
Words in the Wilderness:
Built By Grace

1 Corinthians 15:1-10
1 Now, brothers and sisters, I want to
remind you of the gospel I preached to you,
which you received and on which you have
taken your stand. 2 By this gospel you are
saved, if you hold firmly to the word I
preached to you. Otherwise, you have
believed in vain. 3 For what I received I
passed on to you as of first importance: that
Christ died for our sins according to the
Scriptures, 4 that he was buried, that he
was raised on the third day according to the
Scriptures, 5 and that he appeared to
Cephas, and then to the Twelve. 6 After
that, he appeared to more than five hundred
of the brothers and sisters at the same time,
most of whom are still living, though some
have fallen asleep. 7 Then he appeared to
James, then to all the apostles, 8 and last of
all he appeared to me also, as to one
abnormally born. 9 For I am the least of the
apostles and do not even deserve to be
called an apostle, because I persecuted the
church of God. 10 But by the grace of God I
am what I am, and his grace to me was not
without effect. No, I worked harder than all
of them—yet not I, but the grace of God that
was with me.

1 Corinthians 15:3-4
3 For what I received I passed on to you as
of first importance: that Christ died for our
sins according to the Scriptures, 4 that he
was buried, that he was raised on the third
day according to the Scriptures,

荒野の言葉：

グレースによって建てられた

1コリント15：1-10
1さて、兄弟姉妹の皆さん、わたしがあなたに
宣べ伝えた福音を思い出させたいと思いま

す。あなたはそれを受け取り、その上に立って

います。 2この福音によって、わたしがあなた
に宣べ伝えた言葉をしっかりと握れば、あなた

は救われる。そうでなければ、あなたは無駄を

信じてきました。 3私が受け取ったものについ
て、私は最初に重要なこととしてあなたに伝え

ました。キリストは聖書に従って私たちの罪の

ために死んだこと、4彼は埋葬されたこと、彼
は聖書に従って三日目に育てられたこと、5そ
して彼が現れたことセファスに、そして12に。
6その後、彼は500人以上の兄弟姉妹に同時
に現れました。そのほとんどはまだ生きていま

すが、眠りに落ちた人もいます。 7それから彼
はヤコブに現れ、それからすべての使徒たち

に現れた。8そして最後に、彼は異常に生まれ
た者についても私に現れた。 9わたしは使徒
の中で最も少なく、使徒と呼ばれるにふさわし

くありません。なぜなら、わたしは神の教会を

迫害したからです。 10しかし、神の恵みによっ
て私は私であり、神の私への恵みは効果がな

いわけではありませんでした。いいえ、私は彼

ら全員よりも一生懸命働きました。それでも私

ではなく、私と共におられた神の恵みです。

1コリント15：3-4
3私が受け取ったものについて、私は最初に
重要なこととしてあなたに伝えました。キリスト

は聖書に従って私たちの罪のために死んだこ

と、4彼は埋葬されたこと、彼は聖書に従って
三日目に育てられたこと、

1 Corinthians 15:5-8
5 and that he appeared to Cephas, and then
to the Twelve. 6 After that, he appeared to



more than five hundred of the brothers and
sisters at the same time, most of whom are
still living, though some have fallen asleep.
7 Then he appeared to James, then to all
the apostles, 8 and last of all he appeared
to me also, as to one abnormally born.

1 Corinthians 15:9
For I am the least of the apostles and do not
even deserve to be called an apostle,
because I persecuted the church of God.

I’m not worthy because…

1 Corinthians 15:10
10 But by the grace of God I am what I am,
and his grace to me was not without effect.
No, I worked harder than all of them—yet
not I, but the grace of God that was with me.

Ephesians 2:8-10
8 For it is by grace you have been saved,
through faith—and this is not from
yourselves, it is the gift of God— 9 not by
works, so that no one can boast. 10 For we
are God’s handiwork, created in Christ
Jesus to do good works, which God
prepared in advance for us to do.

1コリント15：5-8
5そして彼はセファスに現れ、それから十二人
に現れた。 6その後、彼は500人以上の兄弟

姉妹に同時に現れました。そのほとんどはま

だ生きていますが、眠りに落ちた人もいます。

7それから彼はヤコブに現れ、それからすべて
の使徒たちに現れた。8そして最後に、彼は異
常に生まれた者についても私に現れた。

1コリント15：9
なぜなら、私は使徒の中で最も少なく、使徒と

呼ばれるに値しないからです。なぜなら、私は

神の教会を迫害したからです。

私は価値がないので…

1コリント15:10
10しかし、神の恵みによって私は私であり、神
の私への恵みは効果がないわけではありま

せんでした。いいえ、私は彼ら全員よりも一生

懸命働きました。それでも私ではなく、私と共

におられた神の恵みです。

エペソ2：8-10
8それはあなたがたが信仰によって救われた
恵みによるものであり、これはあなた自身から

のものではなく、神の賜物であるからです。

10私たちは神の手仕事であり、良い働きをす
るためにキリスト・イエスによって創造されまし

た。神は私たちが行うために事前に準備され

ました。


