
Why in the World do we Work? 

人はなぜ働かなければならないの？ 



Why Work? なぜ働かなければならないのか？ 

Genesis 創世記 2:15 

 

   The LORD God took the man and put him in the Garden 

of Eden to work it and take care of it. 

 主なる神は人を連れて来て、エデンの園に住まわせ、 
人がそこを耕し、守るようにされた。 

Work was instituted before the Fall 

罪が入る前に仕事はあった。 



Three Biblical Perspectives of Work  

働くことの聖書的な３つの視点 

 
1. Work is a Command 

   働くことは命令である。 

 
Exodus 出エジプト記 34:21 

 

You shall work six days but on the seventh day you 

shall rest.  Even during plowing time and harvest you 

shall rest. 

 

あなたは六日の間働き、七日目には仕事をやめねばな
らない。耕作の時にも、収穫の時にも、仕事をやめね
ばならない。 



Genesis 創世記 2:2-3 
 

    By the seventh day God had finished the work he had 

been doing; so on the seventh day he rested from all his 

work.   And God blessed the seventh day and made it 

holy, because on it he rested from all the work of 

creating that he had done. 
 

 第七の日に、神は御自分の仕事を完成され、第七
の日に、神は御自分の仕事を離れ、安息なさった。
この日に神はすべての創造の仕事を離れ、安息な
さったので、第七の日を神は祝福し、聖別された。 

God also worked, and took pleasure in it 

神様も働かれ、その中に喜びを感じられた。 



Genesis創世記3:17-19 

  

 To Adam he said, "Because you listened to your wife and ate from 
the tree about which I commanded you, 'You must not eat of it,' 
"Cursed is the ground because of you; through painful toil you will 
eat of it all the days of your life.  It will produce thorns and thistles 
for you and you will eat the plants of the field.  By the sweat of your 
brow you will eat your food until you return to the ground, since 
from it you were taken; for dust you are and to dust you will return. 

 

 神はアダムに向かって言われた。「お前は女の声に従い、
取って食べるなと命じた木から食べた。お前のゆえに、土は
呪われるものとなった。お前は、生涯食べ物を得ようと苦し
む。お前に対して、土は茨とあざみを生えいでさせる。野の
草を食べようとするお前に。お前は顔に汗を流してパンを得
る。土に返るときまで。お前がそこから取られた土に。塵に
すぎないお前は塵に返る。」 

Work became TOIL after the Fall 

働くことは罪が入った後、労苦となった。 



  If Work is a Command 

もし働くことが命令な
らば 

   We must have the right attitude 

私たちは正しい態度を持たな
ければならない 

Colossians  コロサイ 3:22   

Employees must have loyal & diligent attitude 
被雇用者は、忠実で勤勉な姿勢でなければならない。 

Colossians コロサイ 4:1   

Employers must be fair & just 
雇用者は、正しく、公平でなければならない。 

Prov 箴言22:29  

He who is skilled in his work will serve Kings 
技に熟練している人は、王に仕えなければならない。 



Three Biblical Perspectives of Work  

働くことの聖書的な３つの視点 

2. Work is a means to our transformation     

     働くことは、我々が変えられるための 

   一つの手段である。 
Romans ローマ8:28-29 
  And we know that in all things God works for the good of those who 

love him, who have been called according to his purpose.   For 

those God foreknew he also predestined to be conformed to the 

likeness of his Son, that he might be the firstborn among many 

brothers. 

  神を愛する者たち、つまり、御計画に従って召された者たちには、万事
が益となるように共に働くということを、わたしたちは知っています。神は
前もって知っておられた者たちを、御子の姿に似たものにしようとあらか
じめ定められました。それは、御子が多くの兄弟の中で長子となられる
ためです。 



3. Work is a Platform 

    働くことは土台となる。 
 

Matthew マタイ5:13-14  
 

     You are the salt of the earth. But if the salt loses its 
saltiness, how can it be made salty again? It is no 
longer good for anything, except to be thrown out 
and trampled by men.   “You are the light of the world.     
A city on a hill cannot be hidden.  

