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Creating a Life Plan 〜神と共に描く人生計画〜

Ⅰ 人生ノート
私自身、あなたがたのために立てている計画をよく知っている。–主のことば– それは
わざわいではなく平安を与える計画であり、あなたがたに将来と希望を与えるための
ものだ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 エレミヤ２９：１１

"主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させいこいの
みぎわに伴われます。主は私のたましいを生き返らせ御名のゆえに私を義の道に導か
れます。たとえ死の陰の谷を歩むとしても私はわざわいを恐れません。あなたがとも
におられますから。あなたのむちとあなたの杖それが私の慰めです。私の敵をよそに
あなたは私の前に食卓を整え頭に香油を注いでくださいます。私の杯はあふれていま
す。まことに私のいのちの日の限りいつくしみと恵みが私を追って来るでしょう。私
はいつまでも主の家に住まいます。"  　　　　　　　　　　　　　  詩篇２３：１−６

1. 目的ある人生とは、神の主権を認め、ゆだね、人生を神に導いて頂
くことです

人の心には多くの思いがある。しかし、主の計画こそが実現する。　 箴言１９：２１

あなたの道を主にゆだねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。 詩篇３７：５

2. 人生はノートのようで、良い人生とは、書き込まれている内容を何
度も読み返し、そこから教訓を学び取ったり、望ましい将来を再設計し
たりするものです

順境の日には幸いを味わい、逆境の日にはよく考えよ。これもあれも、神のなさるこ

と。後のことを人に分からせないためである。　  伝道者の書７：１４

"ですから、わたしのこれらのことばを聞いて、それを行う者はみな、岩の上に自分の
家を建てた賢い人にたとえることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹い
てその家を襲っても、家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからで
す。また、わたしのこれらのことばを聞いて、それを行わない者はみな、砂の上に自
分の家を建てた愚かな人にたとえることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風
が吹いてその家に打ちつけると、倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいも
のでした。」"　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マタイ７：２４−２７
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Creating a Life Plan ~A life plan drawn with God~

I Life Note
For I know the plans I have for you,” declares the Lord, “plans to prosper you and not
to harm you, plans to give you hope and a future. Jeremiah 29:11

The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures, he
leads me beside quiet waters, he refreshes my soul. He guides me along the right
paths for his name’s sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no
evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table
before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil; my cup
overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I
will dwell in the house of the Lord forever. Psalm 23:1-6

1. A purposeful life is to recognize God's sovereignty, entrust, and
let God lead one’s life.

Many are the plans in a person’s heart, but it is the Lord’s purpose that prevails.
Proverbs 19:21

Commit your way to the Lord; trust in him and he will do this.        Psalm 37:5

2. Life is like a notebook, and a good life is about rereading what
is written, learning lessons from it, and redesigning the desired
future.

When times are good, be happy; but when times are bad, consider this: God has made
the one as well as the other. Therefore, no one can discover anything about their
future. Ecclesiastes 7:14

“Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like
a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose,
and the winds blew and beat against that house; yet it did not fall, because it had its
foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put
them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came
down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell
with a great crash.” Matthew 7:24-27


