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はじめに 

私たちの人生で、神が与えたいと思っておられる祝福を待たなければならな

いことはよくあることです。そのような時、神への信頼を築くことを求めて

おられると同時に、貴重な教訓を学んで欲しいと願っておられる。ダビデは

全イスラエルの王になるまでに 20 年近く待たなければならなかった。前の

箇所（第二サムエル 1－4 章）で、ダビデは、まず、イスラエル南部のユダ

部族の王となり、それが 7 年半続いた。最終的に、あとのイスラエル部族

もダビデを全イスラエル国家の王とする時期が来たと決断する。ダビデが待

ちに待って、準備を整えて来た、その瞬間がようやく到来した。 

 

 

ダビデ、全イスラエル国家の王となる： ５：１－１６ 

 

このようにイスラエルの長老たちが皆、ヘブロンにいる王のもとにきたの

で、ダビデ王はヘブロンで主の前に彼らと契約を結んだ。そして彼らはダ

ビデに油を注いでイスラエルの王とした。ダビデは王となったとき三十歳

で、四十年の間、世を治めた。 （５：３，４） 

 

長老たちは、ダビデが王となるべき王であったことを知っていた。彼らの言

葉：先にサウルがわれわれの王であった時にも、あなたはイスラエルを率

いて出入りされました。そして主はあなたに、『あなたはわたしの民イラ

エルを牧するであろう。またあなたはイスラエルの君となるであろう』と

言われました」。（５：２） 

詩篇 78 篇はダビデが、神によって選ばれた王であることを思い出させる： 

 

神はそのしもべダビデを選んで、羊のおりから取り、乳を与える雌羊の番

をするところからつれて来て、その民ヤコブ、その嗣業イスラエルの牧者

とされた。こうして彼は直き心をもって彼らを牧し、巧みな手をもって彼

らを導いた。（詩篇７８：７０－７２） 

 

モーセは、以前、イスラエルに指示した： 必ずあなたの神、主が選ばれ

る者を、あなたの上に立てて王としなければならない。（申命記１７：１５）

サウルは、「他の国々と同様」に人間の王を強要する民の渇望を満たすため

に神が与えられた「民の王」であった。一方、ダビデは、「神の御心の男」

である、「神の王」であった。 

 

ダビデが最初に手掛けた仕事の一つは、エルサレムを新しい王国の首都に定

めることであった。ダビデは、本拠地としてその町を保有していたエブス人

を追放しなければならなかった。彼らが追い出された後、ダビデは目的に合

うようにエルサレム（「ダビデの町」）の建築を始めた（５：６－１０）。 

ダビデは、その間ずっと、その領土の発展に影響を与えた 

 

こうしてダビデはますます大いなる者となり、かつ万軍の神、主が彼と共

におられた。（５：１０） 

 

ツロの王、ヒラムはダビデに使者をつかわし、杉材、及び、大工と石工を送

り、ダビデのために宮殿を建てた。これらの急速な拡大の全ては、特異な神

によるダビデへの好意の結果与えられた祝福であった。 

 

そしてダビデは主が自分を堅く立ててイスラエルの王とされたこと、主が

その民イスラエルのためにその王国を興されたことを悟った。（５：１２） 

 

悲しいかな、ダビデは引き続き、妻を増やすことによって罪を犯し続けた。 

（５：１３－１６） 

 

 

ダビデ、ペリシテ人を倒す： ５：１７－２５ 

 

ダビデへの神の好意の主な兆候は、軍隊の成功であった。特に、過去 50 年

以上の間、イスラエルの最大の敵であったペリシテ人が最終的に服従した。

ペリシテ人によって占領された町々はイスラエルに返された。ダビデはペリ



シテ人の巨人、ゴリアテを倒した男として名が知られ始めた。そして、今、

ペリシテ人国家をを滅ぼしたことによって、ダビデの名声は引き続いた。 

ダビデの闘いの作戦は「主に問い合わす」ことであった（５：１９，２３）。 

 

ダビデは、ペリシテ人相手に二回連続で戦いを挑んだ。そして、ダビデは、

二回とも神に具体的な導きを求め、二回とも、神は全く異なる作戦をお与え

になった。ただ、明らかにみえたり、以前と状況が似ているというだけで、

神があなたに何をして欲しいと望んでおられるか、推測してはいけません。

神に尋ね・・・全ての重大な決断を下す前に、アドバイスを求め、他の人々

の祈りを求めましょう。 

 

