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逃げる預言者と恵み深い神 

 

ヨナ書のための聖研ガイド 

マイリス・ヤナツィネン 
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＊＊＊ 

 

１、 主は宣教師を送る 

列王記下 14章 23節～27節、ヨナ書 1章 1節～3節 

 

ヨナ書全体のための背景（全員に印刷して配布し、最初の聖研の際に読んでください。） 

・ヨナの生涯は、イスラエル王ヤロブアム二世（紀元前 793‐753）の生涯と、部分的に重なってい

ます。ダビデとソロモンの王国は、紀元前 930 年には二分されていました。南がユダ、北はイス

ラエルです。ヨナはイスラエル人でナザレ近郊のガト・ヘフェルの村出身でした。神殿はユダに

ありましたが、イスラエルの民はそこへは行かず、深刻な偶像崇拝に陥っていました。 

・ アッシリア帝国は、1000 年以上続きました。２つの黄金期があり、後期はヨナの生涯と重なっ

ています（紀元前 900-612）。アッシリアの王たちは、ヨナより 100年前の時代から帝国主義的な

戦争を行っていましたが、それは残虐で悪名高いものでした。敗戦国はアッシリアに賠償金を支

払わねばならず、その上しばしばアッシリアに捕囚として強制的に連れて行かれました。イスラ

エルはまだ国として存在していましたが、アッシリアに対して莫大な安全保障費を払わなければ

なりませんでした。 

・ ニネベはアッシリア最大の都市でした。考古学者は遺跡から文字が刻まれた何万もの粘土板を発

見しました。アッシリアの戦争の記述は、残虐なタッチで書かれています。切り刻まれた死体や、

裸の人々が棒に突き刺ささったまま、放置されていたり、門柱のそばには頭蓋骨の山があった

り・・・。 

 

列王記下14章 23節～27節 

ガト・ヘフェルと、レボ・ハマト と死海の間の国境地帯を地図で見つけてください。23-24節のヤロブア

ムはヤロブアム一世のことをさしています。「ヤロブアムの罪」とはこのヤロブアム一世がベテルとダンに

建立した二体の子牛の偶像のことです。 

・イスラエル王としてのヤロブアム二世の 40年を、あなたはどう思いますか。 

・ヤロブアムの治世を考えるとき、偶像崇拝を受け入れず主を信じるイスラエル人の状況はどんなものだ

ったと思われますか。 

・イスラエルの人々はヨナを預言者としてどう評価していたと思いますか。 

・もしも千島列島が再び日本の統治下に入ると預言する預言者が現れて、それが後に実際に起こったとし

たら日本の人々はその預言者のことをどう思うでしょうか。 
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ヨナ書1章 1節～3 節 

 

ニネベ  

・ヨナの新しい任務は、前の任務とはどう違っていたでしょうか。 

・なぜ主はご自分の預言者に、自分の国の偶像崇拝をやめるように説きなさいとは命じないで、遠く離れ

たニネベに送りたかったのですか。 

・全世界で最も暴力的な首都に宣教師を送ることに、神様のどんな目的があったと思われますか。 

・ニネベでヨナが宣言するように命じられたメッセージについてどう思いますか（２節）。 

・主はなぜ他の方法で（例えば敵の軍隊の攻撃など）ニネベの住人を驚かせなかったのでしょうか。なぜ

宣教師が必要だったのでしょうか。 

・ヨナはニネベに入ったらどんな風に受け入れられるかを想像しました。そのような暴力的な町に入れば、

外国の宣教師にはおそらく何が起こるでしょうか。 

・このミッション旅行を通して主は何を達成したかったのだと思いますか。a)宣教師の母国で。b）宣教師

の人生で。 

 

逃亡 

地図でヨッパ（ヤッファ）とタルシシュ、ニネベを見つけてください。ニネベは今のイラクのモスル近郊

に位置していました。タルシシュは今のスペインで、当時の世界の果てにありました。 

 

