
早 見 表

モルモン書
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書／章
記録者

エテル 1－15章
モロナイ

リーハイがエルサレムを出てからの年数
年代（推定も含む）

イエス・キリストに関するおもな教え

▲

表1─ エテル書，およびニーファイ第一書からモーサヤ書まで

聖書の書 創世記 列王紀下

預言者たちが，悔い改めなければヤレド人の国
が滅びると警告する（エテル 11：1－ 13参照）。

●

キリストがヤレドの兄弟に御自身の霊体
をお見せになる（エテル 3－ 4章参照）。

● ヤレドとヤレドの兄弟が家族を連れ，人 （々ヤレド人）とともにバベル
の塔のある所を出て，新しい土地へ旅をする（エテル 1－ 2章参照）。

● ヤレド人が船を造って海を渡り，アメリカ大陸へ行く
（エテル 2－ 6章参照）。

● エーキシが秘密結社を作る（エテル 8章参照）。

● イーマーが油を注がれて王となり，イエス・キリストにまみえる
   （エテル 9：14－ 22参照）。

● ひどい飢
き

饉
きん

と毒蛇のため，人々が主の前
に謙

けん

遜
そん

になる（エテル 9：30－ 35参照）。

激しい内戦の結果ヤレド人の国が滅びる。コリアンタマー
とエテルだけが生き残る（エテル 13－ 15章参照）。

 紀元前 2200

イザヤ書

ヤレド人
早 見 表

▲▲

モルモン書
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 1ニーファイ1－22章 
ニーファイ（リーハイの息子）

2ニーファイ1－33章

8

▲ ▲

2911

▲▲

  ゼラヘムラの民（ミュレク人）

30

▲

● 

ニーファイ
の民
（ニーファイ人）

リーハイが命の木の示現を見
る（1ニーファイ 8章参照）。

リーハイがメシヤについ
て預言する（1ニーファイ
10：3－ 15参照）。

ニーファイが，神が
御自身を低くされる
ことを知る（1ニー
ファイ 11－ 12章参
照）。

ニーファイが，キリ
ストが十字架にか
けられることを預
言する（1ニーファ
イ 19章参照）。

リーハイがヤコブに聖なるメシヤ
について教える（2ニーファイ 2章
参照）。

●ニーファイ人がレーマン人から分かれる
（2ニーファイ 5：1－ 7参照）。

ニーファイとヤコブがキリストに
ついて教え，預言する（2ニー
ファイ 6－ 10章参照）。

● 民が悔い改めないかぎりエルサレムは滅びると預言者たちが
警告を発する（1ニーファイ 1：4参照）。

● 主がリーハイの家族に約束の地まで旅をするように命じられる。
リーハイの一行が荒れ野へ出発する（1ニーファイ 2：1－ 6参照）。

● リーハイの息子たちが真
しん

鍮
ちゅう

の版を手に入れるために
エルサレムに戻る（1ニーファイ 3－ 4章参照）。

● イシマエルの家族がリーハイの家族に加わり，
新しい土地への旅に出る（1ニーファイ 7章；
16：7－ 8参照）。

● 一行の旅路を導くために，真鍮でできた
球形の羅針盤（リアホナ）を主がリーハ
イにお与えになる（1ニーファイ 16：9－
16参照）。

● 8年の旅の後，リーハイと家族が海辺に着く
（1ニーファイ 17：1－ 6参照）。

● 主がニーファイに船を造るようお命じになる。
一行は海を渡りアメリカ大陸に到着する（1ニー
ファイ 17－ 18章参照）。

● リーハイが子孫に勧告と祝福を残し
て死ぬ（2ニーファイ 1－ 4章参照）。

● 主がリーハイに，エルサレムが滅びたことをお告げ
になる（2ニーファイ 1：4；列王下 25章参照）。

● ニーファイが世俗の歴史（ニーファイの大版）と民の神聖な記録
（ニーファイの小版）を保存する。それらの版を代々譲り伝える
よう命じる（1ニーファイ 19：1－ 6参照）。

● ニーファイの民が
神殿を建てニー
ファイの地で栄え
る（2ニーファイ
5：8－ 13参照）

600 591 570588 569

● ゼデキヤ王の息子ミュレクがエルサレムから逃れる。主がミュレクと仲間をアメリ
カ大陸へお導きになる。ヤレド人最後の生き残りコリアンタマーが，死ぬまでミュ

レク人と生活を共にする（オムナイ1：14－21；ヒラマン6：10；エテル13：20
－21参照）。

リーハイの家族
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エズラ記　エステル記　ネヘミヤ記　マラキ書

