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エペソ ２：１０

わたしたちは神の作品で
あって、良い行いをする
ように、キリスト・イエ
スにあって造られたので
ある。神は、わたしたち
が、良い行いをして日を
過ごすようにと、あらか
じめ備えて下さったので
ある

Epesians 2:10

For we are God’s 
masterpiece. He has 
created us anew in Christ 
Jesus, so we can do the 
good things he planned for 
us long ago.

あなたは
神様の
傑作

• 神様＝名作家

• 私達＝名作・傑作

• 作品の価値は作家の価
値で決まる（例：ピカ
ソ）

• 良い行いをするから傑
作なのではなく、傑作
だから、良い行いがで
きる

• 本当に？

• 神様は私達が良い行い
をできるようにたすけ
てくださる。

• God = Master

• We=masterpiece

• The value of works is 
dependent on the 
creator (ex. Picasso)

• Not because we are 
doing good things but 
because we are 
masterpiece, we are 
allow to do good things

• Really?

• God empowers us to do 
good things

創造される

• 創世 1:26 & 31
• 人間は、その他の物を
治めさせる為、我々を
造られた。仕事＝名前
をつける

• ６日目=はなはだ良
かった

• しかし、私達＝間違い
をし、弱い

• アダム：神の息・霊
(2:7)

• ヨハネ3:5
• 水と霊により生まれ変
わっていますか？

To Create

• Genesis 1:26 & 31

• Humanity=Created to be 
over others. Task=to 
name

• 6th day: very good

• But we make mistakes 
and weak

• Adam: Breath of 
God/Spirit (2:7

• John 3:5

• Are you born again in 
water and the Spirit?
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準備される

• マタイ13:1-23

• 種まきの喩え話

• ４つの土地の中で、成
長をみたのは、準備さ
れていた土地

• 準備する＝時間と労力

• 傑作はプロセスによっ
てできる：無駄な物を
省く（ダイヤモンド）

• 捨てるべき物とはなん
でしょうか？捨てきれ
いるでしょうか？

To Prepare

• Matthew 13:1-23

• Parable of Sewer

• 4 soils: fruitful soil = 
prepared 

• Preparation takes time 
and efforts

• Masterpiece has its 
process: get rid of things 
(Diamond)

• What are things that we 
need to release? Have 
we fully released those 
things?

形づけられる

• エレミヤ18:1-6

• 神様：陶器師

• 私達：粘土

• 失敗は失敗には終わら
ない：次のチャンス

• 神様の望んでおられる形
になっていく

• 神様の手のうち

• 粘土：自由自在に変えら
れる=素直・従順

• 素直に従順に神様を求
められていますか？

To Shape

• Jeremiah 18:1-6
• God=Potter
• We=Clay
• Mistakes don’t end as 

mistake: second chance
• To be a shape God 

desires
• In this hand
• Clay: can be shaped as 

desire=obedient, meek
• Are we seeking God 

obediently with 
meekness?

建てあげられる

• エペソ2:20-22

• キリストにあって、建
てられ、聖なる宮に成
長し、神のすまいとな
るのである

• 神様の住まいとは？

• あなたの住まいならど
うしますか？

• 住みやすい、必要な物、
綺麗（中・外）

• 神様の住まいとなれて
いるでしょうか？

To Build

• Ephesians 2:20-22

• In Christ, the whole 
building is joined 
together and rises to 
become a become God’s 
dwelling place

• God’s dwelling place?

• If it was your house?

• Fitting, necessary, 
clean/nice looking 
(inside/outside)

• Is God dwelling in us?

• 神様の傑作である私達
は：

– 水と霊を持って創り変え
てください

– み言葉の種が育つ良い地
となる為、不必要な物を
捨てさります

– あなたの形に近づけられ
るように粘土のように素
直で従順にいきます

– あなたの住まいとして、
清められる事を求めます

• As we are God’s 
masterpiece

– Recreate us through water 
and the Spirit

– Prepare us to become the 
good soil that allows us to 
be fruitful by releasing 
unnecessary things from 
our lives

– Shape us to become what 
You desire us to be, and we 
commit to become like clay 
and seek You with 
meekness

– Sanctify us to be Your 
dwelling place


