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神は我らと共に 
パート６：イスラエルの不信仰と神の驚くばかりの愛 

紀元前 722年までの王と預言者たち 

第八メッセージ－重要なメッセージを運ぶマイナーな預言者 

ヨエル、アモス、オバデヤ、ヨナ 

 

 

 

 

 

はじめに 

 北のイスラエル１０部族と南のユダ 2 部族に、神であるヤ

ハウエへの献身的な信仰に帰ることを引き続き呼びかけるた

め、12 人のマイナーな預言者たちが上げられた。先代の預言

者、エリヤとエリシャも、ハナニとその息子、エフーの様

な、よりマイナーな預言者たちも、旧約聖書に本を記してい

ない。マイナーと描写しているのは、物語の長さに基づいて

る。メッセージは、全て神の御心から来たものであった。神

に選ばれた 12 部族に神と忠実な愛の関係に戻るよう呼びかけ

た。イスラエルの民は、神を代表し周囲の国々に神を示し、

全人類に神を知らせ、神の道を歩む機会を与える役割を担っ

ていた。しかし、彼らを取り巻く異国の習慣と信念に迷い、

バアルとアシェラの神を崇拝し続けるので、義であり聖であ

られる神の愛の内に懲罰を下された。神はまた、預言者たち

を用いて、直接周囲の国々に邪悪な信念と慣行を悔い改める

よう呼びかけ、ヤハウエを唯一であり、真の神であることを

信じるよう呼びかけた。 

 その預言者たちは、列王記第二１２章と歴代誌第二２５章

の後の時代に生きていた。列王記と歴代誌の歴史の記録に、預

言者のメッセージの重要性を理解するための背景が記されて

いる。殆どの預言者は、メッセージの冒頭で、伝道当時に統

治していた王の名を記している。 

 預言者には、主に二種類の役割があった：１）発言：明らか

にされた神のみ言に基づいて、人々に指示し、励ます。現在や

過去の罪、神の警告、そして人々が悔い改めずに我が道を貫

いた場合に下る裁きを扱う。発言する預言者として、今日の牧

師教師の様な機能をした。２）預言：将来の出来事に関する神

のみ言を明らかにする。その預言は、その時代の歴史的設定、

アッシリア人とバビロニア人の脅威的な侵略と捕虜、将来の救

世主の到来と救世主の最後の日と二度目の来臨、地球上での

救世主の千年王国の治世など、歴史上に起こる 4 つの出来事

を中心とした。興味深いことに、新約聖書のペテロは、預言

した出来事がいつどの様に成就するのか、預言者たちでさえ

疑問を投げかけていたと説明している（参照：ペテロ第一１：１０－

１２）。 

ヨエル書 

概要 

 ヨエル書は、以下の様にまとめられている。一般的に、最

初の 3 部は、ユダの現状を扱い、最後の 3 部は、神が全世界

を裁かれる遠い未来に向かっている。 

１．歴史的現状 

  イナゴの疫病（１：１－２：１１） 

  悔い改めの呼びかけ（２：１２－１７） 

  主の応答（２：１８－２７） 



２．来る神の裁の日 

  将来（２：２８－３２） 

  裁きの日（３：１－１７） 

  ユダの復元と高尚（３：１８－２１） 

 

