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2014年 5月 31日(土) 第 3回「聖書で読み解く映画カフェ」上映作品 

「フェイシング・ザ・ジャイアント FACING THE GIANTS」 の見どころ 
≪ストーリー≫ ジョージア州のミッションスクール、シャイロー学院のアメリカン・フ

ットボールチーム「シャイロー・イーグルズ」は、一度も勝ったことのない、万年最下位

の弱小チーム。ヘッドコーチになって 6 年目のグラント・テイラーは、生徒の親たちが、

彼を解雇しようとしていることを知る。全てが悪い方向に向かい、人生に対する希望を

失いかけるが、クリスチャンの彼は、“信念を持って真っ向から貫き通せば必ず光が見

えてくる”と信じ、結果はどうあれ神を賛美しようと決め、選手と共に、勝利のために最

大限の努力をしようとするのだが――。諦めるな！ 信じれば夢はきっと叶う！ 全米

が泣いた感動の物語！  

●作品背景：  

＊2006 年のアメリカ映画で、アメリカン・フットボールの世界で描かれるヒューマン・ス

ポーツドラマ。アメリカ､ジョージア州アルバニーのシャーウッド･バプテスト教会（主任

牧師マイケル・キャット､牧師アレックス・ケンドリック、兄スティーヴン・ケンドリック）で作

られた､“教会発信”というキリスト教国アメリカでも極めて珍しい映画。アメリカではその

話題性と、内容のすばらしさから、公開してちょっとしたセンセーションを巻き起こし､

公開週の入場人員 12 位を記録した。日本では純粋なキリスト教色から劇場公開は見

送りビデオスルーとなったので、大型スクリーンの映画会では必見作の一つ。 

＊アレックス・キンドリックが、監督・製作・脚本・編集・音楽の 5 役＋主演をやってのけ、

撮影等の技術面ではプロを雇ったが、他は同教会の会員が“手弁当”のボランティア

で出演して作り上げたという。。企画も製作も、教会員全員の祈りの中で、神の栄光を

表すことを目標に進められた。製作費も、３プロダクション提供、１プロダクション提携、

この兄弟のA Kendrick Brothers Production他１プロダクション製作と、6つのプロダク

ションが関わり、文字どおり、資金をかき集めての製作だった。出演料がかからなかっ

たことが、試合シーンなど、かなりの人数を動員したこの映画の製作を可能にしたと言

ってもいい。 

＊「自分が見たい映画を作りたかった｡これは教会が作った映画。他の教会にも、やろ

うと思えばできることを気づかせたい。世界は絶えず変化している。独創的なやり方で、

人々に触れるべきだ。」とアレックス。「これは新しいタイプの大衆伝道だ」とは､主任牧

師マイケル・キャットと共に 3人の製作総指揮の一人、ジム・マクブライドの弁｡ 

●アメリカン・フットボール（米式蹴球）： 11 人。何回でも交代できる。（決勝の相手ジ

ャイアンツの 85 人は、定員の 8 倍弱。イーグルスは 3 倍弱。）NFL の登録人数は 53

人。出場可能人数は46人。60分のカウントダウン式。15分ずつ1クォーターで、一試

合4クォーター。実際には 2時間半から 3時間。 

＊1867年、英国から紹介されたフットボールに改良を加えてアメリカ独自のものに。 

＊アメリカのスポーツでは人気断トツ。1985 調査開始時はほぼ互角だったのに、2013

年 12月調査で、1位（35％）、2位野球（14％）、3位大学アメフト（11％、1・3位合計で

は 46％で野球の 3倍弱。。 

＊NFL(ナショナル・フットボール・リーグ）は世界最大のプロ・スポーツリーグ。平均観

客数6.7万人。 

●アメフトの映画： 「タイタンズを忘れない」「僕はラジオ」「ギャングスターズ」「インビ

ンシブル」「長い灰色の線」（陸軍士官学校｡タイロン・パワー） 

●人生に試練はつきもの：  

＊私たちの人生は、時に、何もかもが悪いほうに働いて、絶望的な状況になる。自分

の力の限界に達したとき、神様ご自身が働かれる。 

×主人公のグラント・テイラーはコーチ６年でまだ勝ち星がない。チームのスター選手

ダレンが他校に転校（3人目）。 

×車は故障。排水溝も故障して水漏れ、コンロ故障、乾燥機不調、臭う。 
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×結婚して４年経っても妻ブルックとの間に子供に恵まれない｡その理由が彼自身に