・なぜヨナは神様から与えられた任務から逃げたかったのか、できるだけたくさんの理由を考えてくださ

い。 

・まずはガト・ヘフェル(ナザレ)とニネベは何キロ離れているか、それから反対のガト・へフェルとタル

シシュは何キロ離れているかを地図から計算してください。どちらが遠い距離にありますか。 

・ヨナは本当に主の目から逃れることができると信じていたのでしょうか、理由も答えてください。 

・新改訳は原語に近い表現で「ヨナは『主の御顔を避けてタルシュシュへのがれようとした』」となってい

ます。それはどういう意味でしょうか（３節）。 

・ヨナがタルシシュへ逃れるために買ったチケットは今のお金でどれくらいだったか計算してください。 

・タルシシュに向けて出発したとき、ヨナは家族に何と言ったと思いますか。 

・ヨナはいつ家に帰って来られるだろうと考えていたでしょうか。 

 

適用  

・主はあなたにどんな使命をどのようにして与えられましたか。 

・あなたが主の言葉を伝えるべき「ニネベの住人」とは誰ですか。 

・もしもあなたが主の御前から逃れようとしたことがあるなら、どのようにしてか、またなぜそれが起こ

ったかを教えてください。 

・どうすれば私たちはヨナが犯した間違いと同じ間違いをしないようにできるでしょうか。 

 

よき知らせ：イエス様はヨナと違って、自分にどんなことが起こるか分かっていながら天の国を捨てて宣

教師となってこの世に来て下さいました。復活後イエス様は全世界に使者を派遣し、こちらから招待しな

いのに私たちの町にも送ってくださいました。それは、イエス様がいかに世界中のどの町をも愛しておら

れるかを示しています。 

 

＊＊＊ 

 

２、 主は嵐を送る 

ヨナ書1章 4節～16節 
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背景：帆船の時代には、地中海での航海の季節は 9月末で終わっていました。それ以降は秋の嵐のために

航海が危険すぎたからです。使徒言行録では 300人もの人々が大きな帆船で移動していたと書かれていま

す（使徒27章37節）。また、そのような帆船にはかいも備えていました（13）。「主」はイスラエルの神様

の正式名称です（9，14、16）。 

 

嵐に捕らえられて 

・主が人々を罰したり、逃げる預言者を止めたりするために、自然災害（嵐や地震、あるいは津波）を用

いることについてどう思いますか（4）。 

・自然現象に命令を下すことができない神様であるとするならば、あなたはそういう神様のことをどう思

うでしょうか。 

・この箇所の中の船員たちについて、あなたはどのような印象を持ちますか。 

・船員たちが自分たちを救うためにしたことをこの箇所から見つけてください。どんな順番でやりました

か。 

・ヨナは嵐を恐れていたでしょうか、あるいは恐れていなかったでしょうか。なぜあなたはそう思うのか、

理由も答えてください。 

・ヨナが、嵐の真っ最中にも目をさまさないくらいぐっすりと眠った理由は何だったのでしょうか。 

・福音書から私たちは、イエス様もまた嵐の中でぐっすり眠っておられたことがわかります。イエス様の

眠りとヨナの眠りの違いは何でしたか。 

・目に見えない世界について、船長はどんなふうに理解していましたか（６節）。 

・船員たちが嵐は誰のせいかを知るためにくじをひくことにしたとき、ヨナはどう思ったでしょう（７節

a）。 

・ヨナの告白と彼の行動との間には、どのような食い違いがありますか（９節）。 

・なぜヨナは言い逃れをしないで船員たちに、本当のことを言ったのですか（10節）。 

・ヨナの告白に対する船員たちの反応から、船員たちについて何が分かりますか（8節、10～11節）。 

・なぜヨナは自分で海に飛び込むかわりに、船員たちに自分を海に放り込んでくれと頼んだのでしょうか

（12節） 

・12節に書かれている言葉をヨナが言った時、その動機は何だったと思いますか。 

・船員たちは、嵐がヨナのせいだと分かっていたにもかかわらず、自らすすんで彼を海に放り込もうとし

なかったのはなぜですか（13節～14節）。 

・ あなたは15節についてどう思いますか？  

・船員たちの主への信仰は一時的なものであったかどうかについて話し合ってください（14、16節）。 

・船員たちはヨナの神様に何を誓いましたか。いろいろ考えてください（16節）。 

 

適用 

・神様から逃れようとするクリスチャンに対して、この箇所は何を示していますか。 

・今日人々を捉えるために神様は、どんな（方法）を取られますか。 

・もう一度この箇所を見て答えてください。主はクリスチャンが主の御前から逃げることさえも、神の国

のためにどんなふうに用いることができますか。 

・この章の中であなたが一番心を打たれることは何ですか。 

 

