


Lesson 5 –  
金銭：プラス面とマイナス面 

 



i) お金は、イエスが伝えようとして
いることを本当の意味で聞くこと
を妨げる。 

   悪い例： 



ルカによる福音書 12:13-21  
 
13 群衆の一人が言った。「先生、わたしにも遺産を分けてくれるよう

に兄弟に言ってください。」 
14 イエスはその人に言われた。「だれがわたしを、あなたがたの裁判

官や調停人に任命したのか。」 15 そして、一同に言われた。「どん
な貪欲にも注意を払い、用心しなさい。有り余るほど物を持っていても、
人の命は財産によってどうすることもできないからである。」 16それ

から、イエスはたとえを話された。「ある金持ちの畑が豊作だった。 
17金持ちは、『どうしよう。作物をしまっておく場所がない』と思い
巡らしたが、 18 やがて言った。『こうしよう。倉を壊して、もっと大
きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、 19 こう自分に言っ
てやるのだ。「さあ、これから先何年も生きて行くだけの蓄えができた
ぞ。ひと休みして、食べたり飲んだりして楽しめ」と。』 20 しかし
神は、『愚かな者よ、今夜、お前の命は取り上げられる。お前が用意し
た物はいったいだれのものになるのか』と言われた。 21自分のため

に富を積んでも、神の前に豊かにならない者はこのとおりだ。」 



ii) 金銭を愛していたファリサイ派の人々は
イエスにチャレンジされた。それと同時
にイエスは、金銭は友人を得るため、 

  また救いを受け継ぐための手段として使
われるべきであると教えた。           
（ルカによる福音書 16:9) – 

       悪い例： 



ルカによる福音書 16:14-15 

 
14 金に執着するファリサイ派の人々が、この一部始終を
聞いて、イエスをあざ笑った。15 そこで、イエスは言わ
れた。「あなたたちは人に自分の正しさを見せびらかすが、
神はあなたたちの心をご存知である。人に尊ばれるものは、
神には忌み嫌われるものだ。 
 
 

ルカによる福音書 16:9 
 
9 そこで、わたしは言っておくが、不正にまみれた富で 
友達を作りなさい。そうしておけば、金がなくなったとき、

あなたがたは永遠の住まいに迎え入れてもらえる。 



iii)金持ちとラザロ 
  -悪い例 



ルカによる福音書 16:19-31 

「ある金持ちがいた。いつも紫の衣や柔らかい麻布を着
て、毎日ぜいたくに遊び暮らしていた。この金持ちの
門前に、ラザロというできものだらけの貧しい人が横
たわり、その食卓から落ちる物で腹を満たしたいもの
だと思っていた。犬もやって来ては、そのできものを
なめた。やがて、この貧しい人は死んで、天使たちに
よって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行
かれた。金持ちも死んで葬られた。そして、金持ちは
陰府でさいなまれながら目を上げると、宴席でアブラ
ハムとそのすぐそばにいるラザロとが、はるかかなた
に見えた。そこで、大声で言った。『父アブラハムよ、
わたしを憐れんでください。ラザロをよこして、指先を
水に浸し、わたしの舌を冷やさせてください。わたし
はこの炎の中でもだえ苦しんでいます。』 

 



ルカ16:19-31 (続き) 

 しかし、アブラハムは言った。『子よ、思い出し
てみるがよい。お前は生きている間に良いも
のをもらっていたが、ラザロは反対に悪いも
のをもらっていた。今は、ここで彼は慰められ、
お前はもだえ苦しむのだ。そればかりか、わ
たしたちとお前たちの間には大きな淵があっ
て、ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもで
きないし、そこからわたしたちの方に越えて来
ることもできない。』金持ちは言った。『父よ、
ではお願いです。わたしの父親の家にラザロ
を遣わしてください。わたしには兄弟が五人
います。 

 



ルカ16:19-31 (続き) 
あの者たちまで、こんな苦しい場所に来ること
のないように、よく言い聞かせてください。』しか
し、アブラハムは言った。『お前の兄弟たちには
モーセと預言者がいる。彼らに耳を傾けるがよ
い。』金持ちは言った。『いいえ、父アブラハムよ、
もし、死んだ者の中からだれかが兄弟のところ
に行ってやれば、悔い改めるでしょう。』アブラ
ハムは言った。『もし、モーセと預言者に耳を傾
けないのなら、たとえ死者の中から生き返る者
があっても、その言うことを聞き入れはしないだ
ろう。』」 
 
  



iv) The rich young ruler who was not 
willing to give up his wealth and 
follow Jesus – Bad example 

  



