
Our Three Identities 
私たちの３つのアイデンティティ 
Genesis 創世紀 1:11-27; Psalm 詩篇 8:3-5
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イマゴ•デイ 
神様に似せて造られた者

Imago Dei 
made in the image of God
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“God has existed for all of eternity in full glory 
and honor. He is an honorable King, a Father  
who provides for the entire family. He is pure, 
faithful, and glorious — the essence and source 
of all true honor. 

神様はすべての栄光と誉れをもって、永遠に存在しておら
れる。神様は栄誉ある王であり、全人類という家族を養っ
てくださる父である。神様は清く、誠実で、栄光に満ち
ておられる。つまり、すべての真の栄誉の本質であり、
源である。

ジェイソン•ジョージズ・Jayson Georges



26 神は仰せられた。「さあ人を造ろう。われわれのかたち
として、われわれに似せて。••• 27 神は人をご自身のかた
ちとして創造された。神のかたちとして彼を創造し、男と
女とに彼らを創造された。

創世紀・Genesis 1:26-27

26 Then God said, “Let us make man in our image, 
after our likeness.” … 27 So God created man in 
His own image, in the image of God He created 
him; male and female he created them.



26 神は仰せられた。「さあ人を造ろう。われわれのかたち
として、われわれに似せて。••• 27 神は人をご自身のかた
ちとして創造された。神のかたちとして彼を創造し、男と
女とに彼らを創造された。

創世紀・Genesis 1:26-27

26 Then God said, “Let us make man in our image, 
after our likeness.” … 27 So God created man in 
His own image, in the image of God He created 
him; male and female he created them.



“We are creatures of  
glory and honor. 

   私たちは栄光と誉れを 
   受けた創造物。



3 When I look at Your heavens, the work of Your 
fingers, the moon and the stars, which You have 
set in place, 4 what is man that You are mindful 
of him, and the son of man that You care for 
him?

3 あなたの指のわざである天を見、あなたが整えられた月
や星を見ますのに、4 人とは、何者なのでしょう。あなた
がこれを心に留められるとは。人の子とは、何者なので
しょう。あなたがこれを顧みられるとは。

詩篇・Psalm 8:3-5



3 When I look at Your heavens, the work of Your 
fingers, the moon and the stars, which You have 
set in place, 4 what is man that You are mindful 
of him, and the son of man that You care for 
him? 5 Yet You have made him a little lower than 
the heavenly beings and crowned him with glory 
and honor.
3 あなたの指のわざである天を見、あなたが整えられた月
や星を見ますのに、4 人とは、何者なのでしょう。あなた
がこれを心に留められるとは。人の子とは、何者なので
しょう。あなたがこれを顧みられるとは。5 あなたは、 
人を、神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れ
の冠をかぶらせました。

詩篇・Psalm 8:3-5



“To magnify His glory, God created the world  
and spoke life into being. From the ground, God 
created Adam and Eve, crowning them with 
honor and glory. They possessed authority to 
rule over creation as God’s esteemed co-regents. 
As God’s children, they lived under God’s name. 
Adam and Eve enjoyed an honorable identity 
from God. They walked naked and were not 
ashamed.

Jayson Georges



“神様はご自身の栄光をはっきりと表すために世界を創造され、ことばで万物にいのちを与えられた。神様は土か
らアダムとイブを創造し、誉れと栄光の冠をかぶらせた。
彼らは神様から任されて、共に被造物のすべてを管理する
権威を持っていた。神様の子供として、彼らは神様の名前
の下に生きていた。アダムとイブは、神様から受ける誉れ
あるアイデンティティを楽しんでいた。彼らは裸であった
が、恥ずかしいと思わなかった。

ジェイソン•ジョージズ



44 But I say to you, Love your enemies and pray 
for those who persecute you, 45 so that you may 
be sons of your Father who is in heaven. For He 
makes His sun rise on the evil and on the good, 
and sends rain on the just and on the unjust.
44 しかし、わたしはあなたがたに言います。自分の敵を
愛し、迫害する者のために祈りなさい。45 それでこそ、
天におられるあなたがたの父の子どもになれるのです。
天の父は、悪い人にも良い人にも太陽を上らせ、正しい
人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。

マタイ・Matthew 5:44-45
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“We are creatures of shame. 