よき知らせ：この箇所の中でヨナは再びイエス様のひな型です。私たちの救い主は火と硫黄の燃える池に

自らすすんで投げ込まれようとされました。それは私たちがそこに投げ込まれないためです。それが私た

ちの罪に対する神様の怒りの嵐を鎮める方法でした。 

 

＊＊＊ 
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３、主は魚を送る 

ヨナ書２章 

 

背景：この章は「ヨナの詩篇」と呼ばれていて、詩篇からの引用に満ちています。詩篇は当時、神殿の礼

拝で賛美歌集として使われていました。この「魚」がクジラなのか、すでに絶滅していた海獣なのか分か

りません。（イエス様はマタイ 12章40節で「大魚」という言葉を使っています。）「三日三晩」という期間

はヘブライ方式で数えます。つまり日没が来ると次の日が始まるので、日没の1時間前も丸一日、日の出

の1時間後も丸一日と数えます。 

 

ヨナの詩篇  

・この場面を想像して、三日間にヨナの命と精神を脅かした物事をできるだけたくさん探し出してくださ

い。 

・この詩篇が単なる詩ではなく、祈りであることがどこで分かりますか。 

・ヨナが魚の腹の中から出てきた後ではなく、その中にいたときにすでにこれを祈っていたことがこの詩

篇のどこから分かりますか（2節、11節）。 

・ずっと御前から逃げていた神様に祈る勇気を、ヨナはどこから得たのでしょうか。 

・こんな時、普通 人は何を祈るものでしょうか。 

・こんな中で、ヨナはなぜ「讃美歌集」からの、様々な詩篇を引用したと思いますか。 

・3節にはどんな驚くべき要素がありますか。 

・ヨナは苦しみを誰の手から受けましたか（４節）。 

・ヨナの信仰について5節はどう言っていますか。 

・あなたは人生の最も激しい嵐の中で 4節から5節の言葉を口にできると思いますか。理由も言ってくだ

さい。 

・ヨナがここで神殿について触れているのはなぜですか（5、8節）。 

・どうしてヨナは主が自分を結局は「墓」から引き上げてくださると知っているのですか（6～７節）。 

・8節をあなた自身の人生にあてはめてください。 

・9 節でヨナは誰のことを語っているのでしょうか、またこの節以外の「ヨナの詩篇」とこの節にはどん

な関係がありますか。 

・10節でヨナは本当のところどんな約束をしていますか。 

・「救いは、主にこそある」という文はヘブライ語でイエス様の名前である「救い主」の隠喩が含まれてい

ます。ヨナはなぜこの言葉で祈り終えたのだと思いますか（10節ｂ）。 

・ヨナの祈りであなたが最も心を打たれることは何ですか。またそれはなぜですか。 

・この詩篇のどの節が、黄泉に入って行ったイエス様の状況を表していますか。 

・ローマの信徒への手紙 6章 4節を読んでください。そしてこの詩篇をどのように私たち自身の洗礼にあ

てはめることができるかを考えてください。 

・もしあなたがヨナのように、人生を台無しにしてきたならば、この箇所によると、あなたはどうしたら

いいでしょうか。 

 

歴史か伝説か 

・人間がクジラか何か海獣の腹の中で 30時間生きていることは可能だと思いますか。理由も答えてくださ

い。 

・なぜ私たちの時代の多くの神学者は、そういう奇跡の可能性を否定するのだと思いますか。 

・後で見るように、イエス様はヨナを歴史上の人物としていただけでなく、ご自分とも比較されました。

ヨナ書を単に一種の伝説として捉えると、私たちの神観と信仰はどうなるでしょうか。 
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よき知らせ：ヨナが魚の腹の中で引用したように、イエス様は十字架の上で詩篇を引用しました。イエス

様もまた黄泉で3日間（ヘブライの時間の数え方による）を過ごしました。ヨナが自分の復活を信じたの

と同じくらい、イエス様もご自身の復活を信じました。事実、ヨナの詩篇は十字架にかかった救い主の言

葉としてぴたりとあてはまります。 

 

＊＊＊ 

 