あることを医者から知らされ、失意のどん底に｡ 

×学校側と保護者の間で、コーチ交代の話が。 

「神は何をしてる？」「なぜこうも苦しい？」 

●主人公、グラント・テイラーを再起させたもの： 

① 祈り： 自分の弱さをありのままにさらけ出して。八方ふさがり、四面楚歌でもクリ

スチャンには、“祈り”の道が残されている。 

＊グラントは早朝、林の中で聖書を開き、神に祈った。（詩篇 18:1-3）「彼はこう

言った。主、わが力。私は、あなたを慕います。主はわが巌、わがとりで、わが救

い主、身を避けるわが岩、わが神。わが盾、わが救いの角、わがやぐら。ほめた

たえられる方、この主を呼び求めると、私は、敵から救われる。」「主よ、お救いく

ださい。あなたが必要です。主よ、私は恐怖の巨人たち（この時は分からないが、

最後に決勝戦で対戦する the GIANTS＝対戦相手のチーム名とかけている）が

私を押しつぶそうとしています。打ち勝てません。もう不安は沢山です。何か道

をお示し下さい。子がないのは受け入れます。だがあなたはみ座にいます私の

神。望みも夢もあなた次第です。主よ､何かを与えてください。何かを見せてくだ

さい。」 

＊その彼のところに来た妻に、「ブルック、たとえ子どもが与えられなくても、君は

神様を愛するかい？」と。（「たとえそうでなくても」の絶対的服従。） 

② み言葉： ただ示されただけでなく、それへの絶対的服従。み言葉の原理の実

践。全生活への適用。 

③ ただ神の栄光のために生きるという信念： 人間的栄誉､勝敗へのこだわりの放

棄。アメフトも、そのための道具。 

④ よき妻の存在： ＊彼を愛し、寄り添い、慰め、励まし、ユーモアを忘れない。彼

女は車、家庭器具など故障だらけでも「愛してる」と言ってくれ、交代運動のショッ

クに一緒に泣いてくれた。（ローマ 12：15） 

＊神を愛し、妊娠反応がマイナスでも､神を涙で見上げながら、「それでもあなた

を愛します」と言う信仰の持ち主。 

⑤ よき信仰の友の存在：  

＊老紳士ブリッジス： 生徒一人一人のための祈りと、主にある忠告｡⇒生徒の信

仰のリバイバル（信仰覚醒）へ。全てのリバイバルの歴史の陰には、長年、忍耐

をもって祈り続けた､ブリッジスのような少数の人々の存在がある。 

・彼は、グラントのところに来て、聖書のことばから激励する。（黙示録 3:7,8) 「ま

た、フィラデルフィヤにある教会の御使いに書き送れ。『聖なる方、真実な方、ダ

ビデのかぎを持っている方、彼が開くとだれも閉じる者がなく、彼が閉じるとだれ

も開く者がない、その方がこう言われる。『わたしは、あなたの行いを知っている。

見よ。わたしは、だれも閉じることのできない門を、あなたの前に開いておいた。

なぜなら、あなたには少しばかりの力があって、わたしのことばを守り、わたしの

名を否まなかったからである。』」 「コーチ、主はまだ見守っておられる。門はま

だ開いたままだ。神が植えてくださった場所で、花を咲かせてください｡」 （⇒渡

辺和子「置かれたところで咲きなさい。」） 

・その彼を追いかけ、「祈っても神を感じない」と言うグラントに、2 人の農夫の例

え話をし、「祈ったら雨を待ち、畑の準備もしなさい」と教える。（⇒祈りつつ、具

体的に備えることの大切さ。） 

＊助手たち 2 人： ユーモアを忘れず、コーチの手足となって働く。（似たような

名前のクイズで､わざと間違え、グラントをからかう｡） 

＊デイヴィッドの父： 息子を信仰で支え励ます。 

弱点と欠けを用いたもう神： 車椅子生活のデイヴィッドの父も、息子にいいアド

バイスを贈る。「お前が赤ん坊の頃、お前のために祈った。お前の人生を通して、

神の強さとあわれみをお示しくださいと。」「じゃなぜ僕は小さくて弱いの？」「神

の全能を示すためさ。」 

･試合の初めてのキックのチャンスに失敗した彼に、父は「力を尽くしたか？」「信
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じたとおりに体は動く。」「敗北を認めれば終わりだ。」と励ます。 

