
コロサイ3:1-を朗読しましょう 
 
1,こういうわけで、あなたがたはキリストとともによみがえらされたのなら、上にあるものを求めな

さい。そこでは、キリストが神の右の座に着いておられます。 
2,上にあるものを思いなさい。地にあるものを思ってはなりません。 
 
パウロはここで「あなたがたはもうイエスキリストと一つにされていて、『新しい自分』とされてい

るのだから、新しい存在として、地にあるものに心を奪われるのではなく、上のものを求めて、思っ

て歩みなさい」と言っています。 
 
3,あなたがたはすでに死んでいて、あなたがたのいのちは、キリストとともに神のうちに隠されてい

るのです。 
4,あなたがたのいのちであるキリストが現れると、そのときあなたがたも、キリストとともに栄光の

うちに現れます。 
 
3節の冒頭には日本語訳には反映されていませんが「なぜかというと(英語ではFor)」という単語があ

り、私たちが上のものを求めるべき理由がここに書かれている事を示しています。 
 
私たちが上のものを求めて歩むべきなのは 
私たちがキリストと一つにされることによって、1. 古い自分が死に、2. 新しい命が与えられ3. キリ

ストが栄光のうちに現れる時に私たちも共に栄光のうちに現れる事が確定しているからです。 
 
キリストにある自分のアイデンティティーを私たちがどう理解するのかが日々の歩みに多大な影響を

与える事がわかります。 
 
あなたの自分自身のキリストにあるアイデンティティーの理解はどんなものですか？頭でわかってい

ながら心ではつかめていない部分はありますか？1. 罪を犯さずにいられなかった昔のあなたが死んで

いる。2. 神を愛し、人を愛するという選択肢が与えられている新しいあなたは命に溢れている。とい

う事実を思い巡らし、どの部分が理解し難いのかをグループで話し合ってみましょう。 
 
 
 
5,ですから、地にあるからだの部分、すなわち、淫らな行い、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪欲を殺

してしまいなさい。貪欲は偶像礼拝です。 
6,これらのために、神の怒りが不従順の子らの上に下ります。 
7,あなたがたも以前は、そのようなものの中に生き、そのような歩みをしていました。 
8,しかし今は、これらすべてを、すなわち、怒り、憤り、悪意、ののしり、あなたがたの口から出る

恥ずべきことばを捨てなさい。 
 
「ですから」はキリストにあって古い自分は死に、新しい自分が生きているのだから、という事で

す。 
それに続く箇所には主に二つの命令があり、一つ目は「殺してしまいなさい」、二つ目は「捨てなさ

い」です。 
 
上のリストであなたにとっての一番の強敵はどれで、それはなぜなのかを話してみましょう。 
 
 
9,互いに偽りを言ってはいけません。あなたがたは古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて、 
10,新しい人を着たのです。新しい人は、それを造られた方のかたちにしたがって新しくされ続け、

真の知識に至ります。11,そこには、ギリシア人もユダヤ人もなく、割礼のある者もない者も、未開

の人も、スキタイ人も、奴隷も自由人もありません。キリストがすべてであり、すべてのうちにおら



れるのです。 
 
パウロはこの箇所でも私達の新しいアイデンティティーの大切さについて書いています。 
 
11節でパウロはキリストにあって、民族や地位など関係なく私達が一つの家族であるという事を強調

する事によってキリストの体の中で私達がキリストにある新しいアイデンティティーに歩む大切さを

教えているのです。 
 
 
12,ですから、あなたがたは神に選ばれた者、聖なる者、愛されている者として、深い慈愛の心、親

切、謙遜、柔和、寛容を着なさい。 
13,互いに忍耐し合い、だれかがほかの人に不満を抱いたとしても、互いに赦し合いなさい。主があ

なたがたを赦してくださったように、あなたがたもそうしなさい。 
14,そして、これらすべての上に、愛を着けなさい。愛は結びの帯として完全です。 
 
12節にも「ですから」という言葉が出てきます。つまりパウロは「キリストにあるアイデンティ
ティー(キリストにあって一つ、神に選ばれた者達、聖なる、愛されている者達)の故に、コミュニ
ティー内で互いに関わる上でこれらのものを着なさい」と言っています。 
 
 
深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容は全て必要ですが、その中でも特に自分に必要だ、と思う性
質はどれですか？それはなぜですか？話し合いましょう。 
 
