


「使徒たちは、大いなる力をもって主
イエスの復活を証しした。そして、神
の恵みが一同に豊かに注がれた。」

（使徒4:33）



「信じた人々の群れは心も思いも一つ
にし、一人として持ち物を自分のもの
だと言う者はなく、すべてを共有して

いた。」（32節）



“And with great power the apostles were 
giving their testimony to the 

resurrection of the Lord Jesus, and great 
grace was upon them all.” (Acts 4:33)



“Now the full number of those who 
believed were of one heart and soul, and 

no one said that any of the things that 
belonged to him was his own, but they 

had everything in common.” (v. 32)



「レビ族の人で、使徒たちからバルナバ―
『慰めの子』という意味―と呼ばれていた、

キプロス島生まれのヨセフも、

持っていた畑を売り、その代金を持って来て
使徒たちの足元に置いた。」（36～37節）



“Thus Joseph, who was also called by the apostles 
Barnabas (which means son of encouragement), 

a Levite, a native of Cyprus, 37 sold a field that 
belonged to him and brought the money and laid 

it at the apostles’ feet.” (v. 36-37)



「ところが、アナニアと言う人は、妻のサフィ
ラと相談して財産を売り、妻も承知のうえで、
代金の一部を取っておき、その残りを持って
来て使徒たちの足元に置いた。」（5:1～2）



「ところが、アナニアと言う人は、妻のサフィ
ラと相談して財産を売り、妻も承知のうえで、
代金の一部を取っておき、その残りを持って
来て使徒たちの足元に置いた。」（5:1～2）



5:3-4を開いて見てみましょう。



“Now a man named Ananias, together with his 
wife Sapphira, also sold a piece of property. With 
his wife’s full knowledge he kept back part of the 
money for himself, but brought the rest and put it 

at the apostles’ feet.” (5:1-2)



“Now a man named Ananias, together with his 
wife Sapphira, also sold a piece of property. With 
his wife’s full knowledge he kept back part of the 

money for himself, but brought the rest and put it 
at the apostles’ feet.” (5:1-2)



Open & Read Acts 5:3-4.



「あなたは人間を欺いたのではなく、
神を欺いたのだ」（4節）



「あなたがたは、あの土地をこの値段で
売ったのか。言いなさい。」 彼女は、
「はい、その値段です」と答えた。（8節）



「妻も承知のうえで」
（2節）
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“You have not lied to man 
but to God.” (v. 4)



“Tell me whether you sold the land 
for so much.” And she said, “Yes, for 

so much.” (v. 8)



“with his wife’s full 
knowledge” (v. 2)
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“Tell me whether you sold the land 
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so much.” (v. 8)



最初のものは最初にする。



最初のものは最初にする。

アカン

ヨシュア記6:18

「ただ、あなたがたは、聖絶のものに手を出すな。
聖絶のものにしないため、聖絶のものを取って、
イスラエルの宿営を聖絶のものにし、これに
わざわいをもたらさないためである。」



First things first.



First things first.

Achan

Joshua 6:18
“But keep away from the devoted things, so that you 

will not bring about your own destruction by taking 
any of them. Otherwise you will make the camp of 
Israel liable to destruction and bring trouble on it.”



「売らないでおけば、あなたのものだっ
たし、また、売っても、その代金は自分
の思う通りになったではないか。」（4節）



“While it remained unsold, did it not 
remain your own? And after it was sold, 

was it not at your disposal?” (v. 4)


















