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主よ、私はどうすればいいのでしょう？
あなたが神様に呼ばれて行うべきことを
「私が道を進んで、真昼ごろダマスコの近くまで来たとき、突然、天からの
まばゆい光が私の周りを照らしました。7 私は地に倒れ、私に語りかける声
を聞きました。『サウロ、サウロ、どうしてわたしを迫害するのか。』8 私
が答えて、『主よ、あなたはどなたですか』と言うと、その方は私に言われ
ました。『わたしは、あなたが迫害しているナザレのイエスである。』9 一
緒にいた人たちは、その光は見たのですが、私に語っている方の声は聞き分
けられませんでした。10 私が『主よ、私はどうしたらよいでしょうか』と尋
ねると、主は私に言われました。『起き上がって、ダマスコに行きなさい。
あなたが行うように定められているすべてのことが、そこであなたに告げら
れる』と。11 私はその光の輝きのために目が見えなくなっていたので、一緒
にいた人たちに手を引いてもらって、ダマスコに入りました。12 すると、律
法に従う敬虔な人で、そこに住んでいるすべてのユダヤ人たちに評判の良い、
アナニアという人が、13 私のところに来て、そばに立ち、『兄弟サウロ、再
び見えるようになりなさい』と言いました。するとそのとき、私はその人が
見えるようになりました。14 彼はこう言いました。『私たちの父祖の神は、
あなたをお選びになりました。あなたがみこころを知り、義なる方を見、そ
の方の口から御声を聞くようになるためです。15 あなたはその方のために、
すべての人に対して、見聞きしたことを証しする証人となるのです。16 さあ、
何をためらっているのですか。立ちなさい。その方の名を呼んでバプテスマ
を受け、自分の罪を洗い流しなさい。』」 (使徒の働き 22:6～16 新改訳
2017)

私たちはどうすればよいのか？
A. 神様があなたは選ばれたので、

ことができる
B. 神様があなたを選ばれたので、
ができる
C. 神様があなたを選ばれたので、
ことができる
D. あなたは
となる

を見ること
を聞く
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WHAT SHALL I DO, LORD?
WHAT GOD CALLED YOU TO DO
“About noon as I came near Damascus, suddenly a bright light from heaven flashed
around me. 7 I fell to the ground and heard a voice say to me, ‘Saul! Saul! Why do
you persecute me?’ 8 “‘Who are you, Lord?’ I asked. ‘I am Jesus of Nazareth, whom
you are persecuting,’ he replied. 9 My companions saw the light, but they did not
understand the voice of him who was speaking to me. 10 “‘What shall I do, Lord?’ I
asked. ‘Get up,’ the Lord said, ‘and go into Damascus. There you will be told all that
you have been assigned to do.’ 11 My companions led me by the hand into
Damascus, because the brilliance of the light had blinded me. 12 “A man named
Ananias came to see me. He was a devout observer of the law and highly respected
by all the Jews living there. 13 He stood beside me and said, ‘Brother Saul, receive
your sight!’ And at that very moment I was able to see him. 14 “Then he said: ‘The
God of our ancestors has chosen you to know his will and to see the Righteous One
and to hear words from his mouth. 15 You will be his witness to all people of what
you have seen and heard. 16 And now what are you waiting for? Get up, be baptized
and wash your sins away, calling on his name.” (Acts 22:6—16 NIV)

WHAT SHALL WE DO?
A. YOU ARE CHOSEN TO
B. YOU ARE CHOSEN TO SEE
C. YOU ARE CHOSEN TO HEAR
D. YOU WILL BE
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