４、主はリバイバルを送る 

ヨナ書３章 

 

背景：聖書の中で、ニネベは洪水のすぐ後に出てきます。すでにそのとき、ニネベは大都市と呼ばれてい

ました（創世記10章12節）。考古学によって紀元前 4500年もの早くからニネベには集落があったことが

分かっています。ヨナと街の人々は、ヘブライ語とアッカド語が同族語だったため、お互いに理解し合っ

ていました。 

粘土板のおかげで、アッシリアの王の名前と治世年もよく分かっています。しかしヨナがニネベに行った

年が分からないために、王の名前もはっきりとは分かりません。紀元前 8世紀中ごろに多くの王が相次い

で興りました。 

 

宣教師としての召命―もう一度！ 

・地中海の東海岸のどこかで魚がヨナを吐き出した後の、ヨナの肉体的状態を想像してみてください（2

章11節）。 

・この時点でヨナが信じる神様はどのような神様だったでしょうか。ヨナが旅をする前の神観と比べてみ

てください（1章9節、2章10節ｂ、4章2節）。 

・ヨナはどうやって今のような神様への信仰を持つようになりましたか。 

・ヨナにとって、どちらの方が宣教師になりやすかったでしょうか。逃げる前でしょうか、そのあとでし

ょうか。理由も言ってください。 

・地図を見てください。ヨナはニネベまでおよそ何キロメートルを歩かなければならなかったでしょうか。

どれくらい時間がかかったと思いますか。 

 

ヨナは律法を説く 

・もし誰かが東京の街頭で「あと 40日すれば、この街は滅びる」と説教を始めたとしたら、あなたの国の

人々はどういう反応を示すと思いますか。 

・あなたの教会でこのような説教を聴いたとしたら、あなたはどういう反応を示すでしょうか。 

・暴力的で悪名高いアッシリア人に対してこのように説教をする勇気を、ヨナはどうやって奮い起こした

のでしょうか。 

・なぜヨナは、どうやってクジラの腹から救い出されたかを、説教の中で語らなかったのでしょうか。 

・なぜ主はニネベに対して（例えばソドムとは違って）破局が迫っていると警告を与えたかったのでしょ

うか。 

・なぜニネベの住民はこの外国の預言者を黙らせなかったのか、様々な理由を考えてください。 

・ヨナのメッセージに対する王の反応のうちで、あなたが最も驚いたことは何ですか（６～9節）。 

・ヨナの神様が自分の街を哀れんでくださるかもしれないと、王が思ったのはなぜですか。 

 

リバイバルの条件 

・ヨナのメッセージをそれほど力強いものにしたのは何ですか。 

・もしもヨナが「神様はあなたも含めて世界のすべての人を愛している。」と、ニネベじゅうを叫びながら

歩いたとしたら何が起こっていたでしょうか。 

・なぜリバイバルが起きる前に律法が説かれなければならないのでしょうか。 
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・私たち自身ヨナと同じメッセージを同時代人に対して説く勇気を、どこからもらいますか。 

・イエス様はご自身のことを「ヨナにまさる」と言われました（マタイ 12章41節）。どういう意味でしょ

うか。（次回でこのテーマに戻ります。） 

 

 

 

不吉な兆候？ 

・アッシリアの粘土板には「不吉な兆候＝763 年の皆既日食」について何度も書かれています。推測にす

ぎませんが、それがヨナのニネベ到着の直前のことだったとしましょう。もし事実であればそれはそこ

の人々の心にどれくらい影響を及ぼしていたと思いますか。 

・もしそのような不吉な兆候がすでに人々を恐れさせていたとするなら、ヨナは何のために必要だったの

でしょうか。 

 

よき知らせ：この物語によって、この地球上にも人にも街にも絶望的な事態はないことが分かります。神

様の言葉が残虐なアッシリア人の心を砕くことができるなら、あなたの心も、あなたが心配している人の

心も砕くことができます。 

 

＊＊＊ 

 

５、主は植物と虫を送る 

ヨナ書4章 

 

背景：2節でヨナは信仰告白をします。それは旧約聖書の中心的な箇所からの引用です。ニネベ地方では

砂漠風が吹いているときには、気温が 50 度までにも上がることがあります。にもかかわらず、ヨナは 1

ヵ月以上もニネベの街壁の外に座り込むことに決めました。6 節の植物は、おそらくすぐに 4メートルに

もなるウリ科の植物だったと思われます。しかしそれは神様の奇跡でなければ、たった一夜ではそうなり

ません。 

 