 

神の契約の箱、エルサレムに運ばれる： ６：１－２３ 

 

ダビデの神への心は、様々な形で表されてきたが、ここでは、エルサレムに 

神の箱を移動したいというダビデの情熱の中に見られる。この大規模な輸送

儀式のために、ダビデは 30,000 人のイスラエルの指導者を集めた。唯一の

問題は：神聖な神の箱を移動するにあたって、ダビデは神の具体的な指示に

従わなかったことであった： 

 

彼らがナコンの打ち場にきた時、ウザは神の箱に手を伸べて、それを押え

た。牛がつまずいたからである。すると主はウザに向かって怒りを発し、

彼が手を箱に伸べたので、彼をその場で撃たれた。彼は神の箱のかたわら

で死んだ。（６：６，７） 

 

このとき、ダビデは激しい感情の変動を体験した。怒り（8 節）、恐れ（9

節）、契約の箱を運び続けることに対する不本意（１０節）。このとき、 

どうして、このようなことが起こったのか、ダビデは、神に問い合わせるこ

とに怠った。その代りに、ガテ人のオベデエドムの家に移し、3 か月そこに

留めた。 

 

自分で学んだか、もしくは、祭司か預言者の助言によって学んだか、ダビデ

は契約の箱が運ばれる際に、神に与えられていた具体的な指示（レビ人の 

祭司たちの肩の上で運ばれなければならない。）に違反してしまったことに

気がついた。再び、契約の箱の移動を試みた際、ダビデは祭司たちに言っ

た： 

 

さきにこれをかいた者があなたがたでなかったので、われわれの神、主は

われわれを撃たれました。これはわれわれがその定めにしたがってそれを

扱わなかったからです」。（歴代誌第一１５：１３） 

 

上記に言及した「爆発」は、神の神聖さのゆえ罪に対する破壊力である。 

以前にも、イスラエルの歴史の中で、人々が規定を違反する方法で、神に近

づこうとした際に、同じことが起こった（第一サムエル６；１９、レビ記 

１０：１－３）。神は人格を持たれたお方です。神のご臨在の性質と神に近

づくための方法を私たちに明らかにしてくださっている。私たちは自分たち

の思い通りの神を作り上げ、自分勝手に神と関わる方法を作り上げることは

出来ない。私たちではなく、神が、関係のための条件を設定されるのです。

「自分の思うままに」神と関わる時、自分の思いのままに火遊びをすること

と似ているところがある－火傷の可能性があります。その一方、本来の神を

知り、神ご自身が定められた方法で神を求めるとき、神の神聖と裁きではな

く、神の溢れる愛と憐みを受けることが出来るのです。 

 

神の箱がエルサレムに入った際、ダビデは心の底から喜び祝った。ダビデは

その瞬間の感情を表に出すことを恐れることなく情熱的に神を賛美した。 

 

ダビデは力をきわめて、主の箱の前で踊った。その時ダビデは亜麻布のエ

ポデをつけていた。こうしてダビデとイスラエルの全家とは、喜びの叫び

と角笛の音をもって、神の箱をかき上った。（６：１４，１５） 

 

ダビデの最初の妻、ミカルは窓からサウルが踊っている姿を見た。恥も外聞

も関係なく神への愛を表すダビデをみて、ミカルは喜ばなかった。 

 

ダビデが家族を祝福しようとして帰ってきた時、サウルの娘ミカルはダビ

デを出迎えて言った、「きょうイスラエルの王はなんと威厳のあったこと

でしょう。いたずら者が、恥も知らず、その身を現すように、きょう家来

たちのはしためらの前に自分の身を現されました」。（６：２０） 

 

しかし、ダビデは、誰のためでもなく、神のためだけに賛美したまでである

とミカルに告げた。 

 

ダビデはミカルに言った、「あなたの父よりも、またその全家よりも、む

しろわたしを選んで、主の民イスラエルの君とせられた主の前に踊ったの

だ。わたしはまた主の前に踊るであろう。（６：２１） 

 



