
GOD WITH US 
Part 10: EARLY LETTERS 

Message 8 – 1 Corinthians 
A Letter to a Troubled Church 

1Corinthians 12-16 

神は我らと共に 

パート１０：初期の手紙 

第７メッセージ‐コリント人への手紙 第一 

問題のある教会に宛てた手紙 

第一コリント 12-16章 

 

はじめに 

  コリント人への手紙第一全体に、質問と返答形式がみられ

ます。パウロは、ステパナとポルトナトとアカイコスによっ

て、送られた質問に答えていた可能性があります（参照：

16：17）。今回は、 パウロが霊的賜物と地域教会における彼

らの行使に関する多くの質問を扱う第 12 章から解説します。 

 

 

コリントの質問：7：1-15：58（続き） 

 

-霊的賜物について 

 コリントの教会における霊的賜物の使用は、人々が特定の

賜物に他の賜物より価値を置くため、論争の的となった。さ

らに、様々なスピーチの賜物を用いるとき、騒々しく、混乱

し、混沌としていたので、信者が増えず、未信者も混乱状態

に引いてしまう有様でした。パウロは、この問題を 3 章に及

んで扱っています。 論点は、霊的賜物そのものについてでは

なく、その特定の会衆におけるキリストの体で、それらの霊

的賜物を行使した魂についてでした。 団結、謙遜、愛、無私

無欲、他者の構築、秩序などのテーマが強調されています。 

特定の賜物は、地域教会での賜物の目的とその行使方法のよ

り広い文脈でのみ表記され、議論されています。 

12：1-13  からだの一致 

 御霊は、その御心によって、教会の各個人に霊的賜物を授

けてくださいます。 賜物は、私たちのためだけでなく、御霊

と他者のためのものでもあるので、その事実だけでも私たち

に謙遜さを呼び起こすはずです。 不一致は、ほとんどの場

合、プライド（誇り）と自己中心性の結果です。 

12:4 霊の賜物は種々あるが、御霊は同じである。 12:5 務は

種々あるが、主は同じである。 12:6 働きは種々あるが、すべ

てのものの中に働いてすべてのことをなさる神は、同じであ

る。 12:7 各自が御霊の現れを賜わっているのは、全体の益に

なるためである。（１２：４－７） 

12:11 すべてこれらのものは、一つの同じ御霊の働きであっ

て、御霊は思いのままに、それらを各自に分け与えられるの

である。（１２：１１） 

 誰がどんな霊的賜物を持っているかにかかわらず、教会に

は根底にある一致がなければなりません。なぜなら、「一つ

の同じ霊がすべての人にこれらすべてを働かせるからで

す」。 私たちは様々な賜物を託されいる執事です。 

 

12：14-26 賜物の多様性 

 からだには一致がありますが、賜物には、多様性がありま

す。 それは、適切に機能する「からだ」（肉体、教会、キリストのか

らだ）の必然的現実です。 

12:18 そこで神は御旨のままに、肢体をそれぞれ、からだに備

えられたのである。（１２：１８）  



 コリントの教会の問題は、一見「より重要な」霊的賜物を

持つ様に見える一部の人々が、一見「より少ない」賜物を持

つ様に見える人々よりも優れているかの様に振る舞っていた

ことでした。 パウロは、私たちの人体の様々な部分（大きな部

分、小さな部分、目に見える部分、また見えない部分）がこの様な態度を互

いに持つこと程ばかげていることはないと主張しました。 

12:21 目は手にむかって、「おまえはいらない」とは言えず、

また頭は足にむかって、「おまえはいらない」とも言えな

い。 12:22 そうではなく、むしろ、からだのうちで他よりも

弱く見える肢体が、かえって必要なのであり、 12:23 からだ

のうちで、他よりも見劣りがすると思えるところに、ものを

着せていっそう見よくする。麗しくない部分はいっそう麗し

くするが、 12:24 麗しい部分はそうする必要がない。神は劣

っている部分をいっそう見よくして、からだに調和をお与え

になったのである。 12:25 それは、からだの中に分裂がな

く、それぞれの肢体が互にいたわり合うためなのである。

（１２：２１－２５） 

 あまり重要でないと思われる人体の部分は、実際、私たち

が理解しているよりも重要なのです。 私（ボブ牧師）には小さな

腱鞘があり、右手首で時々炎症を起こします。 そうなると、

右腕全体が役に立たなくなり、仕事、運動、執筆、スポーツ

もできなくなります。 身体のあらゆる部分は、互いに必要で

あり、からだが最大限に機能するためには、互いに協力して

働く必要があり、それは地域教会にも当てはまります！ 

 

