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人生に大胆に向き合う
「恐れるな。わたしはあなたとともにいる。たじろぐな。わたしがあなたの神だから。
わたしはあなたを強くし、あなたを助け、わたしの義の右の手で、あなたを守る。」
（イザヤ 41：10 新改訳 2017）
「突然襲う恐怖、神に逆らう者を見舞う破滅に おびえてはならない。 26 主があな
たの傍らにいまし、足が罠にかからないように守ってくださる。」
（箴言3:25-26 新共同訳）

・あなたの人生の問題に

対峙する

「ダビデはペリシテ人に言った。『おまえは、剣と槍と投げ槍を持って私に向かっ
て来るが、私は、おまえがそしったイスラエルの戦陣の神、万軍の主の御名によ
って、おまえに立ち向かう。46 今日、主はおまえを私の手に渡される。私はおまえ
を殺しておまえの頭を胴体から離し、今日、ペリシテ人の軍勢の屍を、空の鳥、
地の獣に与えてやる。すべての国は、イスラエルに神がおられることを知るだろう。
47
ここに集まっているすべての者も、剣や槍がなくても、主が救いをもたらすこと
を知るだろう。この戦いは主の戦いだ。主は、おまえたちをわれわれの手に渡さ
れる。』 48 そのとき、そのペリシテ人はダビデの方に近づき始めた。ダビデは、す
ばやく戦場を走って行き、ペリシテ人に立ち向かった。49 ダビデは手を袋の中に
入れて、石を一つ取り、石投げでそれを放って、ペリシテ人の額を撃った。石は額
に食い込み、彼はうつぶせに地面に倒れた。50 ダビデは、石投げと石一つでこの
ペリシテ人に勝ち、このペリシテ人を撃って、彼を殺した。ダビデの手に剣はなか
ったが。」（１サムエル 17：45～50 新改訳 2017）

人生のチャレンジに果敢に立ち向かうための鍵：

a. あなたの問題に
b. あなたの

（45-46 節）
に神様を迎い入れる (46-47 節)

c. あなたが直面するチャレンジから
d. 神様はもうすでにあなたが勝利するように、
くださっていることを知る (49-50 節)

はならない (48 節)
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FACING LIFE BOLDLY
“So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. I
will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right
hand.” (Isaiah 41:10 NIV)
“Do not be afraid of sudden danger, nor of trouble from the wicked when it
comes. 26For the Lord will be your confidence and will keep your foot from
being caught.” (Proverbs 3:25—26 NASB)

• CONFRONT YOUR LIFE’S ISSUES WITH
“David said to the Philistine, “You come against me with sword and spear
and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the
God of the armies of Israel, whom you have defied. 46This day the Lord
will deliver you into my hands, and I’ll strike you down and cut off your
head. This very day I will give the carcasses of the Philistine army to the
birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a
God in Israel. 47All those gathered here will know that it is not by sword or
spear that the Lord saves; for the battle is the Lord’s, and he will give all of
you into our hands.” 48 As the Philistine moved closer to attack him, David
ran quickly toward the battle line to meet him. 49 Reaching into his bag
and taking out a stone, he slung it and struck the Philistine on the
forehead. The stone sank into his forehead, and he fell facedown on the
ground. 50 So David triumphed over the Philistine with a sling and a
stone; without a sword in his hand, he struck down the Philistine and
killed him.” (1Samuel 17:45—50 NIV)

KEYS TO CONFIDENTLY FACING LIFE’S CHALLENGES:
a.
to your problems (vs.45-46)
b. Bring God into your
c. Do not

(vs.46-47)

from the challenges that you face
(vs.48)
d. Know that God has already
you to win
(vs.49-50)

