






 「御名を呼び求める人」（9:14）

 「この道に従う者/この道の者」
（2節）

 「弟子」（10節）

 「聖徒/聖なる者」（13節）

＝「礼拝する者」 創世記4:26



 “all who call on your name” （9:14）

 “the Way” （v. 2）

 “disciples” （v. 10）

 “saints”（v. 13）

= “worshippers” Genesis 4:26



「主の名を呼び求める者は皆、
救われる。」(使徒2:21)

「めいめい、イエス・キリストの名によって
バプテスマを受け、罪を赦していただき

なさい。」（使徒2:38）

 「御名を呼び求める人」（9:14）

「さあ、何をためらっているのです。立ち上がり
なさい。その方の名を呼び求め、パプテスマを
受けて罪を洗い清めなさい。」（使徒22:16）



“Everyone who calls upon the name of 
the Lord shall be saved.” (Acts 2:21)

“Repent and be baptized every one of 
you in the name of Jesus Christ for the 

forgiveness of your sins.” (Acts 2:38)

“And now why do you wait? Rise and 
be baptized and wash away your 

sins, calling on his name.” (Acts 22:16)

 “all who call on your name” （9:14）



「主よ、私は、その男がエルサレムで、あなたの
聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか、
大勢の人から聞きました。ここでも、御名を呼び
求める人をすべて縛り上げる権限を、祭司長か

ら受けています。」（13～14節）



「行け。あの者は、異邦
人や王たち、イスラエル
の子らの前に私の名を
運ぶために、私が選んだ
器である。私の名のため
にどんなに苦しまなくて
はならないかを、彼に知
らせよう。」（15～16節）



“Lord, I have heard from many about this 
man, how much evil he has done 

to your saints at Jerusalem. And here he has 
authority from the chief priests to bind all 

who call on your name.” (v. 13-14)



“Go, for he is a chosen 
instrument of mine to 
carry my name before 
the Gentiles and kings 

and the children of 
Israel. 16 For I will show 
him how much he must 
suffer for the sake of my 

name.” (v. 15-16) 



「兄弟サウル。」（17節）





エフェソ人への手紙4:16

「キリストによって、体全体は、支えとなる
すべての節々でつなぎ合わされ、一つに
結び合わされて、それぞれの部分は分に
応じて働いて、体を成長させ、愛の内に造

り上げられてゆくのです。」



“Brother Saul.” （v. 17）





Ephesians 4:16
“ From Christ the whole body, joined 
and held together by every joint with 

which it is equipped, when each part is 
working properly, makes the body grow 

so that it builds itself up in love.” 



「主よ、ここにおります。」
（10節）

「立って、・・・・
行け。」（11節）

「行け。」
（15節）



「さあ行け。私はあなたをファラオの
もとへ遣わす。私の民、イスラエルの
人々をエジプトから導き出しなさい。」

（出エジプト3:10）



「誰を遣わそうか。誰が私の
ために行ってくれるだろうか。」

（イザヤ書6:8）

「ここに私がおります。
私を遣わしてください。」

（8節）

「行って、この民に語りなさい。」
（9節）



「ですから、あなたがたは行って、
すべての民を弟子としなさい。」

（マタイ28:19）



「追いかけて、あの馬車に

走り寄って行け。」
（使徒8:29）



“Here I am, Lord.”
（v. 10）

“Rise and go”
(v. 11)

“Go!” (v. 15）



“So now, go. I am sending you to 
Pharaoh to bring my people 
the Israelites out of Egypt.” 

(Exodus 3:10)



“Whom shall I send? And who 
will go for us?”
（Isaiah 6:8）

“Here I am. Send me!”
（v. 8）

“Go and tell this people.”
（v. 9）



“Therefore go and make disciples 
of all nations.”
（Matthew 28:19）



“Go to that chariot and 
stay near it.”
（Acts 8:29）



ローマ10:14

「聞いたことのない方を、どうして信
じることができるでしょう。宣べ伝え
る人がなくて、どうして聞くことがで

きるでしょう。」



「誰を遣わそうか。
誰が私のために
行ってくれるだろう
か。」（イザヤ書6:8）

「ここに私がおり
ます。私を遣わし
てください。」
（8節）

ローマ10:14

「聞いたことのない方を、どうして信
じることができるでしょう。宣べ伝え
る人がなくて、どうして聞くことがで

きるでしょう。」



Romans 10:14
“And how are they to believe in 
him of whom they have never 
heard? And how are they to 

hear without someone preaching?” 



Romans 10:14
“And how are they to believe in 
him of whom they have never 
heard? And how are they to 

hear without someone preaching?” 

“Whom shall I send? 
And who will go for 

us?”（Isaiah 6:8）

“Here I am. 
Send me!”
（v. 8）