12：27-31 「より大きな賜物」を望む 

 ここでは、使徒、預言者、教師、奇跡、癒し、助け、リー

ダーシップ、異言／未知の言語で話す等、霊的賜物の例を一

部リストに記しています。パウロは、「さらに大いなる賜

物」（12:31）への願望に焦点を当てて、このセクションを締

めくくりながら、キリストのからだが互いに接する際に、パ

ウロが「愛の道」と表現する、より「優れた、より良い方

法」へと導きます。（13 章）。 

 

参照：霊的賜物についての箇所：ローマ人第 12 章、コリント

人第 12 章、エペソ人第 4 章、第一ペテロ第 4 章。 

 

 御霊は御心によって、それぞれの信者に賜物を与えてくだ

る（そして、私たちの内、二人として、同じ「賜物の組み合わせ」を持ち合わせる

ことはありません）一方で、「より大きな賜物」を「望む」ことが

出来るのも事実です。（私たちは、特定の霊的な賜物をいただくように、神

に祈り求めることができます。）しかし、その様に祈る時、「大きな

賜物」は、私たち個人に利益をもたらしたり、偉大に見せる

ためのものではないことを認識しなければなりません。むし

ろ、より大きな賜物とは、教会により大きな利益をもたら

し、他の人を「より大きくする」（彼らを築き上げる、またはより成熟

させる）ものであり、より大きな責任が与えられます。神の群

れを導き、教え、牧し、回復することを助ける賜物は、非常

に重要であり、私たちが望むべく賜物です。 

 より大きな賜物を望む：特定の時期、地域教会のために、

神の御心に沿う賜物のための祈りに応えていただかなくては

いけません。 新約聖書の別の箇所に、より重い賜物について

の警告があります。パウロは、テモテ牧師に、教会のための

指示を記しています。「3:2 さて、監督は、非難のない人で、

ひとりの妻の夫であり、自らを制し、慎み深く、礼儀正し

く、旅人をもてなし、よく教えることができ、．．．3:6 彼は

また、信者になって間もないものであってはならない。そう

であると、高慢になって、悪魔と同じ審判を受けるかも知れ

ない。」ヤコブは、次のように記しています「3:1 わたしの兄



弟たちよ。あなたがたのうち多くの者は、教師にならないが

よい。わたしたち教師が、他の人たちよりも、もっときびし

いさばきを受けることが、よくわかっているからである。」

（ヤコブ 3：1）。信者が信仰において成熟し、奉仕のあまり

目立たない分野で忠実を示すにつれて、信者がより大きな賜

物と機会を受け取ることは珍しくありません。イエスは、

「16:10 小事に忠実な人は、大事にも忠実である。そして、小

事に不忠実な人は大事にも不忠実である。」（ルカ 16:10）と

教えられました。あなたはどうでしょうか？キリストのから

だのために、どの様な機会を用いられましたか？これらの責

任にどの様に忠実に仕えられましたか？いつか他の霊的賜物

を与えていただきたいと望んでおられますか？あなたが望ん

でおられる賜物を用ている他の人たちから学ぶことが出来る

場で、どんな分野で貢献できるでしょうか？ 

 

霊的賜物に関して役立つ補足：ローマ人第 12 章、第一コリン

ト第 12 章、エペソ人第 4 章、第一ペテロ第 4 章のリストは、

信者を導くために用いられる実用的なものです。この部分の

最後にある賜物のリストを調べ、御霊が与えてくださってい

る霊的賜物を特定できるかどうか確かめてみましょう。 

 

１．地域教会の個人個人が特定することが重要です。教会と

世における使命のために、それぞれの霊的賜物を位置づけま

す。 

２．一人一人が神から与えられた霊的賜物を用いることは、

良いことです。そうするとき、自分の人生における神のお目

的に従って行動することになるからです。他者の利益のため

に神の目的に奉仕するとき、最も完全に生きていると実感し

ます。 

３．霊的賜物を発見する最善の方法は、奉仕を始めることで

す。人々があなたを肯定する場所、あなたが仕える人々に最

も利益をもたらすもの、また、あなたの生まれつきの欲求を

満たすものに気付くでしょう。 

４．あなたの中でどの様な賜物が見えるか、あなたが興味の

ある分野で経験を積むために、どこに参加するべきかを知る

成熟した信者に尋ねてみましょう。 

５．時間をかけて、あなたが成熟し、様々な設定で奉仕を重

ねていき、最終的に更なる霊的賜物を求めることができるの

です。神は、あなたと、あなたが仕える人たちのために、神

の御心によって応えてくだるでしょう。 

 