私たちの生活の全ての行為は神への「礼拝」（価値を帰する）となるべきで

ある。あなたは神への愛を表現することを恐れていらっしゃいませんか？ 

もし、そうであるなら、それがどうしてなのか自問する時を設けましょう。

あなたを阻害するものなく、自由に「礼拝」することが出来るように、周り

の人がどう思うかなどという恐れを神に取り除いていただくよう祈りましょ

う。同時に、周りの人々の心からの礼拝の仕方に対して私たちが裁くような

ことが無いように気を付ける必要がある。ミカルのように、他の人の誠実な

礼拝を軽蔑視してはいけません！ 

 

ダビデの人生のこの期間を通して、他の人々に親切にし、祝福した様子に 

注意しましょう。例えば、神の箱がエルサレムに入ったとき、ダビデは人々

に贈り物をした： 

 

ダビデは燔祭と酬恩祭をささげ終った時、万軍の主の名によって民を祝福

した。そしてすべての民、イスラエルの全民衆に、男にも女にも、おのお

のパンの菓子一個、肉一きれ、ほしぶどう一かたまりを分け与えた。こう

して民はみなおのおのその家に帰った。（６：１８，１９） 

 

ダビデは、また、ヨナタンの息子、メピボセスに対しても親切に接し（9

章）アモンの王、ハヌンにまで優しさを延長した（10章）。 

 

神に向かって感謝の真心は周囲の人を祝福したいという願望をもたらすもの

である。神を愛する者は、兄弟をも愛すべきである。この戒めを、わたし

たちは神から授かっている。（第一ヨハネ４：２１）ダビデは明確に二つ

の最大の戒めを実証した：１）心をつくし、精神をつくし、力をつくし、 

思いをつくして、主なるあなたの神を愛せよ。 ２）自分を愛するように、

あなたの隣り人を愛せよ。 

 

 

ダビデに家を建ててくださる神のお約束： ７：１－２９ 

 

エルサレムへ神の箱を運ぶとともに、神の箱のために建てられた一時的な 

幕屋を恒久的な宮に建て替えたいという望みからダビデの情熱が伺える。 

 

王は預言者ナタンに言った、「見よ、今わたしは、香柏の家に住んでいる

が、神の箱はなお幕屋のうちにある」。 ナタンは王に言った、「主があな

たと共におられますから、行って、すべてあなたの心にあるところを行い

なさい」。（７：２，３） 

同じ日の夜、預言者ナタンは、神の啓示を受けた。ダビデが神のために神殿

を建設することは神のご計画ではなかったが、ダビデが神を敬いたいという

情熱に応じられ、神がダビデのために「家」を建てることを約束してくださ

った。 

 

また前のように、わたしがわたしの民イスラエルの上にさばきづかさを立

てた日からこのかたのように、悪人が重ねてこれを悩ますことはない。わ

たしはあなたのもろもろの敵を打ち退けて、あなたに安息を与えるであろ

う。主はまた「あなたのために家を造る」と仰せられる。、そのあなたが

日が満ちて、先祖たちと共に眠る時、わたしはあなたの身から出る子を、

あなたのあとに立てて王国を堅くするであろう。彼はわたしの名のために

家を建てる。わたしは長くその国の位を堅くしよう。わたしは彼の父とな

り、彼はわたしの子となるであろう。もし彼が罪を犯すならば、わたしは

人のつえと人の子のむちをもって彼を懲らす。しかしわたしはわたしのい

つくしみを、わたしがあなたの前から除いたサウルから取り去ったよう

に、彼からは取り去らない。あなたの家と王国はわたしの前に長く保つで

あろう。あなたの位は長く堅うせられる』」。（７：１１－１６） 

 

この重要な箇所は、神とダビデの契約として知られている。二つの主要な 

条文が含まれている。１）ダビデの息子が成長し、ダビデの情熱であった 

神殿を築く。それは、ダビデの息子であり、次のイスラエルの王となるソロ

モンによって成就した。２）「ダビデの息子たち」の世代からとこしえにイ

スラエルの王座を占めることになるダビデに永遠の王朝が約束された。たと

えその息子たちが背くようなことがあっても、懲らしめられることがあって

も、王朝が遮断される（サウルのように）ことはない。 

 

ダビデの感謝の祈りはとても美しい（７：１８－２９）。神が、自分のよう

な者をお選びになり、信じられない程の約束の祝福に授かったことに、ダビ

デは唖然とし、また、圧倒された。ダビデは祈りの中に二つの重要なテーマ

を表現した： 

 