Luke 18:18-25 
 ある議員がイエスに、「善い先生、何をすれば
永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか」と
尋ねた。イエスは言われた。「なぜ、わたしを
『善い』と言うのか。神おひとりのほかに、善い
者はだれもいない。 『姦淫するな、殺すな、盗

むな、偽証するな、父母を敬え』という掟をあな
たは知っているはずだ。」すると議員は、「そう
いうことはみな、子供の時から守ってきました」
と言った。 



Luke 18:18-25 (続き) 
 これを聞いて、イエスは言われた。「あなたに欠
けているものがまだ一つある。持っている物を
すべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさ
い。そうすれば、天に富を積むことになる。それ
から、わたしに従いなさい。」しかし、その人は
これを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ち
だったからである。イエスは、議員が非常に悲
しむのを見て、言われた。「財産のある者が神
の国に入るのは、なんと難しいことか。金持ち
が神の国に入るよりも、らくだが針の穴を通る
方がまだ易しい。」 

 
 



v) On the other hand, Zaccheaus 
changed and decided to not value 
wealth and money over his 
relationship with God – Good 
example. 

  
 



ルカ 19:1-9 
 イエスはエリコに入り、町を通っておられた。そこ
にザアカイという人がいた。この人は徴税人の頭で、
金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとした
が、背が低かったので、群衆に遮られて見ることが
できなかった。それで、イエスを見るために、走って
先回りし、いちじく桑の木に登った。そこを通り過ぎ
ようとしておられたからである。イエスはその場所
に来ると、上を見上げて言われた。「ザアカイ、急い
で降りて来なさい。今日は、ぜひあなたの家に泊ま
りたい。」 
 



ルカ 19:1-9 (続き) 
 ザアカイは急いで降りて来て、喜んでイエスを迎
えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。「あの
人は罪深い男のところに行って宿をとった。」しか
し、ザアカイは立ち上がって、主に言った。「主よ、
わたしは財産の半分を貧しい人々に施します。ま
た、だれかから何かだまし取っていたら、それを
四倍にして返します。」イエスは言われた。「今日、
救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子
なのだから。 

 
 



vi) Judas decided to betray Jesus for 
money – Bad example. 

 



ルカ 22:1-6 

  さて、過越祭と言われている除酵祭が近づい
ていた。祭司長たちや律法学者たちは、イエス
を殺すにはどうしたらよいかと考えていた。彼
らは民衆を恐れていたのである。しかし、十二
人の中の一人で、イスカリオテと呼ばれるユダ
の中に、サタンが入った。ユダは祭司長たちや
神殿守衛長たちのもとに行き、どのようにして
イエスを引き渡そうかと相談をもちかけた。彼
らは喜び、ユダに金を与えることに決めた。ユ
ダは承諾して、群衆のいないときにイエスを引
き渡そうと、良い機会をねらっていた。 

 
 



In Acts, we see the following: 



i) Judas betrayed Jesus for money – Bad 
example. 

 
 
使徒 1:18 
  ところで、このユダは不正を働いて得た報酬で

土地を買ったのですが、その地面にまっさかさ
まに落ちて、体が真ん中から裂け、はらわたが
みな出てしまいました。 

 
 



ii)  Ananias and Sapphira who 
intentionally wanted to look good in 
the eyes of others and was deceitful 
about their giving. They “kept back 
part of the money” (Acts 5:2). Have 
we “kept back part of the money” 
that is due to the Lord and His 
church? – Bad example. 



使徒 5:1-11 

  ところが、アナニアという男は、妻のサフィラと相談し
て土地を売り、妻も承知のうえで、代金をごまかし、そ
の一部を持って来て使徒たちの足もとに置いた。する
と、ペトロは言った。「アナニア、なぜ、あなたはサタン
に心を奪われ、聖霊を欺いて、土地の代金をごまかし
たのか。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いどおりになった
のではないか。どうして、こんなことをする気になった
のか。あなたは人間を欺いたのではなく、神を欺いた
のだ。」この言葉を聞くと、アナニアは倒れて息が絶え
た。そのことを耳にした人々は皆、非常に恐れた。若
者たちが立ち上がって死体を包み、運び出して葬った。 

 
 
 



使徒 5:1-11 (続き) 

  それから三時間ほどたって、アナニアの妻がこの
出来事を知らずに入って来た。ペトロは彼女に話し
かけた。「あなたたちは、あの土地をこれこれの値段
で売ったのか。言いなさい。」彼女は、「はい、その
値段です」と言った。ペトロは言った。「二人で示し合
わせて、主の霊を試すとは、何としたことか。見なさ
い。あなたの夫を葬りに行った人たちが、もう入り口
まで来ている。今度はあなたを担ぎ出すだろう。」す
ると、彼女はたちまちペトロの足もとに倒れ、息が絶
えた。青年たちは入って来て、彼女の死んでいるの
を見ると、運び出し、夫のそばに葬った。教会全体と
これを聞いた人は皆、非常に恐れた。 

 
 
 



iii) In contrast, Barnabas sold his land 
and gave it to the Apostles feet. A 
Levite was not suppose to own any 
land but he did – Good example.  

