
 
コロサイ2:1-7を朗読しましょう 
 
1, 私が、あなたがたやラオディキアの人たちのために、そのほか私と直接顔を合わせたこ

とがない人たちのために、どんなに苦闘しているか、知ってほしいと思います。 
 
まず、一節を見るとパウロは前の箇所から続けて自分に与えられた働きについて説明してい

ます。パウロは読者に自分の苦闘について知ってほしいと言っています。 
 
2節を朗読しましょう。 
2,私が苦闘しているのは、この人たちが愛のうちに結び合わされて心に励ましを受け、さら

に、理解することで豊かな全き確信に達し、神の奥義であるキリストを知るようになるため

です。3,このキリストのうちに、知恵と知識の宝がすべて隠されています。 
 
パウロはこの複雑な文章を通してなぜ自分が苦闘している理由を次のように説明していま

す。パウロの苦闘は人々の心が励まされ、愛のうちに結び合わされるため。さらにそれが次

の二つの事に繋がります。1. 人々が豊かな全き確信に達する。2. 神の奥義であるキリスト

を知るようになる。 
そしてパウロが強調しようとしている中心的な真理が3節に書かれています:「このキリスト

のうちに、知恵と知識の宝がすべて隠されています。」 
 
ここで時間をとって、あなた個人が、そしてあなたの周りの人々がキリストを知るようにな

る為に、さらによく知るために奮闘してくれた/してくれている人々が誰なのか考え、全体

で感謝の祈りを捧げましょう。 
 
4-5節を朗読しましょう。 
4,私がこう言うのは、まことしやかな議論によって、だれもあなたがたを惑わすことのない

ようにするためです。5,私は肉体においては離れていても、霊においてはあなたがたととも

にいて、あなたがたの秩序と、キリストに対する堅い信仰を見て喜んでいます。 
 
パウロがコロサイ人への手紙を書いた理由の一つには間違った教えへの警告があります。パ

ウロがあえて3節で知恵と知識の宝がすべてキリストのうちに隠されていると教えた直後に

警告しているという事実はキリストを知る事が「まことしやかな議論」に惑わされないため

の秘訣だという事を示しています。 
 
あなたは何に頼りがちですか？あなたにとっての、また一般社会での「知恵」とは何でしょ

うか？話し合ってみましょう。 
 
 
6,このように、あなたがたは主キリスト・イエスを受け入れたのですから、キリストにあっ

て歩みなさい。 
 
6節でこの手紙での初めての命令形、「キリストにあって歩みなさい」が出てきます。この

命令がある意味2:6-4:5の流れを定めていると言えるでしょう。 
 



「キリストにあって歩む」とは何なのか、その理解の手助けになるのが1:10の祈りと言えま

す。読者達が神に喜ばれる歩みができるように祈ったパウロはここでは「キリストが文字通

りあなたの主ならば、キリストのみがあなたに価値をもたらし、あなたの思弁と行動の土台

とあるよう歩みなさい」と言っているのでしょう。 
 
7,キリストのうちに根ざし、建てられ、教えられたとおり信仰を堅くし、あふれるばかりに

感謝しなさい。 
7節の4つの行動はどのようにキリストにあって歩むのかの手段です。 
 
「根ざす」は農業、「建てられる」は建築の例えで、二つが対となってともキリストにしっ

かり根を張り、キリストから必要な糧を受け取り、キリストを土台とする重要さを教えてい

ます。 
 
「信仰を堅くする」ですが、この信仰は教えられた教理をさしています。つまり正しい教え

に堅く立つという事です。 
 
「あふれるばかりに感謝する」ですが、これは私達のキリストとの歩みは喜びが、感謝があ

ふれた物であるという事実に触れています。私達はいやいやながらキリストにあって歩むの

ではなく、キリストに根ざし、建てられ、信仰に堅く歩むのは感謝にあふれた歩みだとパウ

ロは教えているのです。 
 
では、具体的にどうすれば私達はこのように歩むことができるでしょうか？下の問いを考え

てみて、話し合ってみましょう。 
 

1. この世の人々はどのように歩んでいますか？彼らはどこから糧を得て、何を支えと

し、何を堅く信じて生きていますか？彼らにはあふれる感謝、喜びはありますか？ 
2. あなたの歩みはどんな物ですか？あなたの糧は？あなたの支えは？あなたは何を堅

く信じていますか？あなたの歩みは「感謝」に形容される物ですか？ 
3. どうすればさらに「キリストにあって歩む」事ができるでしょうか？個人として、

そしてコミュニティーとして、できるだけ具体的に考えてみましょう。  



Read Colossians 2:1-7 aloud. 
 
