
神様の民 

〜愛に根ざす〜 
God’s People: 

Rooted In Love 

Ephesians 3 エフェソ3章 



Community of God (Church) &  

Their Lives of Faith 

Ephesians 1: Rooted in Blessings 

Ephesians 2: Rooted in Community 

Ephesians 3: Rooted in Love 

神様の民（教会）と信仰生活 
エフェソ１章： 祝福に根ざす 

エフェソ２章：共同体（教会）に根ざす 

エフェソ3章：愛に根ざす 



一番深い愛の 

体験したことあるのは 

どういうことですか？ 
 

What has been 

your deepest experience 

of love? 







全人 
 
 

Every 

One 



“This mystery is that through 

the gospel the Gentiles are heirs 

together with Israel,  

members together of one body, 

and sharers together in  

the promise in Christ Jesus.”  

– Ephesians 3:6 (NIV) 

「その奥義とは、福音により、 

キリスト・イエスにあって、 

異邦人もまた共同の相続者となり、    
ともに一つのからだに連なり、 

ともに約束にあずかる者となるという  
ことです。」 
〜エフェソ３：６（新改訳） 



“…to make plain to everyone…” 

 – Ephesians 3:9 

“…throughout all generations, 

forever and ever!”  

– Ephesians 3:21 

「…世々（に）…明らかにするため…」 
 〜エフェソ３：９ 

「…世々にわたって、とこしえまであります
ように。」 
〜エフェソ３：２１ 



力 
 
 

Power 



「私は、神の力の働きにより…」（７節） 

“…given me through the working of his 
power.” (v. 7) 
 

 

「…御霊により、力をもって、あなたがたの内なる人を
強くしてくださいますように。」   （１６節） 

“…strengthen you with power through 
His Spirit in your inner being…” (v. 16) 



「…力を持つようになり、…」（１８節） 
“And I pray that you…may have 
power…” (v. 17-18) 

 

 

「…私たちのうちに働く力によって、…」（２０節） 
“…according to his power that is at work 
within us…” (v. 20) 



恵 
 
 

Grace 



「…私がいただいた、神の恵…」（２節） 
“…God’s grace that was given to me…” 

(v. 2) 

 

「…自分に与えられた神の恵の賜物…」（７節） 
“…the gift of God’s grace given me…”  

(v. 7) 

 

「…私に、この恵が与えられた…」（８節） 
“…this grace was given me…” (v. 8) 
 
 



愛 
 
 

Love 



「また、愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなたがた…」
（１７節） 
“And I pray that you, being rooted and established in 
love…” (v. 17) 
 

その＝キリストの愛 
「…その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを   
理解する…ように…」（１８節） 
“…to grasp how wide, and long and high and deep is the 
love of Christ…” (v. 18) 
 

「…人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることが   
できますように…」（１９節） 
“…and to know this love that surpasses knowledge…”  
(v. 19) 



キリスト、 
又は教会 

 

 

Christ & 

Church 



による 
according to 

 

を通して 
through / in 



「…キリストにあって…約束…」（６節） 

“…promise in Christ Jesus.” (v. 6) 
 

 
「…キリストの測りがたい富…」（８節） 

“…unsearchable riches of Christ…” 
(v. 8) 

 

 

「…私たちの主キリスト・イエスにおいて 
成し遂げられた神の永遠のご計画による
ことです。」（１１節） 
“…according to His eternal purpose 
which he accomplished in Christ 

Jesus our Lord.” (v. 11) 



「私たちはこのキリスト・イエスにあり、   
キリストを信じる信仰によって、大胆に確信
をもって神に近づくことができるのです。」 
（１２節） 

“In him and through faith in him we 
may approach God with freedom 

and confidence.” (v. 12) 

 
「こうしてキリストが、あなたがたの信仰に
よって、あなたがたの心のうちに住んでいて
くださいますように。」    （１７節） 

“…so that Christ may dwell in your 
hearts through faith…” (v. 17) 

 
「…（キリストの愛）がどれほどであるかを理
解する…」（１８節） 

“…to grasp…the love of Christ…” 
 (v. 18) 



「これは、今、…教会を通して、神の豊かな 
知恵が示されるためであって、…」 
（１０節） 

“His intent was that now, through the 
church, the manifold wisdom  of 

God should be made known…”  

(v. 10) 

 

 
「…豊かに施すことができる方に、教会により、
またキリスト・イエスにより、栄光が…あります
ように。」（２１節） 

“…to him be glory in the church and 
in Christ Jesus…” (v. 21) 



全人 
力、恵、愛 

キリスト、教会 
 

Every One 
Power, Grace, Love 

Christ, Church 



信仰 
御霊 
栄光 

 

Faith 
Spirit 
Glory 



１。私はどれほどキリストの愛に根ざしていますか？ 
1. How deeply rooted am I in Christ’s love? 

２。その愛は、私であること、または私の行動で         

どういうふうに表していますか？また、どのように
変わることが必要ですか？ 

2. How is that being shown by who I am and 

what I do? What do I need to change? 

３。具体的に、その愛を誰に分かち合えますか？ 
3. With whom can I share that love? 




