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新天地を開くために 
 

「イエスは言われた。『できるなら、と言うのですか。信じる者には、 
どんなことでもできるのです。』」 （マルコ 9：23 新改訳） 

 
 
1.行動を起こす                              を知る 

「しかしマナセ族は、これらの町々を占領することができなかった。カナン人はこの

地に継続して住んだ。13 イスラエル人が強くなったときにはカナン人を苦役につか

せたが、彼らを追い払うことはなかった。(ヨシュア 17:12～13 新改訳) 
 
 
2.適切な                           を持つ 
「ヨセフ族はヨシュアに告げた。『あなたはなぜ、私にただ一つのくじによる相続地、

ただ一つの割り当て地しか分けてくださらないのですか。これほど数の多い民にな

るまで、主が私を祝福してくださったのに。』 15 ヨシュアは彼らに言った。『あなたが

数の多い民であるのなら、森に上って行きなさい。そこでペリジ人やレファイム人の

地を切り開くがよい。エフライムの山地はあなたには狭すぎるのだから。』」 
                                     (ヨシュア 17:14～15 新改訳) 

 
3. チャレンジを自分にとって                  に持っていく 
「ヨセフ族は言った。『山地は私たちに十分ではありません。しかし、平地に住んで

いるカナン人はみな、ベテ・シェアンとそれに属する村々にいる者も、イズレエルの

平野にいる者も、鉄の戦車を持っています。』」 (ヨシュア 17:16 新改訳) 

 
 
4. 自分に                    があることを知る 
「ヨシュアはヨセフの家、すなわち、エフライムとマナセに言った。『あなたは数の多

い民で大きな力がある。あなたには、くじによる割り当て地が一つだけではいけな

い。18山地もあなたのものとしなければならない。それが森だとしても切り開いて、

その隅々まであなたのものとしなさい。カナン人が鉄の戦車を持っていても、強くて

も、あなたは彼らを追い払わなければならない。』」 (ヨシュア 17:17～18 新改訳) 
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BREAKING INTO NEW GROUNDS 
 

“‘If you can?’ said Jesus. ‘Everything is possible for one who believes.’”  
(Mark 9:23 NIV) 

 

 
1. Know                               for action  

“Yet the Manassites were not able to occupy these towns, for the Canaanites 
were determined to live in that region. 13 However, when the Israelites grew 
stronger, they subjected the Canaanites to forced labor but did not drive them 
out completely.”  (Joshua 17:12~13 NIV) 
 
 
2. Have the right                         
 “The people of Joseph said to Joshua, ‘Why have you given us only one 
allotment and one portion for an inheritance? We are a numerous people, and 
the Lord has blessed us abundantly.’ 15 ‘If you are so numerous,’ Joshua 
answered, ‘and if the hill country of Ephraim is too small for you, go up into the 
forest and clear land for yourselves there in the land of the Perizzites and 
Rephaites.’”  (Joshua 17:14~15 NIV) 
 
 
3. Use your challenges to your                        
“The people of Joseph replied, ‘The hill country is not enough for us, and all the 
Canaanites who live in the plain have chariots fitted with iron, both those in 
Beth Shan and its settlements and those in the Valley of Jezreel.’”  
                                                (Joshua 17:16 NIV) 
 
4. Know that you have                         to do it 
“But Joshua said to the tribes of Joseph—to Ephraim and Manasseh—'You are 
numerous and very powerful. You will have not only one allotment 18 but the 
forested hill country as well. Clear it, and its farthest limits will be yours; though 
the Canaanites have chariots fitted with iron and though they are strong, you 
can drive them out.’” (Joshua 17:17~18 NIV) 
 
 
 


