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はじめに 

サウルは、神の命令に対する不従順と反抗のために、王として拒絶

された（１５：２３）。サウルは、サムエルを通して、王位が「神の御

心にかなう男」に与えられるということを聞いた（１３：１４）。ここ

でイスラエルの二代目の王となる少年ダビデが登場する。少年ダビ

デの人生の初期場面において、サウルに欠けていたのが神との繋が

りであることがわかる。ダビデは、あらゆる方法で、神への真心を

明らかにする。中でも最も注目されているのは、神の名のご栄光と

栄誉のために、ペリシテ人の巨人ゴリアテをたおしたことである。 

 

 

サムエル、ダビデに油を注ぐ： １６：１－１３ 

 

サムエルは、神の聖なる王としてのサウルの失敗を非常に嘆き悲し

しんだ（１５：３５、１６：１）。神は、サムエルに悲しむことを

終え、イスラエルの 2 代目の王に油を注ぐためにベツレヘムのエッ

サイの家に行くよう言われた。 

嘆くにときがあり、断食するにときがあり、祈るにときがあり、

夢、関係、機会に敗れたことを悲しむのにときがある（伝道の書）。

損失は死と同様である。したがって、悲しむということは、癒しの

過程において必要なステップである。悲しむ期間は、失ったものの

重大性による。しかし、また、失なったものの周りの風景に始ま

り、新しい通常の生活を前に進まなくてはならないという神の合図

を受け入れなくてはならないときが到来する。そして、その合図を

受け入れるとき、神は、癒し、平安、力を与えてくださることを約

束してくださっている。 

 

サムエルは、サウルがそのことを知ったら殺されるかもしれないと

いう正当な恐怖を抱いた（１６：２）。「どうして行くことが出来

ましょう？」と神に尋ねた。神はお応えになり、サムエルに実行可

能な道を示されたので、サムエルは、躊躇することなく、揺れ動く

ことなく従った。以前にも学んだように、恐れは危険に対する普通

の反応である。私たちは、麻痺して立ち尽くすか前進するか決めな

ければならないとき、恐れが伴います。 

 

備考：サムエルのように、起こりうる状況下で、神がどのように働

いてくださるか疑問に思うことはよくあることである。けれども、

二種類の全く異なる「どうして」という質問が存在する：信仰によ

る「どうして」と疑いによる「どうして」である。イエスの母親マ

リアは、「どうして」神の子を身ごもることが出来ましょうと神に

尋ねました（ルカ１：３４）。サムエルと同様、彼女にも素朴な応

えが与えられ、即座にマリアは従う意思を表した。その反面、バプ

テスマのヨハネの父、ゼカリアは、歳老いた彼らにどのように神の

約束が成就するでしょうかと尋ねた（ルカ１：１８）その質問は疑いか

ら生まれたものであった。このようにして、神は訓育として彼の口

を妻の妊娠間 9 か月の間、閉じられた。私たちの人生の中で神がど

のように働いてくださるかを尋ねるとき、疑いの心をもってではな

く、信仰をもって尋ねるように注意しましょう。 

 



適切な犠牲を捧げた後、エッサイと次期王の候補者である息子たち

7 人が年長のエリアブから順にサムエルの前に連れてこられた。 

 

彼らがきた時、サムエルはエリアブを見て、「自分の前にいるこの

人こそ、主が油をそそがれる人だ」と思った。しかし主はサムエル

に言われた、「顔かたちや身のたけを見てはならない。わたしはす

でにその人を捨てた。わたしが見るところは人とは異なる。人は外

の顔かたちを見、主は心を見る」。（１６：６，７） 

 

7 人兄弟の中に、神がお選びになった者がいなかったということに

サムエルは驚いだに違いない。最年少であったダビデは、候補者に

も相応しくないと思われたのでその油を注ぐ饗宴に招かれてもいな

かった。 

 

サムエルはエッサイに言った、「あなたのむすこたちは皆ここにい

ますか」。彼は言った、「まだ末の子が残っていますが羊を飼って

います」。サムエルはエッサイに言った、「人をやって彼を連れて

きなさい。彼がここに来るまで、われわれは食卓につきません」。

（１６：１１） 

 

サムエルは、エッサイの息子たちと饗宴のために浄化の儀式を行っ

た。ダビデは動物を扱っていた野原から直接やってきたので汚れた

ままであった。しかし、神は、再度浄化の儀式を行うために待とう

ともされなかった。主は即座に、この少年こそ私が選んだものであ

ることをサムエルに明らかにされた。 

 

