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「神の視点」 
 

サンディエゴ空港はアメリカでもっとも着陸が難しい空港だと聞いたこ
とがあります。サンディエゴ空港に着陸する飛行機は全て東から西、す
なわち内陸から海に向かい、着陸します。その時に左側の窓側の座席に
座っていますとこの教会を空から見ることができます。時々、タイミン
グが会うと教会のパーキングにいる方達も眺めることもできます。 
 
空から眼下の街並みを見ていますと、米粒のような車が動いているのが
見えますし、夜なら家々から灯される明かりがちりばめられた宝石のよ
うに見えます。そのような光景を飛行機の窓から眺めている時、あの明
かりのもとで食事をとっているのかなとか、あの車でどこに行くのだろ
うと思いめぐらすことがあります。そうです、そこには私達の日々の生
活があります。 
 
そんな光景を眺めながら思います。その小さな世界で私たちは「ああで
もない、こうでもない」と生きているのだなと。そう考えると、その場
所で抱えていることもちっぽけに思えてきます。そんな時の私達の視点
は明らかに、地上にいる時と違うのです・・・。 
 
なぜ人は好んで旅行に出かけるのでしょうか。なぜなら、旅行は自分の
日常にないものを見せてくれるからです。聞かせてくれるからです。普
段は自分が日々、見聞きしていることが全てのように生きている私達で
すが、旅行に出ますと、私達の生活環境やライフスタイルは必ずしも万
国共通なのではないということに気がつかされます。 
 
グランドキャニオンやヨセミテには私達の日常とはかけ離れた風景があ
り、自分の小ささを気づかせてくれます。インドのカルカッタや、イス
ラエルのエルサレムの路地裏で、そこに暮らす人達の生活にハッとさせ
られることがあります。 
 
この経験は私達に自分の生きている世界は世界の片隅にすぎないのだと
いうことを気がつかせてくれます。そして、そのような思いが時に私達
の肩の荷を軽くしてくれたり、名もなき人達の生活から大きな励ましを
うけとるのです。 
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新しい視点は、私達の視野を広げ、物事への向きあい方を変えます。真
横から見て問題と思えたものも、別の角度から見るとそれはチャンスな
のだと気がつかされます。 
 
聖書の中のイザヤ書５５章８節―９節には、こんなみ言葉があります
「わが思いは、あなたがたの思いとは異なり、わが道は、あなたがたの
道とは異なっていると主は言われる。天が地よりも高いように、わが道
は、あなたがたの道よりも高く、わが思いは、あなたがたの思いよりも
高い」。 
そうです、聖書は神様の思いと道は、私達の思いと道とは異なると言い
ます。なぜなら、神様の思いと道は私達のそれよりも高いからです。 
 
スイスの哲学者、アンリ・フレデリック・アミエル（Henri Frédéric 
Amiel）は言いました「精神生活のない人間は環境の奴隷だ」"The 
man who has no inner-life is a slave to his surroundings."。なる
ほどど思います。私なりにこの「精神生活」を「神を心に留める生活」
として、こう言い変えてみました「神の視点をもたない人間は環境の奴
隷だ」。 
 
そうです、神の視点を意識しなければ、私達は自分の視点だけでこの世
界を見ているゆえに、そのままですと、いつの間にか環境の奴隷となっ
ています。そうです、私達は目に見える世界だけに支配されてしまうの
です。 
 
しかし、私達が自分の視点と共に神様の視点をもって、この世界を見る
ことができるのなら、私達は環境の奴隷となることから免れます。なぜ
なら、神の視点はこの世の視点とは異なるものを私達に見せてくれるか
らです。 
 
今日は、このような神の視点から見た私達の人生について、いくつかの
ことを考えてみましょう。まず最初に「試みは益となる」ということで
す。 
 
試みは益となる 
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「試み」を好む人はあまりいません。「試み」と聞くと、試験、すなわ
ちテストを思い浮かべる方もいるかもしれません。そして、テストを好
む人は多くはないと思います。 
 
私達は日々、誰かと衝突することや、風評にさらされることや、挫折を
味わうこと、そんな色々な試みを受けています。そして、これらの試み
がありますゆえに、世界には多くの宗教が生まれます。それらの宗教の
役割はこの試みを取り除くことです。そう、私達は宗教を使って、自分
の試みを取り去ろうとするのです。 
 