   私たちは恥のある創造物。



“But Adam and Eve were disloyal to God. They 
forfeited divine honor to pursue a self-earned 
honor. Their disloyalty to God created shame, so 
they hid and covered themselves. Moreover, 
their sin dishonored God. God lost face. Because 
Adam and Eve brought shame upon everyone, 
God banished them from His presence to 
maintain His dignity.

Jayson Georges



“しかしアダムとイブは神様に不誠実だった。自分で誉れを手にしようとして、神様の誉れを失ってしまった。神様に
不誠実であったため恥が生まれたので、彼らは隠れて身
体を覆った。 さらに、彼らの罪は神様の名誉を汚した。
神様は面目を失われた。アダムとイブが全人類に恥をもた
らしたので、神様はご自身の尊厳を保たれるために、彼
らを御前から追放された。

ジェイソン•ジョージズ



“As descendants of Adam, we inherit their original 
shame. Then our own defiled and disloyal heart 
increases shame. This shame shapes our identity 
and behavior. 

アダムの子孫として、私たちは彼らの最初の恥を受け継い
ている。そして私たち自身の汚れた不誠実な心には、さ
らに恥がたまっていく。この恥が、私たちのアイデンティ
ティや行動を形成していく。

ジェイソン•ジョージズ・Jayson Georges



“We manufacture a false status, often by 
shaming others or boasting in the superiority  
of our own group. Having lost face spiritually, 
and lost our spiritual family, name, and status, 
our life is a perpetual effort to construct a 
counterfeit honor. … Our shame causes 
disgraceful conduct and dishonors God.

Jayson Georges



“私たちは、しばしば他の人たちに恥をかかせたり、自分が属するグループの方が優っていると自慢することによっ
て、自分のために偽の高い身分を作り上げようとしている。
人間は霊的に神様に会わせる顔をなくし、霊的な家族や
名前や身分を失ってしまったので、私たちの人生は、たえ
ず偽の誉れを作り上げようとしている。…私たちの罪の結
果の恥によって、恥ずべき行為をしてしまい、神様の栄誉
を汚すのである。

ジェイソン•ジョージズ
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“ MY  STORY 
Kim Ayars 

マイ•ストーリー 
キム•アヤーズ



© Kim Ayars



35 Can anything separate us from Christ’s love? 
Can trouble or problems or persecution 
separate us from His love? If we have no food 
or clothes or face danger or even death, will 
that separate us from His love? … 37 But in all 
these troubles we have complete victory 
through God, who has shown His love for us.
35 私たちをキリストの愛から引き離すのはだれですか。
患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、
裸ですか、危険ですか、剣ですか。•••37 しかし、私たち
は、私たちを愛してくださった方によって、これらすべて
のことの中にあっても、圧倒的な勝利者となるのです。

ローマ・Romans 8:35,37



38 Yes, I am sure that nothing can separate us 
from God’s love―not death, life, angels, or 
ruling spirits. I am sure that nothing now, 
nothing in the future, no powers, 39 nothing 
above us or nothing below us―nothing in the 
whole created world―will ever be able to 
separate us from the love God has shown us in 
Christ Jesus our Lord.
38 私はこう確信しています。死も、いのちも、御使いも、
権威ある者も、今あるものも、後に来るものも、力ある
者も、39 高さも、深さも、そのほかのどんな被造物も、
私たちの主キリスト・イエスにある神の愛から、私たち
を引き離すことはできません。

ローマ・Romans 8:38-39



“We are creatures of hope. 

   私たちは希望のある創造物。



Think of three people that you work 
with, or go to school with, in whom 
you can affirm the glory of God…  

and then do that this week! 

   あなたが一緒に働いているか、学校へ 
通っている3人の方を思い浮かべて 
ください。誰のうちに神様の栄光が 
映しだされていると確信できますか？ 
今週ぜひそうしてみましょう！
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