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シリーズ： 突破口を切り開く人生

神様はすでにあなたのために働いておられる！
人生の逆境を打開するための３つの原則：
1. いつもまず最初に神様に
「ペリシテ人は、ダビデが油注がれてイスラエルの王となったことを聞いた。ペリ
シテ人はみな、ダビデを狙って攻め上って来た。ダビデはそれを聞き、要害に下
って行った。18 一方、ペリシテ人はやって来て、レファイムの谷間を侵略した。19 ダ
ビデは主に伺った。『ペリシテ人のところに攻め上るべきでしょうか。彼らを私の手
に渡してくださるでしょうか。』 主はダビデに言われた。『攻め上れ。わたしは必
ず、ペリシテ人をあなたの手に渡すから。』」 （2 サムエル 5:17～19 新改訳）

2. 神様のゴーサインに
「ダビデはバアル・ペラツィムにやって来た。ダビデはそこで彼らを討って、『主は、
水が破れ出るように、私の前で私の敵を破られた』と言った。それゆえ、その場所
の名はバアル・ペラツィムと呼ばれた。21 彼らはそこに自分たちの偶像を置き去り
にした。そこでダビデとその部下はそれらを運び去った。」
（2 サムエル 5:20～21 新改訳)

3. 人生のチャレンジに対する神様の

はその都度違う

「ペリシテ人は、またも攻め上り、レファイムの谷間を侵略した。23 ダビデが主に伺
うと、主は言われた。『上って行くな。彼らのうしろに回り込み、バルサム樹の茂み
の前から彼らに向かえ。24 バルサム樹の茂みの上で行進の音が聞こえたら、そ
のとき、あなたは攻め上れ。そのとき主はすでに、ペリシテ人の陣営を討つため
に、あなたより先に出ているからだ。』25 ダビデは主が彼に命じられたとおりにし、
ゲバからゲゼルに至るまでのペリシテ人を討った。」
(2 サムエル 5:22～25 新改訳)
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SERIES: A BREAKTHROUGH LIFE

GOD IS ALREADY WORKING ON YOUR BEHALF

3 PRINCIPLES FOR BREAKING THROUGH IN YOUR LIFE:

1.

ALWAYS

THE LORD FIRST

“When the Philistines heard that David had been anointed king over Israel,
they went up in full force to search for him, but David heard about it and
went down to the stronghold. 18Now the Philistines had come and spread out
in the Valley of Rephaim; 19so David inquired of the Lord, ‘Shall I go and
attack the Philistines? Will you deliver them into my hands?’ The Lord
answered him, ‘GO, for I will surely deliver the Philistines into your hands.’”
(2Samuel 5:17-19 NIV)

2.

WHEN GOD GIVES A “GO”

“So David went to Baal Perazim, and there he defeated them. He said, ‘As
waters break out, the Lord has broken out against my enemies before me.’ So
that place was called Baal Perazim. 21The Philistines abandoned their idols
there, and David and his men carried them off.” (2Samuel 5:20-21 NIV)

3.

GOD’S
EVERY LIFE CHALLENGE

ARE DIFFERENT IN

“Once more the Philistines came up and spread out in the Valley of
Rephaim; 23so David inquired of the Lord, and he answered, ‘Do not go
straight up, but circle around behind them and attack them in front of
the poplar trees. 24As soon as you hear the sound of marching in the
tops of the poplar trees, move quickly, because that will mean the Lord
has gone out in front of you to strike the Philistine army.’ 25So David did
as the Lord commanded him, and he struck down the Philistines all the
way from Gibeon d to Gezer.” (2Samuel 5:22-25 NIV)

