っているのです。 

 ヨシュアはこのようなことを人々に告げるのですが、当然、これがヨシュア自身の生き方でした。こ

のように彼は生きたのです。彼は語るだけではなかった、実際に、語ったとおりに実践していたのです。

ここで私たちが覚えなければいけないことは、ヨシュアには大きな使命が与えられていたことです。と

いうのは、モーセがイスラエルの民を率いてエジプトから出て来ました。そして、イスラエルの人々の

罪ゆえに、４０年間、シナイ半島の中を巡り歩いたのです。それが終わりを迎えようとしていました。

モーセはそのヨルダンの低地を見、神が約束されたその地を見て召されました。そして、彼の後継者と

して選ばれたのがこのヨシュアでした。きっと、彼は思ったことでしょう。このイスラエルの民をどう

して私のような者が導いて行くことができるだろうかと。ヨシュア自身、このイスラエルの民がどれほ

ど神に対して忠実でないか、すぐに文句を言ってしまう、すぐに愚痴を言ってしまう、そういう人々で

あることをいやというほど見てきました。この私がこの人々を導くのですか？と思ったかもしれません。

そして、彼に待っていた務めというのは、ヨルダン川を渡って今のイスラエルに入って行くことでした。

そして、このカナンと呼ばれている場所を征服することです。そのことは、このヨシュア記１－１２章

に記されています。 

（１） カナンの中央部、エリコ、アイという町での戦い  ６－８章 

（２） カナン南部、ギブオンでエモリ人の王との戦い  ９－１０章 

（３） カナン北部での戦い  １１－１２章 

戦いに次ぐ戦いだったのです。そうすると、そのような大変な使命を負っているヨシュアには困難なこ

との連続です。そのような中で彼は、主を恐れて、主に仕え続けたのです。易しいことではなかった、

とても困難なことでした。しかし、先ほど見たように、大きな責任をいただいていたヨシュアはその中

で主に従い続けたのです。どんなに大変な使命であっても主のみことばに従い続けたのです。そして、

彼は心から真剣に主の命令に従って行こうとしたのです。私たちが今日、このヨシュア記を通して学ぶ

ことは、いったいどうしてヨシュアはそのように生きることができたのかということです。彼も私たち

と同じように弱い罪深い人間でした。しかし、神はこのヨシュアを大いに用いられました。 

☆ヨシュアが困難の中でも主に従い続けることができたその秘訣 
 どうしてヨシュアはそのように歩み続けることができたのでしょう？どうして彼が神に喜ばれる生き

方を継続し続けることができたのか、今から私たちはその二つの秘訣を見て行きます。そのことをこの

ヨシュア記は私たちに教えてくれるのです。 

１． ヨシュアは主の力を信じた 
 どんなときにも主の力を信じる、それが彼の歩みを忠実に守り続けたのです。というのは、神の力を

しっかり覚えることによって、私たちは神に対する恐れを抱きます。つまり、神がどんなにすごい方で

あり、どんなに力のある方か、私たちは頭で全能だと知っていますが、本当にその方の力を知れば知る

ほど、その方に対して深い心からの尊敬を持ちます。その方を敬って行きます。畏敬の念を抱きます。

ヨシュアはその通りでした。彼はいろいろなことを通してそのことを学んで行くのです。ヨシュアは様々

な出来事を通して、神とはいかに力にあふれた方であり、この方に信頼して行くことがどんなにすばら

しいのかを学んだのです。このみことばから、特に、彼は三つのことからそのことを学んでいることが

分かります。（１）様々な勝利を通して、（２）神にお会いすることによって、（３）失敗を通して、 

（１） 勝利を通して 

 モーセがエジプトの地からイスラエルの民を引いてシナイ山にやって来ました。シナイ半島をずっと

南に下り続けて来ました。そして、シナイ山に近づいて来たところ、そこにレフィディムという町があ

りました。そこで民は文句を言います。なぜなら、ああ、パンが食べたい！と言ったとき、神がマナと