１）そのような祝福に値しない自分 

 

その時ダビデ王は、はいって主の前に座して言った、「主なる神よ、わた

しがだれ、わたしの家が何であるので、あなたはこれまでわたしを導かれ

たのですか。主なる神よ、これはなおあなたの目には小さい事です。主な

る神よ、あなたはまたしもべの家の、はるか後の事を語って、きたるべき

代々のことを示されました。ダビデはこの上なにをあなたに申しあげるこ



とができましょう。主なる神よ、あなたはしもべを知っておられるので

す。（７：１８－２０） 

 

２）神の偉大さ 

 

主なる神よ、あなたは偉大です。それは、われわれがすべて耳に聞いたと

ころによれば、あなたのような者はなく、またあなたのほかに神はないか

らです。地のどの国民が、あなたの民イスラエルのようでありましょう

か。これは神が行って、自分のためにあがなって民とし、自らの名をあげ

られたもの、また彼らのために大いなる恐るべきことをなし、その民の前

から国びととその神々とを追い出されたものです。（７：２２，２３）  

 

そうすれば、あなたの名はとこしえにあがめられて、『万軍の主はイスラ

エルの神である』と言われ、あなたのしもべダビデの家は、あなたの前に

堅く立つことができましょう（７：２６） 

 

主なる神よ、あなたは神にましまし、あなたの言葉は真実です。あなたは

この良き事をしもべに約束されました。 どうぞ今、しもべの家を祝福し、

あなたの前に長くつづかせてくださるように。主なる神よ、あなたがそれ

を言われたのです。どうぞあなたの祝福によって、しもべの家がながく祝

福されますように」。（７：２８，２９） 

 

ダビデと神の関係は、「正式」、「機能的」以上の関係であったことが明確

である。その関係は「恋愛関係」であった。お互いの間の愛のやりとりは、

ただ、神の臨在を欲する関係でなく、ダビデの仕え方や、神への礼拝の仕方

に明らかに反映する愛であった。イスラエルの甘い詩篇作家として知られる

ダビデは、その詩集（詩篇）のほぼ半分を作詩した！神へのダビデの真の 

情熱は詩篇 27 篇からの彼自身の言葉でまとめられている。 

 

わたしは一つの事を主に願った、わたしはそれを求める。わたしの生きる

かぎり、主の家に住んで、主のうるわしきを見、その宮で尋ねきわめるこ

とを。（詩篇２７：４） 

 

「私たちに愛されたいと願われる神の超過する欲求は、神ご自身の超過する

愛から来る。」（クリュソストモス,  紀元 4 世紀）。神は、私たち一人一

人と恋愛関係を持たれるために造りになられた。一連の規則に縛り付け、 

服従させ、神の言いなりにするためではない。私たちは、その様な神との関

係をどのように培っていけばよいのでしょうか？その答えは、他のあらゆる

関係と同様に、時間が要することである。日々、神を求める心、神のやり方

とご性質をよく知り、神の声を聞き、神の促しに応答することを学び、人生

のあらゆる状況の中で、神の聖霊とともに歩むことにかかる（ガラテヤ人へ

の手紙５：２５）。神は、わたしたちが、良い行いをして日を過ごすよう

にと、あらかじめ備えて下さったのである。（エペソ人への手紙２：１０） 

それこそが、神と共に歩む方法である。それは、私たちの完全な魂に伴う。

あなたは心をつくし、精神をつくし、力をつくして、あなたの神、主を愛

さなければならない。（申命記６：５、マルコの福音書１２：３０）。 

神への情熱に関する更なる学びのために、A. W. Tozer 著者「Pursuit of God」

をお勧めします。 

 

 

聖書の中の主な契約 

 

神とダビデの契約は、旧約聖書の歴史の中に記される、神が人と結ばれた 

3 番目の主要な契約である。私たちが理解している通り、神の世を救われよ

うとしておられるより素晴らしいご計画は、舞台が展開していくごとに、明

らかになっていく： 

 

アブラハムの契約： わたしはあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福

し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福の基となるであろう。 

（創世記１２：１－３）  

 

モザイク契約： 『あなたがたはわたしに対して祭司の国となり、また聖

なる民となるであろう』。（出エジプト１９：５，６） 

 

ダビデの契約：  わたしはあなたがたに、とこしえの王朝を支配する 

究極の「ダビデの息子」を与える。（サムエル第二７：１１－１６）。 

 

