SESSION 3
LET GOD BE GOD
Biblical Theology

三課
「神様を神様として」
聖書神学

LET GOD BE GOD
Biblical Theology
We fear surrendering to God because we fear losing control. The root of this paralyzing fear
is that we don’t know God! In his classic Knowing God, outstanding theologian J. I. Packer
observes that those who know God are characterised by four distinctive marks: (1) they have
great energy for God; (2) they have great thoughts of God; (3) they show great boldness for
God; and (4) they have great contentment in God. We need to know God!
This session explores the fear of losing control and the fear of surrender, and presents the key
to victory over such crippling fear: Knowing God! It emphasises the primacy of grounding our
discipleship upon biblical theology and deals with the roots of our ontological inversion (our
basic disorientation in personhood) and the resultant loss of spiritual sight. Issuing a call for
godly wisdom, it re-orientates us with an urgent call to truly know the God of the Bible!
Our knowledge of God has been compromised by a tragic ontological inversion. The essence
of Ontological Inversion is this: We were created by God first and foremost as spiritual beings,
and then oriented as physical beings in a material world. The Edenic fall (Genesis 3) has
reversed that. Fallen humanity is now totally disorientated and spiritually dead. Humans now
see themselves first and foremost as physical beings, who periodically have or hope for a
spiritual experience; instead of essentially spiritual beings having a physical experience!
The image of God in us is marred. The fall has reversed our spiritual ontology. In its place is
a relationship with God that is sporadic, temperamental and most of the time dry – often
engaged with out of mere duty – without a deep and delightful devotion.
If we are in fact spiritual beings created by God with an immortal soul to have a personal
relationship with God, then knowing God is crucial. J. I. Packer wrote about knowing God,
Knowing about God is crucially important for the living of our lives. Disregard the study
of God, and you sentence yourself to stumble and blunder through life, blindfolded, as
it were, with no sense of direction and no understanding of what surrounds you. This
way, you can waste your life and lose your soul.
Christian theology is rooted in biblical revelation. “Theology” or “the study of God” is simply
the Christian’s attempt to know God as He reveals Himself through the pages of the Holy
Scripture. The Bible is a book of God’s messages to humanity and His transformational
encounters with His people. In this sense, the Bible is not merely a book of messages but rather
a book of meetings – divine encounters with God!
True discipleship is a journey. It is a journey that takes us on the greatest adventure in life:
Knowing God! And upon getting to know Him, we come to the rested place of surrender – so
that in letting God be God – we might truly know Him!

「神様を神様として」
聖書神学
私たちが神様に自分を明け渡すことを恐れるのは、支配を失うことを恐れるからである。こ
のような自分を麻痺させる恐れの原因は、私たちが神様を理解していないことです。優れ
た神学者である J. I. Packer の名著「Knowing God」の中に、彼の観察によって、神様を知
る人は四つの特徴を持っていると書かれている：（1）神様のためにすごいエネルギーを持
っている；(2)神様に関して深い考えを持っている；（3）神様のためすごい大胆さを持ってい
る；（4）神様の中にすごく満足している。つまり、私たちは神様を知らなければならない！
この課では、支配を失うことへの恐れと自分を明け渡すことへの恐れを探ります。そして、
こんな恐れを乗り越える勝利の鍵を与えます。それは－神様を知ること！弟子として成長
することは、聖書による神学を基礎とすることが大事です。また、我らの存在論の反転（人
格の根本的な見失い）とそこから生じる霊的視力を失うことを述べます。この課では、霊的
な知恵によって、聖書の神様を本当に知る方向に私たちを導いている。
悲しいことに、私たちの神様に対する理解は、存在論の反転によって間違ってきました。そ
の存在論の反転とは：私たちは最初に神様によって霊的なものとして創られ、そして物質
的な世界に物的なものとして方向づけられました。しかしエデンで起こった堕落（創世記 3）
はそれを逆転しました。堕落した人間は今、方針を見失って、霊的に死にました。人間は
今、自分をまず物的なものとし、たまに霊的な経験があるか、またはそれを望んでいます。
でも、本来は、人間はまず霊的なもので、物的な経験をしているのであります！
私たちがもっている神様に対するイメージは損なわれています。人間の堕落は私たちの存
在論を反転させました。そのことによって、神様との関係は、時々起きる、気まぐれな、乾
いた感じなものしか残っていません。これもただ義務としてであって、深く喜んで奉げるも
のではない。
実際には、私たちは神様によって、霊的なもので、滅びることが無い魂を持ち、神様と個人
的な関係を持つために創られたのだとしたら、神様を知ることが必要です。J. I, Packer は
このことについてこう書いています－
神様を知ることは、人生を生きる上で非常に大切です。神様についての勉強を無視
すれば、それは自分が目隠しされ、方向感覚がなく、周りを理解できないままで人生
を過ごすことになる。このようにして、人生を無駄にし、魂を失うことになるのです。
キリスト教の神学は、聖書からの啓示を基礎としています。「神学」または「神の研究」を簡
単にいうと、聖書を通してご自分を現している神様について、クリスチャンが知ろうとするこ
とです。聖書は、神様から人間へのメッセージであり、また、神様の人々が変えられていく
出会いについての本である。このように、聖書はただメッセージが一杯詰まった本であるだ
けではなく、出会いを記録する本である－それも、神様との出会い！

本当の弟子になるということは長い旅です。しかも人生の一番すごい冒険－神様を知ると
いう旅！そして、神様を知ることによって、私たちは自分を明け渡すことができる安全な場
所に辿りつきます。それによって、神様を神様と認めることができ、本当に神様を知ること
ができるのです！