いう食べ物を天から送ってくださった、人々はその時はおいしいと喜びましたが、だんだん飽きてくる

のです。肉が食べたい、なぜこんな所に連れて来られたのか、エジプトに居たほうがずっとましだった

と、イスラエルの民は神に文句を言うのです。その所でのことでした。イスラエルはアマレク人たちと



戦いを交えるのです。その時に、モーセはヨシュアに対して、あなたが何人かを選んでアマレク人と戦

いなさい、私は神の杖をもって丘の上に立ちますと、おかしなことを言います。ヨシュアはその通りに

して、アマレク人と戦うのです。モーセはアロンとフルを連れて丘の上に立ち、モーセが手を上げてい

るときはイスラエルが優勢になり、モーセが手を降ろすとアマレクが優勢になります。でも、ずっと手

を上げていることはできません。だんだん手が重くなります。そこで、この二人は石を取ってモーセの

足元に置き、モーセはそこに腰掛けます。そして、手をずっと上げていることができるように、アロン

とフルはモーセの両側に立って、モーセの手を支えるのです。それで、モーセの手は日が沈むまでその

ままであったと、これは出エジプト記１７：８－１６に記されている記事です。 
「17:8 さて、アマレクが来て、レフィディムでイスラエルと戦った。:9 モーセはヨシュアに言った。「私たちの

ために幾人かを選び、出て行ってアマレクと戦いなさい。あす私は神の杖を手に持って、丘の頂に立ちます。」:10 

ヨシュアはモーセが言ったとおりにして、アマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。:11 モー

セが手を上げているときは、イスラエルが優勢になり、手を降ろしているときは、アマレクが優勢になった。:12 し

かし、モーセの手が重くなった。彼らは石を取り、それをモーセの足もとに置いたので、モーセはその上に腰掛け

た。アロンとフルは、ひとりはこちら側、ひとりはあちら側から、モーセの手をささえた。それで彼の手は日が沈

むまで、しっかりそのままであった。」、そして、ヨシュアはアマレク人を打ち破るのです。「:13 ヨシュア

は、アマレクとその民を剣の刃で打ち破った。」、そのときにモーセはこのように言います。それは主ご自

身がモーセに言われるのですが、｢:14 主はモーセに仰せられた。「このことを記録として、書き物に書きしる

し、ヨシュアに読んで聞かせよ。わたしはアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまう。」:15 モーセは

祭壇を築き、それをアドナイ・ニシと呼び、:16 「それは『主の御座の上の手』のことで、主は代々にわたってア

マレクと戦われる。」と言った。」。モーセは記録として記します。神が言われたように、それをヨシュア

に読んで聞かせるためです。何のためでしょう？神の計画のうちに、モーセの後ヨシュアが民を率いて

行くことが計画されていました。そのために、ヨシュアは鍛えられて行くことが必要でした。ヨシュア

は知らなければならなかったのです。ヨシュアが勇敢だったから、すばらしい兵士だったから敵に勝利

したのではない、勝利は神のわざだということを、彼は知る必要があったのです。神が勝利をもたらし

てくださるということを、ヨシュアは学ばなければいけなかったのです。これからイスラエルの人々を

率いてヨルダン川を渡ってカナンの地に入って行こうとするヨシュアが学ぶべきことはそれでした。神

の助けがいる、神から助けを、力をいただかなければいけない、自分たちの力や知恵ではだめだという

こと、神の全能の力によって我々は敵に立ち向かって行かなければいけないということを学ぶ必要があ

ったのです。 

（２）主にお会いすることによって 

それから、ヨシュアはエリコの近くに来てそこに入ろうとするのですが、その前に彼は主との出会い

を経験します。５：１３－１５に「さて、ヨシュアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げて見ると、見よ、