･そして最後の決勝戦での、立ち上がる父の前での 50ヤードキック成功の奇跡。 

＊マットの父： 排斥しようとしていたグラントを､必要な車の贈与で励ます。 

＊大学時代の恩師： 決勝戦での激励「神は 365回、“恐れるな”と言われた。 

 

●真のクリスチャン・リーダーシップ； 

① キリスト教的価値観に基づく、“全て神の栄光のために生きる”という明確な方針

の提示と、生活全般にわたる指導＝全人教育： 

＊方向転換： グラントは、新しいチームの指針を作り、まず妻に見せる。 

＊「このチームの目的は何か？」⇒目的を明確に。 

妻「これは人生全般に通じるわね。」 

② 「聖書の教えに従うこと」。選手を前に、グラントの宣言。「勝敗は小さな事。大き

な競技だが、トロフィーにもほこりが積もる。今までは“我々”だった。 我々の勝

利、我々の栄光だ。聖書を読めば分かる。 “我々”ではない。栄光をつかみ、稼

ぎ、死ぬ？ 神をあがめるため、我々はここにいる。人生で最も大事なのは、神

を愛し、他者を愛すること。全勝しても、それができないなら無だ。 フットボール

も無意味だ。新しい方針を与える。フットボールは、神をあがめるための道具｡

（選手：神はフットボールに関心を？）神は君の信仰、心の有り様をご覧になるだ

ろう。 プレーでそれを示せば、神は関心を抱く。 イエスは人のために死に、人

は彼のために生きる。 プレーだけじゃない。人間関係、目上への敬意で神をた

たえよう。 教室でもだ。ネットを使う時もだ。このチームが、神のみ業を示そう。

常に全力を尽くせ。勝って神をたたえ､負けても神をたたえる。 どちらでも、態

度で神をあがめよう。 なんのために生きる？ 私は全力で神を敬い、結果はお

任せする。私と進むか？」 

＊半信半疑でつぶやく選手に、「態度は心の香りだ。態度の”悪臭”は心の汚れ

を示す。」 

＊⇒生徒の生活の変化。自主的な聖書の学びと罪の悔い改め、赦しを求める祈

り。勉強の苦手な生徒たちの学力向上。 

＊チームの変化は、彼らが外でグループに分かれ、聖書クラスを開き、マットを

最初に、罪を告白し、赦し合うという“信仰のリバイバル”となって現れる。あのブ

リッジスの長い間の祈りが聞かれたのだ。 

＊練習終了後、父親への態度が悪い生徒､マット･プレイターを見たコーチは、ど

んな親でも敬うべきことを優しく説ききかせる。「イエスを信じるかどうかは君次第

だ。だが彼を受け入れれば、君は変わらざるを得ない。イエスは君を愛してい

る。」⇒マットは、社長の父のもとを訪れ、不服従の罪を詫び、その権威に従うこ

とを告げる。 

③ 生徒一人一人の能力の啓発：  

＊彼らの性格、長所短所の理解と、励まし、自信を持たせ、潜在的能力を引き出

していく。 

＊新しい方針の下、チームの指導を開始する主人公。主人公のもとにいる助手

たちもその方針に従って、指導を始める。デイヴィッド：「どうしても、キックしたボ

ールがまっすぐ飛ばず、ポールの間に入らない・・・。」助手：「（マタイ 7:13,14） 

『狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そして、

そこから入って行く者が多いのです。いのちに至る門は小さく、その道は狭く、

それを見いだす者はまれです。』君は、その狭き門を目指して、その間に入れる

ようにボールを蹴らなければならない。」 

④ 最後まで力を出し切ることの訓練：  

＊持てるものを 100％主のために使い尽くす。聖書の“全焼のいけにえ”の精神。

＊キャプテンのブロック・ジェイムズ、73 キロの仲間を背負って 100 ヤードをハイ

ハイし、コーチに「君は影響力のある選手だ。君が弱音を吐いたら皆諦めてしま

う。頼むから弱音を吐かないでくれ」と励まされ、ベストを尽くすようになり、周りの

人間関係も変わってくる。これで培った耐久力は、やがて決勝戦で見事に発揮。 
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⑤ 結果は神に任せる。⇒決勝戦勝利までの神の奇跡のみ業！： 

