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この手引きについて
この手引きのレッスンは，回復されたイエス・キリストの
福音の基本的な教えについて述べた単元にまとめられ
ています。各レッスンは青少年が抱きそうな疑問や，そ
の答えを見つけるのに役立つ教義的な原則に焦点を当
てています。レッスンはあなた自身が教義を学んで霊
的に備え，そのうえで，若い男性が力強い学習経験を得
られるよう計画するのに役立つよう作られています。

学習アウトライン
目次にあるそれぞれの教義テーマには，その月に教え
きれないほどの学習アウトラインが含まれています。ど
のアウトラインを教え，一つのテーマにどのくらいの時
間を割くかを決める際には，御霊の導きに従い，若い男
性の疑問や興味に合わせてください。

アウトラインはあなたがクラスで何を話すか，または何
をするかを指示するものではありません。自分自身が
教義を学び，あなたが教える若い男性の必要に応じた
学習経験を準備するのを助けるよう意図されています。

霊的に備える
若い男性がこれらの学習アウトラインの原則を理解で
きるように助けるためには，まずあなた自身がそれを理
解し，それに従って生活しなければなりません。アウト
ラインに提示されている聖句やほかの資料を研究し，
若い男性にとって特にふさわしく，霊感を与えるような
言葉，話，実例を探してください。それから学習アウト
ラインを用いて，若い男性が自分で真理を見つけ，自分
の証を得，学んだことを実践できるよう，どのように助
けるか計画してください。

話し合う
定員会の若い男性について，定員会会長会やほかの教
師および指導者と話し合ってください。若い男性はど
のような疑問を持ち，何を必要としているでしょうか。
家庭やセミナリー，日曜学校など，クラス以外の場で何
を学んでいるでしょうか。それらのことはあなたが備え
るうえでどのような影響を与えるでしょうか。（この話し
合いの中で慎重に扱うき情報が共有された場合は，内
密に保ってください。）

インターネットで得られる追加情報
各レッスンのために，その他の資料や教えるためのアイ
デアを lds.org/youth/learnで検索できます。オンラ
インレッスンには以下が含まれます。

• 生ける預言者，使徒，その他の教会指導者の最新の
教えへのリンク。これらのリンクは定期的に更新さ
れるので，頻繁に参照してください。

• 自分自身を霊的に備え，青少年を教えるために使用
できるビデオや画像，その他のメディアへのリンク

• 青少年を改心へと導く力を高めるために，効果的に
教えている実例が収められたビデオ
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1 1 月 ―神会
3 どうすれば天の御父を知ることができるでしょうか

7 わたしたちは神会の本質について何を知っているでしょうか

11 イエス・キリストはなぜわたしの人生にとって大切なのでしょうか

16 聖霊にはどのような役割があるでしょうか

20 わたしにはどのような受け継ぎと可能性があるでしょうか

25 2 月 ―救いの計画
27 天の御父の計画を遂行するためのわたしの役割は何ですか

30 救いの計画とは何ですか

34 前世でどんな出来事がありましたか

38 人生の目的とは何ですか

42 選ぶことが大切なのはなぜですか

46 なぜわたしたちは逆境を経験するのでしょうか

50 大切な人を亡くしたとき，どのように慰めを見いだせるでしょうか

54 自分の体を神殿のように扱わなければならないのはなぜですか

59 3 月 ―イエス・キリストの贖い
61 人々が救い主の贖いの祝福を受けられるよう，どのように助けることができるでしょうか。

64 イエス・キリストの贖いとは何でしょうか

67 イエス・キリストを信じる信仰を持つとはどういう意味でしょうか

71 悔い改めるとはどういう意味でしょうか

75 恵みとは何でしょうか

79 なぜ人を赦す必要があるのでしょうか

82 復活とは何でしょうか

85 試練に遭うとき，救い主はどのように助けてくださるでしょうか

目次
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89 4 月 ―背教と回復
91 どのようにキリストのもとに来るようにすべての人を招くことができるでしょうか