ひとりの人が抜き身の剣を手に持って、彼の前方に立っていた。ヨシュアはその人のところへ行って、言った。「あ

なたは、私たちの味方ですか。それとも私たちの敵なのですか。」 :14 すると彼は言った。「いや、わたしは主

の軍の将として、今、来たのだ。」そこで、ヨシュアは顔を地につけて伏し拝み、彼に言った。「わが主は、何を

そのしもべに告げられるのですか。」 :15 すると、主の軍の将はヨシュアに言った。「あなたの足のはきものを

脱げ。あなたの立っている場所は聖なる所である。」そこで、ヨシュアはそのようにした。」とあります。６章

になると、イスラエルの人々はエリコへと攻め入って行くのですが、その前に、再びヨシュアに、私た

ち人間は神の助けを求めなければいけない、神の助けが必要だということを悟らせようとするのです。

戦いの前に。ヨシュアはもう学んだはずです。しかし、ヨシュアは繰り返しこの大切なレッスンを学ぶ

ことが必要だったのです。そこで、主が彼の前に現われてそのことを告げるのです。「わたしは主の軍の

将だ」と。主の軍隊だと言います。ヨシュアはここでも神の助けがいることを学んだのです。 

（３）失敗を通して 

彼は勝利を通して、また、この主との出会いから、その大切なことを学ぶのですが、同時に彼は、た

くさんの失敗をしました。その失敗からも実はこのことを彼は学んできているのです。ヨシュア記の９

章を見ると、ヨシュアに率いられたイスラエルの民は、ギブオンの人々と出会うことになります。そこ

で、ギブオンの人々はヨシュアと平和条約を結びたいと申し出ます。そのやりとりが９章に記されてい

ます。そして、ヨシュアは最終的にこのギブオンの人々と和平条約を結ぶのです。彼らを殺さない、生

かしておくという約束を結ぶのですが、９：１４を見ると、このようなことを彼が行なおうとしていた

とき、彼は大切なことを忘れてしまっていたのです。「そこで人々は、彼らの食料のいくらかを取ったが、主

の指示を仰がなかった。」と、イスラエルの人々、ヨシュア自身、そして、民のリーダーたちは大切なこ

とを忘れたのです。それは、自分たちのすることを神の前に問いかけることをしなかったことです。神

さま、これでいいのでしょうか？神さま、これがあなたが喜んでくださるみこころでしょうか？と、神

の前におうかがいを立てることなく、彼らは自分たちの考えで選択をするのです。みこころを求めるこ



とがなかったのです。その失敗をするのです。しかし、その後を見ると、彼はちゃんと神におうかがい

を立てています。もう一つの失敗は、前後しますが７章のところです。イスラエルの人々はエリコで勝

利を収めました。その後、彼らはアイへと進みます。そのアイの町に入ったとき、彼らはまず、アイと

いう町の様子を見てくるようにと斥候を送ります。そして、彼らは帰ってきてヨシュアに告げるのです。

３節「…「民を全部行かせないでください。二、三千人ぐらいを上らせて、アイを打たせるといいでしょう。彼ら

はわずかなのですから、民を全部やって、骨折らせるようなことはしないでください。」とこういう助言をする

のです。私たちが分かっていることは、イスラエルがアイに負けたのはアカンという一人の人物が罪を

犯したからであると、それはこの７章に出てきます。しかし、今私たちがしっかり見ておきたいことは、

ヨシュアがそのような斥候のアドバイスを聞いたときに、彼は２，３０００人しか送らなかったのです。

実際、このアイには男だけで６，０００人いたと言われます。この町は男女合わせると１２，０００人