私達の神は確かに私達の試みを取り除けることができるお方です。しか
し、神はその試みを通して、神の視点を私達に教えてくださるお方でも
あります。そして神の視点からその試みを見るのなら、その試みの中に
私達に必要なものが隠されていることがあります。 
 
私達が日々、直面する諸々の試みは、私達の直径３センチの二つの目で
見ていることでして、それらを神の視点からみるならば、実はこれらの
「試み」には私達の知らない価値が添えられているのです。 
 
このように試みは、私達がそれをどのように見て、どのように受け止め、
対処するかによって私達の成長に大きな影響を与えます。 
へブル書にはこのような御言葉があります。「わたしの子よ、主の訓練
を軽んじてはいけない。主に責められる時、弱り果ててはならない。主
は愛する者を訓練し、受け入れる全ての子を、むち打たれるのである」
（ヘブル１２章５節、６節） 
 
神の視点は「試み」を「主の訓練」として見ます。そして、私達もその
主と同じ視点をもって、そのことを受け止めるのなら、その時から試み
は転じて、私達に大きな収穫を与えるものとなります。 
 
私達はあまり「訓練」好みません。なぜなら、そこには苦しみとか痛み
がともなうと思うからです。しかし、へブルの記者はこれらの訓練は
「神の愛」からくると、さらに神の視点を私達に知らせます。主は私た
ちを愛する故に私たちを訓練し、時に私達が神の子であるゆえにムチ打
たれることもあるのです。 
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スポーツ選手は厳しいトレーニングをします。そうすると、体に筋力が
ついてきます。筋肉をつけることは楽なことではなく、日常生活では持
ち上げることのないような重いものを繰り返しもちあげたり、坂道を走
ってのぼることによって、私達のからだは鍛えられます。そうです、体
に負担をかけることによって筋力は得られるのです。 
 
そして、このことは肉体に限らずに私達の心もそうなのです。ドイツの
哲学者ゲーテは「才能は清流でも培うことができるが、品格は人生の激
流の中でしか培えない」と言いました。この言葉を何度も心の中で思い
めぐらしてみると、この言葉はまことだなと思わされます。 
 
今、NHKで西郷隆盛の人生がドラマとなっていますが、彼が二回の島
流しを受けた事、あの経験は西郷には厳しいものでありましたが、確か
にあの厳しい経験が彼の人格を引き上げました。 
 
神様は私達を試みます。そのことによって私達は確実に成長するからで
す。 
パウロもローマ書の中にこう書きました『そればかりではなく、患難さ
えも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性
を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです』
（ローマ５章３節－４節）。 
 
仕事柄、色々な方達が直面している試みについてお話しをうかがうこと
があります。その内容はまさしく様々です。しかし、そのようなお話し
をいくつも聞いてきて、今、思わされていることは、神様は私達が何か
の試みに向き合っている時に、私達がそれまで以上のよき人生を歩むこ
とができるために、とても大切なことを気がつかせようとしていらっし
ゃるということです。 
 
さらに、そのような方達の姿を見て、確信へと変えられたことは、私達
が試みを通して、神様が気がつかせようとしていることに、もし気がつ
いたら、そのことは私達の試みを代価として支払ってもおつりがくるほ
どの人生の宝となるということです。 
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このことが示されるようになって、試みに直面します時に、すぐに思う
ようになりました「主よ、あなたはこのことを通して私に何を教えよう
とされているのですか」 
 
主にある皆さん、私達の目に「試み」は歓迎すべきものには見えません。
しかし、私達が神の視点をもつのなら、その「試み」が私達の「益」と
なるのです。二つ目の事です。 
 
人生は託されたもの 
 
私達は大抵、疑うことなく自分の人生は自分のものだと思って生きてい
ます。自分のものなのだから、どう使おうと自分の勝手だと思います。
では神様は私達の人生をどう見ているのか。神様は私達の人生はご自身
が与え、私達に託しているものとして見ています。 
 
日本人は駅伝が大好きです。一本のたすきをチームメイトが次の者に託
して、レースはすすみます。走るべき行程を走り終えた走者は、次なる
走者にたすきを託すのです。任せるのです。任せられた者はそのタスキ
をつけて、レースのルートから外れて、箱根温泉の湯船には向かいませ
ん。彼らは次の仲間が待つ場所に向かって一心に走ります。走るべき行
程を走りぬくのです。そうです、タスキを託された者は自分の行程を走
っているのではなくて、自分に託されている行程を走っているのです。 
 