94 なぜ回復が必要だったのでしょうか

98 神権はどのようにして回復されたのでしょうか

102 回復におけるジョセフ・スミスの役割は何だったのでしょうか

106 最初の示現はなぜ大切なのでしょうか

109 なぜわたしたちにはモルモン書が必要なのでしょうか

113 5 月 ―預言者と啓示
115 なぜ聖文を研究することは大切なのでしょうか

119 生ける預言者に耳を傾け，従うことはなぜ大切なのでしょうか

123 個人の啓示を受けるにはどうすればよいでしょうか

127 どうすれば祈りをもっと意義深いものにできるでしょうか

131 どうすれば証を強めることができるでしょうか

135 モンソン大管長はアロン神権者に何を教えているでしょうか

139 祝福師の祝福からどのような助けが得られるでしょうか

143 6 月 ―神権と神権の鍵
145 ふさわしさは神権の力にどのように影響するでしょうか

150 神権とは何でしょうか

154 神権の鍵とは何でしょうか

158 アロン神権者としての自分の義務とは何でしょうか

161 なぜ伝道に出るべきでしょうか

166 教会の指導者を支持するとは，どのような意味でしょうか。

171 7 月 ―儀式と聖約
173 ほかの人にとって聖餐をより意義深いものにするにはどうしたらよいでしょうか

176 わたしの生活の中で，儀式はなぜ大切なのでしょうか

180 わたしの生活の中で，聖約はなぜ大切なのでしょうか

184 バプテスマを受けたとき，わたしはどのような聖約を交わしたでしょうか
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189 聖霊の賜物はどのように受けるのでしょうか

193 神殿の儀式はなぜ大切なのでしょうか

197 神権の誓詞と聖約とは何でしょうか

201 イエス・キリストの御名を受けるとは，どういう意味でしょうか

205 8 月 ―結婚と家族
207 どうすれば自分の家族を強められるでしょうか

211 純潔であることが大切なのはなぜでしょうか

215 神殿結婚が大切なのはなぜでしょうか

219 家族が大切なのはなぜでしょうか

223 なぜデートに関する教会の標準を守ることは重要なのでしょうか。

226 義にかなった夫や父親になるために，現在どのような備えをすることができるでしょうか

230 家族の中で男女の役割はどのように補い合うのでしょうか

235 9 月 ―戒め
237 世にあって世のものとならないためにどうすればよいでしょうか

242 わたしが話す言葉は自分自身と周りの人たちにどのような影響を与えるでしょうか

246 どうすればポルノグラフィーに抵抗することができるでしょうか

251 なぜ断食をするのでしょうか

254 なぜ安息日を聖く保つように命じられているのでしょうか

259 なぜ什分の一を納めるのでしょうか

263 なぜ正直であることが大切なのでしょうか

267 10 月 ―さらにキリストのようになる
269 人々にどのように奉仕ができるでしょうか

272 さらにキリストのようになるにはどうすればよいでしょうか

277 キリストのような愛を身につけるにはどうすればよでしょうか

281 さらに忍耐強くなるにはどうすればよいでしょうか

285 感謝することが大切なのはなぜでしょうか
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289 11 月 ―霊的・物質的な自立
291 教育を受け，技能を伸ばすことはなぜ大切なのでしょうか

294 自立するとはどういう意味でしょうか

298 自分が改心していることを，どのように知ることができるでしょうか。

302 働くことはなぜ重要な福音の原則なのでしょうか

306 主はなぜわたしの健康を望まれるのでしょうか

310 貧しい人や困っている人を助ける主の方法とはどのようなものでしょうか

315 どうすれば自分の試練や問題の解決策を見いだせるでしょうか

319 12 月 ―末日に神の王国を築く
321 どうすれば今宣教師になれるでしょうか

325 どうすればよりよいホームティーチャーになれるでしょうか

328 天の御父はわたしが霊的な賜物をどのように使うことを望んでおられるのでしょうか

332 どうすればキリストを中心とした家庭を築く備えができるでしょうか

336 教会の新会員を助けるために何ができるでしょうか

340 活発に集っていない友人が教会に戻るために，どのように助けられるでしょうか

344 シオンとは何ですか

347 主の業を速めるために，わたしはどのように参加できるでしょうか

351 付録
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定員会集会アジェンダ

管理 日付 

司会（定員会会長会の一員） 

評議会の席に着く
定員会会長会の一員
ビジネスの司会（活動，行事，割り当て，仕える機会）
  

 