位の町だったのです。人間的な判断で２，３０００人送ったら大丈夫でしょうと、ヨシュアはその通り

しました。その結果、イスラエルは敗北しました。人間的な判断に頼って神に信頼することを忘れるの

です。私たちも毎日の生活のいろいろな選択の中、皆さんはどうでしょう？いつも、神さま、これがあ

なたに喜ばれることですか？いったい何があなたに喜ばれることですか？私はあなたに喜ばれることを

したい、それが自分のしたいことと違ったとしても、私はあなたに喜ばれることをして行きたいから、

どうぞ、それを教えてくださいと、そのような思いを、願いをもって、祈りをもって歩んでおられます

か？気を付けなければ、私たちはすぐに、神に頼らなくても自分の力、知恵でやって行けると傲慢にな

り、そうなると、私たちは大変な失敗を犯してしまうことになります。ヨシュアはそのことを学んだの

です。 

もう一つ、彼の失敗を皆さんに話しておきたいのは、ヨシュアがねたみの罪を犯したことが旧約聖書

の中に記されているのです。先ほども少し触れましたが、イスラエルの民が出てきて、民がマナに飽き

た、肉が食べたいとそう言ったときに、モーセはもうがっかりするのです。そして、彼は神の前に立つ

のですが、そのとき、神がされたことは７０人の長老を立てなさい、そして、モーセにある霊を、その

７０人にも注がれたのです。そのことが民数記１１章に出てきます。ところが、二人だけ宿営の中に留

まっている人物がいたのです。エルダデとメダデでした。彼らの上にも同じように霊が下って恍惚状態

で預言を始めたのです。この預言というのは未来のことを告げるというだけではありません。神のこと

ばを語るという意味があります。それを見て人々は驚いてモーセに告げるのです。それを聞いていたヨ

シュアがやめさせてくださいと言うのです。なぜそんなことを言ったのか、モーセ自身のことばがその

ことを明かにしてくれます。「あなたは私のためを思ってねたみを起こしているのか。」と。つまり、ヨシュ

アはモーセを愛し尊敬していました。モーセが人々から注目されることを彼は喜んでいたのです。とこ

ろが、７０人に霊が下って特別な働きが為された、それを見たヨシュアは、誉められるべきはモーセで

あるはずと思ったのです。そうして、神が為しておられる働きに対して、なぜですか？と思ったのです。

つまり、ヨシュアは神が働きを為しておられるのに、それを喜ぶのではなくて、彼はモーセがもっと人々

から誉められ、人々から称賛を得ることを優先したのです。そのことをモーセ自身が言ったのです。「あ

なたは私のためを思ってねたみを起こしているのか。」、ヨシュア、あなたが考えなければいけなかったこと

は、神が為しておられるその働きに対して、それを感謝することだ、私がどのように思われるかなど、

どうでもいいことだ、あなたがしっかり覚えるべきことは、神のみわざを心から喜ぶことだ、７０人の

上に、そして、宿営の中にいた二人に霊が降ったことは神のわざである、そのことを喜ぶべきだと。ヨ

シュア自身、その見るところが間違っていたのです。ヨシュア自身、神をないがしろにしたというわけ

ではありません。しかし、モーセを愛するがゆえに、モーセがどう見られるかということの方が、残念

ながら、このときのヨシュアの関心だったのです。そのことを指摘されるのです。ですから、皆さん、

私たちも同じようなことをします。神がしておられる働きよりも、人間的なものを見てしまったり、目

を留めてしまったりします。人のことよりも神のことを優先することを学ばなければいけなかったので