実はそれと同じことが私たちの人生にもあてはまります。多くの人はそ
んなことを考えてみたこともありません。人生は自分だけのものであっ
て、自分の好きなように使えばいいという思いが当たり前のように私た
ちにはあります。しかし、この考え方には無理があります。 
 
なぜなら、人生は自分が獲得したものではないからです。すなわち、私
達は自分で生まれようと決断して生まれてきたのではないからです。そ
うです、確かに私達の命は与えられたものであり、この揺るがない事実
がある限り、人生は自分のものではないのです。 
 
「託す」と言う時に、そこには「託す者」と「託される者」とが存在し
ます。すなわち、私たちに人生を託している存在がいるのです。そして、
その存在を私達は神と呼びます。 
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なぜ私たちの人生は尊いのか。なぜ、一生懸命、私たちは生きていくの
か。なぜなら、それは私達の命は託されているからです。その長さには
違いがあります。なかには数時間の長さでその人生が閉じる子供達もい
ます。中には１００年を超えるまで、その人生を使わせていただく者達
もいます。しかし、その長短に関わらず、神の目はその人生をその人に
託しています。 
 
ローマ書１２章１節にはこんなみ言葉があります「兄弟たちよ、そうい
うわけで、神のあわれみによってあなたがたに勧める。あなたがたのか
らだを神に喜ばれる生きた聖なる供え物としてささげなさい。それが、
あなたがたのなすべき霊的な礼拝である」 
 
旧約の時代に人々は傷のない動物を神に捧げました。新約の時代に私た
ちは「神に喜ばれる生きた聖なる供え物として私たちのからだを神に捧
げるのです」。なぜ、最高のものをもって神に捧げるのか。なぜなら、
私たちの体は神からの預かりものだからです。私たちは出来るだけ健康
に留意しなければなりません。なぜなら、この体は神様からいただいた
ものだからです。私たちは私たちの心を聖く保たなければなりません。
なぜなら、この心も神様から私たちに与えられたものだからです。私た
ちは私たちの肉と霊を大切に管理しなければならないのです。しかしな
がら、それはただ使わずに大切に保管しておくということではありませ
ん。 
 
あの器械体操の事故によって、首から下の体の自由を全て失った星野富
広さんがこんな詩を書いています「新しい命一式ありがとうございます。
大切に使わせて頂いておりますが、大切なあまり仕舞い込んでしまうこ
ともあり申し訳なく思っております。いつもあなたが見ていて下さるの
ですし、使い込めば良い味も出てくることでしょうから、安心して思い
きり使っていきたいと思っております」。 
 
「私たちの人生は神から託されているとか、私達のからだを神に喜ばれ
る生きた聖なる備えものとして神に捧げて生き」というような視点は私
達の内から出てくるものではありません。しかし、神は私達をそのよう
な視点をもって見ておられます。もし私達がその神の私達に対する視点



2018 年 7月 8日「神の視点」 

 7 

に気がつき、そのように生きようとするならば、私達の人生はこれまで
とは全く異なる人生となることでしょう。 
 
人生は一時的なもの 
 
近視眼的な私たちが持ち合わせていないもの、その最後のものは「人生
は一時的なものなのだ」ということです。 
 
私達はこの度、ワールドカップを楽しみました。早起きして試合を見ま
した。サッカーは前半、後半、それぞれ４５分、それにロスタイムが加
わって、その時間が過ぎるとゲームは終わります。試合が始まった時か
らテレビ画面の左隅にゲームの経過時間が止まることなく動き続けます。
ですから視聴者は否が応でも、逆算して残り時間をいつも気にします。 
 
しかし、私達は人生の残り時間を気にしている人はあまりいません。そ
れはあと２３分あるというような類のものではありませんし、大抵、私
達は今日と同じように明日も来るということを前提に生きていますから、
人生がいるいつか終わるということは分かってはいますが、よほどのこ
とがないかぎり、そのことを考えることはありません。 
 
ルカによる福音書１２章１６節―２１節にイエス・キリストが語られた
こんな譬えがあります「ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心
の中で「どうしようか、わたしの作物をしまっておく所がないのだが」
と思いめぐらして言った、「こうしよう。わたしの倉を取り壊し、もっ
と大きいのを建てて、そこに穀物や食料を全部しまい込もう。そして自
分の魂に言おう。たましいよ、おまえには長年分の食料がたくさんたく
わえてある。さあ安心せよ、食え、飲め、楽しめ」。すると神が彼に言
われた「愚かな者よ、あなたの魂は今夜のうちにも取り去られるであろ
う。そしたら、あなたが用意した物は、誰のものになるのか」自分のた
めに宝を積んで神に対して富まない者は、これと同じである」。 
 
