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どの時代にも、人々が人生のどの地点にあっても、聖書全体

を通して、常に神は人々と関わることを求めてこられた物語

が聖書の要約である。神はインマヌエル（神は我らと共にであ

る－わたしたちが人々によって書かれた聖書の物語を読むこ

とによって、神のご性質や神の道を学ぶためである。神がど

のように人々と関わってこられたかを知ることによって、神

が私たちとどれほどまでに関わりたいと願っておられるか理

解を深めます。従って、これらの古代の物語を読むとき、単

なる歴史書として読むことがないように注意しましょう。神

に似せてお造りになられた神にとって最も尊い存在である人

間と関わりたいと願っておられる神の物語のもっと深い神の

様々なあり方に目を向けましょう。 

 

 

はじめに 

ダビデ王の人生が終わりに近づた頃、後継者問題が頭に浮か

んだ。イスラエルの次期王位に着くのは誰でしょうか？ 

当時、一般的に継承者は長男、もしくは生き残っっている最

年長の息子であった。ダビデの場合、長男のアムノンは三男

アブサロムによって殺害されていた。そして、アブサロムは 

ダビデの司令官であったヨアブによって殺害された。そうな

ると、次の相続人は次男であるダニエル（俗称：チレアブ）

が次期の王位を継承するところである。ダビデの物語にダニ

エルは一度も登場しなかったことから、多くの聖書学者は、

ダニエルがダビデより先に死んでいたと結論付けている。 

となると、生存しているダビデの四男のアドニヤが一般的に

王座を継ぐと考えられる。ところが、神は別のご計画をダビ

デに告げられた：彼の名はソロモンと呼ばれ、彼の世にわた

しはイスラエルに平安と静穏とを与える。彼はわが名のため

に家を建てるであろう。彼はわが子となり、わたしは彼の父

となる。わたしは彼の王位をながくイスラエルの上に堅くす

るであろう』。（歴代誌第一２２：９，１０） 

 

 

アドニヤ、王位を主張する： １：１－１０ 

 

アドニヤは、父の死を待つことなく、また後継者として任命

されることもなく、自分の手で物事を進めようとした。 

 

さてハギテの子アドニヤは高ぶって、「わたしは王となろ

う」と言い、自分のために戦車と騎兵および自分の前に駆け

る者五十人を備えた。（第一列王記１：５） 

 



アドニヤの自己意思精神は父親との過去が燃料となってい

た。アドニヤは常に自分の欲しいものを手に入れて来た。 

 

彼の父は彼が生れてこのかた一度も「なぜ、そのような事を

するのか」と言って彼をたしなめたことがなかった。（１：６） 

 

ダビデは子供たちのしつけに失敗した。その結果、自己意思

で進む、父親よりも物事をわきまえていると信じる誇り高い

人間へと育った。アブサロムもアドニヤも父親に反抗し、王

位を奪おうとした。ソロモンの箴言：むちを加えない者はそ

の子を憎むのである、子を愛する者は、つとめてこれを懲ら

しめる。（箴言１３：２４） 

 

アブサロムとアドニヤは（両者とも王国を自分のものにしよ

うと試みたダビデの二人の息子である。）どちらもハンサム

であったと記されていることに注意しましょう。外見は二人

とも王に相応しい程見事で印象的であった。しかし、ダビデ

が兄弟たちの中からイスラエルの王に選ばれた際、神は具体

的に外見ではなく、心を見ておられることを指摘された（第

一サムエル１６：７，１７）。 

 

何千年もの間、人類は地位の帰順として外観を重視して来

た。しかし、神は常に外見ではなく内面的な心をみておられ

る。心は内面的な性質、誠意、神を知り、愛したいという欲

望、周囲の人々が神に引かれるために自分にではなく神に栄

光を帰す願望である。神が少年ダビデを見られたとき、神と

の関わりを切望し神を愛するダビデの心を見られた。今日で

も外見の良さや地位は、神の目的に用いられるための御心に

は無関係である。この原則が自分の人生にどのように適用す

るでしょうか。是非熟考してください。あなはたの心はいか

がでしょうか？ 

 

アドニヤは盛大な祝宴を催し、ダビデの政権から鍵となる人

物の支援を受け、自身がイスラエルの次の王であることを宣

言した。しかし、自己決定したアドニヤの支配は長続きしな

かった。 

 

