■シェバの女王がソロモンに会う

2Ch 9:1-8 シバの女王はソロモンの名声を聞いたので、難問をもってソロモンを試みようと、非常に多くの従者を連れ、香料と非常にたくさん
の金と宝石とをらくだに負わせて、エルサレムのソロモンのもとに来て、その心にあることをことごとく彼に告げた。ソロモンは彼女のすべての問に答え
た。ソロモンが知らないで彼女に説明のできないことは一つもなかった。シバの女王はソロモンの知恵と、彼が建てた家を見、またその食卓の食物
と、列座の家来たちと、その侍臣たちの伺候振りと彼らの服装、および彼の給仕たちとその服装、ならびに彼が主の宮でささげる燔祭を見て、
全く気を奪われてしまった。彼女は王に言った、「わたしが国であなたの事と、あなたの知恵について聞いたうわさは真実でした。しかしわたしは来て
目に見るまでは、そのうわさを信じませんでしたが、今見ると、あなたの知恵の大いなることはその半分もわたしに知らされませんでした。あなたはわ
たしの聞いたうわさにまさっています。あなたの奥方たちはさいわいです。常にあなたの前に立って、あなたの知恵を聞くこのあなたの家来たちはさい
わいです。あなたの神、主はほむべきかな。主はあなたを喜び、あなたをその位につかせ、あなたの神、主のために王とされました。あなたの神は
イスラエルを愛して、とこしえにこれを堅くするために、あなたをその王とされ、公道と正義を行われるのです」。
2Ch 9:9-11 そして彼女は金百二十タラント、および非常に多くの香料と宝石とを王に贈った。シバの女王がソロモンに贈ったような香料は、
いまだかつてなかった。オフルから金を携えて来たヒラムのしもべたちとソロモンのしもべたちはまた、びゃくだんの木と宝石をも携えて来た。王はそ
のびゃくだんの木で、主の宮と王の家とに階段を造り、また歌うたう者のために琴と立琴を造った。このようなものはかつてユダの地で見たことがな
かった。

■主は岩、万軍の主がともに

2Sm 22:1 ダビデは主がもろもろの敵の手とサウル
の手から、自分を救い出された日に、この歌の言葉を主
に向かって述べ、
2Sm 22:2 彼は言った、「主はわが岩、わが城、わ
たしを救う者、
2Sm 22:3 わが神、わが岩。わたしは彼に寄り頼
む。わが盾、わが救の角、わが高きやぐら、わが避け
所、わが救主。あなたはわたしを暴虐から救われる。
2Sm 22:4 わたしは、ほめまつるべき主に呼ばわっ
て、わたしの敵から救われる。
2Sm 22:50 それゆえ、主よ、わたしはもろもろの国民
の中で、あなたをたたえ、あなたの、み名をほめ歌うで
あろう。
2Sm 22:51 主はその王に大いなる勝利を与え、油
を注がれた者に、ダビデとその子孫とに、とこしえに、い
つくしみを施される」。

1

1

1

1

1

1

■シオンの要害、ダビデの町
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■ソロモンにまさる者

1Ch 11:3 ・・・サムエルによって語られた主
の言葉に従ってダビデに油を注ぎ、イスラエルの
王とした。
:4 ダビデとすべてのイスラエルはエルサレムへ
行った。エルサレムはすなわちエブスであって、そ
こにはその地の住民であるエブスびとがいた。
:5 エブスの住民はダビデに言った、「あなたは
ここにはいってはならない」。しかし、ダビデはシ
オンの要害を取った。これがすなわちダビデの町
である。
:9 こうしてダビデはますます大いなる者となっ
た。万軍の主が彼とともにおられたからである。

Mtt 6:29 しかし、あなたがたに言うが、
栄華をきわめた時のソロモンでさえ、この花の
一つほどにも着飾ってはいなかった。
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■ダビデの幕屋での賛美と感謝
「主は王である」