13：1-13 霊的賜物の行使を動機づけるのは愛でなくてはな

らない 

 ここは、よく知られている「愛」の章で、結婚式で頻繁に

唱えられます。 しかし、文脈は結婚式とは何の関係もありま

せん。 パウロは、第 12、14 章で、教会においての霊的賜物の

適切な行使について扱っています。 コリントの教会では、プ

ライド（誇り）と利己的な野心が霊的賜物の行使を混乱させて

いました。 パウロは、お互いへの愛は、キリストのからだに

おける人間関係と、神が与えられた霊的賜物の行使を支持し

なければならないと言います。 冒頭の箇所は、愛と賜物を結

びつけます。 

13:1 たといわたしが、人々の言葉や御使たちの言葉を語って

も、もし愛がなければ、わたしは、やかましい鐘や騒がしい

鐃鉢と同じである。 13:2 たといまた、わたしに預言をする力

があり、あらゆる奥義とあらゆる知識とに通じていても、ま

た、山を移すほどの強い信仰があっても、もし愛がなけれ

ば、わたしは無に等しい。 13:3 たといまた、わたしが自分の



全財産を人に施しても、また、自分のからだを焼かれるため

に渡しても、もし愛がなければ、いっさいは無益である。

（１３：１－３） 

 結婚式でコリント人への手紙第一 13：4-7 の朗読が用いら

れます。描写されている愛のよく知られている特性は、次の

通りです：「13:4 愛は寛容であり、愛は情深い。また、ねた

むことをしない。愛は高ぶらない、誇らない、 13:5 不作法を

しない、自分の利益を求めない、いらだたない、恨みをいだ

かない。 13:6 不義を喜ばないで真理を喜ぶ。 13:7 そして、す

べてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐え

る。 」地域教会における生活の文脈でそれを理解するとき、

この章におけるあなたの見解はどの様に広がりますか？ 霊的

賜物が間違った方法で行使され、有害な結果（誇り、自己宣伝、苛

立ち、思いやり欠如、他人の軽視、等）の事例を見たことがあります

か？ または、他の人のために、霊的賜物が愛のうちに行使さ

れた場合はどうでしょうか？ 神から与えられた霊的賜物の使

用を修正し、他者への愛をより多くの方程式に取り入れる方

法はありますか？ もっと愛を込めて霊的賜物を行使するとど

うなりますか？ 

 