概要 

 ヨエルは、ユダの南王国全体を破壊したイナゴの異常発生

の只中に、神からのメッセージをもって現れた。ヨエルは、

イナゴの大発生について、国を侵略するキャスト軍のごとく

描写している。 

 1:6 一つの国民がわたしの国に攻めのぼってきた。その勢い

は強く、その数は計られず、2:3 地はエデンの園のようである

が、その去った後は荒れ果てた野のようになる。これをのが

れうるものは一つもない。2:4 そのかたちは馬のかたちのよう

であり、その走ることは軍馬のようである。2:5 山の頂でとび

おどる音は、戦車のとどろくようである。また刈り株を焼く

火の炎の音のようであり、戦いの備えをした強い軍隊のよう

である。2:6 その前にもろもろの民はなやみ、すべての顔は色

を失う。2:7 彼らは勇士のように走り、兵士のように城壁によ

じ登る。彼らはおのおの自分の道を進んで行って、その道を

踏みはずさない。（ヨエル書 1－2 章から抜粋） 

 当時、殺虫剤の様なものは存在せず、それ程の広大な被害

は、国の経済に何年も破壊的影響を及ぼす可能性があった。

ヨエルの時代は、非常に悪い状況下にあり、神殿で通常の礼

拝の任務を担うために十分な穀物と油さえ不十分であった。

しかし、神ご自身がイナゴの大発生を起こされたということ

をヨエルを通して知らされた。自然の異常発生ではなかっ

た。神に選ばれた民の契約違反のために、神自らがお与えに

なった懲罰であった。 

 主はその軍勢の前で声をあげられる。その軍隊は非常に多

いからである。そのみ言をなし遂げる者は強い。主の日は大

いにして、はなはだ恐ろしいゆえ、だれがこれに耐えること

ができよう。（ヨエル書２：１１） 

 神が子に懲罰を与えられる物語は、聖書全体を通して繰り

返される。わが子よ、主の懲しめを軽んじてはならない、そ

の戒めをきらってはならない。主は、愛する者を、戒められ

るからである、あたかも父がその愛する子を戒めるように。

（箴言３：１１，１２、へブル人への手紙１２：５，６）神は

どの様に子を戒められるのでしょうか？私たちがしがみつい

ている事柄をイナゴに食い尽くさせられる。関係が崩れたり、

金銭的取引が降下したり、練った計画が崩れたり、健康が損

なわれたりする。あらゆる方法で神は働かれ、手放さなけれ

ばならない事柄をはぎ取られる。それでも、常に私たちを愛

の内に訓戒され、最終的に神の御子に似た者と変えて下さる。 

 訓戒の只中で、神は人々に悔い改めて、神に帰るよう呼び

かけておられる。しかし、悔い改めは、単なる反省の外部的

表示ではなく、もっと深いものでなければならない。 

 主は言われる、「今からでも、あなたがたは心をつくし、 

断食と嘆きと、悲しみとをもってわたしに帰れ。あなたがた

は衣服ではなく、心を裂け」。あなたがたの神、主に帰れ。 

主は恵みあり、あわれみあり、怒ることがおそく、いつくし

みが豊かで、災を思いかえされるからである。 

（ヨエル書２：１２，１３） 

 本来、神は、優しく慈悲深いお方である。ですから、たと

え訓戒の只中に置かれている時でさえ、私たちが神に帰るこ

とを待ち焦がれておられる。「衣服を裂く」ことは後悔の外

部表示である。「心を裂く」ことは、心の奥底から切実に悔

い改めることである。神には、真に悔い改める心の内をお見



通しである。ヨエルの時代も同様であった。人々は、イナゴ

の大発生によるダメージを受けたので、神殿に足を運ぶよう

になった。しかし、彼らは犯した罪のために心が砕かれてい

たわけではなかった。多少の宗教がイナゴを取り除くために

十分であるという希望から行動した。 

それでも、もし人々が心から悔い改めるなら、神は応えて下さ

る： 

 わたしがあなたがたに送った大軍、すなわち群がるいな

ご、とびいなご、滅ぼすいなご、かみ食らういなごの食った

年をわたしはあなたがたに償う。あなたがたは、じゅうぶん

食べて飽き、あなたがたに不思議なわざをなされたあなたが