アドニヤは多くを持っていた：地位、資源、意志力、美貌、

地位の高い友人と家族の支援。しかし、肝心な物が備わって

いなかった：神の承認。私たちが自分だけでものごとを決断

する時、自ら危険なコースを設定していることになる。賢明

な道は神のご計画を尋ねながら、神と共に歩むことである。

ソロモンの箴言：心をつくして主に信頼せよ、自分の知識に

たよってはならない。すべての道で主を認めよ、そうすれ

ば、主はあなたの道をまっすぐにされる。自分を見て賢いと

思ってはならない、主を恐れて、悪を離れよ。 

（箴言３：５－７） 

 

 

バテシバ、ダビデに訴える： １：１１－２７ 

 

バテシバはダビデがヒッタイト人のウリヤから奪った妻であ

る（参照：第二サムエル１１章でダビデがバテシバと姦淫を

犯し、その罪をバテシバの夫ウリヤを戦場で殺させることに

よって隠蔽しようとした。）。そのような大きな罪にもかか

わらず、神はダビデとバテシバを憐れんで、ソロモンという

名の息子をお与えになった。ソロモンに関する神の約束に従

って（第一歴代誌２２：８－１０）、ダビデはバテシバに 

ソロモンがダビデに続く次期王であることを約束した（第一



列王記１：１３，１７，３０）。アドニヤが自分の王権を宣

言したとき、バテシバは即座にダビデに自分の息子ソロモン

の王位の権利を主張した。 

 

彼女は王に言った、「わが主よ、あなたは、あなたの神、主

をさして、はしために誓い、『おまえの子ソロモンがわたし

に次いで王となり、わたしの位に座するであろう』と言われ

ました。（１：１７） 

 

王わが主よ、イスラエルのすべての目はあなたに注がれ、だ

れがあなたに次いで、王わが主の位に座すべきかを告げられ

るのを望んでいます。（１：２０） 

 

バテシバの訴えは、アドニヤがしたことをダビデに報告する

ために入ってきた予言者ナタンが合意した。 

 

 

ダビデ、ソロモンを王と宣言する：１：２８－４０ 

 

ダビデは直ちに鍵となる指導者たちに後継者としてソロモン

に油注ぐ公の儀式を持つよう命令を下した。 

 

王は彼らに言った、「あなたがたの主君の家来たちを連れ、

わが子ソロモンをわたしの騾馬に乗せ、彼を導いてギホンに

下り、その所で祭司ザドクと預言者ナタンは彼に油を注いで

イスラエルの王としなさい。そしてラッパを吹いて、『ソロ

モン王万歳』と言いなさい。それから、あなたがたは彼に従

って上ってきなさい。彼はきて、わたしの位に座し、わたし

に代って王となるであろう。わたしは彼を立ててイスラエル

とユダの上に主君とする」。（１：３３－３５） 

ダビデの家来たちは、ダビデの指示通り行い、ソロモンに王

として公に油を注いだ。人々の反応は周囲何マイルにも広が

った： 

 

祭司ザドクは幕屋から油の角を取ってきて、ソロモンに油を

注いだ。そしてラッパを吹き鳴らし、民は皆「ソロモン王万

歳」と言った。民はみな彼に従って上り、笛を吹いて大いに

喜び祝った。地は彼らの声で裂けるばかりであった。 

（１：３９，４０） 

 

 

アドニヤの恐怖： １：４１－５３ 

 

ソロモンの即位式の報告がアドニヤとアドニヤの即位祝宴の

席に招かれた人々の耳に届いた時、命の危険を察し逃げ出し

た。自分の命の危険に恐れたアドニヤは礼拝堂に逃げ込み、

祭壇の角笛を掴んだ（事実上意味したこと：「私は重大な罪

を犯してしまった。罪な私を憐れみください。」）。ソロモ

ンの王としての最初に行ったことは、アドニヤを赦すことで

あった。 

 

ソロモンは言った、「もし彼がよい人となるならば、その髪

の毛ひとすじも地に落ちることはなかろう。しかし彼のうち

に悪のあることがわかるならば、彼は死ななければならな

い」。（１：５２） 

 

ソロモンは祝福された子であった。ソロモンはダビデとバテ

シバの不道徳な二人組みから生まれた。それでも、神はソロ

モンに対してその責任を保持されることは無かった。ソロモ

ンに両親の道徳性を判断することは出来なかった。私たちの



目に失敗であるかに見えるようなことでも、神の目には決し

て失敗はない。あなたが今ここに存在しているという事実は

神のかたちとしてお造りになり、神と関わって生きるための

ユニークな創造として尊んでくださっているということであ

る。どのような過程であなたがこの世に生まれてきたかとい

うことは神にとっては問題ではない。問題であるのは、神は

あなたが神を個人的に知り、神の壮大な愛を体験することと

待ち望んでおられる。インマニュエル（神は我らと共に）は

あなたの人生を共に歩みたいと切望しておられるのです。 

そして、その歩みは永遠へと続くのです。 

 