 
これらのものを身につけることによって私たちは「互いに忍耐し合い、互いに赦し合う」事ができる
のです。 
 
コミュニティー内では関係が近くなっていけば行くほど不満や他の人の罪によって傷つく事が増えて
いきます。 
 
そんな時にこそこの世のコミュニティーと教会の大きな違いが浮き彫りにされるんです。そんな時に
忍耐し合い、赦し合う姿をこの世の人々が見る時にキリストは栄光を受けます。 
 
３分時間をとって以下の質問をそれぞれ思い巡らしてみましょう。その後、分かち合える人は分かち
合いましょう。 
これまでに神の家族において不満に思ったり、誰かの罪に傷ついた事はありますか？その人との関係
は今どうなっていますか？その人を赦しましたか？その人に忍耐を持って接していますか？ 
 
 
パウロは「そして、これらすべての上に、愛を着けなさい。愛は結びの帯として完全です。」と教え
ています。神様から愛をいただかないと神の家族において互いに忍耐し合い赦し合う歩みは無理で
す。 
 
全体で自分達には愛する愛がない事を告白し、愛する愛を下さいと神様にお願いしましょう。  



Read Colossians 3:1-14 aloud.  
 
1 If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where 
Christ is, seated at the right hand of God.  
2 Set your minds on things that are above, not on things that are on earth 
 
Paul says "since you are one with Jesus and became the 'new you', live like you are new. 
seek and set your minds on things that are above instead of earthly things" 
 
3 For you have died, and your life is hidden with Christ in God.  
4 When Christ who is your life appears, then you also will appear with him in glory. 
 
The word "for" at the beginning of verse 3 indicates that the reason why we are to seek the 
things that are above is found here.  
 
We are to set our minds on things that are above, BECAUSE through our union with Christ 
1. our old self is dead, 2. we have new life and 3. we will appear with Christ through our 
union with Christ.  
 
We can learn that how we understand our identity in Christ greatly influences how we live.  
 
How is your understanding of who you are in Christ? Are there any parts of it that you 
understand only in your head but not in your heart? Think about how 1. Old you who 
had no option of resisting sin is dead.  
2. New you who has the option of loving God/people is full of life. And discuss what is 
hard for you to understand 
 
5 Put to death therefore what is earthly in you: sexual immorality, impurity, passion, 
evil desire, and covetousness, which is idolatry.  
6 On account of these the wrath of God is coming.  
7 In these you too once walked, when you were living in them.  
8 But now you must put them all away: anger, wrath, malice, slander, and obscene 
talk from your mouth.  
 
“Therefore” here takes up the idea of “old you” dying and “new you” being alive as the 
reasons for “putting to death” and “putting away”.  
 
Look at the list above and discuss which sin is the hardest for you to put to death and the 
reason why.  
 
9 Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices  
10 and have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image 
of its creator.  
11 Here there is not Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, 
Scythian, slave, free; but Christ is all, and in all. 
 
Paul reminds us of the new identity again in verses 9-11.  
 
In verse 11, Paul teaches the importance of living out our new identity in Christ IN 
COMMUNITY by emphasizing how we are one family of Christ regardless of race or position.  
 



12 Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, 
kindness, humility, meekness, and patience, 13 bearing with one another and, if one 
has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, 
so you also must forgive.  
14 And above all these put on love, which binds everything together in perfect 
harmony.  
 
The word translated “then” in v12 is the same word as “therefore” in v5. So Paul is saying 
“Because of who you are in Christ (One in Christ, God’s chosen ones, holy and beloved), put 
on these things to relate to each other in community.  
 
Compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience are all important, but 
which one do you feel that you need most right now? Why? Discuss.  
 
By putting these things on, we can “bear with one another” and “forgive one another”.  
 
There will be more times we will have a complaint against someone, or we will be hurt by 
someone’s sin as we grow closer to each other in community.  
 
And these times are the times when the Church will truly shine as being different from the 
world. When people in the world see how we bear with one another and how we forgive 
each other, Christ will be glorified.  
 
Take 3 minutes to think about the question below: 
Have you been not happy with someone or been hurt by someone else’s sin in God’s 
family? What happened to your relationship with that person after that? Did you 
forgive that person? Have you been bearing with that person?  
 
Paul teaches, “And above all these put on love, which binds everything together in perfect harmony. 
“ Without getting love from God, it is impossible to bear with one another and to forgive each other.  
 
As a group, confess your inability to love and ask for God-given love to love each other.  