 
使徒 4:36-37 
 たとえば、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もと
に置いた。 



iv) Simon the Sorcerer offered the 
apostles money in order to have the 
gift of healing people – Bad example. 
 



使徒 18:18-21 
 パウロは、なおしばらくの間ここに滞在したが、
やがて兄弟たちに別れを告げて、船でシリア
州へ旅立った。プリスキラとアキラも同行した。
パウロは誓願を立てていたので、ケンクレア
イで髪を切った。 一行がエフェソに到着したと

き、パウロは二人をそこに残して自分だけ会
堂に入り、ユダヤ人と論じ合った。人々はもう
しばらく滞在するように願ったが、パウロはそ
れを断り、 「神の御心ならば、また戻って来ま

す」と言って別れを告げ、エフェソから船出し
た。 

 
 



v) Silversmith in Ephesus riot over their 
loss of income – Bad example. 

 
使徒 19:23-25 
 そのころ、この道のことでただならぬ騒動が起
こった。そのいきさつは次のとおりである。デ
メトリオという銀細工師が、アルテミスの神殿
の模型を銀で造り、職人たちにかなり利益を
得させていた。彼は、この職人たちや同じよう
な仕事をしている者たちを集めて言った。「諸
君、御承知のように、この仕事のお陰で、
我々はもうけているのだが、 

 
 



vi) Felix left Paul in prison because he 
did not receive any bribe – Bad 
example. 

 
 
使徒24:26 
だが、パウロから金をもらおうとする下心もあっ

たので、度々呼び出しては話し合っていた。 
 



vii) The church community shared 
everything they had and were generous. 
In Acts the famine resulted in the Gentile 
disciples helping the Judean ones, which 
they found it hard to swallow, seen in 
Acts 11:29. Good example. 

 



使徒2:44-45 
 信者たちは皆一つになって、すべての物を共
有にし、財産や持ち物を売り、おのおのの必
要に応じて、皆がそれを分け合った。 

 
使徒4:37 

持っていた畑を売り、その代金を持って来て使
徒たちの足もとに置いた。 

 



使徒 6:1-6    The Choosing of the Seven 

  そのころ、弟子の数が増えてきて、ギリシア語を話すユ
ダヤ人から、ヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が
出た。それは、日々の分配のことで、仲間のやもめたち
が軽んじられていたからである。そこで、十二人は弟子
をすべて呼び集めて言った。「わたしたちが、神の言葉
をないがしろにして、食事の世話をするのは好ましくな
い。それで、兄弟たち、あなたがたの中から、"霊"と知
恵に満ちた評判の良い人を七人選びなさい。彼らにそ
の仕事を任せよう。わたしたちは、祈りと御言葉の奉仕
に専念することにします。」 一同はこの提案に賛成し、
信仰と聖霊に満ちている人ステファノと、ほかにフィリポ、
プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、アンティオキア
出身の改宗者ニコラオを選んで、使徒たちの前に立た
せた。使徒たちは、祈って彼らの上に手を置いた。 

 



使徒11:29 
  そこで、弟子たちはそれぞれの力に応じて、

ユダヤに住む兄弟たちに援助の品を送るこ
とに決めた。 

 



Most examples in both books were 
bad examples.  
 
Valuing money above all else is a trait 
of a person who is not a follower of 
Christ.  
 



Go through questions given at the end of 
the lesson and discuss them in your 
respective small groups. 
 
Goal - Make healthy decisions to take 
your spirituality higher and conform to the 
values and teaching of our Lord. 
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Recommended Reading 

In ascending order of ease of understanding: 
1) Daring to Draw Near by John White 
2) No Wonder They Call Him Saviour by Max Lucado 
3) Hinds Feet on High Places by Hannah Hurnard 
4) Prayer by E.M. Bounds 
5) Celebration of Discipline by Richard Foster 
 
 
 
 



Recommended Reading 

In ascending order of ease of understanding: 
6) The Shack by William Paul Young 
7) Humility by Andrew Murray 
8) The Prayer Life by Andrew Murray 
9) The Divine Romance by Gene Edwards 
10) Knowing God by J.I. Packer 
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