ヤコブがキリストへの望み
を持つことを教える（ヤコ
ブ 4章参照）。

ニーファイがキリストの教
義を解き明かす（2ニー
ファイ31－32章参照）。

エノス1章
エノス

ヤコブ1－7章 ジェロム1章
ジェロム

オムナイ1：1－22；26－29
オムナイ アメーロン

40 55
紀元前 559

▲

179
420

▲
544

▲

●ニーファイ人の悪人の多くが滅ぼされる。
アメーロンが兄弟のケミシに版を渡す
（オムナイ 1：4－ 8参照）。

200
399

▲

238
361

▲

282
317

▲

ケミシ

320
279

▲

書
記録者
年数
年代

イエス・キリストに
関するおもな教え

聖書の書

レーマン人
● ニーファイの民とレーマン人との間で戦争と
争いが始まる（2ニーファイ 5：34参照）。

● ニーファイが弟ヤコブに版を譲り，
死ぬ（ヤコブ 1：1－ 14参照）。

● ヤコブが反キリスト者のシーレムと議論
し，説き破る（ヤコブ 7：1－ 23参照）。

● ヤコブが息子のエノスに版を譲って
死ぬ（ヤコブ 7：27参照）。

● ニーファイの民が悔い改め，レーマン
人との戦いに繰り返し勝利する
（ジェロム 1：3－ 13参照）。

● ニーファイの民がかたくなになる。多くの預言者が
悔い改めを説く。エノスが息子ジェロムに小版を
譲り渡して死ぬ（エノス 1：22－ 27；ジェロム 1：
1－ 2参照）。

● ニーファイの民がレーマン人を神への真の信仰へ連れ
戻そうとするが無益に終わる（エノス 1：20参照）。

● ニーファイの民とレーマン人との間で戦争と紛争
が多発する（ジェロム 1：8－ 13参照）。

● ジェロムが息子のオムナイに版を譲って
死ぬ（ジェロム 1：14－ 15参照）。

● 戦争と平和の時代が繰り返され，
オムナイが息子のアメーロンに版
を譲る（オムナイ 1：1－ 3参照）。

ニーファイの民
（ニーファイ人）

ゼラヘムラの民
（ミュレク人）
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レーマン人

187
▲

178
▲

160
▲

147
▲

アルマがイエス・キリストの
名によってバプテスマを施
す。アルマの民はキリストの
証人となることを聖約する
（モーサヤ 18章参照）。

ニーファイ人

ゼニフの民

モーサヤ 9－10章
モルモン

モルモンの言葉
モルモン

モーサヤ 11－18章
モルモン

オムナイ1：23－25；30
アマレカイ

●ベニヤミン王と聖なる預言者たちがゼラヘムラに平
和と義を確立する（モルモンの言葉 1：13－ 18参
照）。

●ノア王の祭司の一人であったアルマが，アビナダイの教えを聞いて主を信じる。
アルマが教えを説き，バプテスマを施す（モーサヤ 18：1－ 31参照）。

●
アビナドムが息子の
アマレカイに版を渡
す（オムナイ 1：10－
12参照）。

412 421 439 452
アビナドム アマレカイ

● ケミシが息子のアビ
ナドムに版を渡す（オ
ムナイ 1：9参照）。

●モーサヤが主から警
告を受け，主の声に聞
き従う人々と北へ逃れ
る（オムナイ 1：12－
13；アルマ 22：27－
34参照）。

●モーサヤがゼラヘムラの民
（ミュレク人）を発見する。
モーサヤがゼラヘムラの地
で 王となる（オムナイ 1：
12－ 19参照）。

● 大勢のニーファイ人がニーファイの地を目指してゼラヘムラ
を出る。激しい内紛が起こり，ゼラヘムラには 50人だけが
帰還する（オムナイ 1：27－ 28；モーサヤ 9：1－ 2参照）。

● ゼニフに率いられた別のグループがニーファイの地へ帰り，
レーマン人と平和に暮らし始める（モーサヤ 9：3－ 9参照）。

● モーサヤが死に，息子のベニヤミンが王となる。ゼラヘムラに住むニーファイ
人とレーマン人との間で戦いが続く（オムナイ 1：23－ 24参照）。

● アマレカイがベニヤミン王に小版を
渡す（オムナイ 1：25；30；モルモン
の言葉 1：10参照）。

● レーマン人がゼニフの民に対し戦争を起こす（モーサヤ 9：10－ 15参照）。

● レーマン人がゼニフの民に対して再度戦争を起こす。多く
のレーマン人が命を落とす（モーサヤ 10：1－ 20参照）。

● 主が敵の手からゼニフの民を解放され，ニーファイの地に
再び平和が確立される（モーサヤ 9：16－ 19参照）。

● ゼニフが王位を息子のノアに譲る（モーサヤ 10：21－ 22；11：1参照）。

アビナダイが，キリストが将来
罪を贖

あがな

われることを預言する
（モーサヤ 13－ 15章参照）。
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紀元前   145
▲