後に、神は、エルサレムを通して、4 番目であり、最後でもある神のご計画

への契約を結ばれる－新しい契約（エレミヤ書３１：３１－３４）－神が

人々に新しい霊、神の律法を二つの石板の上ではなく、人の心に刻んでくだ

さるということをお約束してくださった場所である（「新生」の約束）。 

歴史を通して、敬虔なユダヤ人は、「メシヤ（救世主・文字通り油を注がれ

た人）」とも呼ばれていた、この約束の「ダビデ息子」を待ち望んできた。 

救世主に託す希望とは、神が、ユダヤ人を世の至上に達することを助け、 

永遠に続く王朝を確立することを助けてくださる、この特別な人（救世主）

を送ってくださるというものであった。 



注意： ダビデの王家の家系は、旧約聖書の終わりに向かって消滅したか

のように見える。イスラエルはバビロン捕囚（紀元前 586 年）となり、そ

の後、ダビデの王朝は途絶えた。しかし、王権を保った王は継続しなくて

も、ダビデの血族はしっかりと保存されていた。例えば、イスラエルの民が

バビロンの捕囚から解放されてイスラエルの地に戻ったとき、ゼルバベルが

「ユダの総督」であった（ハガイ１：１）。実際、ゼルバベルは、ダビデの

子孫であり、ユダヤ人の抑圧者によって王を許可されていたならば王となっ

ていた人物である。それでも、神の目には、ゼルバベルがダビデの契約を搬

送するダビデの子孫であった（参照：ハガイ２：２０－２３）。ゼルバベル

が 

イエスの家系図に記されていることに注意しましょう（マタイの福音書１：

１２，１３、ルカの福音書３：２７）。 

 

最終的に、ダビデの契約はイエス様の到来によって成就した。マタイが次の

聖句でイエス様を紹介しているのは、それが理由である： 

 

アブラハムの子であるダビデの子、イエス・キリストの系図。 アブラハム

はイサクの父であり、イサクはヤコブの父、ヤコブはユダとその兄弟たち

との父、・・・（マタイの福音書１：１）。 

 

イエス様が公に伝導された期間、民によって何度も「ダビデの息子」と歓迎

された（マタイ９：２７，１２：２３、１５：２２、等）。最も注目されて

いる箇所は、イエス様の生涯最後の週の頭に、エルサレムに入場される個所

で民が叫んだ箇所である： 「ダビデの子に、ホサナ。主の御名によって

きたる者に、祝福あれ。いと高き所に、ホサナ」。（「ダビデの子よ、

今、私たちをお救いください。」マタイ２１：９）イエス様は、彼らが待

ちに待ったユダヤ人の救世主であると主張し、言葉を通して、行いを通し

て、そして何よりも、ご自身の死からの復活によって、その主張を裏図ける

証拠を与えられた（ローマ人への手紙１：３，４）。 

 

 

ダビデの王国の拡大： ８：１－１８ 

 

この章は、イスラエルの勝利の概要である。神によって触発されたダビデの

リーダーシップは、イスラエルに国家統一をもたらした。イスラエルは、紀

元前 10 世紀の初めに強力な国民国家として認識された。 

 

こうしてダビデはイスラエルの全地を治め、そのすべての民に正義と公平

を行った。（８：１５） 

神のアブラハムとの約束が成就しようとしている： わたしはあなたを大

いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。（創世記 

１２：２、１５：１８－２１） 

 

ダビデは、「主はダビデにすべてその行く所で勝利を与えられた。」

（８：６，１４）ということを知っていた。ダビデは主に返り、戦利品を

捧げた。 

 

ダビデが得た機会も勝利も、全ての成功は神が可能にしてくださったので、

最終的には、神こそが称えられるお方であることを認めたその謙虚さは驚く

ばかりの模範であった。同様に、私も、人生を、家を、資源を、家族を、 

財産を、才能を、機会を・・・・主に捧げます。神のご加護と恵みから離れ

ては、私には何も残らない。勿論、私にとっては、神との関係こそが神から

の最大の恵みである！ 

 

 

ヨナタンの息子へのダビデの思いやり： ９：１－１３ 

 