14：1-19 啓発は霊的賜物の目標でなければならない 

14:12 だから、あなたがたも、霊の賜物を熱心に求めている以

上は、教会の徳を高めるために、それを豊かにいただくよう

に励むがよい。（１４：１２） 

 「啓発」とは、「構築または強化する」ことを意味しま

す。パウロは、じっくりと、「預言」（「未来を語る」ことではな

く、神の言を話すことを指します。）の賜物と「異言」（未知の言語で祈る、

または話す）の賜物を対比させています。要点は、預言の賜物

は、すべての人に理解されるという利点があり、こうして話

された言葉を聞いたすべての人を啓発する（積み上げる）という

ことでした。それには、信者の集会を訪れる人々も含まれて

いました。一方、異言は理解できなかったので（通訳の才能を持っ

ている人を伴わない限り）、出席している全員が話されている（または

祈られている）言葉の恩恵を受けることは出来なかった。 

 パウロは、自分には異言の賜物があり、異言で祈るという

賜物から、私生活に大きな利益を見出しましたと示していま

す。しかし、共同体に集まったとき、人々が理解できない

10,000 語の言葉よりも、たった５語でも、人が理解可能な言

葉を用いることを好みました。また、未信者が集会に参加し

たとき、人々が未知の異言で話すのを聞くと、気が狂ってい

ると思うであろうと教えました！しかし、人々が理解できる

言葉で神の真理を説明していれば、彼らは心の中で罪人であ

るという裁きを受け、神が本当に存在していたことを認識

し、神を礼拝する欲求にも繋がり得ます（14：23-25）。した

がって、キリストの共同体で霊的な賜物を行使する際の主な

目標は、自分自身ではなく、お互いを築くことでなければな

りません。これは預言や異言だけでなく、あらゆる贈り物に

適用されます。 

14：20-40 集会で秩序を維持する必要がある 

 ここでのパウロのコメントの行間を読むと、コリントの教

会の集会は騒々しく、無秩序で混沌としていたことがわかり

ます。 複数の人が同時に話し、一部は未知の言語（異言）で、

もう一人は預言していました。 女たちは、夫たちに言われて

いることについての理解を求めるために質問しました。 以前

の学びで見て来たとおり、一部の人たちは集まりに酔っ払っ

て参加する者もいました（11：17-22）！ 未信者たちが教会を



訪れて、混沌とした環境に引いてしまいました。 教会の礼拝

は、制御不能状態となっていました。 パウロは言います： 

14:33 神は無秩序の神ではなく、平和の神である。聖徒たちの

すべての教会で行われているように、（１４：３３） 

14:40 しかし、すべてのことを適宜に、かつ秩序を正して行う

がよい。（１４：４０） 

 したがって、話す時は一度に 1 人の話し手で行う必要があ

ります。異言の賜物が行使されていたなら、一度に一人の話

し手に限り、人々が理解し成長できるように、異言と協調し

て解釈の賜物が働くべきです。祈りが捧げられているとき

も、一度に 1 人の祈りであるべきです。せいぜい、1 回の集会

で、異言で話す人が２－３人を超えるべきではありません

（14:27）。  

**婦人たちは、教会の礼拝で沈黙していなければならないと

いうパウロの命令には、多くの異なる解釈があります（14：

34-36）。教会での婦人の「祈り」または「預言」についての

以前の言及から（11：5）、ここでパウロは、沈黙しているよ

うにと絶対的な差止命令を下したとは考えるには困難です。

文脈（教会の騒々しく無秩序）に基づいて、パウロは、おそらくすで

に混沌とした状況の中で、婦人たちが夫たちとの個人的な会

話に従事すべきではないと言っていたと考えられます。婦人

たちが夫たちに質問し、おそらく夫たちは、その意見を述べ

ることによって混乱は増すだけであるので、礼拝の集会は、

夫と妻が個人的会話を交わす時間ではないと教えていたと考

えられます。 

 私の個人的な注釈として、パウロがここで言っていること

について、更に感じることがらがあります。私が教壇に立っ

て話しているとき、よく、人々が互いに顔を近づけ合って、

私が言ったことについて個人的な会話をしておられるのに気

付きます。議論が数分間続くこともあります。この種の議論

は、最終的には有益ですが、礼拝の最中で行う時は問題を引

き起こします。話し手にとって気が散るだけでなく、近くに

座って議論が耳に入ってしまう人たちにとってもそうです。

より良い対処法は、質問を覚え、または書き留め、礼拝が終

了した後に議論することです。また、別の例ですが、私も含

め周囲の人々が神への賛美に心と思いを集中させようとして

いるとき、様々な事柄についての会話を継続しておられる

方々が目につく経験もあります。これらの状況において、パ

ウロの要点が実にシンプルに適用できます。教会は、人々が

神に焦点を合わせ、イエスとの関係について教えられ、築き

上げられる時です。礼拝の混乱と混沌は、人々の集中と成長

を妨げます。人々が信仰によって真に啓発される場所ですの

で、愛と尊敬と秩序を保つよう努力しましょう！ 

 

-復活について 

 パウロの一連の質問に対する返答は、死者の復活に関する

質問で終わります。 どうやら、コリントの教会には、復活す

るのは「魂」であると信じており、死者の「肉体的」または

「物理的」復活はないと言っている人たちが存在した様で

す。 （ユダヤ教のサドカイ派は、当時の未信者の哲学者たちが信じていた様に、こ

の見解を信じていました。）よって、聖書の中で復活に関する最も長

い章をパウロは記します。 

 