124
▲

ベニヤミン王が，人が
どれほどキリストに恩
を受けているかを説く
（モーサヤ 2章参照）。

天使がベニヤミン王
に，キリストの血によ
り罪が贖われること
を 明 ら か に す る
（モーサヤ 3章参照）。

ベニヤミン王の民がキリスト
の子となる（モーサヤ 4－
5章参照）。

アルマの民

ノア王の祭司たち

ゼニフの民

121
478475454

▲

ニーファイ人

記録者
年数
年代

イエス・キリストに
関するおもな教え

聖書の書

モルモン

ベニヤミン王が民を教えて新しい名前を授け，王位を息子
モーサヤに授ける（モーサヤ 1－6章参照）。

●

アンモンと 15人の男たちがゼニフとその一行の消息を調べる
ためにニーファイの地へ旅をする（モーサヤ 7：1－ 7参照）。

●

43人の男たち，ゼラヘムラの地へ帰る道を見つけようと出て行き，エテルの
版である 24枚の金版を持ち帰る（モーサヤ 8：7－ 18；21：25－ 28参照）。

●

アンモンがリムハイ王に率いられたゼニフの民を発見する。民は
レーマン人の奴隷となっていた（モーサヤ 7：8－ 16参照）。

●

アンモンがリムハイの民をゼラヘムラの
地へ連れ帰る（モーサヤ 22章参照）。

●

レーマン人の軍隊がリムハイの民の捜索中にノア
王の邪悪な祭司たちを見つける（モーサヤ
22：15－ 16；23：30－ 32参照）。

●

● アルマとその民がヘラムの地で神を礼拝し，栄える
（モーサヤ 23：3－ 20参照）。

● 主がアルマに民を連れて逃げるように警告される。アルマとその民
が新しい土地に落ち着く（モーサヤ 18：32－ 34；23：1－ 5参照）。

● ノア王が殺害される。ゼニフの民はレーマン人の奴隷になる。ノア王
の息子リムハイが王となる（モーサヤ 19：10－ 29参照）。

● ギデオンがノア王に対する謀反を先導する（モーサヤ 19：1－ 9；25：5参照）。

● ノア王の邪悪な祭司たちが荒れ野に逃げ込み，レーマン人
の娘たちを連れ去る（モーサヤ 19：21；20：1－ 5参照）。

● レーマン人が再びゼニフの民に戦争を
仕掛ける（モーサヤ 19：6参照）。

● 何人かの娘が行方不明となったために，レーマン人がゼ
ニフの民に戦いを仕掛ける（モーサヤ 20：6－ 7参照）。

● リムハイの民がレーマン人に征服されるが，主の前に
謙遜になる（モーサヤ 21：1－ 22参照）。

● リムハイの民がレーマン人を自分たちの土地
から追い出す（モーサヤ 20：8－ 26参照）。

モーサヤ 1－ 8；19－29章書
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レーマン人

アルマが悔い改めとキリス
トによる赦

ゆる

しについて教え
を受ける（モーサヤ 26章
参照）。

息子アルマが，すべての人は神か
ら生まれなければならないこと
を知る（モーサヤ 27章参照）。

479
120

▲
92
▲

91
508507

▲

アルマと民がレーマン人の支配
下に置かれる（モーサヤ 23：
29，36－ 39；24：1－ 9参照）。

●

モーサヤ王の民と，リムハイ王の民と，アルマの民が一つとなり，
ゼラヘムラの地にニーファイ人の国を設立する。アルマが国中に
キリストの教会を設立する（モーサヤ 25章参照）。

● 

モーサヤ王がエテルの版を翻訳し，民に読
んで聞かせる（モーサヤ 28：10－ 19参照）。

● 
モーサヤ王が，息子たちが仲間とともにレーマン人
に福音を宣

の

べ伝えに行くことを許可する。息子た
ちの伝道は 14年間に及ぶ（モーサヤ 28：1－ 9；
アルマ 17：4参照）。

• 

● 祭司たちとその家族がレーマン人の指導者
となる（モーサヤ 23：33－ 35，39参照）。

● ニーファイの地を探していたレーマン人
の軍隊がアルマとその民を見つける
（モーサヤ 23：21－ 28，35参照）。

● 不信仰な者たちが多くの者を罪に誘い込む。
アルマ，罪を犯した者の裁き方について主か
ら指示を受け，教会の秩序を整える（モーサ
ヤ 26章参照）。

● 一人の天使が息子アルマとモーサヤの息子
たちに現れる。彼らは悔い改め，教会への
迫害をやめ，これまで行ってきた霊的な害
悪を償い始める（モーサヤ 27章参照）。 ● さばきつかさの統治に従った年号を使い

