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人間関係の問題

ダビデとアブサロム：プライドによる不意打ち
2 サムエル 15:1-18

「高慢は破滅に先立ち、高ぶった霊は挫折に先立つ。
」（箴言 16：18）

どのようにプライドが破滅につながるのか
1.
「その後、アブサロムは自分のために戦車と馬、そして自分の前に走
る者五十人を手に入れた。アブサロムはいつも、朝早く、門に通じる
道のそばに立っていた。さばきのために王のところに来て訴えようと
する者がいると、アブサロムは、その一人ひとりを呼んで言っていた。
『あなたはどこの町の者か。
』その人が『このしもべはイスラエルのこ
れこれの部族の者です』と答えると、アブサロムは彼に、
『聞きなさい。
あなたの訴えは良いし、正しい。だが、王の側にはあなたのことを聞
いてくれる者はいない』と言っていた。さらにアブサロムは、
『だれか
私をこの国のさばき人に立ててくれないだろうか。訴えや申し立ての
ある人がみな、私のところに来て、私がその訴えを正しくさばくのだ
が』と言っていた。
」（２サムエル 15:1-4 新改訳）

2.

謙虚さ

「人が彼に近づいてひれ伏そうとすると、彼は手を伸ばし、その人を
抱いて口づけしていた。アブサロムは、さばきのために王のところに
やって来る、すべてのイスラエルの人にこのようにした。アブサロム
はイスラエルの人々の心を盗んだ。
」（２サムエル 15:5-6 新改訳）
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3.秘密にしている本当の
「四年たって、アブサロムは王に言った。
『私が主に立てた誓願を果た
すために、どうか私をヘブロンに行かせてください。このしもべは、
アラムのゲシュルにいたときに、
『もし主が私を本当にエルサレムに連
れ帰ってくださるなら、私は主に仕えます』と言って誓願を立てたの
です。
』王は言った。
『安心して行って来なさい。
』彼は立って、ヘブロ
ンに行った。アブサロムはイスラエルの全部族に、ひそかに人を遣わ
して言った。『角笛が鳴るのを聞いたら、『アブサロムがヘブロンで王
になった』と言いなさい。』アブサロムとともに、二百人の人々がエル
サレムを出て行った。その人たちは、ただ単に招かれて行った者たち
で、何も知らなかった。アブサロムは、いけにえを献げている間に、
人を遣わして、ダビデの助言者ギロ人アヒトフェルを、彼の町ギロか
ら呼び寄せた。この謀反は強く、アブサロムにくみする民が多くなっ
た。
」（2 サムエル 15:7-12 新改訳）

4.

の終わり

「王はヨアブ、アビシャイ、イタイに命じて言った。
『私に免じて、若
者アブサロムをゆるやかに扱ってくれ。
』兵はみな、王が隊長たち全員
にアブサロムのことについて命じているのを聞いていた。兵たちはイ
スラエルに対抗するために戦場へ出て行った。戦いはエフライムの森
で行われた。イスラエルの兵たちは、そこでダビデの家来たちに打ち
負かされ、その日その場所で多くの者が倒れ、その数は二万人となっ
た。戦いはこの地一帯に広がり、この日、剣よりも密林のほうが多く
の者を食い尽くした。アブサロムはダビデの家来たちに出会った。ア
ブサロムはらばに乗っていたが、らばが大きな樫の木の、茂った枝の
下を通った。すると、アブサロムの頭が樫の木に引っ掛かり、彼は宙
づりになった。彼が乗っていたらばはそのまま行ってしまった。ある
男がそれを見て、ヨアブに告げて言った。
『今、アブサロムが樫の木に
引っ掛かっているのを見ました。
』」(2 サムエル 18:5-10 新改訳)
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Relationship Matters

David & Absalom: Blindsided By Pride
2Samuel 15:1-18

“Pride goes before destruction, and haughtiness before a fall."
(Proverbs 16:18)

HOW PRIDE LEADS TO A FALL
1.
“After this, Absalom bought a chariot and horses, and he hired fifty
bodyguards to run ahead of him. 2 He got up early every morning and
went out to the gate of the city. When people brought a case to the king
for judgment, Absalom would ask where in Israel they were from, and
they would tell him their tribe. 3 Then Absalom would say, “You’ve
really got a strong case here! It’s too bad the king doesn’t have anyone
to hear it. 4 I wish I were the judge. Then everyone could bring their
cases to me for judgment, and I would give them justice!”
(2 Samuel 15:1-4 NLT)

2.

HUMILITY

“When people tried to bow before him, Absalom wouldn’t let them.
Instead, he took them by the hand and kissed them. 6 Absalom did this
with everyone who came to the king for judgment, and so he stole the
hearts of all the people of Israel. ”
（2 Samuel 15:5-6 NLT）
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3.SECRETIVE
“After four years, Absalom said to the king, “Let me go to Hebron to
offer a sacrifice to the Lord and fulfill a vow I made to him. 8 For while
your servant was at Geshur in Aram, I promised to sacrifice to the Lord
in Hebron if he would bring me back to Jerusalem.” 9 “All right,” the
king told him. “Go and fulfill your vow.” So Absalom went to Hebron.
10 But while he was there, he sent secret messengers to all the tribes of
Israel to stir up a rebellion against the king. “As soon as you hear the
ram’s horn,” his message read, “you are to say, ‘Absalom has been
crowned king in Hebron.’” 11 He took 200 men from Jerusalem with
him as guests, but they knew nothing of his intentions. 12 While
Absalom was offering the sacrifices, he sent for Ahithophel, one of
David’s counselors who lived in Giloh. Soon many others also joined
Absalom, and the conspiracy gained momentum”
(2Samuel 15:7-12 NLT)

4.

ENDING

“And the king gave this command to Joab, Abishai, and Ittai: “For my
sake, deal gently with young Absalom.” And all the troops heard the
king give this order to his commanders. 6 So the battle began in the
forest of Ephraim, 7 and the Israelite troops were beaten back by
David’s men. There was a great slaughter that day, and 20,000 men
laid down their lives. 8 The battle raged all across the countryside, and
more men died because of the forest than were killed by the sword.
9 During the battle, Absalom happened to come upon some of David’
s men. He tried to escape on his mule, but as he rode beneath the thick
branches of a great tree, his hair[c] got caught in the tree. His mule
kept going and left him dangling in the air. 10 One of David’s men saw
what had happened and told Joab, “I saw Absalom dangling from a
great tree.” (2Samuel 18:5—10 NLT)

