
キリストの十字架 
The Cross of Christ

第1 コリント人への手紙  １章 18～31説 
1 Corinthians 1:18−31





1. It’s not about wisdom. 
知恵じゃない 

2. It’s not about power. 
力じゃない 

3. It’s not about…(anything else). 
その他でもない



It’s about the cross! 
十字架！



The cross of Jesus is where we can find 
our salvation 

イエス様の十字架にこそ 
私たちの救いがある 

The cross of Jesus is where we can find 
our identity  

  
イエス様の十字架にこそ 

私たちのアイデンティティーがある 
The cross of Jesus is where we can find 

our purpose and power to do it  
  

イエス様の十字架にこそ 
私たちの目的とそれを行う力がある



第1 コリント ２章２節				1 Corinthians 2:2

「私は、あなたがたの間で、 
イエス・キリスト、 

すなわち十字架につけられた方のほかは、 
何も知らないことに決心したからです。」 

“For I resolved to know nothing  
while I was with you except 

Jesus Christ and him crucified.”



「十字架だけが救い、 
注がれた主の愛。 
心からハレルヤ！ 
神をたたえる。」 

“O that rugged cross – my salvation – 
where Your love poured out over me.  

Now my soul cries out Hallelujah! 
Praise and honour unto Thee.” 

-	Man	of	Sorrows	(Hillsong)



1. We are  
being saved 
by Jesus who 
was crucified. 

(v 18)

1. 私たちは、十字架にかけられたイエス様
によって、救いを受けている（18節）



“God 
demonstrates  

His own love for us 
in this: While we 
were still sinners, 

Christ died for us.” 
- Romans  5:8



「私たちがまだ罪人 
であった時、キリストが 
私たちのために死んで 
くださったことにより、 
神は私たちに対する 
ご自身の愛を明らかに 
しておられます。」 
～ ローマ  ５章８節



“For if, while  
we were God’s 

enemies, we were 
reconciled to Him 
through the death 

of His Son, how 
much more having 
been reconciled, 
shall we be saved 
through his life!” 
- Romans  5:10



「もし敵であった 
私たちが、御子の死に
よって神と和解させら
れたのなら、和解させ
られた私たちが、 
彼のいのちによって 
救いにあずかるのは、 
なおさらのことです。」

 

～ ローマ ５章10節



“Salvation is found 
in no one else,  

for there is  
no other name 
under heaven 

given to mankind  
by which we must 

be saved.” 
- Acts  4:12



「この方以外には、 
だれによっても 

救いはありません。 
天の下でこの御名の 
ほかに、私たちが 
救われるべき名は 
人に与えられていない 

からです。」 
～ 使徒の働き ４章12節



“So Christ was 
sacrificed once  

to take away  
the sins of many; 

and he will appear 
a second time,  
not to bear sin,  

but to bring 
salvation to those 

who are waiting for 
him.” 

- Hebrews 9:28



「キリストも、多くの 
人の罪を負うために 
一度、ご自身を 

ささげられましたが、 
二度目は、罪を負う 
ためではなく、 
彼を待ち望んでいる 
人々の救いのために 
来られるのです。」 
～ ヘブル ９章28節



2. Our mission 
is to preach 

(words & 
actions) the 
message of 
the cross .  
(v 18/23)

２. 十字架のことばを(ことばと行いによって)
宣べ伝えること、それが私たちの使命です。
（18、23節）



a) The power is  
in the message – 

not the 
messenger. 

a) 力は、 
メッセンジャー
(ことばを伝える者)
にではなく、 
ことばそのものに 
あります。



b) The power 
comes from 

God  – not us. 

b) 力は、 
私達から 
ではなく、 
神様から 
来ます。



c) The focus 
goes to God  – 
not us. (v 31) 

c) 私たちのため  
ではなく、 
神様のために 
します。(31節)



Thank you for the cross, Lord.   
Thank you for the price you paid. 



Bearing all my sin and shame  
in love you came  

and gave amazing grace.



Thank you for this love, Lord.   
Thank you for the  

nail-pierced hands. 



Washed me in your cleansing flow,  
now all I know:  

Your forgiveness and embrace.