始める。アルマとモーサヤ王が死ぬ（モー
サヤ 29：45－ 47；アルマ 1：1参照）。

● モーサヤ王がさばきつかさによる統治を提案し，
民が同意し，息子アルマが最初の大さばきつかさ
に選ばれる（モーサヤ 29章参照）。

● モーサヤ王が息子アルマにすべての記録を託し，
また教会の諸事をつかさどる大祭司に任命する
（モーサヤ 28－ 29章参照）。

● アルマと民が奴隷からの解放を祈る。主は祈り
を聞き届けられ，民は逃れてゼラヘムラの地に
たどり着く（モーサヤ 24：10－ 25参照）。
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書／章
記録者

モーサヤ 28－29章 アルマ 1－ 44章
モルモン モルモン

さばきつかさの統治
年代（推定も含む）  紀元前    92 91

イエス・キリストに関するおもな教え

90 87 85
▲ ▲ ▲

2 5

▲

7

▲

表 2 ─ アルマ書からモルモン書とモロナイ書まで

聖書の書

ニーファイ人

レーマン人

アンタイ・ニーファイ・リーハイ人

息子アルマが民に，霊的に
神から生まれているかと尋
ねる（アルマ 5章参照）。

● さばきつかさの統治を基準に年を数え始める。
アルマとモーサヤ王が死ぬ（モーサヤ 29：44－
47；アルマ 1：1参照）。

●モーサヤ王が息子たちに，レーマン人に福音を宣べ
伝える許可を与える。息子たちは約 14年に及ぶ伝
道に旅立つ（モーサヤ 28：1－9参照）。

● ニーホルが偽善売教を行い，ギデオンを殺害
した罪のため処刑される。教会は内部抗争
と不信者による迫害にもかかわらず発展する
（アルマ 1章参照）。

● アムリサイが王になろうとするが，民の声によって
拒絶される。内紛が起こり，アムリサイと彼の支
持者が敗れる（アルマ 2：1－ 19参照）。

● 主の力を得たニーファイ人が二つの大きな
戦いでレーマン人を破る（アルマ 2：27－
3：27参照）。

● モーサヤの息子たちがレー
マン人の地で別れる。アン
モンがイシマエルの地へ，
アロンがエルサレムの町へ
行 く（ア ル マ 17：6－ 19；
21：1－ 2参照）。

● アンモンがラモーナイ王の僕
しもべ

とな
る。王が奇跡的に改宗し，王の民
も大勢バプテスマを受けて教会が
確 立する（アルマ 17：20－ 19：
36；21：18－ 23参照）。

● アロンと同僚たちが伝道するも成功せず，
投獄される（アルマ 21：1－ 14参照）。

● アムリサイ人と連合したレーマン人
がニーファイ人に戦いを挑む（アル
マ 2：20－ 26参照）。

●改宗したレーマン人が自らを
アンタイ・ニーファイ・リーハ
イ人と呼び，ニーファイ人と親
しく交わる（アルマ 23章参
照）。

● アンモンとラモーナイ王
が，レーマン人の全地を
支配していたラモーナイ
の父に会う。アロンと同
僚たちが牢

ろう

から助け出さ
れる（アルマ 20章；21：
14－ 17参照）。

●アロンがラモーナイの父に福音を教える。
父王が奇跡的に改宗し，信教の自由を宣言
する（アルマ 22：1－ 23：3参照）。
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レーマン人

82 77 7480
10

▲

15

▲

18

▲

12

▲

息子アルマが主の安息に入ることについて
教える（アルマ 12－ 13章参照）。

息子アルマが信仰を得る方法を
教える（アルマ 32－ 33章参照）。

アミュレクが大いなる最後
の犠牲の必要性を説明する
（アルマ 34章参照）。

息子アルマが息
子たちに， 祝福
と戒めを与える
（アルマ 36－42 
章参照）。

息子アルマが，キリストとキリス
トの贖いについて預言する（アル
マ 7章参照）。

● 1,005人のアンタイ・ニーファイ・リーハイ
人が抵抗することなく殺される。その勇敢
な行為に心を動かされ，殺された数より多
くのレーマン人が改宗し，戦争が終わる（ア
ルマ 24：21－ 30；25：1参照）。

邪悪なゾーラム人とレーマン人が連合してニー
ファイ人と戦う（アルマ 35：10－ 13参照）。

●

● ニーファイ人が繁栄し，高慢になり始める。息子
アルマが神の言葉を宣べ伝えるために大さばき
つかさの職を退く（アルマ 4：6－ 20参照）。

● 息子アルマがアモナイハの町で拒まれるが，町に戻るように天使から
命じられる。アミュレクがアルマに宿を提供する（アルマ 8章参照）。

● 息子アルマとアミュレ
クが投獄されるが，奇
跡的に解放される（ア
ルマ 14章参照）。

● ニーファイ人の司令官ゾーラムが，すさまじい戦
いでレーマン人を破る。アビナダイの預言が成
就する（アルマ 16：4－ 11；25：3－ 12参照）。

● アルマとアミュレクが引き続き
悔い改めを宣べ伝える。平和
と義が確立する（アルマ 16：
12－ 21参照）。

●非常に多くのレーマン人（アンタイ・ニーファ
イ・リーハイ人）が改宗し，ニーファイ人は喜
んで，ジェルションの地を彼らに与える（アル
マ 27：20－ 24参照）。

