


Lesson 2 - Sons and Daughters 
At His Table 

 
レッスン２ 

主の食卓につく息子たち､娘たち 
 



 

あなたがたは、わたしが種々の試練に
遭ったとき、絶えずわたしと一緒に踏み
とどまってくれた。だから、わたしの父
がわたしに支配権をゆだねてくださった
ように、わたしもあなたがたにそれをゆ
だねる。あなたがたは、わたしの国でわ
たしの食事の席に着いて飲み食いを共に
し、王座に座ってイスラエルの十二部族
を治めることになる。(ルカ22:28-30) 

 
 



 

上記の聖句において 

  イエスが話した2つのこと 

 

◇12人が主の食卓で食事をすること 

 

◇12人が王座に座って、イスラエルの  

 12部族を裁くこと 
 

 



What does “eat at the king’s table” mean?  
“王の食卓につく”とは、どのような意味
でしょうか。 
 
It comes from the Old Testament.  
それは旧約聖書に由来します。 
 
• 第Ⅰサムエル２０:２９b 
• 第Ⅱサムエル９:７、９、１１ 
• 第Ⅱサムエル１９:２８ 
• 第Ⅰ列王記２:７、４:２７、１８:１９ 



Ⅰサムエル20:29b 

御厚意で、出て行かせてくだされば、兄に会えます』と言っていました。それでダビ
デは王の食事にあずかっておりません。 

  

Ⅱサムエル9:7,9,11 

「恐れることはない。あなたの父ヨナタンのために、わたしはあなたに忠実を尽くそ
う。祖父サウルの地所はすべて返す。あなたはいつもわたしの食卓で食事をす
るように」とダビデが言うと、 

 

王は、サウルの従者であったツィバを呼んで言った。「サウルとその家の所有で
あったものはすべてお前の主人の子息に与えることにした。 

 

ツィバは王に答えた。「私の主君、王が僕にお命じになりましたことはすべて、僕
が間違いなく実行いたします。」メフィボシェトは王子の一人のように、ダビデの食
卓で食事をした。 



Ⅱサムエル19:29(English 19:28) 

父の家の者は皆、主君、王にとって死に値する者ばかり
ですのに、この僕を王の食卓に並ばせてくださったのです。
この上、どのような権利があって王に助けを求めることがで
きましょうか。」 

  

Ⅰ列王記2:7 

ただし、ギレアド人バルジライの息子たちには慈しみ深くし、
あなたの食卓に連なる者とせよ。彼らは、わたしがあなたの
兄アブサロムを避けて逃げたとき、助けてくれたからである。 



Ⅰ列王記5:7(English 4:27)  

知事たちは、ソロモン王とソロモン王の食卓に連なるすべて
の人々のために、それぞれ1か月分の食糧を調達し、何の不
足もないようにした。 

 

Ⅰ列王記18:19 

今イスラエルのすべての人々を、イゼベルの食卓に着く四
百五十人のバアルの預言者、四百人のアシェラの預言者
と共に、カルメル山に集め、わたしの前に出そろうように使い
を送っていただきたい。」 

 



“王の食卓につく”とは 

It means to be accorded a place of honor 
within the king’s house such as the 
king’s sons have.  
 

その意味するところは、王の宮殿において、
王の息子たちが持つような、名誉を与えられ
るということです。 

 

 



Do you see yourself as a son, invited to his 
table or as a guest, servant, a worker? He is 
treating us as sons. Let’s see Him in this light 
most of the times. 
 

あなたは自分自身を主の食卓に招かれる 息子
のように思えているでしょうか。もしくは、客、僕、使
用人のように見ているでしょうか。主は私たちのこと
を、まさに息子のように扱ってくれます。この視点を
持って、主を見てみましょう。 

 



What does it mean to judge the tribes of 
Israel?  
イスラエルの部族を裁くとはどのような意味でしょうか。 
 
• Exodus 18:22  出エジプト１８：２２ 
• 2 Samuel 15:4. Ⅱサムエル１５：４ 
 
 It means making decisions as judges for 
God’s people about what is right, and this 
include the king’ sons. 
それは審判者として神の民のために正当な決断を
下すこと意味します。この審判者の中には、王の息
子たちも含まれます。 
 
 
 



出エジプト記18:22 

平素は彼らに民を裁かせ、大きな事件があった
ときだけ、あなたのもとに持って来させる。小さな
事件は彼ら自身で裁かせ、あなたの負担を軽く
し、あなたと共に彼らに分担させなさい。 

  

2サムエル15:4 

アブサロムは、こうも言った。「わたしがこの地の
裁き人であれば、争い事や申し立てのある者を
皆、正当に裁いてやれるのに。」 



This is a position of honor, to eat at His table, comes 
with a responsibility - to help people make good and 
wise decisions about their lives. 
主の食卓につくことは名誉なことですが、同時に責
任が伴うものです。それは、他の人が賢く善い決断が
できるよう助けるという責任です。 
 
So how do we see our partnership with the Lord. Do 
we see him as a Potter, A Manager, King, a Shepherd, 
The Vine?  
私たちは、神様との関係をどのように見ているでしょうか。
陶工、管理者、王様、羊飼い、またはぶどうの木とし
て見ているでしょうか。 