サウル（ヨナタンの父）による苦難の期間に受けたヨナタンの友情と支援に

対するダビデの感謝の意は測り知れなかった。ヨナタンは戦いで死んでしま

っても、何年も前に二人で交わした契約を忠実に守るためにヨナタンの家族

の名誉を求めた。ヨナタンの言葉： 

 

わたしの家をも、長くあなたのいつくしみにあずからせてください。主が

ダビデの敵をことごとく地のおもてから断ち滅ぼされる時、ヨナタンの名

をダビデの家から絶やさないでください。どうぞ主がダビデの敵に、あだ

を返されるように」。そしてヨナタンは重ねてダビデに誓わせた。彼を愛

したからである。ヨナタンは自分の命のように彼を愛していた。 

（第一サムエル２０：１５－１７、４２） 

 

ダビデは、ヨナタンのたった一人の忘れ形見で、まだ 5 歳の息子、メピボ

セテを見つけた。看護師がその幼い男の子と逃げた際に、その子を落とし、

両足にひどいけがを負い、不自由な体身となってしまった（参照：第二サム

エル４：４）。ダビデは、身体障碍者のメピボセテ（既に、結婚して、自分

の息子を持っていた９：１２）を王の息子として共に夕食をするためにテー



ブルに招いた。また、ダビデは、かつて祖父に当たるサウルが所有していた

土地の全てをメピボセテの所有地とした。 

 

あなたが誓いをして、それを果さないよりは、むしろ誓いをしないほうが

よい。（伝道の書５：５）誓いは、他の人に交わす約束である。誓いを立

てるとき、その誓いを果たすためにどうする必要があるのか考慮する必要が

ある。将来は未定であり、誓いを破る誘惑もある。しかし、そのような誘惑

に落ちそうなとき、神の御力に頼り自分の言葉に忠実でいられるよう力をい

ただくことが出来ます。あなたは、人にどのような誓い、または約束を交わ

してこられたでしょうか？そして、自分の言葉に忠実であったでしょうか、

振り返り、じっくりと見直しましょう。私たちが誓いに忠実である行為は、

私たちのために忠実であられる神に似るのです。 

 

 

ダビデ、アモンとシリアを倒す： １０：１－１９ 

 

ハヌンの父親、ナハシュは、以前ダビデに親切であったので、ダビデはアモ

ンの王であるハヌンに優しさを示す道を期待した。一方、ハヌンはダビデが

スパイを送り込んだと疑い、ダビデの親善大使に屈辱を与えた： 

 

そこでハヌンはダビデのしもべたちを捕え、おのおの、ひげの半ばをそり

落し、その着物を中ほどから断ち切り腰の所までにして、彼らを帰らせ

た。（１０：４） 

 

ダビデは報復しなかったが、アモン人とアラム人はダビデの復讐を恐れたの

で、彼らはダビデと戦うために連合を形成した。ヨアブと兄弟のアビサイは

ダビデの軍を導き、見事にその連合軍を倒した。その結果、再び、ダビデの

王国はこれらの旧敵対国が支配下となりさらに拡大した。 

 

ハダデゼルの家来であった王たちはみな、自分たちがイスラエルに打ち敗

られたのを見て、イスラエルと和を講じ、これに仕えた。こうしてスリヤ

人は恐れて再びアンモンの人々を助けることをしなかった。（１０：１９） 

 

概要： 第二サムエルの最初の 10 章はダビデの人生の中で、次のような、

人生の教訓がが例示された「黄金時代」を描写している：信仰、勇気、親

切、忍耐、礼拝、寛大、祈り、謙虚。簡略化すると、ダビデは、神と親密に

歩んでいたので、その結果、ダビデの人生の上のみに留まらず、支配した 

国家全体へと流れる程の神からの素晴らしい祝福を体験することが出来た。 

神とどう生きて行くべきかについて、全ての前向きな教訓を学ぶことが出来

るダビデの人生のこの箇所をじっくりと熟考しましょう。悲しいかな、 

11 章の初めで、ダビデは、ガードを下ろし、自己中心的な情熱に支配さ

れ、その全てに突然の終わりが訪れる。 

 

 

神のための情熱を育成するためのさらなる思考 

 

A.W. Tozer の古典作品である、「The Pursuit of God」 は、これまでに神への

情熱について書かれた様々な本の中でも最高作と言えるかもしれない。個人

的ディボーション用の本として是非とも勧めします。 

 

 

 