●反キリストのコリホルが，キリストと贖
しょく

罪
ざい

と預言の霊をあざける。
神に打たれて物が言えなくなり，死ぬ（アルマ 30章参照）。

●息子アルマが，神に背いているゾーラム人を改心させる
ため先頭に立って伝道する。ゾーラム人の中の多くの
貧しい者たちが改宗する（アルマ 31－ 34章参照）。

● 改宗したゾーラム人がジェ
ルションの地にいるアンモ
ンの民に合流する（アルマ
35：1－ 9参照）。

● モロナイを司令官とする
ニーファイ人の軍隊がゼラ
ヘムナの軍隊を破る（アル
マ 43－ 44章参照）。

● アンタイ・ニーファイ・
リーハイ人が武器を埋
め，二度と人を殺さない
と聖約する（アルマ 24：
1－ 19参照）。

● 身の危険にさらされたアンモンと
アンタイ・ニーファイ・リーハイ人
がニーファイ人に保護を求めるこ
とを決断する（アルマ 27：1－
15参照）。

● アンタイ・ニーファイ・リー
ハイ人がニーファイ人の中で
暮らし始め，アンモンの民と
して知られるようになる（ア
ルマ 27：25－ 30参照）。

●レーマン人のある者たちが，
アンタイ・ニーファイ・リーハ
イ人に戦いを仕掛ける（アル
マ 24：20参照）。

●レーマン人がニーファイ人に戦いを起こし，
アモナイハの町を滅ぼす（アルマ 16：1－
3；25：2参照）。

● レーマン人の改宗が続く。アンモンがレー
マン人への伝道の成功について主をほめた
たえる（アルマ 25：13－ 26：37参照）。

●レーマン人がニーファイ人に
戦いを起こす。両軍に数万
人もの死者が出る（アルマ
28章参照）。
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●

アルマ45－ 63章
モルモン

19

▲

20

▲

27

▲

28

▲

29

▲

26

▲

書
記録者
さばきつかさの統治
年代

イエス・キリストに
関するおもな教え

聖書の書

ニーファイ人

アンタイ・ニーファイ・
リーハイ人

レーマン人

●ヒラマンが 2,000人の若い兵士を
率いて西の前線を守る（アルマ 53：
10－ 23；56：2－ 10参照）。

● アマリキヤが王になろうとたくらむ。司令官モロ
ナイは自由の旗を掲げ，アマリキヤはレーマン人の
もとへ逃げ込む（アルマ 45：20－ 46：41参照）。

● 息子アルマは御
み

霊
たま

によって取り上げら
れる（アルマ 45：1－ 19参照）。

●平和な時代に，司令官モロナイとヒラ
マンが，民に戦いの備えをさせる（ア
ルマ 48：7－ 25参照）。

● ニーファイ人の離反者モリアントンによる論争が
原因で内紛が起こる。司令官モロナイとテアン
クムが武力で暴動を止める。パホーランが大さ
ばきつかさになる（アルマ 50：25－ 40参照）。

●王政党の者たちが法律を変え，王を立てよう
として紛争が起こる。司令官モロナイは反乱
を速やかに収める（アルマ 51：1－ 21参照）。

テアンクムがアマリキヤの北方侵略を阻止し，寝て
いるアマリキヤを殺す（アルマ 51：28－ 37参照）。

● ニーファイ人がミュレクの町を取り返す（アルマ 52：4－ 40参照）。

●西部の町アンテパラが再度奪われる。驚くべ
きことに，2,000人の若い兵士の中に命を落
とした者がいなかった（アルマ 56：11－ 57：
5参照）。

●西部の町クメナイがヒラマンの軍隊に降伏する。レー
マン人の軍がその町を奪回しようとするが，大きな戦
いで敗れる。この度もヒラマンの若い勇者はだれも殺
されなかった（アルマ 57：6－ 36参照）。

●司令官モロナイが捕虜の交換を拒否する。彼の軍
は東方の町ギドを取り返し，血を流さずにニーファ
イ人捕虜を解放する（アルマ 55章参照）。

●アマリキヤがレーマン人の王を殺して王位
に就き，民を戦争に駆り立てる（アルマ 47：
1－48：6参照）。

●レーマン人の大軍がニーファイ人を攻撃するが，ノアの町
の激戦で敗れる（アルマ 49章参照）。

●アマリキヤが再度ニーファイ人を
攻撃し，東海岸沿いの多くの町
を占 領 する（アルマ 51：22－
27参照）。

● アマリキヤの兄弟アモロンが王となる。
レーマン人がミュレクの町に退く（アル
マ 52：2－ 3参照）。

●アモロンが西の海岸地方を攻撃して多くの町を占領する
（アルマ 53：8－ 9；56：12－ 15参照）。

●アモロンが司令官モロナイに手紙を送り，捕虜
の交換を要求する（アルマ 54章参照）。

 紀元前    73 72 65 64 6366
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ヒラマン 1－ 5章
モルモン