たの神、主のみ名をほめたたえる。わが民は永遠にはずかし

められることがない。（ヨエル書２：２５、２６） 

 神が、あなたの注意を引こうとしておられる事柄はないでし

ょうか？あなたがしがみついておられる何かに、イナゴを送っ

ておられませんか？神は、私たちの益のために、訓戒を与えて

下さる。しかし、私たちは、その応答として、謙虚な心をもっ

て悔い改める必要がある。衣服ではなく、心を裂きましょう。 

＊＊注意：生まれたばかりの教会に聖霊様が降りた五旬節の

日、ヨエルの預言は、重要な役割を果たした。ペテロは、約

束された神の御霊の恵みが起こったと、ヨエル書２：２８－

３２の預言を指し示した（参照：使徒の働き２：１６－２１）。 

アモス書 

概要 

 アモスは羊飼いであり、また、イチジクの栽培もしていた。

ユダの南の田舎出身であったが、イスラエル国家に罪を認め

させるために、北の都市に行くよう召された。 

１．周囲の国々に対する神の神託（１：１－２：５） 

２．イスラエルに対する神の神託（２：６－７：９） 

３．歴史的介在期間：アモスとアマジヤ（７：１０－１７） 

４．来る裁きの幻視（８：１－９：１０） 

５．将来の希望の幻視（９：１１－１５） 

概要 

 アモスは、４１年にわたるヤロブアム二世の統治の間、北王

国の人々のために大いに繁栄していた時代に仕えた。それは

人々が贅沢にふけっていた時代であった。アモスのメッセー

ジは、この繁栄の時に生じた社会的不公平が中心であった。 

 2:6 これは彼らが正しい者を金のために売り、貧しい者をく

つ一足のために売るからである。2:7 彼らは弱い者の頭を地の

ちりに踏みつけ、苦しむ者の道をまげ、また父子ともにひと

りの女のところへ行って、わが聖なる名を汚す。4:1 あなたが

たはサマリヤの山におり、弱い者をしえたげ、貧しい者を圧

迫し、またその主人に向かって、『持ってきて、わたしたち

に飲ませよ』と言う。5:12 あなたがたは正しい者をしえた

げ、まいないを取り、門で貧しい者を退ける。6:4 わざわいな

るかな、みずから象牙の寝台に伏し、長いすの上に身を伸ば

し、群れのうちから小羊を取り、牛舎のうちから子牛を取っ

て食べ、6:5 琴の音に合わせて歌い騒ぎ、ダビデのように楽器

を造り出し、6:6 鉢をもって酒を飲み、いとも尊い油を身にぬ

り、ヨセフの破滅を悲しまない者たちよ。8:5 あなたがたは言

う、「新月はいつ過ぎ去るだろう、そうしたら、われわれは

穀物を売ろう。安息日はいつ過ぎ去るだろう、そうしたら、

われわれは麦を売り出そう。われわれはエパを小さくし、シ

ケルを大きくし、偽りのはかりをもって欺き、8:6 乏しい者を

金で買い、貧しい者をくつ一足で買いとり、また、くず麦を



売ろう」。8:4 あなたがた、貧しい者を踏みつけ、また国の乏

しい者を滅ぼす者よ、（アモス書 1－8 より抜粋） 

 彼らは豊かで、セレブの様な生活様式を生きていたが、神

が豊かさをお与えになり、貪欲ではなく、寛大になって下さ

っていたことを忘れていた。神は、より大きな家を建てるの

ではなく、社会で恵まれていない人たちを祝福するために、

彼らを豊かに祝福して下さっていた。神は、アモスを通し

て、警告された後、次の様に訴えられた： 

 わたしはまた冬の家と夏の家とを撃つ、象牙の家は滅び、

大いなる家は消えうせる」と主は言われる。 

（アモス書３：１５） 

 あなたがたは貧しい者を踏みつけ、彼から麦の贈り物をと

るゆえ、あなたがたは切り石の家を建てても、その中に住む

ことはできない。美しいぶどう畑を作っても、その酒を飲む

ことはできない。（アモス書５：１１） 

 神の民への警告：もし、あなたが贅沢を楽しみ、貧しい

人々を虐げ続けれるなら、すべてを取り去る。あなた方は所

有者ではなく、わたしがあなたに与えた富のための管理人で

ある。貧困にある人々と分かち合わないなら、それらを全て

取り去る。さらに、神は訴えられる： 