  あなたがたは地の塩である。だが、塩に塩気がなくなれば、 
その塩は何によって塩味が付けられよう。もはや、何の役にも
立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。
あなたがたは世の光である。山の上にある町は、隠れることが
できない。 

 

Three Biblical Perspectives of Work  

働くことの聖書的な３つの視点 



2 Corinthians 2コリント 5:18–20  

 

     All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and 

gave us the ministry of reconciliation:  that God was reconciling the 

world to himself in Christ, not counting men's sins against them. And 

he has committed to us the message of reconciliation.  We are 

therefore Christ's ambassadors, as though God were making his 

appeal through us.  We implore you on Christ's behalf:  Be reconciled 

to God. 
 

  これらはすべて神から出ることであって、神は、キリストを通して
わたしたちを御自分と和解させ、また、和解のために奉仕する任務を
わたしたちにお授けになりました。つまり、神はキリストによって世
を御自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく、和解の言葉を
わたしたちにゆだねられたのです。ですから、神がわたしたちを通し
て勧めておられるので、わたしたちはキリストの使者の務めを果たし
ています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただ
きなさい。 



John ヨハネ15:16  

 

    You have not chosen me but I have chosen you and 

ordained you that you should go and bring forth fruit. 

 

 あなたがたがわたしを選んだのではない。わたしが
あなたがたを選んだ。あなたがたが出かけて行って
実を結び、その実が残るようにと・・・わたしがあ
なたがたを任命したのである。 



The real test is “FOCUS” 

真に試されるのは「何に注力するのか」 

• Matthew マタイ6:33  

    “Seek ye first the Kingdom of God and His righteousness 

and all these things shall be added unto you…” 

 何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれ
ば、これらのものはみな加えて与えられる。 

• 2 Corinthians 2コリント4:18 

    “We fix our eyes not on what is seen but on what is 

unseen for what is seen is temporary but what is 

unseen is eternal.” 

 わたしたちは見えるものではなく、見えないものに目
を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えない
ものは永遠に存続するからです。 

  



•  The “secular” becomes “spiritual” when  

   the focus is eternal. 

我々の焦点が「永遠」に注がれるとき、 

「この世的なもの」は「霊的なもの」に変えられる。 

•   The “spiritual” can become “secular”     

 when the focus is temporal. 

    我々の焦点が「一時的なもの」に注がれるとき、 

  「霊的なもの」は「この世的なもの」に変わる。 

 

If work is divorced from witness, we have missed the point 

もし仕事がキリストの証しをすることから切り離されてしまうなら、 

私たちはポイントを見失ってしまう。 



• Primary – a call TO BE a disciple of Christ 

   最も大事なこと– キリストの弟子となるために呼び
出された。 

• Secondary – a call TO DO something 

    二次的なもの- 何かをするために呼び出された。 

 

 

Two Aspects to the Calling 

召しの２つのポイント 

The secondary calling matters only  

because the primary calling matters most 

最も大事な召しが意味を持つときのみ 

二次的なことは意味を持つ。 



Calling 

召し # 1 Secondary Callings 

二次的な召し 

Calling  

召し# 6 

Calling 

召し # 5 

Calling  

召し# 3 

Calling 

召し # 2 

Calling 

 召し# 4 
Christ’s 

キリストの 

Image 

かたち 

Excessive focus 

on TO DO  

leads to  

DRIVENESS 

することに過度の焦点を 

置くことは 

「駆り立てられた人生」に 



Signs of Driveness 

「駆り立てられた人生」の兆候 

1. Hassled by Hurriedness  急いでいらいらする 

2. Addicted to Accomplishment  達成感中毒 

3. Symptoms of Stress   ストレスの症状 

4. Married to Money   お金と結婚 

5. Pursuit of Power   権力を求める 

6. Caught in Compromise  妥協につかまる 

7. Ruined by Relationships   人間関係の崩壊 



Is it Wrong to be Ambitious? 

