
 
聖書箇所：詩編１３９：１３〜１７ 
題目：わたしたちの人生の目的 
 
ここに木の箱があります。これは何をするための物でしょうか。 
実際に私がこれを使っているところを見たことがある皆さんは、すぐにこの使い

道が分かるでしょう。 
しかし、初めて見た方は、これをどのように使うか分からないと思います。 
私も初めて見たときは、なんだか分かりませんでした。 
ただのつまらない木の箱に見えました。 
椅子かな、座ることはできるかなと思うかもしれません。 
踏み台かな、高いところにあるものを取るときに使えるかなと思います。 
横に穴が空いてるから何かしまっておけるかなと思うかもしれません。 
正解はこれです。（叩いてみる） 
太鼓です。カホンという南米の楽器です。 
この世の中には様々な物がありますが、その使い道を一番よく分かっているのは、

それを作った人です。 
どのように使えば、その物が本来持っている目的を最善に用いることができるか、

一番よく分かっているのは、それを作った人です。 
私たち人間一人一人も同じことが言えます。 
私たち人間は、この大宇宙の神秘の中で偶然に出現した存在なのではなく、私た

ちは造られたのです。 
私たち人間を造られた方がおられるのです。 
 
 聖書には、そのことが美しい詩となって書かれています。詩編１３９：１３〜

１５を読みます。 
13 あなたは、わたしの内臓を造り 母の胎内にわたしを組み立ててくださった。 
14 わたしはあなたに感謝をささげる。わたしは恐ろしい力によって 驚くべきも

のに造り上げられている。御業がどんなに驚くべきものか わたしの魂はよく知

っている。 
15 秘められたところでわたしは造られ 深い地の底で織りなされた。 
あなたには、わたしの骨も隠されてはいない。 
 
 

Psalm 139:13-17 
Purpose of Our Lives 
 
Do you know what this wooden box is for? 
Those who have seen it before may know.  
 
But for those seeing it for the first time, it may be puzzling.  
I was the same.  
I thought it was just a plain box.  
You may think it’s a chair that you could sit on.  
Or a stepping stool, to reach higher places.  
Since there is a hole, perhaps you could store something.  
But here is an answer. 
It’s a cajon, a percussion instrument from South America.  
There are many things around us, but it is its maker who best understand their usage. 
 
A maker would know how it can be best utilized and so that it will serve its purpose. 
 
It is same for us humans.  
We are not the product of coincidence in the mystery of this universe, but we were made 
with intention.  
There is a maker who made us.  
 
Psalm 139:13-15 narrates this so beautifully.  
 
13For you created my inmost being; you knit me together in my mother’s womb. 
14 I praise you because I am fearfully and wonderfully made; your works are wonderful, 
I know that full well. 
 
15My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, 
when I was woven together in the depths of the earth. 
 
 



 
リビングバイブルでは次のように書かれています。 

13 神は、精巧に私の体のすべての器官を造り、母の胎内で組み立ててくださ

いました。 
14 こんなにも複雑かつ緻密に仕上げてくださったことを感謝します。 
想像することもできないくらい、すばらしいことです。あなたのわざは驚くべ

きもので、私にはとうてい、理解することはできません。 
15 だれも立ち入ることのできない場所で私が組み立てられた時、あなたはそ

こにおられました。 
 

天の父なる神様が、私の体のすべての器官、内臓を造られた、お母さんのお腹の

中で組み立ててくださった。 
こんなにも複雑に、緻密に。そのように書かれています。 
 
そして次の１６、１７節を見ると次のように書かれています。 

16 胎児であったわたしをあなたの目は見ておられた。 
わたしの日々はあなたの書にすべて記されている 
まだその一日も造られていないうちから。 
17 あなたの御計らいは わたしにとっていかに貴いことか。 
神よ、いかにそれは数多いことか。 

 
この木の箱が作られた目的を一番よく分かっているのが、これを作った人であ

るように、私たち一人一人がこの世に生を受けた理由、この世に存在している意

味、この与えられた人生の目的は、何よりも、誰よりも、私たちを造られた天の

父なる神様が一番よく分かっているのです。 
私たちがまだお母さんのお腹の中にいたときから、生まれる前、まだ呼吸を始

める前から、神様の目は私たちに注がれ、生涯にわたる計画はすべて練り上げら

れているというのです。 
 私たちの人生の日々は、その一日も造られる前から、生まれる前からこの神様

の書にすべて書き記されているというのです。 
神様は私たちの人生の一日一日をすべてご存知なのです。 
全ては神様の完全で最善の御計画の中にあります。 
最善で、完全な計画が私たち一人一人を導いているのです。 
 

Living Bible translation says,  
13 You made all the delicate, inner parts of my body and knit them together in my 
mother’s womb.  
14 Thank you for making me so wonderfully complex! It is amazing to think about. Your 
workmanship is marvelous—and how well I know it.  
 
15 You were there while I was being formed in utter seclusion! 
 
 
Father God in heaven have made every part of my body, inside in my mother’s womb.  
 
So complex and delicate.   
 
And verse 16,17 says,  
16Your eyes saw my unformed body; all the days ordained for me were written in your 
book 
before one of them came to be. 
17How precious to me are your thoughts, God! 
How vast is the sum of them! 
 