■御子について（直接引用）

■黙示録の子羊の歌

Rev 15:3-4 彼らは、神の僕モーセの歌と
小羊の歌とを歌って言った、「全能者にして主なる
神よ。あなたのみわざは、大いなる、また驚くべ
きものであります。万民の王よ、あなたの道は正
しく、かつ真実であります。
主よ、あなたをおそれず、御名をほめたたえな
い者が、ありましょうか。あなただけが聖なるか
たであり、あらゆる国民はきて、あなたを伏し拝
むでしょう。あなたの正しいさばきが、あらわれる
に至ったからであります」。

Mtt 12:38 そのとき、律法学者、パリサ
イ人のうちのある人々がイエスにむかって言っ
た、「先生、わたしたちはあなたから、しるしを
見せていただきとうございます」。
Mtt 12:42 南の女王が、今の時代の
人々と共にさばきの場に立って、彼らを罪に定
めるであろう。なぜなら、彼女はソロモンの知
恵を聞くために地の果から、はるばるきたから
である。しかし見よ、ソロモンにまさる者がここ
にいる。
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Hbr 1:8 御子については、「神よ、あなた
の御座は、世々限りなく続き、あなたの支配
のつえは、公平のつえである。
Hbr 1:9 あなたは義を愛し、不法を憎まれ
た。それゆえに、神、あなたの神は、喜びの
あぶらを、あなたの友に注ぐよりも多く、あな
たに注がれた」と言い、
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1Ch 16:4 ダビデはまたレビびとのうち
から主の箱の前に仕える者を立てて、イス
ラエルの神、主をあがめ、感謝し、ほめ
たたえさせた。
1Ch 16:8 主に感謝し、そのみ名を
呼び、そのみわざをもろもろの民の中に知
らせよ。
1Ch 16:9 主にむかって歌え、主をほ
め歌え。そのもろもろのくすしきみわざを語
れ。
1Ch 16:16 アブラハムと結ばれた契
約、イサクに誓われた約束である。
1Ch 16:25 主は大いなるかたにいま
して、いとほめたたうべき者、もろもろの神
にまさって、恐るべき者だからである。
1Ch 16:31 天は喜び、地はたのし
み、もろもろの国民の中に言え、「主は王
であられる」と。
Psa 96:10 もろもろの国民の中に言
え、「主は王となられた。世界は堅く立っ
て、動かされることはない。主は公平をも
ってもろもろの民をさばかれる」と。

■聖なる都、新しいエルサレム

Rev 21:1 わたしはまた、新しい天と新しい地とを見た。先の天と
地とは消え去り、海もなくなってしまった。
Rev 21:2 また、聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために着
飾った花嫁のように用意をととのえて、神のもとを出て、天から下って来
るのを見た。
Rev 22:1 御使はまた、水晶のように輝いているいのちの水の川
をわたしに見せてくれた。この川は、神と小羊との御座から出て、
Rev 22:2 都の大通りの中央を流れている。川の両側にはいのち
の木があって、十二種の実を結び、その実は毎月みのり、その木の葉
は諸国民をいやす。
Rev 22:17 御霊も花嫁も共に言った、「きたりませ」。また、聞く
者も「きたりませ」と言いなさい。かわいている者はここに来るがよい。
いのちの水がほしい者は、価なしにそれを受けるがよい。
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■地の商人たちの滅び

Rev 18:10-13 彼女の苦しみに恐れをい
だき、遠くに立って言うであろう、『ああ、わざ
わいだ、大いなる都、不落の都、バビロンは、
わざわいだ。おまえに対するさばきは、一瞬
にしてきた』。また、地の商人たちも彼女のた
めに泣き悲しむ。もはや、彼らの商品を買う者
が、ひとりもないからである。その商品は、
金、銀、宝石、真珠、麻布、紫布、絹、緋
布、各種の香木、各種の象牙細工、高価な木
材、銅、鉄、大理石などの器、肉桂、香
料、香、におい油、乳香、ぶどう酒、オリブ
油、麦粉、麦、牛、羊、馬、車、奴隷、そして
人身などである。

■シオンの山、生ける神の都

Hbr 12:22-24 しかしあなたがたが近づい
ているのは、シオンの山、生ける神の都、天にある
エルサレム、無数の天使の祝会、
天に登録されている長子たちの教会、万民の審判
者なる神、全うされた義人の霊、
新しい契約の仲保者イエス、ならびに、アベルの
血よりも力強く語るそそがれた血である。

