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Creating A Life Plan 〜神と共に描く人生計画〜
Ⅴ 最高の人生の生き方

わたしの名で呼ばれるすべての者は、わたしの栄光のために、わたしがこれを創造し
た。これを形造り、また、これを造った。　　　　　　　　　　　　　イザヤ４３:７

◆神が使っている同じ色で自分の将来を色づけする
こうして、私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリスト
によって、神との平和を持っています。このキリストによって私たちは、信仰によっ
て、今立っているこの恵みに導き入れられました。そして、神の栄光にあずかる望み
を喜んでいます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ローマ５:１ー２

信仰によって、あなたがたの心のうちにキリストを住まわせてくださいますように。
そして、愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなたがたが、すべての聖徒たちととも
に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようにな
り、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにし
て、神の満ちあふれる豊かさにまで、あなたがたが満たされますように。

エペソ３:１７ー１９

１. 自分の人生の目的を見い出す
まず、神の国と神の義を第一に求めなさい。そうすれば、これらのものはすべて、そ
れに加えて与えられます。                                                                     マタイ６:３３

２．目的に到達するための道しるべを見い出す
私は、すでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捕ら
えようとして追求しているのです。そして、それを得るようにと、キリスト・イエス
が私を捕らえてくださったのです。兄弟たち。私は、自分がすでに捕らえたなどと考
えてはいません。ただ一つのこと、すなわち、うしろのものを忘れ、前のものに向
かって身を伸ばし、キリスト・イエスにあって神が上に召してくださるという、その
賞をいただくために、目標を目指して走っているのです。ですから、大人である人は
みな、このように考えましょう。もしも、あなたがたが何か違う考え方をしているな
ら、そのことも神があなたがたに明らかにしてくださいます。　ピリピ３:１２ー１５

3. 楽しんで目的に向かう
実に神は、すべての人間に富と財を与えてこれを楽しむことを許し、各自が受ける分
を受けて自分の労苦を喜ぶようにされた。これこそが神の賜物である。こういう人
は、自分の生涯の事であれこれを思い返さない。神が彼の心を喜びで満たされるから
だ。　 　伝道者の書５:１９ー２０

2021/09/26

Creating a Life Plan ~A life plan drawn with God~
Ⅴ The Way to Live the Best Life

everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and
made. Isaiah 43:7

◆Color your future with the same colors that God uses
Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through
our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in
which we now stand. And we boast in the hope of the glory of God. Romans 5:1-2

so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted
and established in love, may have power, together with all the Lord’s holy people, to
grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love 
that surpasses knowledge—that you may be filled to the measure of all the fullness of 
God.                                                                                                     Ephesians 3:17-19

1. Find the purpose of your life
But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to
you as well. Matthew 6:33

2. Find a way to reach your goals
Not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but I press
on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I
do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do: Forgetting what
is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the
prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. All of us, then, who
are mature should take such a view of things. And if on some point you think
differently, that too God will make clear to you.  Philippians 3:12-15

3. Head for the purpose while having fun
Moreover, when God gives someone wealth and possessions, and the ability to enjoy 
them, to accept their lot and be happy in their toil—this is a gift of God. They seldom 
reflect on the days of their life, because God keeps them occupied with gladness of 
heart.   Ecclesiastes 5:19-20


