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How to Deal 

With Life’s 

Challenges

人生の挑戦に

対処する方法

• Challenges of Joshua: What 
Moses could not accomplish 
= Return Jews to the 
promise land & settle

– Manage

– Provide

– Deal with complaints

– Encourage

– Deal with doubts

– Overcoming unfavorable 
circumstances

• ヨシュアに課せられたチャ
レンジ：モーセが出来な
かった事を=ユダヤ人を約
束の地に戻し、そこに再度
定住する

– まとめる

– 養う

– 愚痴・文句の対処

– 励ます

– 疑問への対処

– 不利な状況を打破する

See Possibilities Instead 
of Limits

Num. 14：7-9

• Swamps

• 10 spies: impossible

• Joshua & Caleb: faith that 
God will give it to us

• We may live in the middle of 
limitations, but God is 
beyond our limitations

• Are you focusing on your 
limited self or unlimited 
God?

制限よりも可能性を見る

民数 14：7-9

• 沼地が

• 10人のスパイ達：無理

• ヨシュアとカレブ：神様が
下さるという信仰

• 我々自身は制限に囲まれて
生きているが、神様は制限
を越えられ

• あなたの焦点は制限のある
自分へですか？それとも無
限の神様へですか？

Follow After God

Deut. 31:8

Josh. 3:6

• Ark of Covenant=God

• God=Guide through 
difficulties / together

• No reason to wander by 
yourself

• To the unknown

• Are you walking with God 
or are you running around 
by yourself?

神様の後を行く

申命記 31：8

ヨシュア3：6

• 契約の箱=神様

• 神様=困難な道への導き
手・共に

• 一人でさ迷う必要は無い

• 未知の世界へ

• 神様と共に歩めています
か？それとも一人でまよっ
ていますか？
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Don’t Forget That You 
Are Advancing

Josh. 4:5-7

• Monument=symbol of 
advancement and victory

• May not be complete 
victory but it is important 
to celebrate small victories

• 1 bite at a time: Dealing 
with the large problem little 
by little

• You may not be able to see 
goals/desired results, but 
advance little by little

• Are you drawing closer to 
God even little by little?

進歩している事
を忘れない

ヨシュア4：5-7

• 記念碑=進歩・勝利の印

• 完全なる勝利では無いが、
小さな事も喜び祝う事が大
切

• 一口サイズで：大きな問題
も少しづつ解決していけば
よい・小さな事からこつこ
つと

• ゴール・望んでる結果が見
えなくても少しずつ前進し
ていけばいい

• 少しづつでも神様に歩みよ
れていますか？

Displaying Your Faith 
By Actions

Heb. 11:30

• The Wall of Jericho = 
Undefeatable

• Crazy strategy

• Key is not strategy or ways 
but the partner=God

• They did it because they 
truly trusted God

• Faith?: being sure of what 
we hope for, being 
convinced of what we do 
not see

• Are you being able to 
display your faith by 
actions?

行動に起こすという信仰

へブル11：30

• エリコ城壁=難攻不落

• 馬鹿馬鹿しい!?作戦

• 鍵は作戦・やり方ではなく
パートナー=神様

• 行動に起こせたのは、神様
に頼りきっていたから

• 信仰とは：望んでいる事が
らを確信し、まだ見ていな
い事実を確認することであ
る

• 行動によって信仰を表現で
きていますか？

To deal with life’s challenges: 

– Help us to overcome our 
limitations with Your 
unlimited abilities

– Guide us to the path of 
victories and solutions as 
we follow You

– Thank You for allowing us 
to move forward daily

– Help us to act upon our 
faith beyond our mouth 
by trusting God 
completely

人生に起きる様々な挑戦に
対処する為：

– 無限なるあなたの力で私
達の制限に打ち勝てるよ
うに助けて下さい

– あなたの後を追って歩ん
でいきますので、勝利と
解決の道へと導いてくだ
さい

– 日々あなたが進歩させて
下さっている事を感謝し
ます

– ただ口だけで信じるだけ
でなく、心からあなたを
頼りきり、信仰によって
行動を起こせるように助
けて下さい


