
When God does not make sense 

Joshua 3:13 

神様が訳わからない時 

ヨシュア 3:13 

Setting: 
A. Have you ever experienced when you just don’t 

know what to do? 
 Joshua get appointed to be the next leader to 

accomplish a difficult task of controlling Israel 
Deuteronomy 31 

 Do you ever wonder if Joshua had a confidence to 
accomplish the task? 

 Sometimes God does lead us to the place where it 
does not make sense 

 When things that do not make sense happen in our 
lives, is that accidental or evitable? 

 To everything there is a season, A time for every 
purpose under heaven Ecclesiastes 3:1 

B. Do you have a time when God does not make sense? 
 The logic behind how the path will open up = it’s 

because of God 
 Even though they could not comprehend, path 

opened and the wall fell as they obeyed God Joshua 6 
C. What does it mean to exercise faith? 

 There are people who understand the logic but can’t 
do/exercise 

 Trust God & exercise our faith even when God does 
not make sense 

聖句の背景:  

A. どうしていいかわからない時って無いですか？ 

 ヨシュア：次期指導者として、難しいイスラエル平定の仕

事を任される 申命記 31章 

 ヨシュアは恐らく、完了する自信はなかったのでは？ 

 時に、神様は私達を訳のわからない場所へ導かれる 

 人生に訪れる訳のわからない事は、偶然か必然か？ 

 天が下のすべての事には季節があり、すべてのわざには

時がある 伝道 3：1 

B. 神様が行っておられる事や、聖書の御言葉や、神

様が語っておられる事が、訳わからない時ってない

ですか？ 

 どうやって道が開けるのかという理論の説明=神様だから 

 理解は出来なかったかもしれないが、神様に従う事によっ

て道が開け、壁は崩れた ヨシュア 6 

C. 信仰によって従って行動するという事は？ 

 理論でわかっても、行動に起こせない人は一杯いる 

 訳わからないけど、神様に頼って従う 

Application: 

Even when things do not make sense, God will direct our 

path to the right direction as we trust Him and exercise 

our faith 

 What does God promise? 
o Every place that the sole of your foot will tread 

upon I have given you…No man shall be 
able to stand before you all the days of your life…I 
will be with you. I will not leave you nor forsake you 
Joshua 1:3-5 

o He has made everything beautiful in its time 
Ecclesiastes 3:11 

o let us not grow weary while doing good, for in due 
season we shall reap if we do not lose heart   
Galatians 6:9 

o I can do all things through Christ who strengthens 
me Philippians 4:13 

o my God shall supply all your need  Philippians 4:19 
 When we completely believe »We can act upon it 

聖句の適用方法:  

理解できない事でも、神様を信じ、神様の導きに従う信仰

を持っている時、必ず神様が約束を守り、正しい道へと導

いてくださいます 

 神様の約束とは？ 

o あなたがたが、足の裏で踏む所はみな…あなたがたに与える

であろう…あなたが生きながらえる日の間、あなたに当ること

のできる者は、ひとりもないであろう。わたしは…あなたと共に

おるであろう。わたしはあなたを見放すことも、見捨てることも

しない ヨシュア１:３-５ 

o 神のなされることは皆その時にかなって美しい 伝道 3:11 

o わたしたちは、善を行うことに、うみ疲れてはならない。たゆま

ないでいると、時が来れば刈り取るようになる ガラテヤ 6:9 

o わたしを強くして下さるかたによって、何事でもすることができ

る  ピリピ 4:13 

o あなたがたのいっさいの必要を、キリスト・イエスにあって満たし

て下さるであろう  ピリピ 4:19 

 信じ切っている時»行動に移す事が出来る 

Prayer 
 Guide us to trust You wholeheartedly even 

when You don’t make sense 
 Give us the wisdom and the help to follow you 

obediently even when You don’t make sense 

 Encourage us with the filling of the Holy Spirit & 
the Word even when You don’t make sense 

いのり 

 訳がわからない時でも、あなたを心から頼り、信頼で

きるように導いて下さい 

 訳がわからない事でも、従順にあなたに従っていける

ように助け、知恵を与えて下さい 

 私達を聖霊と御言葉の満たしをもって、訳がわからな

い時にも、励まして下さい 
 