この金持ちは人生の計画をたてました。人生の計画をたてること自体、
何も悪い事ではありません。しかし、この人は一つのことを忘れていま
した。そう、その人生の計画の中に最も大切なことを組み込むことを忘
れていたのです。 
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彼はそのことを組み込まずに、人生計画をたました。そう、それは自分
の人生は明日はないかもしれないということです。今晩、自宅で必ず夕
食を食べているという保証はないということです。 
 
確かに食事の度毎に、これが「地上最後の食事かもしれないよ」と毎回、
そのことを食卓で言われる方がいたとしたら、共にいる者達は食事を楽
しむことはできません・・・。 
 
しかし、私達が見失いがちなこの視点を私達は心のどこかにとどめてお
きたいと願います。なぜなら、それは私達に対する神の視点だからです。 
 
すなわち、神の視点は私達の人生には必ず終わりがくるということ、そ
して、私達のこの地上での人生が全てではないということを私達に教え
てくれるのです。全てではないということはどういうことかと言います
と、私達のこの人生は永遠の世界にいたるためのしばらくの備えの期間
だということです。 
 
「この人生が全てであり、そのことに基づいて人生の計画をたてる」と
いう生き方に対して、「人生はさらに勝る世界に迎えられる前の備えの
期間して計画を立てるべきだ」とこの譬、すなわち神様の視点は私達に
語りかけるのです。 
もうかれ１５年ちかく前になると思います。この教会のメンバーであっ
たヘイスティング和江姉が会堂のその辺りの席に、いつものように座っ
ていました。私はその時、この講壇に立ってメッセージを語らせていた
だいていました。彼女にも、その日の朝、礼拝に来ていらっしゃった方
達も、その日曜の朝はいつもの日曜の朝と何ら変りのないものでした。 
 
しかし礼拝が終わった瞬間、彼女は体調を崩されて、その席から救急車
で病院に運ばれました。私はその時、別の教会で午後の礼拝メッセージ
も取り次いでいたので、礼拝後にはそちらに向かい、礼拝が終わってす
ぐにバルボアホスピタルに向かいましたところ、和江さんが召されたこ
とを聞きました。 
 
信仰がないならば、人は言うでしょう「突然、彼女は亡くなった。子供
達が独立し、孫の成長を見ながら、これからの楽しみがあったろうに！
人生とは分からないものだ、はかないものだ」。しかし、私たちは違い
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ます。神の視点が知らされているからです。「和江さんは、この地上で
神様に与えられている生涯を全うしたのだ。その時が来たので、その時
に備えて歩んできた彼女は、神様によって引き上げられたのだ。そして
今や、彼女は栄光の体に変えられて主と共にいるのだ。ハレルヤ！」。 
 
ある意味、誰もが通る「死」というのは人が克服できない最後の試みで
しょう。そのような意味で私達の視点で見るのなら、この死の試みに勝
つことができる人はいないのです。しかし、私達が神の視点で死を見つ
めるのなら、それは「終わりの始まり」であり、この地上とは比較にな
らない素晴らしい世界が私達を待っている、それが私達にとっての死と
いうことになるのです。 
 
多くの人にとって悲しみ以外の何ものでもない死は、神の視点から見れ
ば、死は栄光への入り口いうことになるのです。 
 
私達は神様からの試みを通して、多くの事に気がつかされ、その気づき
は私達の宝となります。私達の命と人生は神様から託されているもので
す。それを用いて神の栄光をあらわしてごらんと主は言われます。時に
私達は永遠に死なないかのようにこの人生を生きていることがあります
が、神様は私達の終わりの日を定め、御国に迎えられるための備えの期
間として、この人生を用いよと私達に神の視点を教えてくださるのです。
なぜなら主の私達に対する思いは、私達の思いとは異なり、私達が考え、
願う道は、主の道とは異なっているからです。天が地よりも高いように、
主の道は、私達の道よりも高く、主の思いは、私達の思いよりも高いか
らです。 
 
主が見ているこの世界は、主が見ている私達の人生は、私達の見ている
世界、私達が考えている人生とは異なるからです。お祈りしましょう。 