サムエルは油の角をとって、その兄弟たちの中で、彼に油をそそい

だ。この日からのち、主の霊は、はげしくダビデの上に臨んだ。そ

してサムエルは立ってラマへ行った。（６：１３） 

 

どうしてダビデは、浄化儀式を受けることなく直接饗宴に招かれた

のでしょうか？それは、人間の目には見ることはできなくても、神

はダビデの心の聖さと主への献身を見抜かれたからである。ダビデ

の牧者としての神への愛と信頼は、日常のことであった（詩篇２３）。 

 

 

ダビデ、サウルの癒しの音楽家として仕える： １６：１４－２３ 

 

主の御霊がダビデの上にあった傍ら、サウルの上には、彼を苦しめ

恐怖に陥れる悪霊があった。別の箇所から学べるように、時には悪

霊は邪悪なたくらみを行なうために神の許可を得ることがある（参

照：ヨブ記１：６－１２）。才能のある音楽家によってサウルを悪霊によ

る影響から和らげ、安らぎをもたらすことができるかもしれないと

手配された。「イスラエルの甘い詩編作者」ダビデの登場である。 

 

その時、ひとりの若者がこたえた、「わたしはベツレヘムびとエッ

サイの子を見ましたが、琴がじょうずで、勇気もあり、いくさびと

で、弁舌にひいで、姿の美しい人です。また主が彼と共におられま

す」。（１６：１８） 

 

ダビデは、力強く主に用いられる戦いの英雄として描写されてい

る。したがって、ダビデとゴリアテ（17 章）の戦いは、既に起きた

ことである可能性が強い。その場合、17 章は、ダビデがサウルの目

に留まるまでに上昇した様子を示すことを意図するために、物語を

振り返っていたということになり、このようにして、音楽家とし

て、また、武器を執る者としてサウルの裁判所に役立つ者として選

ばれた（16 章）。 

 

ダビデはサウルのもとにきて、彼に仕えた。サウルはひじょうにこ

れを愛して、その武器を執る者とした。またサウルは人をつかわし

てエッサイに言った、「ダビデをわたしに仕えさせてください。彼

はわたしの心にかないました」。（１６：２１，２２） 

 

 

 



ゴリアテ、イスラエルを嘲る： １７：１－１１ 

 

ペリシテ人のチャンピオンであったゴリアテは、巨人アナク（ヨシ

ュア１１：２１，２２）の残った子孫の一人であった。およそ 9 フ

ィートの巨人であった！巨人は、40 日間連続現れ、一対一で対決す

る勝者は全てを手に入れるという戦いを挑んだ。 

 

またこのペリシテびとは言った、「わたしは、きょうイスラエルの

戦列にいどむ。ひとりを出して、わたしと戦わせよ」。サウルとイ

スラエルのすべての人は、ペリシテびとのこの言葉を聞いて驚き、

ひじょうに恐れた。（１７：１０，１１） 

 

この時点でのイスラエルの評判は、神のしもべではなく「サウルの

しもべ」であった。イスラエルの誰より頭丈飛び出て長身であった

サウル（９：２）でさえゴリアテと戦う勇気がなかった。以前の設定

では、英雄的な信仰の行いを発揮したヨナタンは、なぜここで立ち

上がらなかったのでしょうか？おそらく、既に民によってサウルよ

り高く評価されているヨナタンにこれ以上の成功の機会を与えるこ

とをサウルが許さなかったのであろう（参照：１４：４５）。 

 

 

ダビデの質問： １７：１２－３０ 

 

まるでダビデが初登場するかのごとく、ここで再びダビデが紹介さ

れている（17：12－14；そのことからも、全 17 章は、振り返ってい

ると考えられる）。ダビデは、何度も父の家と戦場まで 3 人の兄達

の様子をうかがうために、また、食料を持って行くためにつかわさ

れた。この特定の機会に、ダビデはゴリアテの嘲りについて、また

なぜ誰も神の力を信じて戦おうとしないのかと問いかけ始めた。 

 

ダビデはかたわらに立っている人々に言った、「このペリシテびと

を殺し、イスラエルの恥をすすぐ人には、どうされるのですか。こ

の割礼なきペリシテびとは何者なので、生ける神の軍をいどむの

か」。（１７：２６） 

 

