
コロサイ1:15-20を朗読しましょう。 
 
15,御子は、見えない神のかたちであり、すべての造られたものより先に生まれた方です。16,なぜな

ら、天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ主権であれ、支配であ

れ権威であれ、御子にあって造られたからです。万物は御子によって造られ、御子のために造られま

した。17,御子は万物に先立って存在し、万物は御子にあって成り立っています。18,また、御子はそ

のからだである教会のかしらです。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうし

て、すべてのことにおいて第一の者となられました。19,なぜなら神は、ご自分の満ち満ちたものを

すべて御子のうちに宿らせ、20,その十字架の血によって平和をもたらし、御子によって、御子のた

めに万物を和解させること、すなわち、地にあるものも天にあるものも、御子によって和解させるこ

とを良しとしてくださったからです。 
 
この箇所はキリストについて本当に多くの事を私達に教えてくれる素晴らしく、美しい聖書箇所で

す。15-20節にはキリストについての真理が書いてあります。 
 
15節: 御子は、見えない神のかたちであり、すべての造られたものより先に生まれた方です。 
 
聖書は神がご自身について、そして被造物全体を贖うご計画について示しておられる言葉です。神の

御性質についてはっきりと学ぶ方法の一つとして、キリストに目を注ぐというものがありますが、こ

の聖書箇所がそれを肯定しています。 
 
考えてみましょう：キリストに目を注ぐ事によって神についてどんな事を学ぶ事ができますか？ 
 
16-17節:なぜなら、天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ主権で

あれ、支配であれ権威であれ、御子にあって造られたからです。万物は御子によって造られ、御子の

ために造られました。御子は万物に先立って存在し、万物は御子にあって成り立っています。 
 
存在する全ての物はイエスのゆえに存在しています。 
神が造った全てのものはイエスにあって造られました。全ての物は、私達も含めて、イエスを通して

神に栄光を表すという役目があります。イエスは全能で、私達の賛美を受けるにふさわしい方です。 
 
18節: また、御子はそのからだである教会のかしらです。御子は初めであり、死者の中から最初に生

まれた方です。こうして、すべてのことにおいて第一の者となられました。 
 
神が死からよみがえらせたイエスは、聖霊によって私達の死んでいる心に命を与えてくださいます。

イエスにあって私達は何もかもが－肉体的、そして霊的命も含めて－与えられています。イエスこそ

が私達の歩み、そしてこの世界で第一となられる方です。 
 
19-20節: なぜなら神は、ご自分の満ち満ちたものをすべて御子のうちに宿らせ、その十字架の血に

よって平和をもたらし、御子によって、御子のために万物を和解させること、すなわち、地にあるも

のも天にあるものも、御子によって和解させることを良しとしてくださったからです。 
 
イエスは神です。神はイエスを送り、この世を御自分と和解させようとされました。イエスの十字架

での血潮を通してのみ、私達は神との和解を手にする事ができるのです。 
 
全てに置いてキリストに栄光を帰そうとする事でキリストを敬う事ができます。私達の人間関係、歩

み、経済、互いへのケア、福音を聞いたことの無い人に福音を伝える事、全てにおいてです。 
 
キリストが全てにおいて第一である事を聖書から学んだ今、あなた自身が日常の中でキリストを敬う

必要のある部分はどこでしょうか？ 
 



 
この後の3節ではコロサイの教会や私達が神から、キリストを通して、信仰によって新しい命を与え

られた事についてパウロが触れています。 
 
21,あなたがたも、かつては神から離れ、敵意を抱き、悪い行いの中にありましたが、22,今は、神が

御子の肉のからだにおいて、その死によって、あなたがたをご自分と和解させてくださいました。あ

なたがたを聖なる者、傷のない者、責められるところのない者として御前に立たせるためです。23,
ただし、あなたがたは信仰に土台を据え、堅く立ち、聞いている福音の望みから外れることなく、信

仰にとどまらなければなりません。この福音は、天の下のすべての造られたものに宣べ伝えられてお

り、私パウロはそれに仕える者となりました。 
 
新約聖書には福音やいかに福音が私達を変えたのかについてだけでなく、キリスト以前の私達がどん

な存在だったのか書かれている箇所が多くあります。 
 
ある人はとてもわかりやすい形でこの世的な罪の歩みをしていたでしょうし、またある人は自分の義

を達成し、神に受け入れられるように頑張って生きてきたと思います。しかしパウロはピリピ3:7-9
で私達が自分の力で得る事ができる何よりもずっとキリストが素晴らしく、優れていると教えていま

