
God who knows the way we take 

Job 23:10  

私達の歩む道をも知っておられる神様 

ヨブ 23:10 

Setting: 

A. Even when we don’t know where God is, 

God knows the way we take 

 Job’s trials 

 V. 8-9: Can’t even see God 

 Have you lost the sight of God? 

 It is difficult to see God from the negative 

point of view. Are you seeking God from the 

positive point of view? 

 We may get lost but God doesn’t get lost 

 It may not be that we are not seeing God 

rather than God is out of our sight 

 Surely they may forget, Yet I will not forget 

you. Isaiah 49:15 

 How does God know the way we take? 

B. You are as gold 

 What’s gold? Valuable & incorruptible 

 We may go through our trials but we will 

never be destroyed because God created us 

as gold 

 We=God’s masterpiece: because He created 

us    Ephesians 2:10 

 What is your true value? 

聖句の背景:  

A. 私達が神様が何処におられるかわかっていなくて

も、神様は私達の歩む道を知っておられます 

 ヨブの苦難の人生 

 8-9 節：神様が何処におられるかわからない 

 神様を見失っている時ってありませんか？ 

 マイナスの視点からでは神様は見づらい。プラスの視点から

神様をみつめられていますか？ 

 私達は迷子になるけれど、神様は迷子にはなられない 

 見つからないのではなく、見えてない事もあるのでは 

 たとい彼らが忘れるようなことがあっても、わたしは、あなたを

忘れることはない。 イザヤ 49：15 

 なぜ神様は私達の歩む道をご存知なのでしょうか？ 

C. あなたは金のような人です 

 金とは？ 価値あるもの & 壊せないもの 

 私達は試練の中を通るかも知れないが、私達を全滅、

全壊させるような試練はない。なぜなら神様が私達を創

造された時に金のような物として創って下さったから。 

 私達＝神様の傑作：神様が創って下さったのだから 

エペソ 2：10 

 あなたの本当の自分の価値ってどれ位ですか？ 

Application: 

When we are in tests, troubles, & trials, 

remember to seek “Who” God is rather than 

complaining to God in praying “why”  

 When we overcome trials, we can get to 

know more about ourselves & God Himself 

 God is in the midst of trials Matt. 8:23-27 

» When we experience the power of God, 

our understanding & faith deepen 

 Hence, we don’t need to be afraid of trials 

because we have God who can take care 

 No matter how difficult or how he was 

criticized » For I know that my Redeemer 

lives, And He shall stand at last on the earth  

Job 19:25 

 What did the trial mean to Job? 

聖句の適用方法:  

試練や問題や逆境の中にいる時、「なぜ」という愚痴る祈り

をするのではなく、神様をもっとよく知ろうとする神様は「だ

れ、どのような方なのか」という探求の祈りをしよう 

 試練を乗り越える時に、私達自身をもっと良く知る事が

でき、又神様自身をもっとよく知るチャンスです。 

 試練の中にも、神様はおられる マタイ８:23-27 »

神様の力を体験する時に、頭だけで理解する以上の神

様の理解と信仰が深まる 

 だから、試練を恐れる必要がありません、なぜならあなた

の試練や問題を解決して下さる神様がおられるからです 

 ヨブはどれだけ非難されても、苦難の道を歩んでも » 

わたしは知る、わたしをあがなう者は生きておられる、後

の日に彼は必ず地の上に立たれる。  ヨブ 19:25 

 ヨブにとって彼の試練はどのような意味があったか？ 

Prayer 

 Thank you for protecting us even when 

we are confused and can not see God 

 We declare that You will make 

everything OK even when we are in the 

midst of trials as You are always with us 

 Help us to know more about You and 

seek you from the positive view point 

祈り: 

 私達が迷って神様が見れていない時もあなたは、私

達の事を見守って下さっている事を感謝します 

 試練の中にもあなたがおられる事を信じ、あなたが全

てを良い方向に取り計らってくださる事を宣言します 

 私達の日々の生活の中であなたをもっと知り、あなた

をプラスの視点からみつめられるように助けて下さい 