主が計画を変更する 

・主がニネベについて思い直したことをヨナはどうやって知ったのか、様々な可能性を考えてみてくださ

い（3章10節～4章1節） 

・ヨナ書3章10節と次の節は違うことを言っているようですが、どう説明すればいいでしょう。「その預

言者が主の御名によって語っても、そのことが起こらず、実現しなければ、それは主が語られたもので

はない。」（申命記18章22節） 

・私たちの時代で、ある自称預言者の預言が間違いだったと判明したとしましょう。この人は、ヨナのケ

ースもそうだったと訴えることが許されるでしょうか、あるいはその人は偽預言者でしょうか。 

・4 章 2節ｂは日本について、また全世界について何を教えてくれますか。世界宣教についてはどうでし

ょうか。 

 

宣教師が怒る 

・主はしばしば、クリスチャンが大成功したあとで試練に会うのを許されますが、なぜだと思いますか（4

章1～２節）。 

・神様に対してヨナをそこまで怒らせたものは、何だったのでしょうか（4章１～2節） 

・ヨナの激怒を「無理もない」と思いますか。理由も答えてください。 

・自分の怒りに対処するために、ヨナにはどんな方法がありましたか。いろいろ考えてください。 

・ヨナはこの章の中で2回、死んだほうがましだと願っていました（4章３、８節）。なぜ彼は死にたかっ

たのでしょうか。 

・ヨナは神様の質問に対してどう答えるべきだったのでしょうか（4節）。 
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・ヨナが落ち込んだ理由はただ心理的なことからだったかどうか考えてください。 

・この章は教職者、教会奉仕者の怒り（落ち込み）について何を語っていますか。 

・なぜヨナは国へ帰る代わりに街の外へ行ったのですか（5節）。 

 

 

 

ウリ科の植物 

・砂漠に座っている間、ヨナの状態を耐えがたいものにしたのは猛烈な暑さのほかに何か考えられますか。 

・この物語全体の中で一度だけ、6 節でヨナは喜びを感じるといっています。この事実からヨナについて

何が分かりますか。 

・6～7節で、ヨナに対する神様の扱いをどう思いますか。 

・主は二度ヨナに同じ質問を投げかけます。なぜですか。（4,9節） 

・砂漠に座っているヨナと、魚の腹の中にいたヨナを比較してください。どんな違いがありますか。 

・ヨナは、旧約聖書全体の中で異教徒に説教するために送られた唯一の宣教師です。どういう面で、ヨナ

はすべての宣教師のひな型でしょうか。 

 

適用 

・あなた自身の怒りについて 4章が言いたいことは何でしょうか。 

・主があなたをわざといじめていると感じたことが今までにあったなら、それはどんな時でしたか。 

・主が今までにそれであなたの気分を良くしようとしてくれた「ウリ科の植物」は何ですか。 

・もしも教職者や教会奉仕者が神様に対して怒っているなら、その人は何をしたほうがいいでしょうか。 

・私たちにとって4章にどのような慰めがありますか。 

 

ヨナ書の結論 

・最後の節は神様について私たちに何を教えてくれますか（10～11節）。 

・11節の「家畜」という言葉にはどのような意義がありますか。 

・神様がヨナに語った後、どうなったでしょうか。いろいろ考えてください。 

・イスラエル人が、ヨナのニネベへの旅について耳にしたら何と言ったでしょうか。ヤロブアム二世はど

うだったでしょうか。 

 