す。 
 
"しかし私は、自分にとって得であったこのようなすべてのものを、キリストのゆえに損と思うよう

になりました。 
それどころか、私の主であるキリスト・イエスを知っていることのすばらしさのゆえに、私はすべて

を損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらはちりあくただと考えて

います。それは、私がキリストを得て、 
キリストにある者と認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなく、キリストを

信じることによる義、すなわち、信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。 
 
キリストの愛をこの世で伝えようとするなら、私達はまずは自分自身の心の中で起こった奇跡を常に

確認するべきでしょう。キリストを私達自身の最初の愛としておぼえ、この愛のゆえに周りの人々に

私達を変えた良い知らせを伝えていきましょう。 
 
全体で、信じるようになってから、どのようにキリストが自分の心を変えて下さったのかを分かち合

いましょう。あなたはそれをどう忘れがちでしょうか？  



Read aloud Colossians 1:15-20 
 
15 He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. 16 For by him all 
things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or 

dominions or rulers or authorities—all things were created through him and for him.17 

And he is before all things, and in him all things hold together. 18 And he is the head of 
the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in 
everything he might be preeminent. 19 For in him all the fullness of God was pleased to 
dwell, 20 and through him to reconcile to himself all things, whether on earth or in 
heaven, making peace by the blood of his cross. 
 
This is a beautiful and amazing passage of scripture that teaches us so much about Christ. 
Verses 15 through 20 teach us amazing truths about Christ.  
 
Verse 15: He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. 
 
The Bible is God’s revealed word about Himself and His plan of redemption for all of 
creation. One of the clearest ways we can see the character of God is by looking at Jesus. 
This passage affirms that. 
 
Consider: What can you learn about God by looking at Jesus Christ? 
 
Verse 16-17: For by him all things were created, in heaven and on earth, visible and 
invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities—all things were 
created through him and for him. And he is before all things, and in him all things hold 
together.  
 
Everything that exists is because of Jesus. Everything that was created by God was created 
through Jesus. All things are intended to glorify God through Jesus, including us! Jesus is 
all-powerful, and worthy of all praise.  
 
Verse 18: And he is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn 
from the dead, that in everything he might be preeminent.  
 
Jesus, whom God raised from the dead, gives our dead hearts life by His Spirit. In Jesus, we 
have everything, including our very lives--physically and spiritually. Jesus is to be the first in 
everything in our lives and in this world.  
 
Verse 19 - 20: For in him all the fullness of God was pleased to dwell, and through him 
to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the 
blood of his cross. 
 
Jesus is God. God sent Jesus to reconcile the world to himself. The only way to peace with 
God is through the blood of the cross.  
 
Christ is honored when we seek to glorify him in everything. In our relationships, our lives, 
our finances, how we care for each other, how we share the gospel with those who have 
never heard. Everything.  
 
Considering we just learned from the scriptures about Christ’s preeminence in all 
things, what are the things that you might need to honor Him in your life? 



 
In the next three verses, Paul reminds the church in Colossae, and us, about our state 
before being given new life in Christ by God through faith.  
 
And you, who once were alienated and hostile in mind, doing evil deeds, 22 he has now 
reconciled in his body of flesh by his death, in order to present you holy and 
blameless and above reproach before him, 23if indeed you continue in the faith, stable 
and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard, which has been 
proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, became a minister. 
 
Many times in the New Testament, we are not only reminded of the Gospel and how it has 
changed us, but what we were like before Christ. Some of us were living lives of very visible 
sin and worldly living, some of us were living lives of trying to create our own righteousness 
and trying to earn favor. Paul writes about Christ is far greater than anything we could ever 
try to earn on our own in Philippians 3:7-9 
 
But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. 8 Indeed, I count 
everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. 
For his sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order 
that I may gain Christ  and be found in him, not having a righteousness of my own that 
comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God 
that depends on faith 
 
As we try and share the love of Christ with the world around us, let us first regularly seek to 
remember the miracle that has occurred in our own hearts. Let’s remember Christ as our first 
love and from this love, tell others the same good news that has impacted our hearts.  
 
As a group, share how Christ has changed your heart since you first believed in Him. 
In what ways are you prone to forget? 