30

▲

39

▲

42

▲

62

▲

ガデアントンの強盗団

● 司令官モロナイが，パホーランへ書き送った手紙の中で怒りを表し，より多くの
支援を求める。パホーランは返書の中で，ゼラヘムラの王政党による謀反を鎮
圧するために軍隊の助けを要請する（アルマ 53：8－ 9；60－ 61章参照）。

● 司令官モロナイがヒラマンの軍に助けを送り，兵を集めて
パホーランと合流し，王政党の反乱を鎮める（アルマ 62：
1－ 12参照）。

● 司令官モロナイとパホーランが東の町ニーファイハを取り返す。
レーマン人がその土地から追い出される（62：14－ 42参照）。

● 司令官モロナイが引退し，ヒラマン
が伝道に戻る。民は繁栄し，義にか
なった生 活を送る（アルマ 62：
43－ 52参照）。

● 多くのニーファイ人が北方の地へ旅立つ。ハゴスが大勢
の人を伴い西の海へ船を出す。ヒラマンの息子ヒラマン
が神聖な記録を譲り受ける（アルマ 63：1－ 13参照）。

● パホーランの息子パホーランが大さばきつかさに選出され
るが，キシクメンに殺される。パクメナイが大さばきつか
さに選ばれる（ヒラマン 1：1－ 13参照）。

● ヒラマンの息子ヒラマンが大さばきつかさに選ば
れる（ヒラマン 2：1－ 2参照）。

● 民が繁栄し平和に暮らす。教会は発展し強くなる。
ヒラマンの息子ニーファイが大さばきつかさになる
（ヒラマン 3章参照）。

● 不和のため教会が弱まる。ニーファ
イ人の離反者らがレーマン人を扇動
して戦争を仕掛ける（ヒラマン 4：
1－ 4参照）。

●モロナイハが，占領された土地の半分を取り戻す。
しかし，霊的に弱いニーファイ人は悪事のためにし
ばしば打ち負かされる（ヒラマン 4：9－ 26参照）。

●ニーファイが大さばきつかさを辞任し，弟リーハイとともに，ニーファ
イ人とレーマン人に悔い改めを宣べ伝える（ヒラマン 5：1－ 19参
照）。

● レーマン人が東の町ニーファイハを征服
する（アルマ 59章参照）。

●離反したニーファイ人に扇動されたレーマン
人がニーファイ人に対し戦争を起こすが，司
令官モロナイの息子モロナイハに敗れる（ア
ルマ 63：14－ 17参照）。

● ニーファイ人の離反者コリアンタマーがレーマン
人を率いてニーファイ人に戦いを起こし，ゼラヘ
ムラの町を占領する。モロナイハは彼を取り囲
み，打ち倒す（ヒラマン 1：14－ 34参照）。

●
レーマン人とニーファイ人の離反者が
ニーファイ人の多くの土地を奪う（ヒ
ラマン 4：5－ 8参照）。

● キシクメンがヒラマンを暗殺しよ
うとするが失敗する。ガデアント
ンの秘密結社が荒れ野に逃れる
（ヒラマン2：3－14参照）。

62 53 50 30
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レーマン人サムエルがキリス
トの降誕と死のしるしを預言
する（ヒラマン 14章参照）。

イエス・キリストが
すべてのことについ
て説き明かされる
（3ニーファイ 19－

26章参照）。

イエス・キリストがニーファイ人に
福音を教えられる（3ニーファイ
11－ 18章参照）。

ヒラマン 5－16章
モルモン

3ニーファイ1－30章
モルモン

 紀元前    29  紀元  1
63

▲

69
23
▲

86
6
▲

91

▲
34
▲

30
▲

書
記録者
さばきつかさの統治
年代

イエス・キリストに
関するおもな教え

聖書の書

ニーファイ人

ガデアントンの強盗団

レーマン人

新約聖書の福音書と手紙

●ガデアントンの強盗団の脅威が
増し，ニーファイが民に，悔い改
めなければ滅びると告げる。
ニーファイが，大さばきつかさが
殺されたことを告げ，殺人者を暴
く（ヒラマン 7－9章参照）。

●主がニーファイに結び固めの力を
授けられる。ニーファイが，飢饉が
あるように主に願う。民が悔い改
め，短期間だが平和が戻る（ヒラマ
ン 10：1－ 11：23参照）。

