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「しっかり立とう！」シリーズ

「キリストにある私たちのアイデンティティ」
「私たちは神の協力者であり、あなたがたは神の畑、神の建物で
す。 」（1 コリント 3:9）

私たちは何者で、何をしたらよいのか？

1．私たちは

です。

5 アポロとは何でしょう。パウロとは何でしょう。あなたがたが信
仰に入るために用いられたしもべであって、主がおのおのに授けら
れたとおりのことをしたのです。6 私が植えて、アポロが水を注ぎ
ました。しかし、成長させたのは神です。7 それで、たいせつなの
は、植える者でも水を注ぐ者でもありません。成長させてくださる
神なのです。 8 植える者と水を注ぐ者は、一つですが、それぞれ自
分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるのです。 9 私たちは
神の協力者であり、あなたがたは神の畑、神の建物です。
（１コリント 3:5-9）

2．私たちは

です。

10 与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように、土台を
据えました。そして、ほかの人がその上に家を建てています。しか
し、どのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなり
ません。 11 というのは、だれも、すでに据えられている土台のほ
かに、ほかの物を据えることはできないからです。その土台とはイ
エス ・キリストです。 12 もし、だれかがこの土台の上に、金、銀、
宝石、木、草、わらなどで建てるなら、13 各人の働きは明瞭にな
ります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日
は火とともに現れ、この火がその力で各人の働きの真価をためすか
らです。 14 もしだれかの建てた建物が残れば、その人は報いを受
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けます。 15 もしだれかの建てた建物が焼ければ、その人は損害を
受けますが、自分自身は、火の中をくぐるようにして助かります。
16 あなたがたは神の神殿であり、神の御霊があなたがたに宿ってお
られることを知らないのですか。 17 もし、だれかが神の神殿をこ
わすなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだか
らです。あなたがたがその神殿です。（１コリント 3:10-17）

◆３つの優れた人生の建築資材
「こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。そ
の中で一番すぐれているのは愛です。」
（１コリント 13:13）
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Series: “STAND FIRM”

Our Identity In Christ
“For we are God’s fellow workers; you are God’s field, God’s
building.” (1 Corinthians 3:9 NASB)

Who are we? What are we supposed to do?

1．We are

!

“5

What then is Apollos? And what is Paul? Servants through
whom you believed, even as the Lord gave opportunity to each
one. 6 I planted, Apollos watered, but God was causing the
growth. 7 So then neither the one who plants nor the one who
waters is anything, but God who causes the growth. 8 Now he
who plants and he who waters are one; but each will receive his
own reward according to his own labor. 9 For we are God’s fellow
workers; you are God’s field, God’s building.
(1 Corinthians 3:5-9 NASB)

2．We are God’s
10

!

According to the grace of God which was given to me, like a
wise master builder I laid a foundation, and another is building
on it. But each man must be careful how he builds on it. 11 For
no man can lay a foundation other than the one which is laid,
which is Jesus Christ. 12 Now if any man builds on the
foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw,
13
each man’s work will become evident; for the day will show it
because it is to be revealed with fire, and the fire itself will test
the quality of each man’s work. 14 If any man’s work which he
has built on it remains, he will receive a reward. 15 If any man’s
work is burned up, he will suffer loss; but he himself will be
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saved, yet so as through fire.16 Do you not know that you are a
temple of God and that the Spirit of God dwells in you? 17 If any
man destroys the temple of God, God will destroy him, for the
temple of God is holy, and that is what you are.”
(1 Corinthians 3:10-17 NASB)

3 Great Life Building Materials:
“And now these three remain: faith, hope and love. But the
greatest of these is love.”
(1 Corinthians 13:13 NIV)
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