
グループでコロサイ1:1-8を朗読しましょう。 
 
コロサイ人への手紙は特定の目的を持って特定の人々に向けて書かれました。この手紙が聖書の一部とされているの

はここに書かれている特定の真理が全てのキリスト者にとって重要だからです。 
 
コロサイの街は現在でいうトルコに位置し、かつて経済の中心であったものの、手紙が書かれた当時はその勢いが衰

えつつありました。パウロがこの手紙を書いたのはコロサイの教会内で間違った教えが満映し始めているという知ら

せを聞いたからでした。この間違った教えは具体的にはイエスの働きとそのアイデンティティーを疑問視し、神に受

け入れられるための条件を加える物でした。簡潔に述べるなら彼らは異端の影響を受け、その振る舞いにも悪影響が

出ていたのです。 
 
考えてみましょう：あなたの配偶者、子供や親友、もしくはあなた自身が間違った振る舞いをしている時にあなたは

どう応答しがちですか？ 
 
手紙の冒頭部分でも、手紙全体でも、パウロがした応答はいかに彼らが間違った事をしているのかではなく、イエス

がどんなお方なのかでした。パウロの読者たちは罪と真理から離れてしまったので福音を確認する必要がありまし

た。全てのキリスト者も同様です。全てのキリスト者はなんどもなんども福音を聞く必要がある。 
 
5-6節から福音についての素晴らしい教えを学ぶ事ができます。 
 
5,それらは、あなたがたのために天に蓄えられている望みに基づくもので、あなたがたはこの望みのことを、あなた

がたに届いた福音の真理のことばによって聞きました。 
6,この福音は、あなたがたが神の恵みを聞いて本当に理解したとき以来、世界中で起こっているように、あなたがた

の間でも実を結び成長しています。 
コロサイ1:5-6 
 
福音は身を結び成長する物です。 
 
今週のメッセージの中で日常生活の中で福音を生きる二つの方法が紹介されました。これらの日常生活の中で福音を

生きる方法についてグループで話し合い、他に福音を生きる方法が思いつくのか考えてみましょう。 
 

1. 拒まれる事や人への恐れ 
イエスキリストの福音を確認する事は拒まれる事や人への恐れとの戦いに勝ち始める事の鍵にです。私達は

イエスキリストの生涯、死と復活によって神との正しい関係を与えられました。神は私達をご自分の息子、

娘とし、キリストとの共同相続人として下さいました(ローマ8:17)、そして誰もそれを取り上げる事はできま

せん。福音を確認する事は拒まれる事や人への恐れを打ち破ってくれます。 
 

2. 高慢 
人となられた神、イエスは死にまで、それも十字架の死にまで従われました(ピリピ2:8)。私達はイエスキリ

ストの生涯、死と復活によって私達はもう全てを私達と私達の生活や栄光を中心に歩む事はなく、キリスト

の謙遜さを模範にし、神の栄光を求める者となりました。福音を確認する事は高慢との戦いに勝ち始める事

の鍵です。 
 
 
他にみなさんの生活の中に存在する、福音を語る必要がある弱さや罪はありますか？ 
 
この箇所から福音は「成長する」(6節)事もわかります。福音の成長の仕方の一つはそれを聞き、信じる者に救いを与

えるという面があります。この箇所を読んでいるとコロサイの人々は信仰を持っていた事がわかりますが、彼らの信

仰はどこから来たのでしょうか？ 
 
ローマ10:17を読みましょう。 
 
彼らの信仰はキリストのみことばを聞く事からきた事がわかります。コロサイ1:7を見ると、コロサイの教会に福音

を伝えた人物がエパフラスであったとわかります。 



 
全体でそれぞれいつ初めて福音に触れたのかを分かち合いましょう。どこにいましたか？誰から聞きましたか？どの

ように信じるようになりましたか？その後のあなたの生活はどのように変わりましたか？人数が多すぎる場合は2-3
人ずつに別れて話しましょう。 
 
あなたの近所、家庭、職場もしくは学校で福音を聞いた事がない人はいませんか？全体でその人達のために祈り、神

があなたにそうして下さったようにその人達を愛し、仕え、福音を伝えるクリエイティブな方法はないか話し合って

みましょう。 
 
残りの時間は自由に交わり、互いのために具体的に祈り、互いに福音を語って励まし合いましょう。 
 
  



Read Colossians 1:1-8 aloud as a group. 
 
Colossians is a book that was written for a specific purpose to a specific people, and it is in the Bible 
because the specific truths that are written that are important for every Christian. 
 
The city of Colossae was in the modern-day country of Turkey, and was in decline from being a major 
economic center. The reason Paul wrote this letter was that he had heard that there was false teaching 
starting to infiltrate the church there. The false teaching, specifically, challenged the person and work of 
Jesus and added additional requirements to obtain right-standing with God. So, to put simply, they were 
believing heresy, and it was causing them to behave wrongly.  
 
Consider: when your spouse, your children, a close friend, or even you yourself, behave and act 
wrongly, what is your usual response? 
 
Paul’s response at the beginning of his letter, nor in the entire letter, is not to point out and call attention to 
the wrongs that they are doing, but to remind them of who Jesus is. They needed to be reminded of the 
gospel because of their sin and straying from the truth. All Christians need this. All Christians need to 
hear the gospel again and again. 
 
We learn from verse 5 and 6 something incredible about the gospel. 
 
because of the hope laid up for you in heaven. Of this you have heard before in the word of the 
truth, the gospel, which has come to you, as indeed in the whole world it is bearing fruit and 
increasing—as it also does among you, since the day you heard it and understood the grace of God 
in truth, 
Colossians 1:5-6 
 
The gospel bears fruit and increases.  
 
In the sermon, there were two ways we can apply the gospel to our lives. Talk with a group about these two 
ways to apply the gospel to our lives, and see if you can think of others. 
 

1. Fear of rejection/fear of others 
remembering the Gospel of Jesus Christ is the key to beginning to win the battle against the fear of 
rejection or fear of others. Because of the life, death, and resurrection of Jesus Christ, we have 
right-standing with God. God has made us sons and daughters, and co-heirs with Christ (Romans 
8:17), and nothing can ever take that away. Remembering the gospel helps us with the fear of 
rejection or fear of others.  

2. Pride 
Jesus, God in the flesh, humbled himself to the point of death, even death on the cross (Philippians 
2:8). Because of the life, death, and resurrection of Jesus Christ, we no longer center everything 
about our lives and our glory, but we emulate Christ in his humility and seek to honor God. 
Remembering the Gospel is the key to beginning to win the battle against pride 

 
What other areas of sin or struggle in your life can you speak the gospel to one another in? 
 
From this text, we also see that the gospel increases (v. 6). One of the way that the gospel increases is by 
offering salvation to those who hear and believe it. We learn in the text that the Christians in Colossae had 
faith. Where did their faith come from? 
 
Read Romans 10:17 



 
Their faith came from hearing the words of Christ. From hearing the gospel. In Colossians 1:7, we read that 
the person who brought the gospel to the church on Colossae was Epaphras.  
 
As a group, share how you first heard the gospel. Where were you? Who told you? How did you 
come to believe? How did your life change after that? If there are too many people in the group, 
split up into small groups of 2 or 3 to share. 
 
Can you think of people in your neighborhood, home, workplace, or school that have never heard the 
gospel? As a group, pray for them, and think of creative ways to love them as God has loved you, serve 
them as God has served you, and to share the gospel with them.  
 
In the remaining time in the group, feel free to fellowship freely, pray for one another in specific ways, and 
encourage each other in the gospel. 