義務を教える（神権の義務を果たす方法について説明し評議する）
  

 

分かち合うよう勧める（定員会の会員たちはどのような経験をしているだろうか。どのような福音の原則に気づき，
学んでいるだろうか。）『神への務め』を果たしながら何を学んでいるだろうか。人に仕えてどのような経験をしてき
ただろうか。）
  

 

一緒に学ぶ
定員会のアドバイザーまたは定員会の会員
今週の福音の話し合い 

教師 

行動する決意をする
定員会会長会の一員
• 学んだことについて証をします。
• 一緒に学んだ原則に従って生活するよう定員会の会員に勧め，次週の集会のための準備をします。
• 御霊の導きに応じて一
• 話し合った原則についてあなたが感じていることを述べる。
• 学んだことを踏まえてあなたが行おうと計画していることを述べ，定員会の会員にも行おうと計画していることを

述べてもらう。
• 定員会の会員に，翌週の話し合いに備えるよう勧める。

閉会の祈り― 
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この単元をオンラインで見るには，lds.org/youth/learnにアクセスしてください。

単元の概要

「わたしたちは，永遠の父なる神と，その御子イエス・キリストと，聖霊とを信じる。」（信仰
箇条 1:1）

この単元のアウトラインは，若い男性が神会の御三方の真の特質および天の御父の救いの
計画を成就するに当たってそれぞれの御方が果たされる役割を理解するのに役立つで
しょう。この知識は，若い男性が神の息子として自分たちの神聖な受け継ぎと目的を理解
するうえで役立つでしょう。

「神への務め」を日曜日の定員会集会に取り入れるために，以下の「神への務め」のアウト
ラインをこの単元で教えるとよいでしょう。

今月は以下のアウトラインから選んでください。

どうすれば天の御父を知ることができるでしょうか（「神への務め」）
わたしたちは神会の本質について何を知っているでしょうか
イエス・キリストはなぜわたしの人生にとって大切なのでしょうか
聖霊にはどのような役割があるでしょうか
わたしにはどのような受け継ぎと可能性があるでしょうか

教師へ

この単元を通じて，若い男性に神の御名は神聖であることを思い起こさせるとよいでしょう
（教義と聖約 63：61参照）。敬意と尊敬の念をもって神の御名を用いるように若い男性に
勧めてください。

1 月―神会
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ミューチャル

青少年が学んでいることと活動をどのように結びつける
か考えてください。青少年の活動計画サイトがあなたを
助けてくれます。これらのアウトラインの学習活動の多
くは，ミューチャルの活動として使うことができます。定
員会会長会と話し合って，若い男性が日曜日に学ぶこと
を強化するのにふさわしい活動を選択し計画してくださ
い。

「神への務め」

小冊子『神への務め』の以下の項は，この単元のレッス
ンに関連しています。

「祈り，聖文を研究する」14 －15，38 －39，62 － 63
ページ

「教義を理解する」18 －20，42 － 44，66 － 68ページ
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1月―神会

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

「神への務め」

どうすれば天の御父を知ることが
できるでしょうか
天の御父はわたしたちを愛し，わたしたちが御父に近づくことを望んでおられま
す。御父はわたしたちに祈る機会を与え，わたしたちの祈りを聞き，こたえてくださ
ると約束されました。また，聖文と末日の預言者の言葉を学び，御父の御心に従う
ことを通して御父にさらに似た者になろうと努力するときに，わたしたちは御父を
知ることができるようになります。

霊的に備える

聖文を学び，天の御父を知る方法について資料を研究するときに，天の御父が若
い男性を愛しておられ，彼らに御自分に近づいてほしいと望んでおられることを感
じるようになるでしょう。