15：1-11 使徒たちによって説教された福音 

 パウロは、福音の本質は、イエスの復活後、イエスの出現

によって証明された実際の出来事、つまりイエスの死と復活



に完全に基づいているというということを読者に思い出させ

ることから始めます。 

15:1 兄弟たちよ。わたしが以前あなたがたに伝えた福音、あ

なたがたが受けいれ、それによって立ってきたあの福音を、

思い起してもらいたい。 15:2 もしあなたがたが、いたずらに

信じないで、わたしの宣べ伝えたとおりの言葉を固く守って

おれば、この福音によって救われるのである。 15:3 わたしが

最も大事なこととしてあなたがたに伝えたのは、わたし自身

も受けたことであった。すなわちキリストが、聖書に書いて

あるとおり、わたしたちの罪のために死んだこと、 15:4 そし

て葬られたこと、聖書に書いてあるとおり、三日目によみが

えったこと、 15:5 ケパに現れ、次に、十二人に現れたことで

ある。 15:6 そののち、五百人以上の兄弟たちに、同時に現れ

た。その中にはすでに眠った者たちもいるが、大多数はいま

なお生存している。 15:7 そののち、ヤコブに現れ、次に、す

べての使徒たちに現れ、 15:8 そして最後に、いわば、月足ら

ずに生れたようなわたしにも、現れたのである。 

（１５：１－８） 

5：12-19 もし、死者がよみがえっていないなら。 。 。 

 パウロは、反対の見方の真実を認め、必要な意味を示す論

証方法を用います。 

 

もし、死者がよみがえっていないなら。 。 。 

 

-キリストは、死から蘇られない。 

-キリスト教の説教は、無駄である。 

-キリスト教信仰には、価値がない。 

-イエスは、蘇られたと言うキリスト者は、偽りの証人です。 

-キリスト教信仰は、無価値です。 

-キリスト者は、未だに罪の内にあり、イエスの死は、何もも

たらさない。 

-死んだキリスト者は、永遠に滅んだ。 

-キリスト者は、最もあわれな人々である。 

-キリスト教の洗礼は、無意味な儀式である。 

-キリスト者は、死に敗れる。 

-キリスト者は、天国における不滅に望みがない。 

 

15：20-58 死者がよみがえったので。 。 。 

 

 パウロは、この章の残りで、からだの復活の現実を想定

し、その意味を議論します。 

 

キリストが死者の中からよみがえられたので。 。 。 

 

-キリストは、死に、よみがえるすべての者の「初穂」です。 

-キリストを信じるすべての者は、アダムがもたらした死を克

服します。 

-キリストの再臨で、キリストと共に生きる者とされます。 

-キリストが神の王国を確立されるとき、私たちはその一部に

なります。 

-人生における私たちの闘いには、永遠の価値があります。 

-私たちは、不滅の栄光あるからだを楽しみにしています。 

-私たちは、イエス・キリストの似姿を担います。 

-瞬く間に、まばたきをする間に、私たちは変えられます。 

-死は、最終的に勝利に飲み込まれます。 

-イエスは、罪と死に対する勝利を与えてくださいました。 

-私たちの信仰と労苦が無駄ではないことを知って、私たちは

不変不動のままでいることができます。 （この章の始まりと終わりは



「無駄な」信念でこの章が始まり、終わることに注目しましょう。– 15：2、

15:58）。 

*「死者のためのバプテスマ」に関する注記（15:29）。 この

句は多くの議論を生み出しました。 モルモン教の教えでは、

生きている人が死者のためにバプテスマを受けるなら、去っ

た魂は救われるかもしれないと主張しています。しかし、バ

プテスマは、儀式であって、それ自体は誰も救わないと断言

できます。 救いはイエス・キリストへの信仰を通してのみも

たらされます。 

16:31 ふたりが言った、「主イエスを信じなさい。そうした

ら、あなたがたは救われます」。（使徒の働き１６：３１） 

18:8b また多くのコリント人も、パウロの話を聞いて信じ、ぞ

くぞくとバプテスマを受けた。（使徒１８：８） 

 バプテスマは、内面の救いの現実の外側の印です。 しか

し、イエスへの信仰によって「救われた」多くの人々が、回

心の外側の印であるバプテスマを受けておられないのも現実

です。 その個所をさっと読んでしまうと、コリント人が「身

代わりの洗礼」（亡くなった信者のための洗礼儀式を生きている人が遂行す

る）を実践していたことをほのめかしているように読めます。 

ここでパウロは、この儀式を容認しているわけでも、他の箇

所でそれを指示しているわけでもありません。パウロは、議

論のために、コリント教会で起こっていた慣習を提起し（彼は

認めていませんでしたが）、「死者の復活がなければ、あなたの亡く

なった愛する人たちに代わってバプテスマを施しているあな

た方は、時間を無駄にしているのです！」と呼び掛けている

のです！ 

 

