
What God would do when we step out 

Matthew 14:28-29 

私たちが踏み出す時に神様がなされる事 

マタイ 14:28-29 

Setting: 

A. People who were able to step out and those 

who were not able to step out 

 Why can’t people step out? Depend on reasoning 

and knowledge: Jonah=did what made sense!? 

 Why can people step out? Trust beyond 

reasoning=faith=Confidence in God the Father 

 How can we completely trust the Father? He has 

greater knowledge and understanding than us 

 Depending on car navigation system=Process 

information of knowledge that we may not know 

such as traffic and construction 

 Simon Peter was able to step out because He 

believed in God who has greater knowledge and 

understanding 

 Christianity is not the theory-based philosophy, but 

it’s the life style depending on god 

B. To which direction? 

 Simon Peter stepped out toward God = Important 

 A life style of Christianity is to walk toward 

God=Your next step ought to be toward God 

 When we are walking toward God, He will always 

extend His hand to help us even in our mistakes as 

we seek His help » When we draw closer to God=  

James 4:8 

 As we become a child of God, God the Father loves 

as the same in despite of our status of faith 

聖句の背景:  

A. 踏み出した人と踏み出せなかった人達 

 なぜ人は、踏み出せないのか？ 理屈や知識に頼ってし

まう時：ヨナ＝正論の行動をとった⁉ 

 なぜ人は、踏み出せるのか？ 理屈以上のより頼み＝

信仰＝父である神様への信頼 

 なぜ父に頼り切れるのか？ 神様は私たちよりもより知識

と理解をもっておられるから。 

 カーナビに頼って生きる＝交通状況や、工事、知らない

道など私たちの知らない情報を考慮してくれるから 

 ペテロが踏み出せたのは、私たちの知識や理解を遥かに

超えた神様を信じていたからです。 

 キリスト教は理論重視の哲学ではありません、聖書に基

づき神様に委ね頼って生きる生き方です 

B. どっちへ踏み出せば？ 

 ペテロが踏み出したのは、神様の方向へ＝大事 

 キリスト教の生き方は、神様の方向へ向かって歩んで生

きる生き方です=あなたの次の一歩は神様の方向へ 

 神様の方向へ歩んでいく時、しくじっても、助けを求める

時、イエス様はすぐに手を伸ばして助けてくださる » 私

達が神様に近づく時＝ヤコブ 4:８ 

 私たちが神の子となる時、父なる神様は私たちがどのよう

な信仰状態であろうが、同じように愛してくださっている 

  Application: 

When we trust God and step out toward God, we 

will be able to experience the work of God. 

Moreover, when we are in need, He will help us and 

will not forsake us. 

 Disciples other than Simon Peter were able to see 

the work of God, but was not able to experience the 

same=Because they couldn’t step out 

 What does it mean for you to step out from your 

current situation? 

聖句の適用方法:  

私たちが神様を頼り信じきって神様の方向へ踏み出す時

に、神様の業を体験する事が出来る。そして、助けが必要

な時、神様は見放さずに助けてくださる。 

 ペテロ以外の弟子たちは船の中で神様の業を見る事は出

来たが、体験する事は出来なかった＝踏み出さなかつたか

ら 

 あなたにとって、現状から信仰をもって踏み出すという事は、

どういう事ですか？ 

 Prayer: 

 Help us as we step forward in faith without a 

fear 

 Lead us as we walk in seeking Your help 

daily 

いのり: 

 恐れず、信仰をもって前進の一歩を踏み出しますの

で、あなたが私たちの歩みを助けてください 

 あなたに、日々助け求めて歩んでいきますので、私た

ちを導いてください 