よき知らせ：ヨナ書は、異教徒への神様の恵で終わります。最後の節を見ると、神様がこの世にひとり子

を送りたいと思った理由が理解できます。 

アッシリア人が遅かれ早かれイスラエルを飲み込むだろうと恐れていた点で、ヨナは正解でした。ニネベ

のリバイバルは一世代にしか及びませんでした。745 年以降、アッシリア帝国は北イスラエルを少しずつ

征服していきました。皆既日食（722年）の40年後にはサマリアを破壊し、9部族を捕囚しました。彼ら

はそこから帰ることはありませんでした。 

しかし最終的にニネベにもまた審判の日が来ました。紀元前 612年、バビロニア人が街を占領して焼き払

ってしまったのです。ヨナの預言は 40日後には実現しませんでしたが、150年後に実現しました。何世紀

もの間、ニネベの場所は誰にも分かりませんでした。それは 1840年代になってはじめてモスル近郊の砂漠

の砂の下から発見されました。 

ニネベはとっくになくなっていますが、ヨナ書はまだ残っています。イエス様がおっしゃったとおりです。

「天地は滅びるが、わたしの言葉は決して滅びない。」（ルカによる福音書 21章33節） 

 

＊＊＊ 
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６、ヨナのしるし：神様はそのひとり子を送られた 

マタイによる福音書 12章 38～41節、16章１～４節 

 

背景：聖書の言葉では「しるし」には二つの意味があります。a）契約に属するもので神の民であること

を証明するもの、例えば安息日、割礼、洗礼など。ｂ）神様が力と権力を示される奇跡のこと。 

 

・みなさんの人生で神様からしるしをほしいと思ったときがあったとすれば、それはどんなときでしたか。 

・あなた自身の言葉で言ってください。この二つの短い話を通して、イエス様はパリサイ人に何を言おう

とされたのでしょうか。 

 

邪悪な姦淫世代 

・ヨナ書が歴史的事実かどうかについて、イエス様はどう思われていたでしょう（41節）。 

・ヨナの説教に対するニネベの人々の反応と、イエス様の説教に対するパリサイ人の反応とを比べてくだ

さい。なぜ違うのでしょうか。 

・イエス様の教えに対する日本人の反応は、ニネベの人々と、パリサイ人のどちらに似ていると思います

か。理由も言ってください。 

・パリサイ人たちはすでにイエス様が行った数々の奇跡を目にしたことがありました。なぜ彼らはもう一

度しるしを見たいと思ったのでしょうか（12章38節と16章1節）。 

・どんなしるしならイエス様は神様だとパリサイ人を確信させることができたでしょうか。 

・なぜ復活でさえも、イエス様は神様だとパリサイ人に確信させることができなかったのでしょうか。 

・どういう意味でイエス様はご自身のことを「ヨナにまさるもの」と呼んだのでしょうか。 

 

「しるし」 

・私たちの時代ではふつうどのような状況で人々はしるしを求めますか。どんな種類のしるしを求め、誰

から求めるでしょうか。 

・しるしに基づいて大きな決断をするのが危険であるのはなぜですか。 

・「ヨナのしるし」と、人々が信仰を強めるために獲得しようとするしるしには、どのような違いがありま

すか。 

・「ヨナのしるし」には神様の恵みがどのように含まれていますか。 

・今の人々は「ヨナのしるし」とどこで出会うことができるでしょうか。 

・ヨナの説教はニネベの人々にとってどういう点で、生きている神様のしるしになりましたか。 

・ヨナの海の底への旅は、どのような面でキリスト教会の洗礼のひな型ですか。ローマ人への手紙 6章 3

節～5節も参照してください。 

・なぜ聖餐式も「ヨナのしるし」だと言えますか。 

・繰り返します。なぜ聖書と洗礼と聖餐式は「ヨナのしるし」なのでしょうか。 

・なぜ私たちは信仰を強めるために「ヨナのしるし」以外の何ものをも求めてはいけないのでしょうか（16

章4節） 

・西洋諸国の最後の審判が、非キリスト教国のそれよりも厳しくなるのはなぜですか。 

・私たちはどのようにして、できるだけたくさんの人々にヨナのしるしと会わせるための手助けができま

すか。 

 

よき知らせ：キリスト教の洗礼にはイエス様の死と復活が含まれています（ローマ人への手紙 6章3節～

5節）。聖餐式もそうです。イエス様の死と復活は聖書全体の主要なテーマです。イエス様は神様だとどう

して分かるのですかと、もしあなたが聞くならば、答えは「ヨナのしるしを見なさい」です。「イエス様が

この私を愛しているかどうかがどうして分かりますか」と、もしあなたが聞くならば、答えは「ヨナのし

るしを見なさい」です。それこそが、たとえ他のどんなしるしがなくても、あなたの生と死にとってこの

ひとつで十分な理由なのです。 