 わたしはあなたがたの祭を憎み、かつ卑しめる。わたしは

また、あなたがたの聖会を喜ばない。たといあなたがたは燔

祭や素祭をささげても、わたしはこれを受けいれない。あな

たがたの肥えた獣の酬恩祭はわたしはこれを顧みない。あな

たがたの歌の騒がしい音をわたしの前から断て。あなたがた

の琴の音は、わたしはこれを聞かない。公道を水のように、

正義をつきない川のように流れさせよ。（アモス書５：２１－２４） 

 神は言われた：見せかけの宗教でなく、心が伴う行動を望

む。宗教的祭りでなく、正義を望む。あなたがたの献金は受

け取らない…あなた方の賛美も…あなた方の儀式も受け入れ

ない。しかし、社会的正義と傷ついている人々の正しい対処

を受け入れる。 

 神は社会的正義を重要視される。私たちにとっても重要で

なければならない。アモスの言葉：「公道を水のように、正

義をつきない川のように流れさせよ。」は、マーチン・ルー

サー・キング・ジュニアによる「わたしには夢がある」人種

平等と差別の終焉を呼びかけたアメリカの市民権運動の演説

の中核であった。社会的正義は、今日においても、社会にお

いて重要な問題であり続けている。使徒ヨハネは、次の様に

言っている：世の富を持っていながら、兄弟が困っているの

を見て、あわれみの心を閉じる者には、どうして神の愛が、

彼のうちにあろうか。子たちよ。わたしたちは言葉や口先だ

けで愛するのではなく、行いと真実とをもって愛し合おうで

はないか（第一ヨハネ３：１７，１８）。あなたの心は、虐げられて

いる人々のために神の心を反映していますか？社会正義の問

題は、神の心に負担を与えている様に、あなたの心にも負担

を与えていますか？ 

オバデヤ書 

概要 

  オバデヤ書は、２１節から成る短い書物であるが、イスラ

エルの南の隣人である、エドム人へのメッセージの明確な概

要が読み取れる。 

１．エドムが謙虚になる（１－９節） 

２．エドムに対する神の訴え（１０－１４節） 

３．イスラエルの弁明と復活（１５－２１節） 



概要 

 オバデヤは、イスラエルの南の隣人のエドムに預言した。エド

ム人は、ヤコブの兄弟であり、ライバルであったエサウの子孫で

ある（参照:創世記２５－２７）。ヤコブとエサウ間の論争は、引き続

き、イスラエル人とエドム人との間の歴史的競争の中で繰り広げ

られていた。（今日のイスラエルとパレスチナの紛争に非常に似ている。）オバ

デヤは、イスラエルが外国の力に圧迫されていた時代のイスラエ

ルに対する残虐行為のためエドムを非難した。 

 あなたはその兄弟ヤコブに暴虐を行ったので、恥はあなたをお

おい、あなたは永遠に断たれる。あなたが離れて立っていた日、

すなわち異邦人がその財宝を持ち去り、外国人がその門におし入

り、エルサレムをくじ引きにした日、あなたも彼らのひとりのよ

うであった。しかしあなたは自分の兄弟の日、すなわちその災の

日をながめていてはならなかった。あなたはユダの人々の滅びの

日に、これを喜んではならず、その悩みの日に誇ってはならなか

った。（オバデヤ書１：１０－１２） 

 エドム人は、イスラエルの不幸を楽しんだけでなく、イスラエ

ルの敵と協力し、イスラエルに苦痛をもたらした。「あなたも彼

らの一人の様であった。」（すなわち、イスラエルの残酷な抑圧者） 

 預言者オバデヤを通して、神は残酷な罪よりも、更に深い事柄

を指摘された。 

 岩のはざまにおり、高い所に住む者よ、あなたの心の高ぶり

は、あなたを欺いた。あなたは心のうちに言う、「だれがわたし

を地に引き下らせる事ができるか」。たといあなたは、わしのよ

うに高くあがり、星の間に巣を設けても、わたしはそこからあな

たを引きおろすと主は言われる。（オバデヤ書１：３－６） 

 エドム人は、賢く誇り高い人々であり、世を見下ろせる山の頂

上に、建物の前部を山に刻んだ。彼らは洞窟を家や城や寺院に変

え、これまでにない最強の都市を建設したと信じ誇った。 

 