す。そして、ヨシュアはそのことを神から教えられるのです。 

勝利を通して、主ご自身と出会うことを通して、失敗を通して、ヨシュアが学んできたこと、それは、

彼はどんなときにも神の助けを必要とするということ、私の力は神である、神に頼って行かなければい

けないと、そのことをヨシュアは教えられるのです。そのことを学んだから、ヨシュアはこのエリコで

大きな勝利を収めて行くのです。また、この後カナンの地で大きな勝利を収めるのです。なぜなら、彼

らはヨルダン川を渡ってきた、そして、これからエリコを攻める、難攻不落の城壁に囲まれた町です。

どうして、この町に打ち勝つのか、普通考えるのは奇襲作戦です。アイのときもそのようにしました。

挟み撃ちです。でも、神が民に言われたことは、一日一周城壁の周りを回りなさいというものでした。

６日間そうしなさい、７日目に七つの雄羊の角笛をもった７人の祭司たちが契約の箱の前を歩いて、そ

の日は７回城壁の周りを回るのです。回り終わったら、角笛を長く吹き鳴らすのです。その音を聞いた



ら民は大声でときの声をあげなさいと言います。だれがこのようなことでエリコの城壁を崩せると思う

でしょうか？皆さんがもしそのようなことを言われたとしたらどうでしょう？もう少し良い方法はない

でしょうか？どう考えてもこれは成功するとは思えませんと…、城壁の中の人たちもいったい何をして

いるのだろうと思ったことでしょう。ところが、民がこのように行なったとき、城壁は崩れたのです。

人間的には信じられない方法で神は勝利をもたらしたのです。なぜでしょう？勝利は神から来るという

ことを教えるためです。力は神にあるのだということを教えるためです。 

ヨルダン川を彼らが渡って行くときもそうでした。おそらくこの季節は４月頃です。ヘルモン山の雪

が解けて大量の水が流れてきます。そして、４月は春の雤の時期です。ですから、ヨルダン川の水量は

増しているのです。今、イスラエルに行ってヨルダン川に行くと、ある所は川幅が１メートルもない所

があります。この川の向こうはヨルダンだと言われます。地雷がたくさん埋められています。今、水量

が少ないのは、灌漑用水に使われているからです。しかし、その当時はそうではありませんでした。し

かも、この時期は普段よりも水量が多いのです。神は敢えてその時期を選ばれるのです。なぜなら、水

量が少なくて、だれが見てもすぐに渡れると思う、そういう状態ならだれも神の方を見ません。しかし、

これではどうしても渡れない、この水量では無理だという時に渡るなら、神はすごいということに気付

くのです。ですから、人間的には不可能な方法で神はご自身の力を示して来られたのです。エリコを征

服した後、彼らはギブオンの方に向かって行きます。非常に大きな町だったといいます。そこで、エモ

リ人の１０人の王を滅ぼすのですが、その時に、１０：１２「主がエモリ人をイスラエル人の前に渡したそ

の日、ヨシュアは主に語り、イスラエルの見ている前で言った。「日よ。ギブオンの上で動くな。月よ。アヤロン

の谷で。」と、神は何を為したのでしょう？ヨシュアは太陽よとまれと言い、太陽はとまったのです。こ

のようなことを聞くと、ある人はそんな馬鹿なことはないと言います。なぜ太陽がとまり月がとまるの

か、でも、神だからそれができたのです。このすべてのものを造られた神だからそれができたのです。 
 ヨシュアはこのような働きをして行くために、しっかりレッスンを受けなければいけなかったのです。

