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Seeing  Your 

Life from 

God’s 

Viewpoint

神様の視点か

ら見るあなた

の人生

As Our Sacrifice, He is the 
Way to Deliver us From 
Sins & to Lead us to Our 

Salvation

John 14:6
• Truth is not decided by a 

popularity voting
• God always gives us the way for 

deliverance & salvation
– Noah
– Moses
– 3 Hebrew boys (Daniel 3)
– Criminal at Golgotha

• When we release (trust) 
ourselves to God, we can 
experience true freedom. Then, 
walk the path of Christ, & we’ll 
end up into our salvation.

• As you believe in God’s delivering 
power, what do you have to 
release?

self, problems, worries, negativities

我々の犠牲として、罪か
らの解放と救いへの

道として

ヨハネ14:6
• 真理は多数決で決まらない
• 神様は必ず救いと解放の道
を与えて下さる
– ノア
– モーセ
– 3人のヘブル人（ダニエル3）
– ゴルゴタの死刑囚

• 神様に私達自身を解き放つ
（身を任せる）時、そして
解放を経験できる。キリス
トの道を歩めば救いが。

• 神様の解放の力を信じ、今
あなたが解き放たなければ
ならない物は何ですか?
自己・問題・不安・マイナスな考え

He Looks Over us with 
Love as Our Father

Luke 15:20
• We must first learn to allow 

the love of God to work 
within our lives

• What’s the role of a father? 
Accept us as who we are 
and lead us to transform 
into better lives

• Matt. 6:25-32 Provider
• Matt. 6:33 seek first the 

kingdom of God and His 
righteousness, and all these 
things shall be added to 
you.

• Are you allowing God to 
work on your life?

父としての愛溢れる
眼差し

ルカ15:20
• まず、父の愛を素直に受け
入れた私達の内に働かれる
ように

• 父の役目とは?私達の全て
を受け入れ良き物と変わる
ように導いて下さる

• マタイ6:25-32 備え主
• マタイ6:33 神の国と神の
義とを求めなさい。そうす
れば…すべて添えて与えら
れるであろう。

• 神様が今あなたの上にして
おられる御業を素直に受け
入れられていますか?

Peace & Happiness That we 
Gain as God Walks With us

Matt. 1:23
• Psalm 23:4&6 though I 

walk through the valley of 
the shadow of death, I will 
fear no evil; For You are 
with me…Surely goodness 
and mercy shall follow me 
All the days of my life

• Poem: footprints
• Phil. 1:6 He who has begun 

a good work in you will 
complete it 

• Are you living life looking 
unto Jesus, our Author & 
Finisher? (Heb. 12:2)

神様と共に歩む事から
得る平安と幸せ

マタイ1:23
• 詩篇23:4&6たといわたし
は死の陰の谷を歩むとも、
わざわいを恐れません。あ
なたがわたしと共におられ
るからです…生きているか
ぎりは必ず恵みといつくし
みとが伴うでしょう。

• 詩:あしあと
• ピリピ1:6あなたがたのう
ちに良いわざを始められた
かたが…それを完成して下
さる

• キリストを導き手・完成者
として、仰ぎ見つつ歩めて
いますか?（ヘブル12:2）
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We Would be Able to See 
Things From God’s 

Viewpoint When He Lifts us 
up Like an Eagle

Isaiah 40:31
• Wait=Faith action / 

depending on God
• An eagle’s view?
• Not only we understand 

God’s view by the Word, but 
we can also experience it.

• New discovery by changing 
your perspectives

• In God’s view…
• By faith, are you waiting for 

God’s victory, peace, 
solution and blessing?

鷲のように引き上げて下
さる時に、私達は神様の

視線で物事を
見る事ができる

イザヤ40:31

• 待ち望む=信仰による行動
頼りきっている

• 鷲の視線とは?

• 私達は、ただ神様の視線を
御言葉によって理解するだ
けでなく、体験できる。

• 視線を変える事での発見

• 神様の目には…

• 信仰によって、神様の勝利、
平安、問題解決、祝福を待
ち望めていますか?

As we can understand Your 

view and experience it, we 

thank You for Your thoughts 

and love toward us:
 Give us your deliverance, peace, & 

victory & guide us into the 

salvation as we release ourselves, 

problems, & battles to depend on 

You.

 Work within us as we receive 

Your love and the Holy Spirit.

 Lead us to finish good works 

within us as we look upto You and 

depend on You

 By faith, we will wait on you. 

Strengthen us with the Holy Spirit, 

and lift us up over our battles as 

an eagle.

あなたの視点を御言葉から
知り又体験し私達の人生を
見る時、あなたが本当に私
達の事を思い、愛して下
さっている事を感謝します:
 今、私達自身と問題・戦いを
あなたに委ね解き放ちますか
ら、解放、平安、勝利を与え、
救いへと導いてください。

 あなたの愛と聖霊を受け入れ
ますから、今、我々の内に働
いてくださいますように。

 あなたを仰ぎ見つつ、頼って
歩みますので、我々に始めら
れた良い業を完成する所まで
助け導き下さい

 信仰により、今、あなたを待
ち望みますから、我々に聖霊
の力を与え、鷲のように我々
の問題・戦いの上を勝利を
もって羽ばたかせて下さい。