 誇りは、神の心を打ち砕く。箴言にある様に：高ぶりは滅びに

さきだち、誇る心は倒れにさきだつ（箴言１６：１８）。実際、エド

ム人は、アッシリア人と他の外国の勢力によって、征服させられ

た。イエスが来る直前の数世紀の間、エドム人は、ユダヤ人に服

従していた。イエスの誕生までの４０年間にわたり支配したユダ

ヤの王、ヘロデもエドム人であった！ 

 オバデヤのメッセージは、いかなる誇り、傲慢、悪意ある快楽

の痕跡も常に警戒する必要がある。神は常に私たち自らの誇りの

要塞から引きずり落とされる。あなたの生活の中でいかなる誇り

の痕跡について、聖霊様が語り掛けておられる部分はないでしょ

うか？誇る心を悔い改めることは、良いことである。誇る心との

葛藤について、誰かに打ち明け、指摘してもらうことは更に良い

ことである。神は高ぶる者をしりぞけ、へりくだる者に恵みを賜

う（ヤコブ４：５、ペテロ第一５：５） 

 

ヨナ書 

概要 

 ヨナ書は、預言者のメッセージ集というより、預言者たち

の人生の歴史的物語である。物語は継続的であるが、主に４

つの部分に分けられる： 



１．神の命令とヨナの逃避（１章） 

２．ヨナの祈りと救い（２章） 

３．神の新たな召しと二ネべの悔い改め（３章） 

４．ヨナの不平と神の応答（４章） 

概要 

 アモスと同様に、ヨナも４１年間にわたるイスラエルの王、

ヤロブアム二世の統治の間に仕えた預言者である。（注意：列王記

１４：２５のヨナへの言及に注意。）しかし、ヨナの大きな遺産は、イ

スラエルへの言葉とは無関係で、アッシリア帝国の首都ニネ

ベに赴き神のメッセージを運ぶことを拒否したことにある。

神は、ヨナに二ネべ行き、人々に罪の悔い改めをしなければ

破壊されると伝える様にと言われた。 

 しかしヨナは主の前を離れてタルシシへのがれようと、立

ってヨッパに下って行った。ところがちょうど、タルシシへ

行く船があったので、船賃を払い、主の前を離れて、人々と

共にタルシシへ行こうと船に乗った。（ヨナ書１：３） 

 