■ハレルヤ！王となった

Rev 19:6 わたしはまた、大群衆の声、多くの
水の音、また激しい雷鳴のようなものを聞い
た。それはこう言った、「ハレルヤ、全能者にして
主なるわれらの神は、王なる支配者であられる。
:7 わたしたちは喜び楽しみ、神をあがめまつろ
う。小羊の婚姻の時がきて、花嫁はその用意を
したからである。
（Rev 14:2 ・・・その声は、琴をひく人が立
琴をひく音のようでもあった。）

■喜びの中を契約の箱が上る

1Ch 13:6 そしてダビデとすべてのイスラエルはバアラすなわちユ
ダのキリアテ・ヤリムに上り、ケルビムの上に座しておられる主の名を
もって呼ばれている神の箱をそこからかき上ろうと、
1Ch 13:8 ダビデおよびすべてのイスラエルは歌と琴と立琴と、
手鼓と、シンバルと、ラッパをもって、力をきわめて神の前に踊った。
1Ch 15:16 ダビデはまたレビびとの長たちに、その兄弟たちを選
んで歌うたう者となし、立琴と琴とシンバルなどの楽器を打ちはや
し、喜びの声をあげることを命じた。
1Ch 15:28 こうしてイスラエルは皆、声をあげ、角笛を吹きなら
し、ラッパと、シンバルと、立琴と琴をもって打ちはやして主の契約の
箱をかき上った。

■ダビデ王朝の約束（ナタンの預言）

2Sm 7:1 さて、王が自分の家に住み、また主が周囲の敵をこと
ごとく打ち退けて彼に安息を賜わった時、
1Ch 17:4 「行ってわたしのしもべダビデに告げよ、『主はこう言
われる、わたしの住む家を建ててはならない。
:5 わたしはイスラエルを導き上った日から今日まで、家に住まわず、
天幕から天幕に、幕屋から幕屋に移ったのである。
:6 わたしがすべてのイスラエルと共に歩んだすべての所で、わたし
の民を牧することを命じたイスラエルのさばきづかさのひとりに、ひと
言でも、「どうしてあなたがたは、わたしのために香柏の家を建てな
いのか」と言ったことがあるだろうか』と。
:7 それゆえ今あなたは、わたしのしもべダビデにこう言いなさい、
『万軍の主はこう仰せられる、「わたしはあなたを牧場から、羊に従
っている所から取って、わたしの民イスラエルの君とし、
:8 あなたがどこへ行くにもあなたと共におり、あなたのすべての
敵をあなたの前から断ち去った。わたしはまた地の上の大いなる者
の名のような名をあなたに得させよう。
:9 そしてわたしはわが民イスラエルのために一つの所を定めて、彼
らを植えつけ、彼らを自分の所に住ませ、重ねて動くことのないよう
にしよう。
:10 また前のように、すなわちわたしがわが民イスラエルの上にさ
ばきづかさを立てた時からこのかたのように、悪い人が重ねてこれを
荒すことはないであろう。わたしはまたあなたのもろもろの敵を征服
する。かつわたしは主があなたのために家を建てられることを告げる。
:11 あなたの日が満ち、あなたの先祖たちの所へ行かねばなら
ぬとき、わたしはあなたの子、すなわちあなたの子らのひとりを、あな
たのあとに立てて、その王国を堅くする。
:12 彼はわたしのために家を建てるであろう。わたしは長く彼の位
を堅くする。
:13 わたしは彼の父となり、彼はわたしの子となる。わたしは、わ
たしのいつくしみを、あなたのさきにあった者から取り去ったように、
彼からは取り去らない。
:14 かえって、わたしは彼を長くわたしの家に、わたしの王国にすえ
おく。彼の位はとこしえに堅く立つであろう』」。

■大いなる国民、大いなる名

Gen 12:1 時に主はアブラムに言われた、
「あなたは国を出て、親族に別れ、父の家を
離れ、わたしが示す地に行きなさい。
Gen 12:2 わたしはあなたを大いなる国民
とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよ
う。あなたは祝福の基となるであろう。