彼は、神はどんなに力にあふれた方であり、この方には何一つ不可能なことがないということを学ばな

ければいけなかったのです。その方がとまれというなら太陽もとまる、月もとまるのです。水よとまれ

と言うとヨルダン川も二つに分かれるのです。ちょうど、あの紅海が二つに分かれたように。それが神

なのです。それがこの聖書が教える神なのです。それがこのヨシュアが信じた神なのです。それが、創

造主なるまことの神なのです。そのことを彼は知ることが必要であり、そして、彼は知ったのです。人

間的に不可能と思えるような命令をいただいても彼は怯むことがなかった、なぜなら、神はどんなこと

でもできると信じたからです。そうすると、ヨシュアが本当に神に忠実に歩み続けたというのは、彼が

神の力を知っていたからです。どうでしょう、あなたは？このような神をあなた自身も信じているとい

うことを感謝しながら、この神の力を信じて生きておられますか？もしかすると、あなたの前には大き

な壁があるかもしれません。エリコの城壁です。そして、神が言われていること、聖書の中を見たとき、

どうも私が期待していることとは違うと…。しかし、聖書が私たちに教え続けてくれていることは、こ

の神はどんなことでもできる、この方に不可能なことはないということです。それが私たちがこの聖書

によって教えられている神です。そして、そのことを人々は繰り返して目の当たりにしてきたのです。

あなたはこの神が全能の方であることをしっかり信じて歩んでおられますか？それとも、あなたの前に

ある様々な敵を見て、後ずさりして、その敵の前から逃げ出していませんか？これは無理です、神さま、

何と言われてもこれは無理です、解決不可能ですと。いろいろの敵が私たちの前にはいます。あなたの

健康かもしれません、あなたには仕事がないかもしれません、子どものことで悩んでいるかもしれない、

いろいろな悩みや問題を私たちは日々経験します。でも、ヨシュアはその敵がどんなに大きな敵であっ

ても、その敵よりもはるかに大きな神を見たのです。そこに希望を置いたのです。そこに信頼を置いた

のです。そして、神のみわざが成されたのです。そうすると、今あなたが置かれている状況はいろいろ

あります、あなたに悩みをもたらすものがたくさんあるかも知れない、しかし、あなたが見なければい

けないのは、その悩みにもはるかに勝る全能の神です。そこに私たちは希望を置くことができるのです。

そうして彼らは歩み、勝利したのです。そして、彼らは神の栄光を見たのです。 

 ヨシュアがどうしてこのようなすばらしい信仰の歩みができたのか、彼は主の力を信じたのです。も

う一つは、 

２．ヨシュアは主の約束を信じた 

 これが二つ目の特徴です。このヨシュア記の１３章から２４章を見ると、そこで繰り返し教えられて

いることは、神は真実なお方だ、つまり、約束を守られるお方だということです。この２４章１－１３

節の中に、平仮名で「わたしは」と記されています。この新改訳聖書では、人間が「私」と言った場合

は全部漢字を使います。平仮名で「わたし」とあるのは、神が言われた場合です。そのように区別をし

ています。そうすると、１－１３節の中で「わたし」ということばが１８回出て来るのです。この２４



章で何が言われているのか、神がイスラエルの人々のためにどのようなことを為されたのか、そのこと

が記されているのです。神の約束が守られて来たと言います。このカナンの地をイスラエルに与えると

神はアブラハムに約束されました。その約束を神は守っておられるというのです。そのことがこの後半

で、ヨシュアは何度も繰り返して、神は約束されたことを必ずお守りになる方だと、そのことを教えた

のです。ですから、ヨシュアはどんなときでも神は約束を守られるお方だから、その約束を信じて行こ

うと、そういう選択をしたのです。彼は神の約束を疑うことがなかったのです。神が言われたら必ずそ

うなると。彼が年老いたとき彼の信仰はどうだったのでしょう？ヨシュア記１３：１に「ヨシュアは年を

重ねて老人になった。主は彼に仰せられた。「あなたは年を重ね、老人になったが、まだ占領すべき地がたくさん

残っている。」とあります。年老いたヨシュアに対して神が言われたことは、まだしなければならないこ

とがあるということです。恐らくヨシュアは１１０歳位で召されています。その最後まで、彼は主に従

い続けたのです。神の約束を信じて条件を付けずに彼はその神の命令に従い、神に仕え続けたのです。

この１４章にはもう一人の勇者、カレブのことが出て来ます。１４：１０－１１でこのように言ってい

ます。「今、ご覧のとおり、主がこのことばをモーセに告げられた時からこのかた、イスラエルが荒野を歩いた四

十五年間、主は約束されたとおりに、私を生きながらえさせてくださいました。今や私は、きょうでもう八十五歳