 ヨナは、５５０マイル東へ陸を行くよう召されたところ、

２５００マイル西へ船で逃げた。なぜヨナは反対方向へ逃げ

たのでしょうか？それは、神が全民族に情け深く、慈悲深く

あられることを知っており、邪悪なアッシリア人は、神の慈

悲の希望も受けるに値しないと思っていたからである。神の

慈悲ではなく、裁きが下るべきであると思っていた。そこで

ヨナは、彼らのために神のメッセンジャーになる事を拒否し

た。ヨナは、神の情け深い目を通して物事を見ることを拒ん

だ。神には、航海中の大嵐でヨナが死ぬことをお許しになり、

ヨナが拒否した仕事を快く引き受ける預言者を見つけること

が出来た。その代りに、巨大な魚の胃袋の中で三日間、ヨナ

に考え直す時間をお与えになった。神は、しもべの使命のみ

ならず、心の内にも関心を持っておられることが解る。神は、

ヨナを悔い改めに導き、更に二ネべの人々を悔い改めに導く

ために整えられた。 

 そして、ヨナに二度目のチャンスを与えられた。巨大魚は、

ヨナを浜辺に吐き出した。その時、神はヨナに大都市二ネべ

に行って、人々を悔い改めを呼びかける様、再び委託された。 

 そこでニネベの人々は神を信じ、断食をふれ、大きい者か

ら小さい者まで荒布を着た。（ヨナ書３：５） 

 都市全体が神に帰り、神の慈悲を求めた！二ネべの人々の

心は整えられ救われたのです！その事実は、ヨナの心を喜ば

せるべきであったが、逆にヨナを激怒させた。 

 ところがヨナはこれを非常に不快として、激しく怒り、主

に祈って言った、「主よ、わたしがなお国におりました時、

この事を申したではありませんか。それでこそわたしは、急

いでタルシシにのがれようとしたのです。なぜなら、わたし

はあなたが恵み深い神、あわれみあり、怒ることおそく、い

つくしみ豊かで、災を思いかえされることを、知っていたか



らです。それで主よ、どうぞ今わたしの命をとってくださ

い。わたしにとっては、生きるよりも死ぬ方がましだからで

す」。（ヨナ書４：１－３） 

 ヨナには、神のあらゆる人々への慈悲が理解出来なかった。

深く心が乱された。ヨナは、二ネべの町から出て、もしかした

ら、神が考えを変えられて、二ネべを滅ぼされるのではないか

と期待した。ヨナの注意を引くために、揺れ動く心と葛藤す

るヨナのために、神は植物を成長させ、日陰を提供された。

ヨナは、その植物をたいそう気に入った！それから、神は、

ミミズにその植物を破壊することをお許しになったので、ヨナ

はたいそう悲しんだ。神はヨナに、その植物の死について悲

しむ正当な理由があるかと尋ねられ、確かに動揺する理由が

あると応えた。それから、神は、次の様に締めくくられた： 

 主は言われた、「あなたは労せず、育てず、一夜に生じ

て、一夜に滅びたこのとうごまをさえ、惜しんでいる。まし

てわたしは十二万あまりの、右左をわきまえない人々と、あ

またの家畜とのいるこの大きな町ニネベを、惜しまないでい

られようか」。（ヨナ書４：１０，１１） 

 信者から受ける第１位の印象は、愛ではなく、裁きであるこ

とが最近の数千人の未信者対象のアンケートの結果、明らか

にされた。哀れみでなく、非難であるということである。私た

ちの使命に問題があるということである。私たちの心は、正確

に神の心を反映出来ていないということである。あなたの心

には、世に対する神の哀れみを反映しているでしょうか？あ

る類の人々に対して、神の愛を表すことを拒否しておられる

様なことはありませんか？キリストの体はこの世に存在しな

い。しかし、あなたの体がキリストの体である。あなたの手

がキリストの手であり、足がキリストの足である。目が、世界

に対するキリストの思いやりを向けるべき目であり、キリス

トの良い働きのために、あなたの足をお用いになられ、手は、

正に、私たちを祝福する手である。－アビラの聖テレサ 

 

討論のための質問 

 ４人のマイナーな預言者たちは、私たちの人生で熟考する

べき重要なメッセージを投げかけている。 

１．ヨエル－あなたの生活の中で手放せない何かを神がイナ

ゴを用いて食い尽くさせようとしておられる事柄は無いでし

ょうか？「イナゴの大発生」をあなたの父なる神の愛の戒め

と認識することが出来ますか？そのことについて、神に帰り

悔い改められたでしょうか？ 

２．アモス－社会の不公正が神の心を壊す様に、あなたの心

を壊しますか？個人的に関与する必要があると感じる社会的

不公正はありますか？富と繁栄を恵まれない人たちのために

用いておられますか？ 

３．オバデヤ－何らかの形で誇りの罪が忍び込んだことはあ

りませんか？無敵の感覚を発達されていませんか？さらに深

い神への依存を養う必要はありますか？神は誇る者を阻まれ

るが、謙虚な者を恵まれる。 

４．ヨナ－神から遠いところにおられる人々への配慮を持っ

ておられるでしょうか？誰にでも神があなたに送られる人の

ために、神の愛を伝える大使となる意志がありますか？ 