Just as the maker of this wooden box understands its purpose the best, Father God in 
heaven who created us knows the reason for our existence and purpose for our lives 
better than anyone.   
 
When we were still in our mothers’ womb, even before we were born, God’s eyes were 
on us and had ordained plans for our lives.  
 
All the days of our lives have been already written down, even before it began.   
 
God is aware of each day of our entire life.  
They are within God’s perfect and best plan. 
He guides us with his perfect and best plan.  
 



 
冒頭で、この木の箱の使い道について考えてみました。 
本来の目的がわからなければ、椅子として使ってしまうかもしれません。 
椅子にしては固くて、座り心地が悪い椅子です。 
本当は素晴らしい色々な音が出て、この箱一つで色んなリズムを刻むことができ

るはずが、ただの座り心地の悪い椅子として、部屋の片隅に追いやられてしまっ

てホコリをかぶって終わりかねません。 
または、使い方が分からずに、踏み台として使って、重さに耐えきれずに、穴が

空いてしまったり、欠けたり、傷ついたり、修復不可能なほどめちゃくちゃに壊

れてしまうかもしれません。 
私たちの人生も、その目的が分からなければ、せっかく神様が与えてくださって

いるものを、一生用いないで、宝の持ち腐れで終わってしまうかもしれません。

または本来の目的ではない道に進むときに、傷つき、破れ、欠けて、最悪、完全

に壊れて人生を終わらせてしまうこともあるでしょう。 
 
どうすれば、本来の目的が分かるのでしょうか。 
物には、取扱説明書、マニュアルがあります。 
今の時代はインターネットでどのようにカホンを叩けば良いか、YouTube などで、

動画で説明してくれています。 
神様から私たちに与えられている取扱説明書、マニュアルとは何でしょうか。 
そうです、聖書です。テモテへの手紙二３：１６、１７節をお読みします。 
16 聖書はすべて神の霊の導きの下に書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に

導く訓練をするうえに有益です。 
17 こうして、神に仕える人は、どのような善い業をも行うことができるように、

十分に整えられるのです。 
 
私たちには、私たちを造られた神様の霊感によって書かれた聖書が与えられて

います。 
私たちが聖霊に助けられて、聖書を日々読むときに、私たちがどうすべきなの

か、今何をすべきなのか、神様が聖書の言葉を通して私たちに教えてくださるの

です。 
そのようにして、私たちは、本来神様が私たちに持っておられるデザイン、人

生の目的を知ることができ、神様の御計画に従った祝福された最善の道を歩むこ

とができるのです。 

We thought about the usage of this box.  
If you didn’t know what it is, you may use it as a chair.  
It’s bit uncomfortable to sit on it.  
So, you may put it aside and it will collect dust when it could offer such beautiful rhythms 
if played as an instrument.  
 
If you didn’t know, you may use it as a stepping stool. But it could get damaged and 
broken beyond repair from the weight of it. 
 
In the same way, if we don’t understand the purpose our lives serve, we may waste what 
gifts God has given us.   
If we spend our lives in a way that it is not intended for, we may get hurt, damaged, and 
may even end up with a broken life.  
 
How would we find out our purpose? 
Things come with manuals.  
You could look on internet, YouTube to find out how to play cajon.  
 
Do you know what manual God has given to us? 
Yes, the Bible.  2 Timothy 3:16, 17 says,  
16All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and 
training in righteousness,  
17so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. 
 
 
We have the Bible which is inspired by God, our Maker.  
 
When we read it daily with the help of the Holy Spirit, God teaches through his word 
what we should do, how we should live. 
 
Through that, we find out the design for our lives, the purpose he intended for each of 
us.  And we can walk according to his plan which is full of his blessings.  
 



 
最後に、エフェソの信徒への手紙２：１０をお読みします。 
 なぜなら、わたしたちは神に造られたものであり、しかも、神が前もって準備

してくださった善い業のために、キリスト・イエスにおいて造られたからです。

わたしたちは、その善い業を行って歩むのです。 
 
おいのりいたします。 
天の神様、あなたが私たち一人ひとりを作ってくださって、お母さんのお腹の中

にあなたが組み立ててくださったことをありがとうございます。 
あなたは私たちに目的をもって命を与えてくださいました。 
私たちを作ってくださいました。 
どうかわたしたちがこの聖書を通してあなたのご計画を知ることができますよ

うに。 
私たちの人生に与えられている目的を知ることができますように。 
あなたが私たち一人ひとりに最善の素晴らしいご計画を用意してくださってい

ることに感謝いたします。 
あなたに期待いたします。 
このお祈りを、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lastly, sharing from Ephesians 2:10,  
10For we are God’s handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God 
prepared in advance for us to do. 
 
 
Let us pray,  
Father God, thank you for creating each of us, putting our parts together in our mothers’ 
womb.  
You have given us life with a purpose. 
You made us.  
Help us to know you plan through your word in the Bible.  
 
Help us to understand the purpose you have given to us.  
Thank you for giving each one of us a perfect plan.  
 
We look to you.  
We pray this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen 
 
 
 
 