 

ダビデの最後の言葉、そして死： ２：１－１２ 

 

ダビデは死を目前に、力強くソロモンに語った、ダビデの古

いビジネスに関する事柄の対処をソロモンに託した。ソロモ

ンはまだ若かった（聖書学者たちはソロモンは二十歳以前で

あったと考える。）ので、王という大役に備えるため、父親

ダビデの話は非常に重大であった： 

 

「わたしは世のすべての人の行く道を行こうとしている。あ

なたは強く、男らしくなければならない。あなたの神、主の

さとしを守り、その道に歩み、その定めと戒めと、おきてと

あかしとを、モーセの律法にしるされているとおりに守らな

ければならない。そうすれば、あなたがするすべての事と、

あなたの向かうすべての所で、あなたは栄えるであろう。 

また主がさきにわたしについて語って『もしおまえの子たち

が、その道を慎み、心をつくし、精神をつくして真実をもっ

て、わたしの前に歩むならば、おまえに次いでイスラエルの

位にのぼる人が、欠けることはなかろう』と言われた言葉を

確実にされるであろう。（２：２－４） 

 

 

神学的洞察：旧約聖書の中の繫栄の約束－ 

それらは新約聖書のキリスト従者にも適応するか？ 

 

ダビデのメッセージは単純明快であった：「お前もお前の息

子たちもお前の国民も、お前が成す全てのことで成功するた

めに、ただ神の道を歩みなさい。」これは、旧約聖書の中で

神がイスラエル国家に交わされた多くの約束のうちの一つで

ある。これらの約束の本質は：もし、あなたたち民が神であ

るわたしに従うなら、あなたは人生のあらゆる場面で繁栄す

るようになる。繁栄の約束の基盤はイスラエルの民が契約に

従って歩むならば様々な具体的な祝福（健康、富、安全な

ど。）を約束された申命記２８：１－４に記されている。 

また、神の律法に従順に歩むことができなかった場合の物理

的戒めや損失もイスラエルに約束された（２８：１５ｆｆ）。 

 

ダビデのソロモンへの申し継ぎの内容はこれと同様の従順＝

繁栄のテーマについてであった。もし、王が神の道を歩むな

らば、ソロモンも、その息子たちも、その国民も、明白に祝

福されるのである。もし、ソロモンが神の道を歩み損ねたな

らば、破滅的な損失がイスラエルに訪れる。 

 

現代の聖書を教える者たちの多くが、イスラエル固有の繁栄

の約束を新約聖書のクリスチャン（いわゆる「繁栄の福音」）に

適用しようと試みるとき、この旧約聖書の扱いに誤ります。

新約聖書時代の教会（キリストのからだ）は旧約聖書におけ

る国家としてのイスラエルへの約束の相続人ではない。イス



ラエルへの約束を現代の教会や個人に適応しようとすること

は聖書解釈の誤りである。さらに、イエス様が従者に繁栄の

約束をされた箇所は存在しない。それどころか、イエスに従

うものはこの世で苦難を受け、イエスとの関わりのために命

が狙われると約束している（ヨハネの福音書１５：２０）。この

ように、初代のクリスチャンは患難は報酬であると信じていた！ 

 

あなたがたはキリストのために、ただ彼を信じることだけで

はなく、彼のために苦しむことをも賜わっている。    

（ピリピへの手紙１：２９） 

 

今日、世界中の殆どのキリスト従者は繁栄で約束された状況

下にに生きていない。むしろ、彼らは苦難、喪失、苦しみ、

また、地域によっては深刻な迫害と共に生きている。繁栄の

ための唯一の真の希望はヤコブの言葉に見られる：愛する兄

弟たちよ。よく聞きなさい。神は、この世の貧しい人たちを

選んで信仰に富ませ、神を愛する者たちに約束された御国の

相続者とされたではないか。（ヤコブの手紙２：５）彼らはこ

の世で邸宅に住むなどということを期待していないが確かに

次の人生に様々な溢れる祝福を楽しむことを期待している。 

 