 
Metaphors of Our Relationship with Our 

Lord Jesus 
主イエスと私たちの関係性を示す比喩 

 1) Potter and Clay (Romans 9:21; Isaiah 41:25) 
2) Farmer and Seeds (Luke 8:1-15; Matthew 13:1-9) 
3) A Woman and her Coin (Luke 15:8-10) 
 

1)陶工と粘土(ローマ9:21 ，イザヤ41:25) 

2)種を蒔く人と蒔かれた種(ルカ8:1-15 ,マタイ13:1-
9) 

3)女性と無くした銀貨(ルカ15:8-10) 

 



4) Fisherman and Fish (Matthew 13:47-50) 
5) Tree and Branches (John 15:1-4) 
6) Shepherd and Sheep (Luke 15:1-7; 

Matthew 18:10-14; John 10:1-18) 
 
4)漁師と魚(マタイ13:47-50) 

5)木と枝(ヨハネ15:1-4) 

6)羊飼いと羊(ルカ15:1-7,マタイ18:10-14, 

ヨハネ10:1-18) 

 



7) King and Subjects (Matthew 22:31-46)  
8) Judge and Common Man/Women (Luke 

18:1-8) 
9) Manager and Servants (Luke 14:15-24; 

Luke 17:7-10) 
 
7)王と家来(マタイ22:31-46) 

8)裁き手とその民(ルカ18:1-8) 

9)主人と僕(ルカ14:15-24 ，ルカ17:7-10) 

 
 
 



10) Friends (John 15:13-14) 
11) Father and Son/Daughter (Luke 15:11-32; 

Romans 8:15-17) 
12) Husband and Wife (who are in love; 

Ephesians 5:32; Revelations 22:17) 
 
10)友(ヨハネ15:13-14) 

11)父親と息子/娘(ルカ15:11-32,ローマ8:15-17) 

12)(愛し合う)夫と妻(エフェソ5:32，黙示録22:17) 

 



 
The most supreme metaphors are the ones 
where we see the Lord as a faithful friend, 
father-son/daughter and husband and wife 
(who are in love).  
 
最も優れた比喩は、私たちが主を、 

・忠実な友 

・父と息子/娘 

・(愛し合う)夫と妻 

と見ることでしょう。 
 
 



We live listening to the wrong voices in  our 
heads… 
I am what I do 
I am what I have 
I am what other people say about me 
I am how I respond 
I am what I receive 



• If these voices dominate your thinking 
then you will sink into depression at some 
point. 



We live listening to the right voices in  our 
heads… 
I am loved 
I am the beloved 
I am His 



• If these voices dominate your thinking 
then you will be able to go through 
rejection, brokenness and pain in a 
healthy way.  

• God has loved you before your parents, 
teachers, friends. 



Metaphors of Our Relationship with 
Our Lord Jesus 

1) Potter and Clay (Romans 9:21; Isaiah 
41:25)I am how I respond 

2) Farmer and Seeds (Luke 8:1-15; Matthew 
13:1-9)I am what I do 

3) A Woman and her Coin (Luke 15:8-10)I 
am what I have 

4) Fisherman and Fish (Matthew 13:47-50)I 
am what I have 



5) Tree and Branches (John 15:1-4)I am 
what I do 

6) Shepherd and Sheep (Luke 15:1-7; 
Matthew 18:10-14; John 10:1-18)I am what I 
receive 

 



7) King and Subjects (Matthew 22:31-46)I 
am what others say about me  

8) Judge and Common Man/Women (Luke 
18:1-8) I am what I receive/I am what I 
have 

9) Manager and Servants (Luke 14:15-24; 
Luke 17:7-10)I am what I do/I am what 
others say about me 



10) Friends (John 15:13-14)I am loved 
11) Father and Son/Daughter (Luke 15:11-32; 

Romans 8:15-17)I am the beloved/I am 
His 

12) Husband and Wife (who are in love; 
Ephesians 5:32; Revelations 22:17)I am 
beloved/I am His 



What voice did Jesus hear from the start? 
 
Luke 3: 21-22 
1 When all the people were being baptized, 
Jesus was baptized too. And as he was 
praying, heaven was opened 22 and the Holy 
Spirit descended on him in bodily form like a 
dove. And a voice came from heaven: “You 
are my Son, whom I love; with you I am well 
pleased.” 



Luke 9:34-35 
34 While he was speaking, a cloud appeared 
and covered them, and they were afraid as 
they entered the cloud. 35 A voice came 
from the cloud, saying, “This is my Son, 
whom I have chosen; listen to him.” 



Go through questions given at the end of the lesson 
and discuss them in your respective small groups. 

レッスンの最後に記載されている質問について深く
考えてください。 

この内容を小グループの兄弟姉妹たちと話し合っ
てください。 
 
Goal - Make healthy decisions to take your spirituality 
higher and conform to the values and tea 
ching of our Lord. 

目標：自分の霊的な健康度を上げるために、健
全な決心をしましょう。 

主の教えと価値観に沿った生き方をしましょう。 
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