DAY 1

Our Human Weakness

Not Trusting In God (Luke 18:9-14)
1. Compare and contrast the two postures of the two individuals in the way they approach
God. What are the similarities and the key differences?
2. What does this text show us about a lack of trust in God?
3. How can you grow to trust God more?
4. In 2-3 short sentences, summarise your take-home lesson.
一日目

人間の弱さ

神様を信頼しないこと（ルカの福音書 18・9-14）
1. 二人がどのように神様に近づこうとしているか、二人の姿勢を比較してみよう。似てい
る部分と違う部分はどこですか？

2. このテキストは私たちに、神様を信頼しないことについて何を示していますか？

3. 自分はどうすれば神様のもっと信頼できると思いますか？

4. 短い文章（二、三行）で習ったことをまとめてみましょう。

DAY 2

The Resulting Problem

A Partial Surrender (Luke 9:57-62)
1. How did these 3 men disqualify themselves from being Jesus’ disciples?
2. What are the primary reasons that compromise an absolute surrender to God in our lives?
3. How can we live a life surrendered to God?
4. In 2-3 short sentences, summarise your take-home lesson.
二日目

それによって生じる問題

部分的な服従（ルカの福音書 9・57-62）
1. この三人はどのようにして、イエスの弟子として失格しましたか？

2. 私たちの生活では、神様に対して完全な服従ができない主な理由はなんでしょうか？

3. どうすれば、神様に完全に従った 人生を生きることができる？

4. 短い文章（二、三行）で習ったことをまとめてみよう。

DAY 3

The Radical Re-Orientation

Regaining Spiritual Eyesight (2 Kings 6:8-18)
1. Why is it important to have spiritual eyes to see?
2. What distracts us from having “eyes to see”?
3. How can we acquire spiritual eyesight and discernment so that we can know the heart of
God?
4. In 2-3 short sentences, summarise your take-home lesson.
三日目

ラジカルな方針転換

霊的な視力を取り戻すこと（II 列王記 6・8-18）
1. 霊的な目をもつことはなぜ大事でしょうか？

2. 何が、「開かれた目」を持つことから、私たちを阻害しますか？

3. 神様の心を知るために、どうすれば霊的な視力、霊的な識別力を得ることができるでし
ょうか？

4. 短い文章（二、三行）で習ったことをまとめてみよう。

DAY 4

The Critical Need

Wisdom From On High (1 Kings 3:5-15)
1. What is wisdom? Why does Solomon ask God for it?
2. Why is God pleased with Solomon’s request?
3. How can we draw wisdom from on high for daily living?
4. In 2-3 short sentences, summarise your take-home lesson.
四日目

重大な必要

上からの知恵（I 列王記 3・5-15）
1. 知恵とは何でしょうか？ソロモンはなぜ神様にこれを願ったでしょうか？

2. 神様はなぜソロモンの願いに喜びましたか？

3. 日々の生活のために必要な知恵は、どうやって天から引き出せますか？

4. 短い文章（二、三行）で習ったことをまとめてみよう。

DAY 5

The Empowered Life of Roots and Wings

Knowing The God Who Is (Isa 40:27-31)
1. What are the two false charges against God? And what is God’s reply?
2. What does “waiting on the Lord” mean?
3. How can you make waiting on the Lord a daily spiritual resource in your life?
4. In 2-3 short sentences, summarise your take-home lesson.
五日目

根と翼によって力づけられた生活

存在する神様を知ること（イザヤ書 40・27-31）
1. 神様に対して二つの偽の訴えとは何ですか？また、神様の答えは何でしたか？

2. 「主を待ち望む」とはどんな意味ですか？

3. 主を待ち望むことが、日々の生活で霊的な資源になるようにはどうすればいいでしょう
か？

4. 短い文章（二、三行）で習ったことをまとめてみよう。

WORDS OF WISDOM
A Hunger for God
The joy of the Lord grows primarily out of our relationship with Him, while the fear of the
Lord grows out of our responsibility to Him. Joy and fear are neither enemies nor
competitors; they’re friends and allies.
Warren Wiersbe

God wants worshipers before workers; indeed the only acceptable workers are those who
have learned the lost art of worship… The very stones would praise Him if the need arose
and a thousand legions of angels would leap to do His will.
A. W. Tozer

If worship does not change us, it has not been worship. To stand before the Holy One of
eternity is to change. Worship begins in holy expectancy; it ends in holy obedience.
Theology must lead to doxology!
Richard J. Foster

No one can say his prayers are poor prayers when he is using the language of love.
John Maillard

Lord, let me not henceforth desire health or life, except to spend them for Thee, with Thee,
and in Thee. Thou alone knows what is good for me; do, therefore, what seemeth to Thee
best. Give to me, or take from me, conform my will to Thine
Blaise Pascal

My soul is too small to accommodate You. Enlarge it.
Saint Augustine of Hippo

God, I have tasted Thy goodness, and it has both satisfied me and made me thirsty for more.
I am painfully conscious of my need of further grace. I am ashamed of my lack of desire. O
God, the Triune God, I want to want Thee: I long to be filled with longing; I thirst to be
made more thirsty still. Show me Thy glory, I pray Thee, that so I may know Thee indeed.
Begin in mercy a new work of love within me. Say to my soul, “Rise up, my love, my fair
one, and come away.” Then give me grace to rise and follow Thee up from this misty
lowland where I have wandered so long. In Jesus’ name, Amen.
A. W. Tozer