決勝戦でのデイヴィッドの初の 50ヤードキック。 

＊試合開始： コーチ「チームは生まれ変わった。新たな一日だ。心の経験がプ

レーにも出る。謙虚であれ。」そしてキャプテンの祈り、「最善を尽くし、勝っても

負けても主をたたえます」で試合に臨み、勝利！ 

＊次の試合の前にはネヘミヤ 3 章を持ち出し、「敵を通さない城壁を築け。固い

意志が大事だ。」 

＊奇跡は、主人公の身にも起こる。学校での仕事が終わり、家に帰ろうとすると、

いつものポンコツ車が無くなっていて、代わりに新車の赤いトラックが。「あなた

の与えた測り知れない影響に対し、この車をプレゼントします。」贈り主は、かつ

てグラントの交代運動の先鋒だったマットの父親。 

＊イーグルス、5 連勝のあとプレーオフへ。グラントは 6,000 ドルも昇給し、妻が

務める花屋さんへ。 

＊７勝３敗でプレーオフ――１０年ぶりの優勝決定シリーズに出場するも、１回戦

の相手､今シーズン不敗のチーム、パンサーズに敗退するが…。 

＊グラント「偉大なる神には全てが可能だ。自由に門を開かれる。（＝ブリッジス

の黙示録からの予言の成就）神をあがめるチームは祝福される。」 パンサーズ

の不正選手 2 人（19 歳）の使用が発覚し、タイガースとの繰り上げ準々決勝に出、

勝利！ いよいよリッチランド・ジャイアンツと決勝へ｡（85 人対 32 人の選手数の

差！ 試合後半には交代要員の数から来る疲労度の差が歴然として来る。） 

＊試合の朝の夫婦の会話。「恐怖と信仰の葛藤よね。」 

＊3 度目の検査でも、妊娠反応はマイナス。思わず天を仰ぐブルック。「愛してま

す、主よ。それでも愛してます。」しかし、それは看護師が間違えて見た他人のカ

ルテ。彼女は今度こそ妊娠していた！ 

＊試合前、一人、競技場で、グラント「神よ、いよいよです。あなたに栄光あれ。」

ロッカールームの彼のところに、学生時代の恩師が激励に。「主を信じることが勝

利さ。勝っても負けても君らは王者だ。聖書には、３６５回も『恐れるな』と書いて

ある｡それは神の本心だろう。」そして選手たちに「恐れは捨ててしまえ。我々が

神をあがめる限り、不可能などない。プレーに全力を注ぎ、神に最善をささげろ。

勝敗に関わらず、神に栄光をささげよう。」 

＊スコアは 23対21｡残りは 2秒。命運はデイヴィッドに。これまで彼の最長キック

は 39 ヤード。今回の目標は 51 ヤード。グラント「神がお力添えくださる。信じる

か？」「み心なら」「私もだ。力を尽くし、あとは神に任せろ。皆で神をたたえよう。

君は全力を出し切ればいい。」父親が、渾身の力で、なえた両足でスタンドに立

つ。デイヴィッド「神よ、助けたまえ。」キック、入った！ 24対23で優勝！ 

＊神に不可能はない。 

（マタ 19:26） 「神にはどんなことでもできます。」 

＊2 年後、息子と遊ぶグラントのそばを、おなかの大きいブルックが笑顔で通り

過ぎる｡チーム・テイラーズが誕生する日が来るのもそんなに遠くはない――。 

 

●タイトル「フェイシング・ザ・ジャイアント」の意味するもの： 

Ｇｉａｎｔ ①決勝戦の無敵の相手チーム名。 

     ②巨人。巨漢。格別に大きい存在。 

＊人には信仰によって打ち倒すべき“内なる巨人”がある。 

  ×恐れ  

  ×諦め  

  ×不信仰  の立ちはだかる“巨人”が。 

＊偉大なる神には全てが可能だ。自由に門を開かれる。 

（マタ 19:26） 「神にはどんなことでもできます。」 

＊エンド・クレディットの最後：  

･神に栄光あれ！ 

･あなたの“巨人”に立ち向かえ！    （完） 