●ニーファイ人が再び
慢心を募らせて邪悪
に なる（ヒラマ ン
11：36－ 38参照）。

●レーマン人サムエルがニーファイ人の滅亡
と，キリストの降誕と死のしるしを預言する
（ヒラマン 13－ 16章参照）。

● ニーファイの息子ニーファイが聖なる記録を譲り受ける。
キリストの降誕のしるしが現れ，この時を起点に年代が
数えられ始める。多くの民が悔い改めて，バプテスマを
受ける（3ニーファイ 1：1－ 26；2：5－ 8参照）。

● サタンが多くの民を惑わして
キリスト降誕のしるしを忘れ
させたり，否定させたりする
（3ニーファイ 2：1－ 4参照）。

● ニーファイ人と，改宗したレー
マン人が一つの民となり，自ら
をニーファイ人と呼ぶ（3ニー
ファイ 2：14－ 19参照）。

● 総督ラコーニアスと軍の総司令官ギ
ドギドーナイが強盗団を滅ぼす戦い
に勝利する。民が罪を捨てて神に仕
える（3ニーファイ 3－ 5章参照）。

● 腐敗した指導者がひそかに預言者たちを殺し，政府を
奪い取る。民が部族に分裂し，政府が滅びる。ニーファ
イが大胆に悔い改めを説くが，主に帰依した者はほと
んどいなかった（3ニーファイ 6－ 7章参照）。

● キリストの死のしるしが現れる。多くの町と
人が滅ぼされる（3ニーファイ 8章参照）。

● イエス・キリストが天から現れて福音を教えられ
る。イエス・キリストは権能を与え，教会を組織
し，天に昇られる（3ニーファイ 9－ 18章参照）。

● イエス・キリストが再び現れて民に教えを授け，
天に昇られる。主の弟子たちが教え導き，主の
名によってバプテスマを施す（3ニーファイ
19－ 26章参照）。

● イエス・キリストが弟子たちに御自身を現し，
主の教会と福音について教えられる。 3人の
弟子が主の再臨まで地上にとどまると約束さ
れ，身を変えられる（3ニーファイ 27－ 28章
参照）。

●ガデアントンの強盗団がニーファ
イ人をそそのかして堕落させ，殺
人を犯させる。レーマン人が強
盗団を支援することを拒否する。
（ヒラマン 6：15－41参照）。

●新しいガデアントンの
強盗団がニーファイ人と
レーマン人にひどい荒
廃をもたらす（ヒラマン
11：24－ 27参照）。

●ガデアントンの強盗団がお
びただしい数になり，非常に
力をつけ，すべての民の安全
と権利が脅かされる（3ニー
ファイ 2：11－ 13参照）。

● ニーファイとリーハイ
がレーマン人に投獄
された後で，奇跡的
に救い出される。一
つの声が民に悔い改
めるように命じ，多く
の民が改宗する（ヒ
ラマン 5：20－ 52参
照）。

● レーマン人の宣教師がニーファイ人
に遣わされる。両方の民が平和と
繁栄，霊的な力を享受する（ヒラ
マン 6：1－ 14参照）。

● レーマン人が確固として堅固な信仰を持
つ（ヒラマン 13：1；15：4－ 10参照）。
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イエス・キリストが弟子たちに福音のう
えに教会を建てるように命じられる
（3ニーファイ 27章参照）。

4ニーファイ1章
モルモン

モルモン 1－ 9章
モルモン，モロナイ モロナイ

35
▲

231
▲

321
▲

400
▲

1823–1830
▲

ニーファイ人一つの民

レーマン人

ガデアントンの強盗団

●モロナイが父の記録を書き上げ，ヤレドの
民の記録を要約し，モロナイ書を書く。
記録を隠す（モルモン 8－ 9章；モロナ
イ書参照）。

● 
モロナイが預言者ジョ
セフ・スミスに現れて
神聖な記録を授ける。
その記録が神の賜

たま

物
もの

と
力によって翻訳され，
モルモン書として世に
出版される（モルモン
書のタイトルページ；
ジョセフ・スミス―
歴史 1章参照）。

モロナイ1－10章

モルモンが，すべての幼い子供
はキリストにあって生きている
と書く（モロナイ 8章参照）。

モロナイはすべての
人に，キリストのも
とに来てキリストに
あって完全になるよ
うにと勧める（モロ
ナイ 10章参照）。

● すべてのニーファイ人とレーマン人がキリストの
教会に所属する。民はすべてのものを共有し，平
和と喜びのうちに暮らし，民の中に悪事はまった
くなかった（4ニーファイ 1：1－ 23参照）。