ダビデにとって、ゴリアテが嘲笑している対象はイスラエルの民だ

けでなくイスラエルの神に対するものでもあった。このペリシテ人

を殺しイスラエルの恥をすすぐ者にどのような褒美が与えられるの

か尋ねた。ダビデにとって、神のご栄光と誉が危機に瀕していたの

である。さらにダビデは、 「心の内で誇っている者は誰でも神に忌

み嫌われるので、神がその者を処罰されないはずがない」というこ

とを知っていた（箴言１６：５）。 

 

ダビデの大胆な質問と恐れを知らない信仰は周囲にはよく見られな

かった。特に、一番年上の兄の激しい怒りを扇動した。 

 

上の兄エリアブはダビデが人々と語るのを聞いて、ダビデに向かい

怒りを発して言った、「なんのために下ってきたのか。野にいるわ

ずかの羊はだれに託したのか。あなたのわがままと悪い心はわかっ

ている。戦いを見るために下ってきたのだ」。ダビデは言った、

「わたしが今、何をしたというのですか。ただひと言いっただけで

はありませんか」。（１７：２８，２９） 

 

兄からの攻撃に対するダビデの反応によって明らかにしていること

がある：「わたしが今、何をしたというのですか。質問することも

出来ないのですか。」 8 人兄弟の中の最年少であったダビデにと

って、さげすまれながら攻撃されることは日常茶飯事の出来事であ

ったようである。エリアブにつては、彼の怒りから、ダビデに対し

て秘めて来た怨めしさが明らかにされている。サムエルが長男を通

り過ぎて最年少の弟を支持したことに怒りを覚えているのでしょう

か？ダビデの人生に御霊によって油を注がれた証を目にし嫉妬した

のでしょうか？ゴリアテに立ち向かう勇気がなかった自分自身に怒

りを覚えたのでしょうか？二つのことが明確である：エリアブは、 

ダビデに対して辛くあたってきたこと・・・そして、ダビデはさげ

すまれることに慣れていた（言葉による虐待）。 



頻繁に、私たちの生活の原点である家族の影響を軽視してしまう。

しかし、「気づいていなくても、育った家族環境のパターンは、現

在の家族関係に大きく影響している。」（Pete Scazzero, Emotionally 

Healthy Spirituality, p.96）ダビデの人生の物語は、最年少であったこ

とと、一人で羊の世話をしていたことによって根付いた問題をさら

に明らかにしていく。ダビデは間違いなく情緒的に神に執着してい

た。しかし、（ヨナタン以外は）家族にも他の人々にもすることは

無かったように伺える。Emotionally Healthy Spirituality の 5 章におけ

る、あなたの現在の家族関係に影響する家族の原点についての素晴

らしいディスカッションを参照しましょう。（オークポイント教会

の「Emotionally Healthy Spirituality」と「 Living Well」のコースでは、

それらの題材に深く触れています。あなたが処理し、これらの概念

を適用する手助けとなることでしょう。） 

 

 

ダビデ、ゴリアテを殺す： １７：３１－５４ 

 

ダビデがサウルの前に連れて行かれたとき、即時にゴリアテと戦う

には「若すぎる」と指摘された（１７：３３）。ダビデは、羊の群

れを守るためにライオンとくまを素手で殺したことを告げた。ダビ

デは、神が再び手を貸してくださることを確信していた。 

 

ダビデはまた言った、「ししのつめ、くまのつめからわたしを救い

出された主は、またわたしを、このペリシテびとの手から救い出さ

れるでしょう」。サウルはダビデに言った、「行きなさい。どうぞ

主があなたと共におられるように」。（１７：３７） 

 

サウルは自分のよろいをダビデに着せたが、大き過ぎてかさばっ

た。ダビデは自分の意思で得意な兵器を使うことにした：羊飼いを

している際に用いる投石機と 5 つの小石であった。これで、ゴリア

テに立ち向かう準備が万全に整った。 

 

神のご計画を求めて人生を進む時、「人のよろいを着用する」こと

など出来ない。神は私たち一人一人に S.H.A.P.E.を与えてくださって

いる：Spiritual gifts （霊的賜物）; Heart / passions（心と情熱）; 

Abilities（能力）; Personality（性格）; Experiences （経験）(Rick 

Warren, Purpose Driven Life). 神から与えられた S.H.A.P.E.を身にまと

って生き進むとき、私たちは、自分のよろいを身に着けているので

す。そして、私たちは最も有用であり、最も満たされるのです。 

あなたは、神が創造してくださった自分自身に忠実でいらっしゃる

でしょうか？それとも、誰かのよろいを身に着けようとしておられ

るでしょうか？ 

 