結論と祝祷：16：1-24 

 

 締めくくりに、パウロは多くの差し迫った懸念に対処し、

更に、教会としての彼らの生活に関する、いくつかの警告を

追加します。 

 

-貧しい教会のための献金（16：1-4） パウロは、エルサレム

の貧しい教会のために、帝国中に散らばった異邦人教会から

来る大規模な献金を準備していました（この献金についてはコリント

第二 8、9を参照）。 パウロは、個々の世帯が週の最初の日（日曜

日）を用いて、この特別な献金のために稼ぎの一部を確保する

ことの重要性を強調しました。 そうすれば、献金収集の際の

土壇場でのプレッシャーはなくなるでしょう。 

 

-パウロの旅行計画（16：5-9） パウロは、小アジアのエペソ

を去り、マケドニア（ピリピ、テサロニケ、ベリア）およびギリシャ

（アテネ）を通過し、コリントに長期滞在する計画をしていまし

た。おそらくこの教会の問題を解決し続けるためであったと

考えられます。 

-テモテとアポロについて（16：10-12） その間、テモテがコ

リントを訪れます（パウロが彼の計画について語った 4：17-20 も参照）。 

テモテは、その様な騒々しい（そして、しばしば反パウロの）環境で

恐れを抱いていたかもしれません。パウロは、彼の恐れを最

小限に抑えるために、テモテを不安なしに受け入れるようう

コリントに警告しました。 

 

-最後の警告（16：13,14）  5 つの懇願は、コリントの教会に

おいての当面の必要を要約している様です。 



16:13 目をさましていなさい。信仰に立ちなさい。男らしく、

強くあってほしい。 16:14 いっさいのことを、愛をもって行

いなさい。（１６：１３，１４） 

-指導者を敬いましょう（16：15-18） コリント人がいかにお

気に入りの指導者を支持していたかを見てきました。 ここで

パウロは、彼らに、教会の設立を助けた神から与えられた指

導者たちに敬意を表するよう戒めました。 

 

-別れ（16：19-24） 小アジアの教会からの挨拶は、パウロの

最後の言葉に続きます。 パウロの手紙がこの様な厳しい口調

で終わったことはありませんでした（22 節）！ しかし、パウ

ロにとって、この様な問題を引き起こす教会は、かつてあり

ませんでした。 マラナタとは、「主が来られた」、もしく

は、「主イエス、きたりませ」を意味します！ 後者の方が、

この文脈では可能性が高いようです。 主の再臨の希望は、敵

対的な世に生きていた信者たちにとっては、常に励ましでし

た。 パウロは、非常に世俗的な教会へ宛てたこの手紙を次の

世に目を向けるよう呼びかけることによって閉じました。 

 

ディスカッションのための質問 

 

１．教会での霊的賜物についてのパウロの長い議論から、何が一番

際立ちましたかか？ 

 

２．神を敬う健全な方法で霊的賜物が行使された経験はどの様した

か？ 教会／人を傷つけ様な方法で、霊的賜物が用いられた状況に置

かれたことがありましたか？ 

３．パウロが説明した、愛の属性を読んだとき（13 章）、コリント

の状況に特に向けられた側面に、彼がどの様に焦点を合わせていた

かを見ることができますか？ 

４．霊的賜物を発見し築き上げておられますか？ 追加の霊的賜物を

求められたことがありますか？ 下記のリストを参照してください。 

 

５．コリント人への手紙第一の学びを終了しますが、この手紙か

ら、また、この教会とのパウロの関係から、あなたにとって最も際

立った事柄は何ですか？ 

*以下の霊的賜物のリストは、Giftstest.com のウェブサイトから少し

修正を加えたものです。 

 

管理：複数のタスクと人々のグループを編成して、任務を達成す

る機能。ルカ 14：28-30; 使徒 6：1-7; 1 コリント 12:28 

職人技：複数のミニストリーのための適用業務を達成するため

に、手を使って計画、構築、および作業する能力。出エジプト記

30：22、31：3-11;  2 歴代誌 34：9-13; 使徒 18：2-3 

 

伝道：未信者がキリスト者になるための一歩を踏み出す手助けを

する能力。使徒 8：5-6、8：26-40、14：21、21：8; エペソ人 4：

11-14 

 