になります。:11 しかも、モーセが私を遣わした日のように、今も壮健です。私の今の力は、あの時の力と同様、

戦争にも、また日常の出入りにも耐えるのです。」と。そして、彼が望んだことは１２節、「どうか今、主が

あの日に約束されたこの山地を私に与えてください。あの日、あなたが聞いたように、そこにはアナク人がおり、

城壁のある大きな町々があったのです。主が私とともにいてくだされば、主が約束されたように、私は彼らを追い

払うことができましょう。」、カレブは自分の年齢を見て、できる、できないを判断しなかった、神が言わ

れたら必ずそうなると信じたのです。それが信仰者でした。そして、そういう信仰者を神は喜ばれるの

です。覚えておられますか？エリサベツに聖霊が働いて彼女はこんなことを言います。ルカ１：４５「主

によって語られたことは必ず実現すると信じきった人は、何と幸いなことでしょう。」と。そうなのです。神が

言われたことは必ずそうなると信じきった人を神は喜ばれるのです。そして、このような信仰の勇者た

ちに共通していたことは、そのことだったのです。アブラハムもそうでした。ローマ４：２１に「神には

約束されたことを成就する力があることを堅く信じました。」とあります。これがアブラハムの信仰でした。

そして、パウロ自身もそれを受けて、ピリピ１：６「あなたがたのうちに良い働きを始められた方は、キリス

ト・イエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は堅く信じているのです。」と、神が働きを始

めたら神は完成されると言います。それがパウロ自身の信仰でもあったのです。 

 最後に、もう一度ヨシュア記２４章に戻って、ヨシュアはこう言いました。「…あなたがたが仕えよう

と思うものを、どれでも、きょう選ぶがよい。」と、ヨシュアは強制しませんでした。彼は「私と私の家とは、

主に仕える。」、これが私の決心であり選択だと言います。そして、今あなたがたも自分で選択しなけれ

ばいけない、これから、どのように生きて行くのか、私はどんなときにも主のみことばに従って行く、

主だけを愛して、偶像や罪に心を明け渡さない、私は主の力を信じて約束を疑わずに期待して生きて行

くとその選択をしたのです。皆さん、もしかするとこの中に今希望を失っている人がいるかもしれませ

ん。抱えている問題が大き過ぎて…。どんなに頑張ってみても解決が見い出されない、失望しているか

もしれない、落ち込んでいるかもしれません。今、あなたにアドバイスできることは、あなたが今しな

ければならないことは、神の前に正しく歩み始めて行くことです。それしかないのです。いままでの信

仰の勇者たちがしたことはみなそうだったのです。神は平坦な道を約束されなかった、いろいろな問題

に次ぐ問題ばかりでした。けれども、彼らはその中で「私は主に従い続けて行く」ことをしました。そ

して、神はその信仰に対してそれを喜ばれ、彼らを用いて神のわざを為したのです。とするなら、今、

確かに大きな問題があっても、神さま大変です、辛いです、悲しいです、苦しいです、でも、私はあな

たを信じて、あなたの力を信じあなたの約束を信じてあなたに従って行きます、どうぞ、あなたのみこ

ころを為してくださいと、そうするとき、神はあなたを祝して、あなたを通して働きを始められるので

す。ヨシュアが、私だけでない、私の家族も主に仕えると言ったこと、ヨシュアがこのように生きたか

ら、その家族の者たちも従って行ったのです。家族を変えることよりまず自分が変わろうとしたのです。

いつも、みことばで私たちが教えられるのは、神はあなたに対して語るのです。神が関心を持っている

のはあなたです。神が変えようとしているのはあなたです。だから、私たちがこのヨシュアのことばを

聞くなら、あなたが今日選びなさい、どのようにこれからの人生を生きるのか、これまでを振り返って、

あれをすればよかった、これをすればよかったと後悔して前に進んでいない人は、今進み始めることで

す。なぜなら、過去をいくら振り返っても過去に戻れません。今しなければいけないことは、今日から

正しく歩んで行くことです。ヨシュアは決心したのです。そして、決心し続けていました。私は神に従

い続けて行く、私は主に仕え続けて行く、心から忠実に、あなたはどうするのですか？と、そのことを

ヨシュアはイスラエルの民に問いかけました。そして、みことばはあなたに今そのことを問いかけてい



ます。どうされますか、あなたは？どうぞ、主に従ってください。この方が唯一まことの神だからです。

どんなことでもおできになる全能の方であり、必ず約束を守る真実な忠実な神だからです。信頼をおい

てこの方を信じて従って行くことです。そして、主にあなたが大いに用いられますように、そのことを

願います。 

 

 


