


「御父がどれほどわたしたちを愛してくださるか、
考えなさい。それは、わたしたちが神の子と 
呼ばれるほどで、事実また、そのとおりです。」

（1ヨハネ3:1) 

「しかし、言は、自分を受け入れた人、その名を
信じる人々には神の子となる資格を与えた。」

（ヨハネ1:12） 



“See what great love the Father has 

lavished on us, that we should be called 

children of God! And that is what we are!” 

(1 John 3:1) 

“Yet to all who did receive him, to those 

who believed in his name, he gave the 

right to become children of God.”  

(John 1:12) 



「神の霊によって導かれる者は皆、神の子なのです。 
あなたがたは、人を奴隷として再び恐れに陥れる霊
ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊に
よってわたしたちは、「アッバ、父よ」と呼ぶのです。 
この霊こそは、わたしたちが神の子供であることを、 
わたしたちの霊と一緒になって証ししてくださいます。」 

（ローマ8:14～16） 

“For those who are led by the Spirit of God are the 

children of God. 15 The Spirit you received does not 

make you slaves, so that you live in fear again; rather, the 

Spirit you received brought about your adoption to 

sonship. And by him we cry, “Abba, Father.” 16 The Spirit 

himself testifies with our spirit that we are God’s 

children.” (Romans 8:14-16) 



「それは、律法の支配下にある者を贖い出して、 
わたしたちを神の子となさるためでした。あなたがたが
子であることは、神が、「アッバ、父よ」と叫ぶ御子の
霊を、わたしたちの心に送ってくださった事実から分か
ります。ですから、あなたはもはや奴隷ではなく、子で
す。子であれば、神によって立てられた相続人でも 

あるのです。」（ガラテヤ4:5～7） 



“…God sent his Son, …5 to redeem those 

under the law, that we might receive adoption 

to sonship.… 7 So you are no longer a slave, 

but God’s child; and since you are his child, 

God has made you also an heir.” 

 (Galatians 4:4-7)  





「愛する者たち、わたしたちは、今既に神の子です
が、自分がどのようになるかは、まだ示されていま
せん。しかし、御子が現れるとき、御子に似た者
となるということを知っています。なぜなら、そのとき

御子をありのままに見るからです。」 
（1ヨハネ3:2） 

“Dear friends, now we are children of God, and what 

we will be has not yet been made known. But we 

know that when Christ appears, we shall be like him, 

for we shall see him as he is.” (1 John 3:2) 



「そのとき、正しい人々はその父の国で太陽のように
輝く。耳のある者は聞きなさい。」 

（マタイ13:43） 

「この人たちは、もはや死ぬことがない。天使に等
しい者であり、復活にあずかる者として、神の子だ

からである。」（ルカ20:36） 

「キリストは、万物を支配下に置くことさえできる力
によって、わたしたちの卑しい体を、御自分の 
栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。」 

（フィリピ3:21） 



“Then the righteous will shine like the sun in the 

kingdom of their Father. Whoever has ears, let 

them hear.”（Matthew 13:43） 

“and they can no longer die; for they are like 

the angels. They are God’s children, since they 

are children of the resurrection.”  

(Luke 20:36) 

“And we eagerly await a Savior from there, the 

Lord Jesus Christ, 21 who, by the power that 

enables him to bring everything under his control, 

will transform our lowly bodies so that they will be 

like his glorious body.”  

（Philippians 3:20-21）  



The King 





「あなたがたもまた、キリストにおいて、 
真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、
そして信じて、約束された聖霊で証印を

押されたのです。」 
（エフェソ1:13） 

「神はまた、わたしたちに証印を押して、 
保証としてわたしたちの心に 
“霊”を与えてくださいました。 

（2コリント1:22） 



“And you also were included in Christ 

when you heard the message of truth, 

the gospel of your salvation. When you 

believed, you were marked in him 

with a seal, the promised Holy Spirit.” 

(Ephesians 1:13) 

“He anointed us, set his seal of 

ownership on us, and put his Spirit 

in our hearts as a deposit, 

guaranteeing what is to come.” 

(2 Corinthians 1:21-22) 

 



「御子にこの望みをかけている人は皆、
御子が清いように、自分を清めます。」 

（1ヨハネ3:3） 

“All who have this hope in him purify 

themselves, just as he is pure.” 

(1 John 3:3) 



キリストの愛 

Christ’s Love 