ゴリアテが少年ダビデを見たとき、さげすんで嘲笑ったが、神が味

方に付いてくださっていることを確信していたダビデは引きさがら

なかった： 

 

ダビデはペリシテびとに言った、「おまえはつるぎと、やりと、投

げやりを持って、わたしに向かってくるが、わたしは万軍の主の

名、すなわち、おまえがいどんだ、イスラエルの軍の神の名によっ

て、おまえに立ち向かう。きょう、主は、おまえをわたしの手にわ

たされるであろう。わたしは、おまえを撃って、首をはね、ペリシ

テびとの軍勢の死かばねを、きょう、空の鳥、地の野獣のえじきに

し、イスラエルに、神がおられることを全地に知らせよう。またこ

の全会衆も、主は救を施すのに、つるぎとやりを用いられないこと

を知るであろう。この戦いは主の戦いであって、主がわれわれの手

におまえたちを渡されるからである」。（１７：４５－４７） 

 

ダビデは自分の栄光のためではなく、神のご栄光のために戦った。

主の御名と栄誉を守るために戦った。そのことによって、ダビデは 

「イスラエルには神がいてくださることを全世界に知らせた。」 

 

備考：最初のキリスト教徒が迫害に遭遇したとき、共に祈っている

間、インスピレーションとしてダビデの歌集から一ページを引用し

た：なにゆえ、もろもろの国びとは騒ぎたち、もろもろの民はむな



しい事をたくらむのか。地のもろもろの王は立ち構え、彼ら 

もろもろのつかさはともに、はかり、主とその油そそがれた者とに

逆らって言う、（詩篇２：１－２ － 参照：使徒の働き４：２５，２６）迫害

された教会は、彼らにとっての「ゴリアテ」（ユダヤ人のサンヘド

リンとローマ当局）が教会相手に戦っているだけでなく、万能であ

られ、主権者であられる神、キリスト相手に戦っていることを知っ

ていた。ダビデの模範のように、彼らも圧倒的に加算される敵に立

ち向かうための勇気を得たのです。 

 

 

サウル、ダビデの身元について問う： １７：５５－５８ 

 

ペリシテ人の大敗のあと、サウルはダビデの身元、誰の息子である

かを尋ねた。この箇所からもまた、17 章全体がフラッシュバックで

あり、ダビデとの初めての出会いはゴリアテとの出来事であったこ

とを裏付ける。もしくは、ただ単に、サウルは、ダビデの父親が誰

であったかを知らなかっただけであり、ゴリアテを倒す少年の父親

に約束通り「税金を免除」するための確認を示したのかもしれない 

（参照：17：25）。 

 

 

ヨナタン、ダビデと友達になる： １８：１－４ 

 

聖書の歴史のこの部分においても、サウルの息子ヨナタンは、英雄

でありながらも謙虚に輝き続けた。ヨナタンは、ダビデという情熱

的な戦士に出会ったとき、心の結びつきを促し忠誠を誓った。ヨナ

タンは自分が着ていた王室の衣と武器をもダビデに与えた。ダビデ

にとって「真の兄弟」となった！ 

 

ダビデがサウルに語り終えた時、ヨナタンの心はダビデの心に結び

つき、ヨナタンは自分の命のようにダビデを愛した。この日、サウ

ルはダビデを召しかかえて、父の家に帰らせなかった。ヨナタンと

ダビデとは契約を結んだ。ヨナタンが自分の命のようにダビデを愛

したからである。ヨナタンは自分が着ていた上着を脱いでダビデに

与えた。また、そのいくさ衣、およびつるぎも弓も帯も、そのよう

にした。（１８：１－４） 

 

神は、私たちの成長のためにあらゆる種類の人々を周りに置かれ

る。前向きな影響を与えてくれる人々もいる一方、中には、私たち

に後ろ向きに働きかけて来る人たちも存在する：１）ダビデの家族

は彼を無視し、過小評価していたようである。２）ダビデはサウル

に癒し主、慰安者として仕えた。３）エリアブはダビデを批判し嘲

る人であった。４）ヨナタンは、ダビデを心から愛する友となり、

支持するものとなった。周囲の人があなたにうしろ向きに働きかけ

るか、または前向きに働きかけてくるかに関わらず、あらゆる種類

の人々は、神によってデザインされ、あなたを成長させ、洗練し、

神の目的のためにあなたを形成してくださるためにおかれていると

いうことを知ってください。 

 