ヨハネ17：3（天の御父とイエス・キリ
ストを知ることにより，永遠の命に導か
れる）

1ヨハネ 2：3 － 5（神の戒めを守るな
らば，神を知ることができる）

1ヨハネ 4：7－ 8（人を愛することによ
り，神を知ることができる）

2 ニーファイ32：9；エノス 1：1－7；
アルマ 34：17－28；37：37（祈りを通
して天の御父に近づくことができる）

モーサヤ 4：9 －12（ベニヤミン王は，
神の知識を得る方法を教えている）

モーサヤ 5：13（神に仕えることによ
り，神をさらに知ることができる）

アルマ 30：44（すべての事物が，神の
存在を示している）

教義と聖約 88：63（わたしたちが神に
近づけば，神もわたしたちに近づいてく
ださる）

M・ラッセル・バラード「父と息子 ―
すばらしい関係」『リアホナ』2009 年
11 月号，47－ 50

『神への務めを果たす』14 －15，38 －
39，62 － 63

ビデオ―「神への務めを果たす」

天の御父と自分の関係につ
いて考えてください。あな
たはどのようなときに，御父
を最も近くに感じたことが
ありますか。御父を近くに
感じたとき，あなたは何をし
ていましたか。

若い男性は，神に近づくた
めにどのようなことができま
すか。若い男性は，そのよ
うなことをどの程度実行し
ているでしょうか。若い男
性が神への信仰と証を強め
られるように，あなたは何が
できるでしょうか。
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若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスにつ
いて評議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権
の義務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教える
ように招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダ
を記入するとよいでしょう。

学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分でアイデアを考えてください。

• 先週のレッスンをまとめとなる一つの
文章を作るために，若い男性に一人一
言ずつ挙げてもらいます。できた文章
をホワイトボードに書いてください。

• ビショップの許可を得て，定員会の会
員の一人の父親を招き，父親であること
をどう感じているか話してもらいます。

息子について感じていること，自分の息
子に人生で達成してほしい事柄，成功
するために助けたいと願っていることな
どを話してもらうとよいでしょう。若い
男性に，彼が話したことと，天の御父が
若い男性について感じていることを比
べてみるように言います。

一緒に学ぶ

このレッスンの目的は，若い男性がそれぞれ個人の祈りと個人の聖文研究の習慣
を確立できるように助けることです。若い男性に，定員会集会の中で小冊子『神
への務め』に計画を書き込む時間を与えます。計画を互いに分かち合うよう励ま
し，今後の定員会集会の中で，個人の祈りと聖文研究が彼らと神の関係をどのよう
に強めたか分かち合うように勧めます。

• 「神への務め」の計画の中で，若い男
性はもうすでに個人の聖文研究の計画
を立てているかもしれません。このレッ
スンは，自分の計画のために何を行って
いるか，また聖文研究を通して何を学ん
でいるかを分かち合う良い機会になる
かもしれません（『神への務め』，14 －
15，38 －39，62 － 63参照）。必要に
応じて計画を修正することもできます。
若い男性に，祈りと聖文研究の習慣に
よって，彼らと天の御父の関係はどのよ
うに改善されたか分かち合うよう勧め
ます。

• 若い男性に，自分がよく知っている人
について考えるように言います。その人
を知るためにどんなことをしたでしょう
か。彼らに，天の御父を知ることと，天
の御父について知ることの違いは何だ
と思うか尋ねます。以下の参照聖句を
ホワイトボードに書き，若い男性にそれ
らを使って，天の御父をさらによく知る
ためにできることを見つけるように求め
てください。 1ヨハネ 2：3 － 5；4：7
－ 8；モーサ ヤ 4：9 －12；5：13；ア
ルマ 30：44。若い男性に見つけた内
容を分かち合うように，また，これらの

教師へのヒント

定期的に祈り，聖文を研究
する習慣を築くよう若い男
性を励ますことは，天の御
父との関係を強めるうえで
最も効果的な方法となるで
しょう。
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救い主の方法で教える

救い主は，御自分の弟子た
ちを愛し，彼らのために祈
り，彼らに仕え続けられまし
た。救い主は，弟子たちと
ともに過ごす機会を見つけ，
彼らに愛を示されました。
主は弟 子たちの 興 味，希
望，望み，そして，彼らの人
生でどんなことが起きてい
るか御存じでした。若い男
性に愛を示す方法，また，
天の御父からも愛されてい
るということを彼らが感じ，
それを知る助けとなる方法
を探してください。

