
「キリストの体を造り上げる」
“Building Up the Body of Christ”

エフェソの信徒への手紙4:11～16
Ephesians 4:11-16



エフェソ4:11～13
「そして、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人
を福音宣教者、ある人を牧者、教師としてお与え
になりました。こうして、聖なる者たちを整えて奉
仕の働きをさせ、キリストの体を造り上げ、つい
には、私たちすべてが、信仰と神の子の知識に
おいて一つとなり、完全な者となって、キリストの
満ち溢れる成熟した年齢に達するのです。」

1. 整えられる。

教会では、聖徒たち（教会員）が
奉仕の働きをする！



1. Be Equipped.

Ephesians 4:11-13
“And Christ himself gave the apostles, the 

prophets, the evangelists, the pastors and teachers,
12 to equip the saints for the work of ministry, so 

that the body of Christ may be built up, 13 until we 
all reach unity in the faith and in the knowledge of 
the Son of God and become mature, attaining to 

the whole measure of the fullness of Christ.”

The work of ministry is done by 
the saints, each member!



 人を、ある目的のために、
ふさわしく準備する。

1. 整えられる。

網を繕う
（マタイ4:21）

折れた骨を元通り
にすること

 添え木が折れた骨を元通りにするように、霊
的に壊れた部分が回復し、曲がったところが
まっすぐにされること。



 To prepare someone adequate 
or sufficient for some purpose.

Mending the Net
（Matt. 4:21）

Setting broken 
bones in place

 Just as broken bone is recovered by a splint, 
the spiritually damaged parts are recovered 
and the bended area is straightened.

1. Be Equipped.



2テモテ2：2
「そして、多くの証人の前で私から聞いた
ことを、ほかの人々にも教えることができ

る忠実な人たちに委ねなさい。」

1. 整えられる。

2 Timothy 2:2
“And the things you have heard me say

in the presence of many witnesses entrust 
to reliable people who will also be 

qualified to teach others.”



２. 聖書的な識別力を持つ。

エフェソ4:13～14
「ついには、私たちすべてが、信仰と神の
子の知識において一つとなり、完全な者と
なって、キリストの満ち溢れる成熟した
年齢に達するのです。こうして、私たちは
もはや子どものようではなくなり、人の悪だ
くみや、だまし惑わす策略によるどのよう
な教えの風にも弄ばれたり、振り回されり

することなく、」

マタイ18:3 1ペトロ2:2



2. Have biblical discernment.

Ephesians 4:13-14
“until we all reach unity in the faith and in 

the knowledge of the Son of God and become 
mature, attaining to the whole measure 
of the fullness of Christ. Then we will no 

longer be infants, tossed back and forth by 
the waves, and blown here and there by 

every wind of teaching and by the cunning 
and craftiness of people in their deceitful 

scheming.”

Matthew 18:3 1 Peter 2:2
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2. Have biblical discernment.

Ephesians 4:13-14
“until we all reach unity in the faith and in 

the knowledge of the Son of God and 
become mature, attaining to the whole 

measure of the fullness of Christ. Then we 
will no longer be infants, tossed back and 

forth by the waves, and blown here and 
there by every wind of teaching and by the 

cunning and craftiness of people in their 
deceitful scheming.”



３. 愛の内に成長する。

エフェソ4:15
「愛をもって真理を語り、頭である
キリストへとあらゆる点で成長して

いくのです。」

愛のない真理 真理のない愛



どのように伝えるのか！

1ペトロ3：15

「あなたがたの抱いている希望につ
いて説明を求める人には、いつでも
弁明できるよう備えていなさい。それ
も、優しく、敬意をもって、正しい良心

で、弁明しなさい。」



Truth without  
Love

Love without 
Truth

3. Grow in love.

Ephesians 4:15
Instead, speaking the truth in love, we 
will grow to become in every respect 
the mature body of him who is the 

head, that is, Christ.



How we convey is important!

1 Peter 3:15-16
“Always be prepared to give an 

answer to everyone who asks you to 
give the reason for the hope that 

you have. But do this with 
gentleness and respect, keeping a 

clear conscience.”



３. 愛の内に成長する。

エフェソ4:16
「キリストによって、体全体は、支えとな
るすべての節々でつなぎ合わされ、一つ
に結び合わされて、それぞれの部分は
分に応じて働いて、体を成長させ、愛の
内に造り上げられてゆくのです。」



３. 愛の内に成長する。

エフェソ4:16
「キリストによって、体全体は、支えとな
るすべての節々でつなぎ合わされ、一つ
に結び合わされて、それぞれの部分は
分に応じて働いて、体を成長させ、愛の
内に造り上げられてゆくのです。」

奉仕とは、私たちが愛の内
に成長するためにある！



3. Grow in love.

Ephesians 4:16
“From him the whole body, joined 

and held together by every 
supporting ligament, grows and 

builds itself up in love, as each part 
does its work.”



3. Grow in love.

Ephesians 4:16
“From him the whole body, joined 

and held together by every 
supporting ligament, grows and 

builds itself up in love, as each part 
does its work.”

 Our ministry exits for us

to grow in love!



３. 愛の内に成長する。

エフェソ4:16
「キリストによって、体全体
は、支えとなるすべての
節々でつなぎ合わされ、一
つに結び合わされて、それ
ぞれの部分は分に応じて働
いて、体を成長させ、愛の
内に造り上げられてゆくの

です。」 コロサイ3:14



Colossians 3:14
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grows and builds itself 
up in love, as each part 
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