 

ダビデの軍事的成功とサウルの怒り： １８：５－９ 

 

サウルは、ダビデを主要な司令官の一人として任命した。彼は直ち

に多大な軍事的成功を収めた。しかしながら、人々がダビデを称え

るために歌った歌は、サウルに偉大な嫉妬の念を抱かせた： 

 

さてペリシテびとの君たちが攻めてきたが、ダビデは、彼らが攻め

てくるごとに、サウルのどの家来よりも多くのてがらを立てたの

で、その名はひじょうに尊敬された。女たちは踊りながら互に歌い

かわした、「サウルは千を撃ち殺し、ダビデは万を撃ち殺した」。

サウルは、ひじょうに怒り、この言葉に気を悪くして言った、「ダ

ビデには万と言い、わたしには千と言う。この上、彼に与えるもの

は、国のほかないではないか」。サウルは、この日からのちダビデ

をうかがった。（１８：７－９） 

 



今後、サウルとダビデとの間に、10 年以上続く苦難の始まりであっ

た。その緊張は、サウルのダビデに対する嫉妬と怒りによるもので

あった。それでも、神は、この長引く苦難をも用いられて、神の目

的の人間へとダビデを洗練し形成さしていかれた。 

 

嫉妬は、神から与えられた感情である。「健全な嫉妬」は、自分に

所属すし、愛する者を正しい形で守るための健全な欲求である。神

は、私たちのために「健全な嫉妬」をされる神である。（出エジプト

20：5；ヤコブ４：５）「悪い嫉妬」とは、誰かをその人の人気、地位、

才能、技術、機会、立場、等のために、うらやむことである。私た

ちが健全な嫉妬を抱くとき、天の父なる神を反映している。私たち

が悪い嫉妬を抱くとき、神のご栄光をねたみ、神の恩恵が受けられ

なくなった悪魔を反映している（参照：イザヤ書１４：１３，１４）。詳し

くは、Dan Allender と Tremper Longman 著の「Cry of the Soul」をご参

照ください。この著者たちは、私たちの「否定的」な感情からをも

神について多くを知ることが出来ると語っている。 

 

 

サウル、ダビデを殺害しようとする： １８：１０－１６ 

 

怒りのあまり、サウルは自分のために癒しの音楽を奏でてくれてい

るダビデを二度も槍で殺そうと試みた。ダビデは二度とも逃れたが

サウルの「癒しの音楽」を奏でる役から退くきっかけとなった！ 

 

それゆえサウルは、ダビデを遠ざけて、千人の長としたので、ダビ

デは民の先に立って出入りした。（１８：１３） 

 

サウルの宮廷の外においての、神に与えられたダビデの成功は積み

重なり続け、国家は新しい勝利者ダビデを愛するようになった。 

 

またダビデは、すべてそのすることに、てがらを立てた。主が共に

おられたからである。サウルはダビデが大きなてがらを立てるのを

見て彼を恐れたが、イスラエルとユダのすべての人はダビデを愛し

た。彼が民の先に立って出入りしたからである。（１８：１４－１６） 

 

サウルのダビデに対する感情を記述する言語の発展に注意しましょ

う：疑惑（１８：９）、恐怖（１８：１２）、不安（１８：１

５）、さらなる恐れ（１８：２９a）；サウルは絶えずダビデの敵で

あった（１８：２９ｂ）。このスパイラルな下落は、サウルの内に

根づく不安から始まるものであった。サウルは二度ペリシテ人を用

いてダビデを殺そうとした。最初、サウルは、ペリシテ人と戦うこ

とと引き換えに、長女のメラブを妻として与えることを約束した

（ダビデはゴリアテを倒したので、既にサウルはメラブをダビデに

与えるべきであるにもかかわらず。参照１７：２５） 
 

その時サウルはダビデに言った、「わたしの長女メラブを、あなた

に妻として与えよう。ただ、あなたはわたしのために勇ましく、主

の戦いを戦いなさい」。サウルは「自分の手で彼を殺さないで、ペ

リシテびとの手で殺そう」と思ったからである。（１８：１７） 

 

しかしながら、王室の娘と結婚するに相応しい身分でないという理

由でダビデは、謙虚にこの申し入れに断った。ところが、サウルの

二番目の娘ミカルを勧められたときその申し出を受けた。今回の結

婚持参金として、ダビデはペリシテ人の血を流すことと引き換えに

いのちを危機にさらさなければならなかった。 

 

