
The one who knew the true value and the one who 
didn’t 

Genesis 25:29-34 

真の価値を理解していた人とそうでなかった人 

創世記 25:29-34 

Setting: 
A. Esau who sold to satisfied his fleshly desire = He 

did not understand the true value of what God 
has given to him 

B. The birth right 
 The right to inherit Abrahamic Covenant (Old 

Testament) Genesis 12 = Making them God’s 
people to bless them so that they can bless 
others » Continue to the “New Covenant” (New 
Covenant) that’s given to us through Christ  

 To Esau, it was a mere title or a status (Did not 
see a special meaning or value of the relationship 
with God) 

 To Jacob, it was the privilege of inheriting God’s 
blessing (The way he was able to connect with 
God) 

C. Casting pearls before swine 
Matthew 7:6 

 It’s a waste to give to someone precious things to 
someone who doesn’t understand the value 

 Wouldn’t it be sad if we don’t realize the true 
value of what God has given to us? 

聖句の背景:  

A. 自分の欲を満たす為に売ってしまったエソウ＝自分

の持っている神様から与えられた物の真の価値を理

解していなかった 

B. 長子の特権 

 アブラハム契約（旧約）の相続人の権利 創世記 12 

= 神の国の国民とし、特別に祝福し、彼らを用いて世

界中を祝福する»キリストを通して私達に与えられている

“新しい契約” (新約)に継続されている 

 エソウにとっては、タイトル・ステータス（神様との繋がり

に、特別な意味や価値を見出していない） 

 ヤコブにとっては、神様からの祝福を受け継ぐ特権（神

様と繋がる方法と見ていた） 

C. 豚に真珠 

マタイ 7:６ 

 値打ちがわからない者には、どんなに価値のあるものを与

えても意味がなく、むだであることのたとえ 

 もし、私達も神様が下さっている物の本当の価値を見出

していなければ、なんと残念な事でしょうか？ 

Application: 

When we know the true value, appreciate, utilize, 

trust, and accept wonderful things God has given to 

us, we can understand the true meaning. 

 What has God given to you? 
Love, hope, joy, peace, victory, forgiveness, answer, 
salvation, blessing, grace, wisdom, healing, strength, 
protection, deliverance, guidance, companionship 
 How to comprehend the true value 

o Seeking the truth? Not just learning but seek 
on your own (through experience, etc) 

o Appreciate? Praise & worship 
o Utilize properly? 
o Complete confidence & trust? Philippians 4:13 
o Accepting as a part of your life? Life style, 

value system 

聖句の適用方法:  

神様から頂いている素晴らしい物を、ただ頂いているだけで

なく、その価値を知り、感謝し、用い、信頼し、受け入れる

からこそ本当の意味を見出す事ができます 

 私達は神様から何を頂いていますか？ 

愛、希望、喜び、平安、勝利、赦し、救い、祝福、恵み、知

恵、癒やし、力、励まし、守り、解放、答え、導き、友好関係 

 真の価値を理解する方法 

o 真理を探求できていますか？ 教わるではなく、自分で

探し求める（実体験、等） 

o 感謝をする行動をもって価値を見極められています

か？＝賛美、礼拝 

o 正しい方法をもって活用していますか？ 

o 絶対なる信用と信頼をもっていますか？ ピリピ 4:13 

o 自分の一部として受け入れ実践できていますか？ 生

き様、ライフ・スタイル、価値観 

Prayer: 
 Give us deeper understanding as we seek Your 

truth deeper than ever before 
 Guide us to better understand of the true value  

of what You have given to us as we appreciate 
through praise and worship 

 Provide us proper instructions and tools that we 
need to utilize what You have given to us 

 Strengthen us as we depend on You with 
complete trust and confidence in You 

 Walk with us as we practice accept what you 
have given to us as a part of daily life 

いのり: 

 あなたの真理を更に求めていきますので、更なる理解

を与えて下さい 

 賛美と礼拝をもって感謝していきますので、本当の価

値がわかるように導いて下さい 

 正しい方法をもってあなたから頂いている物を活用で

きるように必要なツールを備えて下さい 

 絶大なる信頼と信用をもってあなたに頼っていきます

ので、私達を強めて下さい 

 日々の生活の一部として受け入れ実践していきますの

で、共に歩んで下さい 