 
1 For I want you to know how great a struggle I have for you and for those at Laodicea and 
for all who have not seen me face to face,  
 
If you look at verse 1, you see that Paul continues to talk about his ministry in this passage. 
He says that he wants his readers to know how much he struggles for them.  
 
Read verses 2-3 together.  
2 that their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all the riches of 
full assurance of understanding and the knowledge of God's mystery, which is Christ, 3 in 
whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge.  
 
Paul explains why he struggles in this complex sentence, saying that he struggles that their 
hearts will be encouraged/knit together in love. AND that this encouragement/being knit 
together leads to the following two things:  

1. They will gain all the riches of full assurance.  
2. They will gain knowledge of God’s mystery, which is Christ. 

Then verse 3 is the central truth Paul is trying to hammer home: “ in whom are hidden all the 
treasures of wisdom and knowledge. “ 
 
Pause for a moment and think about people who have struggled or are struggling for the 
sake of you and you and people around you coming to know Christ and growing in the 
knowledge of Christ. Pray as a group and thank God for them.  
 
Read vv4-5 
4 I say this in order that no one may delude you with plausible arguments.  
5 For though I am absent in body, yet I am with you in spirit, rejoicing to see your good order 
and the firmness of your faith in Christ. 
 
One of the reasons Paul wrote the letter of Colossians was to warn his reads against false 
teaching. The fact that Paul chooses to give a warning right after teaching that all treasures 
of wisdom and knowledge are hidden in Christ in verse 3 indicates that knowing Christ 
protects us from “plausible arguments” 
 
What do you tend to rely on other than Christ? What do you consider to be knowledge? 
What do you think our society considers as knowledge? Discuss.  
 
6 Therefore, as you received Christ Jesus the Lord, so walk in him,  
 
v6 contains the first imperative (command) in this letter. This command sets the flow of 
2:6-4:6 in a way.  
 
A key to understanding what “walking in Christ” means is found in Paul’s prayer in 1:10. Paul 
who prayed that his readers will walk in a way that is pleasing to God is saying: “Since Christ 



is literally your Lord, let him be the only one who determines your value, guide and direct 
your thoughts and conduct”.  
 
7 rooted and built up in him and established in the faith, just as you were taught, abounding 
in thanksgiving. 
4 actions mentioned in v7 are how we are to walk in Christ.  
 
“Rooted” is an agricultural term, and “built up” is a construction metaphor. Together, they 
teach the importance of getting our nutrients from Jesus and of Jesus being our foundation.  
 
“Established in the faith” - this faith here is not someone’s personal belief, but its the doctrine 
that “they were taught”, meaning that we need to stand firmly upon right doctrine.  
 
“Abounding in thanksgiving” - our walk on earth is something that is characterized by 
thanksgiving and immense joy. We are not walking in Jesus because we have to, but Paul is 
saying that it is with great thanksgiving that we take roots in Jesus who is our foundation, 
and are established in faith.  
 
How, then can we walk like this specifically? Think about the questions below and discuss.  
 

1. How do people in this world walk?  Where do they get their nutrients? What is their 
foundation? What beliefs do they have that shape their values? Is there joy and 
thanksgiving there?  

2. How is your walk? Where do you get your nutrients? What is your foundation? What 
beliefs shape your values? Is your walk characterized by “thanksgiving”? 

3. How can you better “walk in Christ”? Think about this both as an individual and as a 
community. Be as specific as possible.  

 
 
 
 


