
コロサイ2:8-24を朗読しましょう。 
 
今日の箇所にはいくつかの命令形が出てきます。つまりパウロが私達に大事な命令をしているわけで

すが、命令形がどこにあるのかわかりますか？ 
 

● 「〜注意しなさい。」(8節) 
● 「〜だれかがあなたがたを批判することがあってはなりません。」(16節) 
● 「〜あなたがたを断罪することがあってはなりません。」(18節) 

 
これらの聖書箇所を読む際に大事なのは、これらの命令を守って歩むにはどうすればいいのかと少し

時間をとって深く考える事です。 
 
この箇所のこれらの命令を守るには具体的にどうすればいいか話し合ってみましょう。 
 
9-15節は私達のキリストにある自由について豊かに教えてくれます。私達が罪の故に負っていた負債

がイエスによって十字架の上で全て支払われた事が書かれています。 
 
しかし、20節でパウロは、まとめると「これが本当ならなぜ、あなたの事を囚われの身にしていた、

あなたを罪から救う力がない、この世のものに戻ろうとするのですか？」言っています。 
 
罪を特定してその罪の息の根を止めていく事はクリスチャンの歩みの中心に位置します。では私達自

身が縛られてしまっている定め(21節)が一体何なのかをどのように特定していけばいいのでしょう

か？以下の何点かについて話していきましょう。 
 

1. 祈る 
 

詩篇139篇を読みましょう。 
 
この詩篇を読むと神が私達の全てをご存知であり、私達と共におられる事がわかります。そしてこの

詩篇の作者は神が自分を探り心を知ってくださり、罪を示してくださるようにと祈っています。 
 
"神よ私を探り私の心を知ってください。私を調べ私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷の

ついた道があるかないかを見て私をとこしえの道に導いてください。" 
詩篇139:23-24 

 
上の祈りは罪や神以外で希望を置きたくなる物を特定し、その息の根を止めるのにとても有効です。

この祈りを常に祈りましょう。 
 

2. 罪を言い表す 
 

罪を犯すということはイエスキリストにある神の栄光よりも何かに価値を見出しているということで

す。私たちがイエス以外の何かに希望を置いている事とも言えるでしょう。 
 
不健全なレベルで何かについて心配していませんか？これらの概念は自分で理解するのは難しく、時

間がかかります。 
 
だからこそコミュニティーにおいて歩み、その中で自らをさらけ出すことが大事なんです。周りの人

達に知られれば知られるほど、私達の歩みの中で特に福音の真理を必要としている部分に、周りの人

達が福音を語る事に繋がります。日々新しくされていく中で、私達も愛を持って周りの人達に福音を

語り、彼らの罪との戦いの手助けをすることができます。 
 



さらに、罪を言い表す時、私たちはみことばに従っている事になります。 
 
1ヨハネ1:8-10 
もし自分には罪がないと言うなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありませ

ん。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、私たちを

すべての不義からきよめてくださいます。 
もし罪を犯したことがないと言うなら、私たちは神を偽り者とすることになり、私たちのうちに神の

ことばはありません。 
 
神様はその言葉にも真実な型ですから、私達が罪を言い表すなら全ての不義からきよめてくださいま

す。互いを知り、罪を言い表し合い、共にイエスキリスト以外のなにものにも縛られないように戦い

ましょう！ 
 
残りの時間でお互いの具体的な祈祷課題を分かち合い、祈りあったり、交わりの時間を持ちましょ

う。 
  



Read aloud Colossians 2:8-24 as a group. 
 
This text has several parts where Paul is writing an “imperative.” That is, he’s giving an 
important command. Did you see where they were? 
 

● “See to it that…” (v 8) 
● “...Let no one pass judgment on you …” (v 16) 
● “Let no one disqualify you…” (v 18) 

 
It’s important as we read these portions of scripture to take time to think a bit more deeply 
and consider how we can honor these commands.  
 
Discuss: How can you follow the commands of these passages? 
 
Verses 9 - 15 richly tell of our freedom in Christ. We are assured of and reminded that the 
debt that we owed because of our sin has been paid in full by Jesus on the cross.  
 
And yet, in verse 20 Paul says, “If this was true, then why do you return to the things of the 
world that enslave you and are powerless to bring you freedom from your sin?” (paraphrase) 
 
Identifying and working to put to death sin is a vital part of Christian living. But, how do we 
identify what “regulations (v 20)” that we are submitting ourselves to? Let’s talk about a 
couple of ways to do that: 
 

1. Pray 
 
Read Psalm 139 
 
In this Psalm, we can see that God already knows everything about us. He is with us. And 
the writer requests that God searches and knows him more, and that God would reveal to 
him his sin: 
 
Search me, O God, and know my heart! Try me and know my thoughts! And see if 
there be any grievous way in me, and lead me in the way everlasting! 
Psalm 139:23-24 
 
This prayer is a great way to ask for God’s help in identifying and putting to death our sin 
and the things we are tempted to put our hope in other than God. Pray this prayer regularly! 
 

2. Confess Sin 
 
When we sin, it is an indication that we are valuing something other than God’s glory through 
Jesus Christ. It can be an indication that we are placing hope in something other than Jesus. 
In what ways are you tempted to sin? Do you find yourself worrying to an unhealthy degree 
about certain things? These are sometimes difficult concepts to understand about ourselves, 
and often take time for us to figure out.  
 
This is one reason why it’s important to live in and be known by the community of believers 
around you. The more we are known by others, the more we are able to have others speak 
to us the truth of the gospel in areas of our life that we need to hear it. As we are being 
renewed, we can also lovingly speak the gospel to others and help them to fight sin as well. 



 
Furthermore, when we confess sin we are being obedient to scripture.  
 
1 John 1:8-10 
If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we 
confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from 
all unrighteousness. If we say we have not sinned, we make him a liar, and his word is 
not in us. 
 
God is absolutely faithful to honor His word, and when we confess our sin we have a faithful 
God who will cleanse us from all our unrighteousness. Together, grow in knowing one 
another, confessing sin, and fighting to see to it that we are not taken captive by anything 
other than Jesus Christ! 
 
Spend the remaining group time praying for specific needs in the group, or discussing the 
content from this lesson.  