信仰：人生のあらゆる分野で、目に見えない超自然的な結果のた

めに神を信じる能力。使徒 11：22-24; ローマ 4：18-21;  

1 コリント 12：9;  ヘブル人 11 

 

癒し：信仰と祈りと手を置くことによって、仲介者として、肉体

的、精神的、霊的な病を癒す能力。使徒 3：1-10、9：32-35、

28：7-10; 1 コリント 12：9、28 

 

ホスピタリティ（もてなし）：自宅、オフィス、教会などの場所

で、他の人のために温かく居心地の良い環境を作り出す能力。使

徒 16：14-15; ローマ人 12：13、16：23; ヘブル人 13：1-2; 1 ペテ

ロ 4：9 



 

使徒職：植栽、監督、およびトレーニングを通して、新しい教会

とミニストリーを開拓する能力、使徒 15：22-35; 1 コリント

12:28; 2 コリント 12:12; ガラテヤ人 2：7-10; エペソ人 4：11-14 

 

識別：正しい動機と間違った動機を区別し、霊的な力が働く状況

下で虚偽を特定する能力。マタイ 16：21-23; 使徒 5：1-11; 1 コリ

ント 12:10;  1 ヨハネ 4：1-6 

 

推奨：書かれた、または話された言葉と聖書の真理を通して、他

の人を強化、慰め、または行動を促す能力。使徒 14:22 ローマ人

12：8; 1 テモテ 4:13; ヘブル人 10：24-25 

 

捧げる：地上の神の王国を前進させるために、富を生み出し、十

分の一献金と供物によって捧げる能力。マルコ 12：41-44; ローマ

12：8; 2 コリント 8：1-7、9：2-7 65 

 

助ける：キリスト者のミニストリーにおけるタスクにおいて、頻

繁に他の人よりも先に必要性を見ることができ、達成のための支

援的役割で働く能力。マルコ 15：40-41; 使徒 9:36;ローマ人 16：

1-2; 1 コリント 12:28 

執り成し：目覚ましい結果を信じ、誰かのための祈りに立つ能

力。ヘブライ 7:25; コロサイ人 1：9-12、4：12-13; ヤコブ 5：14-

16 

 

知識：他の人を築く目的で、神のみ言を正確かつ洞察して研究す

る能力。使徒 5：1-11; 1 コリント 12：8; コロサイ人 2：2-3 

 

リーダーシップ：全体像、ビジョン、またはアイデアに向けて集

中しながら、そのレベルで人々に影響を与える能力。ローマ人

12：8; 1 テモテ 3：1-13、5：17; ヘブル人 13:17 

 

慈悲：共感を感じ、傷ついている人の世話をする能力。 

マタイ 9：35-36; マルコ 9:41; ローマ 12：8; 1 テサロニケ 5:14 

 

牧師／羊飼い：他の人の人生の問題を励ましながら、修復する能

力。ヨハネ 10：1-18; エペソ人 4：11-14; 1 テモテ 3：1-7; 1 ペテ

ロ 5：1-3 

 

仕える：キリストのからだ全体の善のための働きをする上で小さ

なタスク、または大きなタスクを実行する能力。使徒 6：1-7; ロ

ーマ人 12：7; ガラテヤ人への手紙 6:10; 1 テモテ 1：16-18; テト

ス 3:14 

 

舌（および解釈）：あなたの魂を励まし、神と交わるために天の

言語で祈る／話す能力。多くの場合、解釈の贈り物を伴います。 

1 コリント 12：10、14：1- 14 

 

奇跡：祈り、信仰、神の指示を通して、超自然的な方法で、自然

の結果を変える能力。使徒 9：36-42、19：11-12、20：7-12; ロー

マ人 15：18-19; 1 コリント 12：10、28 

 

預言：人々に神との正しい関係を呼びかけるような方法で、神の

真実と御心を伝える能力。使徒 2：37-40、7：51-53、26：24-29; 

1 コリント 14：1-4; 1 テサロニケ 1：5 

 

教え：主に他のキリスト者に深い理解をもたらすために、みこと

ばから勉強し、学ぶ能力。使徒 18：24-28、20：20-21; 1 コリン

ト 12:28; エペソ 4：11-14 

 

知恵：聖書の真理を実用的な方法で適用することにより、状況を

理解し、明確にする能力。使徒 6：3、10; 1 コリント 2：6-13、

12：8 