したがって、新約聖書の信者たちは、新約聖書の従順＝繁栄

の公式によって生きるという誤りを回避する必要がある。私

たちには、公式の基礎となる不朽の原理によって生きること

が出来、また、そうしなければならないのである：神と共に

歩むことが、あなたのためにデザインしてくださった一意の

人生を歩む道を見つけるための唯一の方法である。わたした

ちは神の作品であって、良い行いをするように、キリスト・

イエスにあって造られたのである。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）「良い行い」と

は、健康や富を巻き込むことであるかもしれないし、または

苦しみや喪失を巻き込むことであるかもしれない。私たちは

神を求め、神に人生の台本を書いていただく必要がある。 

これこそ私たちが息子や娘に求るべきことである。神と共に

歩む・・・そして、神にあなたの人生の物語を書いていただ

きましょう。 

 

ソロモンに神と歩むよう求めた後、ダビデの口調が変わっ

た。ダビデの生涯で困難をもたらした二人の男に対して、 

ソロモンに厳密な復讐をするよう求めた： ヨアブはダビデ

の誠実な司令官であったが、ダビデの同意を得ずに、何人か

の敵を殺し任務の境界線を越えた。シメイはアブサロムの反

乱の際に、ダビデを呪った。ダビデはソロモンに、この二人

を死刑にするよう求めた。 

 

ソロモンの箴言：「わたしが悪に報いる」と言ってはならな

い、主を待ち望め、主はあなたを助けられる。（箴言２０：２２） 

「彼がわたしにしたように、わたしも彼にしよう、わたしは

人がしたところにしたがって、その人に報いよう」と言って

はならない。（箴言２４：２９）もしあなたのあだが飢えて

いるならば、パンを与えて食べさせ、もしかわいているなら

ば水を与えて飲ませよ。（箴言２５：２１）愛する者たち

よ。自分で復讐をしないで、むしろ、神の怒りに任せなさ

い。なぜなら、「主が言われる。復讐はわたしのすることで

ある。わたし自身が報復する」と書いてあるからである。

（ローマ人１２：１９） 

 

 

 



アドニヤの愚かな要求： ２：１３－２５ 

 

誇り高い精神を持つ者は、決して自分の思い通りの道を諦め

ることは無い（マシュー・ヘンリー）。アドニヤはイスラエ

ルの次期王になる誇り高い夢を持ち続けた。そこで、アドニ

ヤはバテシバに、ダビデの介護を務めたジュナミ人の若い娘

アビシャグと結婚する権利を付与するようソロモンに懇願す

るよう求めた（１：１－４）。実際はそうではなかったが、

ダビデのめかけ（半分妻）の一人であると周囲に認識されて

いる可能性があった。このように、ダビデの「妻たち」の中

のひとりを自分のものにすることによって、アドニヤは王位

を主張したことになる。支配者の寝台を確保したとき、その

王位を確保する（ヘンリー）。ソロモンを外そうとする兄の

抜け目のない試みを見通したソロモンは見抜いて、この反逆

行為のためにアドニヤに死刑を執行した。 

 

 

ソロモン、他の反対派を省く： ２：２６－４６ 

 

アビアタルはアドニヤを支持したので、ソロモンは彼を聖職

の地位から解任した（２：２６－２７）。アビアタルは、一

世紀前、神への不従順によってエリの子孫であった最後の祭

司であった。一世紀前に祭司の永続的な系列の権利を失った

（第一サムエル２：３０－３２）。また、ソロモンはダビデ

の要求通り、ヨアブとシメイにも死刑を執行した。最後の一

節は最初の２章の主な要点をまとめている： 

 

こうして国はソロモンの手に堅く立った。（第一列王記２：４６） 

 

神が義をもたらされる方法やタイミングは、いつも大きな謎

である。大祭司であったエリの家系に裁きが宣告されていた

にもかかわらず、その裁きが実施されたのは一世紀後であっ

た。私たちは不正に苦しむとき、頻繁に「不公平だ！」と叫

んでしまう。また、直ちに、神に状況に対処し正義を課して

ほしいと願いがちである。さらに、自身のやり方で仕返しを

する方法をとってしまう。あなたの人生の中でも、神の義を

明らかにしていただきたいと切望している状況がないでしょ

うか。あなたは、そのことがらについて、神の御心の方法で

御心の時に完全にお委ねすることが出来ているでしょうか。

神は信頼するに値するお方です。 

 

 

ソロモンの二つの妥協：３：１－４ 

 

ソロモンの統治に関する冒頭で、巨大で長期的な意味合いを

含んでいる二つの詳細が見られる。まず・・・ 

 