● 甚だしい高慢と罪悪が国中に広が
る。偽りの教会が多く起こり，聖
徒たちは迫害を受ける（4ニーファ
イ 1：24－ 34参照）。

●キリストの真の信者であるニーファイ人と，福音
を拒否するレーマン人の二つに民が分裂する
（4ニーファイ 1：35－ 41参照）。

● ニーファイ（救い主の弟子の一人）の直
系の子孫アマロンが神聖な記録を隠す
（4ニーファイ 1：47－ 49参照）。

● アマロンがモルモンに神聖な記録につ
いて指示を与える（モルモン 1章参照）。

● 軍の指揮官であり霊的指導者であったモル
モンが，民を率いてレーマン人との多くの戦
　　　いに勝利する（モルモン 2：1－ 3：
　　　16参照）。

● モルモンが 24歳で神聖な記録を譲り受け
る（モルモン 1：2－ 4；2：17参照）。

● モルモンが民の約 1,000年にわたる歴史を短くま
とめる（モルモンの言葉 1：3－ 5，9－ 11；モル
モン 3：17－ 4：23参照）。

● モルモンが民を率いて最後の戦いに臨む。モルモンが神聖
な記録を息子のモロナイに渡す。モルモンが殺される。ニー
ファイ人の国が滅亡する（モルモン 5：1－ 8：6参照）。

● 新しいガデアントンの強盗団が民の支持を受け，
全地に広がる（4ニーファイ1：42－46参照）。
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モルモン書は，「洪水のごとくに地を満た〔し〕，……〔主
の〕選民を集め」るために神によって備えられた道具です
（モーセ 7：62）。わたしたちは人々に神の教えを説き，教
え，伝道するための中核として，この神聖な書物をもっと活
用しなければなりません。

現在，日曜学校やセミナリーでは 4 年ごとに，モルモン
書について教えています。しかし，個人や家族のモルモン
書の学習まで4 年に1度のペースにしてしまってはいけま
せん。モルモン書は「その教えに従うことにより，ほかのど
の書物にも増して神に近づくことができる」（History of 
the Church，第 4 巻，461 参照）書物であり，わたしたち
は毎日この書物を読まなければなりません。

ほかの聖典から学んだり，教えたりする場合でも，より
充実した内容にするために，その主題に関してモルモン書
に書かれている補完的な教えをよく参照したり，引用する
必要があります（1ニーファイ13：40；2 ニーファイ3：
12 参照）。……

主御自身数多くの理由を挙げておられますが，地をモル
モン書で洪水のごとく満たすべき業があまりにも遅れすぎ
ています。エレクトロニクス機器が発達し，印刷物が氾

はん

濫
らん

しているこの時代に，何か画期的な方法でモルモン書を広
めないとしたら，わたしたちは神にその責任を問われます。

教会にはモルモン書が与えられ，教会員や宣教師もいま
す。様々な力や手段も授けられています。そして世の人々
は神の教えを必要としているのです。今こそ，モルモン書
で地を満たすべき時です。

兄弟姉妹，わたしたちはモルモン書が持つ力，またモル
モン書が今後果たすべき神聖な役割，モルモン書をどこま
で広めなければならないかということをほとんど理解して
いません。

ブルース・R・マッコンキー長老はこう述べています。
「教会の内外を問わず，モルモン書の真の意義を理解して
いる人はわずかしかいない。モルモン書はキリストについ
ての新しい証であるが，キリスト再臨への道を備える業の
中でモルモン書がこれまでに果たしてきた役割，またこれ
から果たすべき役割を理解している人はほとんどいない。
……モルモン書は人々に非常に大きな影響を及ぼし，全地
とすべての民を感化し，その行動規範となるであろう。
……『モルモン書はすべての人に神の思い，御

み

心
こころ

，御
み

声
こえ

を
示すものなのか』，現代人が考えるべき事柄として，これほ
ど重要なものはほかにない（Millennial Messiah 
〔1982 年〕，159，170，179）。そしてわたしたちは『確か
にそのとおりである』と証する。」

末日聖徒の皆さん，わたしたちにはごく短い時間のうち
に果たすべき大いなる業があります。わたしたちはモルモ
ン書で地を洪水のように満たさなければなりません。そし
て，モルモン書を軽々しく扱ったために招いた神ののろい
から自らを解き放たなければなりません（教義と聖約 84：
54－58 参照）。

教会員の皆さん，どうかモルモン書寄贈プログラムに積
極的に参画してください。皆さんの代わりとして，モルモン
書を伝道のために送り出してください。……わたしたち
は，毎月何百万冊ものモルモン書を宣教師に送るようにし
なければなりません。……

わたしの心の中には，モルモン書の教えに従うことに
よって教会全体がさらに神に近づく有様が思い描かれてい
ます。

そして，わたしは地がモルモン書で満たされる有様も心
に思い描いています。

（『聖徒の道』1989 年 2月号，4－ 6）

モルモン書で地を満たす
エズラ・タフト・ベンソン大管長

モルモン書
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