サウルは言った、「あなたがたはダビデにこう言いなさい、『王は

なにも結納を望まれない。ただペリシテびとの陽の皮一百を獲て、

王のあだを討つことを望まれる』」。これはサウルが、ダビデをペ

リシテびとの手によって倒そうと思ったからである。（１８：２５） 

 

ダビデは軍隊を率いて素早く要求されていた二倍のペリシテ人を殺

し、サウルを落胆させた。 
 

しかしサウルは見て、主がダビデと共におられること、またイスラ

エルのすべての人がダビデを愛するのを知った時、 サウルは、ます



ますダビデを恐れた。こうしてサウルは絶えずダビデに敵した。

（１８：２８，２９） 

 

 

ダビデの上昇し続ける評判： １８：３０ 

 

さてペリシテびとの君たちが攻めてきたが、ダビデは、彼らが攻め

てくるごとに、サウルのどの家来よりも多くのてがらを立てたの

で、その名はひじょうに尊敬された。（１８：３０） 

 

 

追加の思考：「神の御心にかなう男」 

 

ダビデの物語が展開するにつれ、ダビデは、完全からほど遠い人間

であったことを学びます。実際、ダビデは「わたしの母は罪のうち

にわたしをみごもりました。」と詩った（詩篇３２，５１篇等）。それで

も、ダビデの心には神の目に輝くものを持っていた。これらの対比

に注意： 

 

ダビデ（とヨナタン）      サウル（とエリアブ） 
神に全てを断念した           自己の重要性に焦点を当てた 

かみの偉大さを切望           トップに留まるために自分で操縦 

唯一の観客（神）のために生きた     周囲の意見の奴隷 

信仰に生きた              恐怖に麻痺した 

全ての犠牲を払って神に従った      自分の目に良いと思えたことのみ従った 

 

 

下記は「Becomming a Man or a Woman after God's Own Heart」の著

者 Charles Swindoll の素晴らしいコメントの引用である： 

 

神が世を見回され潜在的指導者を探される時、天の御使いのような

人間を求めておられるのではない。勿論、完璧な人間など存在しな

いので、そのような完璧さを求めておられるわけでもない。神は、

あなたや私のようなごく普通の人間を求めておられる。しかし、 

また、神はダビデの心に見出された性質も探しておられる。神は、

「御心にかなう」男女を求めておられる（第一サムエル１３：１４）。

神の御心にかなう人間とはどういう意味でしょうか？あなたの人生

が主と調和していることを意味する。神に重要なことはあなたにと

っても重要である。神の苦しみはあなたの苦しみである。神が右へ

と言われれば、あなたは右へ進みます。神が、あなたの人生からあ

る物事から退くように言われたら、退きます。神が、間違いを指摘

され、変わるように命じられたら、あなたは神を愛するがゆえ、神

に従います・・・ 

 あなたが神の御心にかなう人であるなら、霊的な事柄に深く敏感

であるはずです。第二歴代志 16：9 は次のように説明している：

主の目はあまねく全地を行きめぐり、自分に向かって心を全うする

者のために力をあらわされる。 

 神は、何を求めていらっしゃるのでしょうか？神は主に「完全

に」心を明け渡した男女を求めておられるのです。鍵のかかったク

ローゼットを所持していてはいけないのです。敷物の下に隠してあ

るものがあってはならないのです。あなたが間違った行いをしてし

まったとき、間違いを認め、折り合いを付けなければならないので

す。あなたは、行いによって神に喜んでいただきたいと切望しま

す。あなたの行動の背後にある動機を深く注意します。神は人類の

壮大な見本を探しておられるのではありません。誠実さがあり、深

く霊的であり、純粋に謙虚であり、心の芯から正直なしもべを求め

ておられるのです・・・ 

 私たちの住む世界では、次のように言われがちである。「人に良

い印象を与えることさえできれば、他に何も必要ない。」でも、そ

れがあなたの哲学であるとしたら、あなたは決して神の御心にかな

う男女になることは出来ないでしょう。決して。あなたは全能の神

の御前にそれらを偽造することはできません。神は、外面的なこと

で感銘を受けら。神はえることはない。常に内面的な性質を見てお

られる。育成のために時間と規律を要する内面的性質である。 

「Becomming a Man or a Woman after God's Own Heart」の著者

Charles Swindoll  （1997 年㋃） 

 