ソロモン王はエジプトの王パロと縁を結び、パロの娘をめと

ってダビデの町に連れてきて、自分の家と、主の宮と、エル

サレムの周囲の城壁を建て終るまでそこにおらせた。 

（３：１） 

 

モーセの律法は、例えそれが王であろうと、他国の女との結

婚を禁じていた（参照：申命記７：３，４ 、１７：１６－２０）。 

さらに、外国の勢力との提携の形成は、神の保護への依存の

欠如の兆候であった。それは最終的に、ソロモンの崩壊へと

導く異国の女性への愛へと繋いでいくことになる。二つ目

は・・・ 

 



ソロモンは主を愛し、父ダビデの定めに歩んだが、ただ彼は

高き所で犠牲をささげ、香をたいた。（３：３） 

 

旧約聖書に記されている「高きところ」とは、不正な供えも

のが異教の神や女神に捧げられる場所を意味した。たとえソ

ロモンが異教の神々を礼拝していなくても（この時点では考

え難い）、の霊的な慣行に妥協する彼の意思のほのめかしが

ここにある。それは後に、ソロモンを異国の女性たちへの愛

へと導き、また彼女たちに異教の祭壇をエルサレムに建てる

ことを許るすことへと進展し、その結果、ソロモンとイスラ

エルの民への神の裁きへと繋がる。 

 

飛行機が飛行する際、電子方位計上に非常にわずかな誤差が

生じるということが知られている。そのようなわずかなずれ

でも、長時間もの飛行の後にはコースを外れ禁止空域へと数

百マイルも外れてしまう。同様に、私たちの人生の微々たる

妥協の数々が、時が経つにつれ大きな妥協へと蓄積し、重大

な結果へと繋がる。あなたの人生のわずかな漂流に気を付け

ましょう。あなたが思っているよりもはるかに重大な問題で

あるかもしれません。神に、どんな些細な漂流も明らかにし

ていただくよう祈りましょう。 

 

 

ソロモン、神に知恵を求める： ３：５－１５ 

 

即位の初めに、ソロモンはその数１，０００もの全焼の生贄

を捧げて主を礼拝した。同じ日の晩、主がソロモンに現れに

なり仰せられた： ギベオンで主は夜の夢にソロモンに現れ

て言われた、「あなたに何を与えようか、求めなさい」

（３：５）。ソロモンは次のように応えた １）イスラエル

の王として仕えるには若く、準備も整っていないので ２）

人々の上に立ち支配することが出来るための神からの知恵を

願った。 

 

それゆえ、聞きわける心をしもべに与えて、あなたの民をさ

ばかせ、わたしに善悪をわきまえることを得させてくださ

い。だれが、あなたのこの大いなる民をさばくことができま

しょう」。（３：９） 

 

主は、ソロモンが自己中心的な長寿や富を要求をしなかった

ことを喜ばれた。 

 

見よ、わたしはあなたの言葉にしたがって、賢い、英明な心

を与える。あなたの先にはあなたに並ぶ者がなく、あなたの

後にもあなたに並ぶ者は起らないであろう。（３：１２） 

 

このようにしてソロモンは当時、世界で最も賢い男となり、

聖書の中の知恵文学の重要な部分を記すことが出来た。ソロ

モンの知恵は神からの超自然的な賜物でであった。 

 

もし、神が願い事を一つ叶えてくださると仰ったら、あなた

は何を願いますか？この質問をじっくりと熟考してみてくだ

さい。正直に答えてください（「正しい」答えを出すことを

目的にソロモンも応えを真似てはいけません。）。あなたの

最大の願いからあなたの心の内の重要な何かを見出すことが

出来ます。あなたの一番のリクエストは何でしょうか？ 

 

 

 

 



ソロモンの識別のための最初のテスト： ３：１６－２８ 

 

二人の女がソロモンのところにやってきて、二人が一人の赤

ん坊の合法的な母親であると主張した。ソロモンは賢明にも

その新生児の真の母親の母性本能を用いてその口論の真相を

暴いた。二人の内一人の女（真の母親）のみが我が子の命を

助けるために何でもする意思を表した。ソロモンの行動の結

果・・・ 

 

イスラエルは皆王が与えた判決を聞いて王を恐れた。神の知

恵が彼のうちにあって、さばきをするのを見たからである。

（３：２８） 

 

 

ソロモンの高官たち： ４：１－９ 

 

