
God of second chances 

Jonah 3:1-2 

もう一度の神様 

ヨナ 3:1-2 

Setting: 

A. Jonah’s first mistake 

Jonah 1:1-15 

 The reason for Jonah’s mistake 

o Could not completely trust God 

o Was confused with own idea 

o Fear of failure 

 Conclusion: Went to the way he thought was right 

ignoring what God was leading 

B. God who gives us second chances… 

 Would not let our mistake as a mistake 

 What types of mistake have you experienced in the 

past? 

o To people 

o To yourself 

o Missing God’s guidance 

 Though a mistake or trouble has never happened  

Luke 15:11-24 

 The principle of what the Bible teaches when we 

experience a mistake = Proverbs 24:16 » How can 

we get up, again?   God 

C. Jonah’s story=God is always wanting to give 

us “another” chance 

 

聖句の背景:  

A. ヨナの一度目の失敗 

ヨナ 1:1-15 

 ヨナの失敗の原因 

o 神様を頼りきれなかった 

o 自分の勝手な考えに惑わされた 

o 失敗を恐れた 

 結論：神様の導きを無視し、自分が勝手に良しとした

道を歩んでしまった 

B. もう一度の神様は... 

 私たちの失敗を失敗で終わらされません 

 あなたは、人生でどのような失敗を経験してきましたか？ 

o 人に対して 

o 自分に対して 

o 神様からの導きを逃した 

 失敗、問題が無かったかのように ルカ 15:11-24 

 聖書が教える私たちが失敗を経験した時の法則＝箴言

24:16 » なぜ起き上がれるのか？ 神様 

C. ヨナの話＝神様は常に私たちに「もう一度」のチャ

ンスを与えようとしておられる 

 Application: 

Even when we make mistakes, God will give us a 

chance to make it right when we seek God’s help in 

prayer 

 Not only God forgives us but gives us a chance to 

make it right 

 The key is to pray and seek Him 

 Let’s trust God instead of trying to fix our mistakes 

on our own mistakes or troubles 

 There’s a meaning for our mistakes=every failure 

is a stepping stone to success 

聖句の適用方法:  

失敗しても神様に助けを祈り求める時に、神様は必ず失敗

を取り返すチャンスを与えてくださいます 

 神様は、ただ赦してくださるだけでなく、新しいチャンスを与

えてくださいます 

 鍵は祈り求める事です 

 自分で失敗や問題を解決したり直そう、とするのはやめて、

神様に委ねましょう 

 失敗にも意義がある=失敗は成功の基 

 Prayer: 

 As we seek Your help in prayer, help us to 

overcome our daily mistakes and failures  

 Lead us as we trust You instead of trying to 

fix our mistakes or troubles on our own 

いのり: 

 あなたに助け祈り求めて歩んでいきますので、日々の

私たちの失敗や問題を乗り越えれるように助けてくだ

さい 

 失敗や問題を自分で解決しようとしたりを直そうとする

のはやめて、あなたに委ねますので導いてください 


