


“Adam made love to his wife Eve, and she became pregnant 
and gave birth to Cain. She said, “With the help of the Lord I 
have brought forth a man.” Later she gave birth to his brother 
Abel. Now Abel kept flocks, and Cain worked the soil.”
Genesis 4:1-2 NIV

人は、その妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、
「私は、主によって一人の男子を得た」と言った。彼女はまた、そ
の弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは大地
を耕す者となった。[創世記 4:1,2]



“In the course of time Cain brought some of the fruits of the soil 
as an offering to the Lord. And Abel also brought an offering—fat 
portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked 
with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he 
did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was 
downcast. Then the Lord said to Cain, “Why are you angry? Why is 
your face downcast? If you do what is right, will you not be 
accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at 
your door; it desires to have you, but you must rule over it.””
“Now Cain said to his brother Abel, “Let’s go out to the field.” 
While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and 
killed him.”
Genesis 4:3-8 NIV



しばらく時が過ぎて、カインは大地の実りを主へのささげ物として
持って来た。アベルもまた、自分の羊の初子の中から、肥えたものを
持って来た。主はアベルとそのささげ物に目を留められた。しかし、
カインとそのささげ物には目を留められなかった。それでカインは激
しく怒り、顔を伏せた。主はカインに言われた。「なぜ、あなたは怒っ
ているのか。なぜ顔を伏せているのか。もしあなたが良いことをして
いるのなら、受け入れられる。しかし、もし良いことをしていないので
あれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋い慕うが、あ
なたはそれを治めなければならない。」カインは弟アベルを誘い出し
た。二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかって殺した。
[創世記 4:3-8]



カインの心
The Heart Of Cain



“Woe to them! They have taken the way of Cain; they 
have rushed for profit into Balaam’s error; they have 
been destroyed in Korah’s rebellion.” Jude 1:11 NIV

わざわいだ。彼らはカインの道を行き、利益のためにバ
ラムの迷いに陥り、コラのように背いて滅びます。
[ユダの手紙 1:11]



“Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of 
all your crops; then your barns will be filled to 
overflowing, and your vats will brim over with new wine.”
Proverbs 3:9-10 NIV

あなたの財産で主をあがめよ。あなたのすべての収穫の
初物で。そうすれば、あなたの倉は豊かさで満たされ、あ
なたの石がめは新しいぶどう酒であふれる。
[箴言 3:9,10]



アベルの心
The Heart Of Able



“By faith Abel brought God a better offering than Cain 
did. By faith he was commended as righteous, when God 
spoke well of his offerings. And by faith Abel still speaks, 
even though he is dead.” Hebrews 11:4 NIV

信仰によって、アベルはカインよりもすぐれたいけにえを
神に献げ、そのいけにえによって、彼が正しい人であるこ
とが証しされました。神が、彼のささげ物を良いささげ物
だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その
信仰によって今もなお語っています。
[へブル人への手紙 11:4]



“All the silver and gold and the articles of bronze and 
iron are sacred to the Lord and must go into his 
treasury.”” Joshua 6:19 NIV

ただし、銀や金、および青銅や鉄の器はすべて主のため
に聖別されたものである。それらは主の宝物倉に入れ
よ。」
[ヨシュア記 6:19]



“Then he reached out his hand and took the knife to slay his 
son. But the angel of the Lord called out to him from heaven, 
“Abraham! Abraham!” “Here I am,” he replied. “Do not lay a 
hand on the boy,” he said. “Do not do anything to him. Now I 
know that you fear God, because you have not withheld from 
me your son, your only son.” Abraham looked up and there in a 
thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and 
took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his 
son. So Abraham called that place The Lord Will Provide. And 
to this day it is said, “On the mountain
of the Lord it will be provided.”” Genesis 22:10-14 NIV



アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子を屠ろうとした。そ
のとき、主の使いが天から彼に呼びかけられた。「アブラハム、
アブラハム。」彼は答えた。「はい、ここにおります。」御使いは言
われた。「その子に手を下してはならない。その子に何もしては
ならない。今わたしは、あなたが神を恐れていることがよく分
かった。あなたは、自分の子、自分のひとり子さえ惜しむことが
なかった。」アブラハムが目を上げて見ると、見よ、一匹の雄羊
が角を藪に引っかけていた。アブラハムは行って、その雄羊を
取り、それを自分の息子の代わりに、全焼のささげ物として献げ
た。アブラハムは、その場所の名をアドナイ・イルエと呼んだ。今
日も、「主の山には備えがある」と言われている。
[創世記 22:10-14]



“But seek FIRST his kingdom and his righteousness, 
and all these things will be given to you as well.” 
Matthew 6:33 NIV 

まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらの
ものはすべて、それに加えて与えられます。
[マタイの福音書 6:33]



“But Christ has indeed been raised from the dead, the 
first fruits of those who have fallen asleep.”
1 Corinthians 15:20 NIV

しかし、今やキリストは、眠った者の初穂として死者の中
からよみがえられました。
[コリント人への手紙 第一 15:20]



“The Son is the image of the invisible God, the firstborn 
over all creation.”
Colossians 1:15 NIV

御子は、見えない神のかたちであり、すべての造られた
ものより先に生まれた方です。
[コロサイ人への手紙 1:15]



“For God so loved the world that he gave his one and 
only Son, that whoever believes in him shall not perish 
but have eternal life.” John 3:16 NIV

神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに世を愛
された。それは御子を信じる者が、一人として滅びること
なく、永遠のいのちを持つためである。
[ヨハネの福音書 3:16]