大志をもつことは間違ってるの？ 

Hunger  

飢餓感 
Gluttony 

暴飲暴食 

Uncontrolled…制御不能…… 

Passion 

熱情 
Lust 

情欲 

Desire 

願望 
Addiction 

中毒 

Ambition 

大志 
Driveness 

駆り立てられた人生 



Ambition & Identity 大志＆アイデンティティー 

Ambition 大志 
Identity  

アイデンティティー 

Unhealthy (photonos) 

不健康な状態 

Ambition 大志   
Identity 

アイデンティティー 

Healthy (zelos) 

健康な状態 

•  Driven by recognition, outshining others             人に認められたい、優越感 

•  Pained by the success of others                         人の成功へのねたみ 

•  Performance matters less, recognition counts    行いよりも認められることを重視 

•  Rooted in pride, insecurity, vanity & selfishness プライド、自信のなさ、虚無感、自己中心 

•  Ambition flows from identity in Christ               大志がキリストにあるアイデンティティから流れ出る 

•  Strong yet gentle, purposeful yet principled              強いが柔和、目的があるが信念に基づく 

•  Not focus on competition or outshining others              競争や優越感に焦点を置かない 

•  Paul’s ambition stemmed from the grace experienced from God  

                                                                       神の恵みを経験したことに起因するパウロの大志 
•  Strength for Missionary journeys, beatings, imprisoned   

                                  宣教旅行、打たれ、牢獄されたことから来る強さ 



Biblical Examples of Ambition 

大志の聖書的たとえ 

1 Thess 1テサロニケ 4:11-12  
 

Make it your ambition to lead a quiet life, to mind your own business and 

to work with your hands, just as we told you so that your daily life may 

win the respect  of outsiders and so that you will not be dependent upon 

anybody. 

 

そして、わたしたちが命じておいたように、落ち着いた生
活をし、自分の仕事に励み、自分の手で働くように努めな
さい。そうすれば、外部の人々に対して品位をもって歩み、
だれにも迷惑をかけないで済むでしょう。 



Biblical Examples of Ambition 

大志の聖書的たとえ 

Phil フィリピ3:13-14  
 

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. 

  

兄弟たち、わたし自身は既に捕らえたとは思っていません。
なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに
全身を向けつつ、神がキリスト・イエスによって上へ召し
て、お与えになる賞を得るために、 目標を目指してひた
すら走ることです。 



Biblical Examples of Ambition 

大志の聖書的たとえ 

Romans ローマ15:20 

  

It has always been my ambition to preach the gospel where 

Christ was not known, so that I would not be building on 

someone else’s foundation. 

 

このようにキリストの名がまだ知られていない所で 
福音を告げ知らせようと、わたしは熱心に努めてきま
した。それは、他人の築いた土台の上に建てたりしな
いためです。 



What now? 

今何をすべきか？ 

1. Am I pursuing the right goal? 

     正しい目標を求めているだろうか？ 

2. Am I equipped to pursue the right goal? 

     正しい目標を求めるために整えられているだろうか？ 

 



How Can I Enjoy My Work? 

 自分の仕事をどうすれば楽しめるか？ 

1.  Shift your perspective 人生観を変える 

     Work is a command – keep the right attitude & conduct 

  働くことは命令である―正しい態度と行いを保つこと。 

 

 

 

2. Focus on people 人に焦点を置く。 

• Minister to, not manipulate people  

      人を操るのではなく、人に仕える。 

• Not love things & use people, but   

      物を愛したり、人を使うのではなく 

• Love people & use things         

      人を愛し、物を使う。 

 3. Clarify purpose 目的をはっきりとさせる 

    Find witnessing opportunities 証しする機会を見つける 