全ての偉大な指導者たちは偉大なる指導者たちで取り囲ん

だ。中央政府でソロモンの正式な職員の名前が一覧表示され

ている（４：２－６）。さらに、各１２部族は年に一度政府

を支援する責任があった（「王とその王家」）。各部族の代

理の者は課税のシステムが効果的に行われたことを確実にす

ることを任命された。 

 

かつて成功を収めた指導者が言った：室内で私の声のみが響

いているとしたら、部屋を間違えたのである！もしくは、相

応しい人物をその部屋に招待し損ねたのかもしれない。あな

たが担当している問題や決定事項において、有能で自身に満

ちた声を持つ者たちで周りを固められているでしょうか？偉

大なる指導者たちは、偉大なる従者に囲まれるだけでなく、

また、偉大な指導者たちにも囲まれる。 

ソロモンの王国の領域： ４：２０－２８ 

 

イスラエル王国はソロモン下で繁栄と喜びの時を楽しんだ。

イスラエルの地理的な境界は、イスラエルの歴史の中で他の

どの時代よりも広大であった。繁栄と平和と安全が存在し

た。イスラエルが祝福に満ちた時を記述するために用いられ

た聖句がある：ソロモンの一生の間、ユダとイスラエルはダ

ンからベエルシバに至るまで、安らかにおのおの自分たちの

ぶどうの木の下と、いちじくの木の下に住んだ。（４：２５） 

 

 

ソロモンの知恵の広さ： ４：２９－３４ 

 

ソロモンの王国の偉大さは、神から授かった珍しい知恵の結

果、周辺諸国へ与えた影響であった。ソロモンの知恵・・・ 

 

ソロモンの知恵は東の人々の知恵とエジプトのすべての知恵

にまさった。（４：３０） 

 

諸国の人々はソロモンの知恵を聞くためにきた。地の諸王は

ソロモンの知恵を聞いて人をつかわした。（４：３４） 

 

イスラエルの歴史のこの時点で、神が民をエジプトから救出

され、彼らを神の独自の民と呼ばれた際、神が念頭に置かれ

ていた本来の目的を思い出すことが重要である。 

 

それで、もしあなたがたが、まことにわたしの声に聞き従

い、わたしの契約を守るならば、あなたがたはすべての民に

まさって、わたしの宝となるであろう。全地はわたしの所有

だからである。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』。これがあなたのイスラ

エルの人々に語るべき言葉である」。（１９：５，６） 

 

イスラエル国家は、地球上のすべての国々に神のご性質を表

示するために「祭司国家」となるとされていた。シナイ山で

神がモーセを通してイスラエル国家に神の律法と命令を下さ

れて以来４００年になる。そして、このソロモンの時代に、

神の王国の栄光を保持しているソロモンの知恵を聞くために

世界中の国々が群がった。イスラエルの歴史の中で、もし、

旧約聖書の「世の光」となり、国々に神と神のご性質を表す

ことよって神の目的に接近出来た時があるとしたら、ソロモ

ンの統治の初期であった。 

 

 

要約と思考： 

 

旧約聖書全体を通して、様々な民とその生活が表示されてい

る。個人、もしくは国家の物語に関わらず、神は常に驚くべ

き恵みを実証してこられた。ソロモンの生活を例にとってみ

ましょう。神は、後にソロモンが犯す重大な罪について、ま

た、それらの罪によってダビデの家系とイスラエルの国家を

大惨事に繋げることになるということをご存知であった。そ

れでも神はソロモンに次のことをお許しになった：１）偉大

な王となり、イスラエル国家としての繁栄期へと導き、２）

世界一賢い人となり、その評判を世界中に広め、３）箴言、

伝道の書、ソロモンの歌 – 聖書の３冊の本の著者となる。 

 

おそらく、あなたも神の御心やみ言で明らかにしておられる

教えに反する決断を下されたことがあるでしょう。神はあな

たの人生など、神の目的のために用いられることは無いであ

ろうなどと決めつけおられないでしょうか。ソロモンやダビ

デやその他に大勢の人々の人生の中で実証してくださった神

の驚くべき恵みによって、神はあなたと一緒に歩いてくださ

り、神の大きな目的のために、あなたと以前の誤った選択を

も用して再び祝福したいと望んでおられることが保証されて

いる。神の恵みは、神の喜び、ご栄光、さらに、私たちの驚

きとなるために、私たちの犯した失敗をも傑作へと変えてく

ださる。神に返り、あなたの人生を用いて美しいことを起こ

していただくように神を信頼するのに遅すぎることなどな

い。神の慈愛があなたを悔改めに導く…（ローマ人への手紙２：４） 

 

 