聖句の勧めに従うことによって天の御
父を近くに感じた経験について分かち
合うように励まします。

• ビデオ「神への務めを果たす」を見
せて，ビデオの中の出来事を通して若
い男性やほかの人たちがどのように天
の御父を知るようになったか見つけるよ
うに勧めます。神と自分との関係を強
めるうえで，神への務めを果たすことが
どのように助けになると思うか分かち
合ってもらいます。

• 若い男性に M・ラッセル・バラード
長老の説教「父と息子 ―素晴らしい
関係」の中にある息子のための 3 つの
提案を読むよう勧めてください（あるい
はビデオ「父と息子」を見せる）。これ
らの提案の一つを行うことによって彼
らはいつ父親を身近に感じられるよう
になりましたか。彼らにバラード長老
の助言を天の御父との関係に応用する
方法を分かち合ってもらいます。

• 今日，若い男性が人とコミュニケー
ションを取る様々な方法について話し
合ってください。わたしたちは天の御父
とどのようにコミュニケーションしてい
るでしょうか。天の御父はわたしたちと
どのようにコミュニケーションされてい
るでしょうか。天の御父とのコミュニ
ケーションを改善するために何ができる
でしょうか。祈りに関する次の聖句を一
人に一つずつ読むよう勧めてます。 2
ニーファイ32：9；エノス 1：1－7；ア
ルマ 34：17－28；37：37。定員会の
会員に，学んだことを分かち合うよう求
めます。祈ることと，天の御父を知るよ
うになることには，どのようなつながり
があるでしょうか。小冊子『神への務
め』の 15ペ ー ジ（執 事），39ペ ー ジ

（教師），または 63ページ（祭司）を開
いて，日々の祈りを改善するための計画
を立てるように，若い男性に勧めましょ
う。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。どんな思いや印象を抱いた
でしょうか。どうすれば天の御父を知ることができるか理解できたでしょうか。
ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている定員会会長会の会員が，閉会行事を司会します。彼は以下を行う
ことができます。

• 個人の祈りを改善するための彼自身
の計画を分かち合う。

• 今日作った計画を実行するように，そ
して，その計画によって天の御父と自分

の関係がどのように改善されたかを将
来の定員会集会で分かち合うために用
意をしておくように，若い男性を励ます。
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精選されたリソース

16

精選されたリソース

M・ ラッセル・バラード「父親と息子－すばらしい関
係」『リアホナ』2009 年 11 月号，47 － 50 からの抜
粋

アロン神権者の皆さんは，これから話す 3 つのことを
行えば，お父さんとの関係を改善することができます。

第 1 に，お父さんを信頼してください。お父さんは完
全ではありませんが，あなたを愛しています。そして，
あなたにいちばん良いと思うことしかしません。です
から，お父さんと話してください。あなたが何を考え
ているのか，何を感じているのか，何を夢見ているの
か，何を恐れているのか，伝えてください。あなたの
生き方が分かってくれば，お父さんはあなたの心配事
を理解し，良いアドバイスができるようになります。あ
なたがお父さんを信頼すると，お父さんはその信頼
にこたえる責任を感じます。かつてなかったほど努力
して，あなたを理解し助けようとするでしょう。父親と
して，お父さんはあなたのために啓示を受ける特権を
持っています。お父さんがくれるアドバイスは，あなた
を理解し愛している人が，心の底から話す言葉なので
す。あなたに，何よりもまず，幸せで満ち足りた生活を
送れるようになってほしいと願っています。そんなお
父さんに信頼を寄せてください。男の子たち，お父さ
んを信頼してください。

第 2 に，お父さんの生き方に興味を持ってください。
仕事について，関心のあることについて，目標につい
て，尋ねてください。どんなことを考えて今の職業を
決めたのでしょうか。あなたの年ごろのときはどん

な少年だったのでしょうか。どうやってお母さんと出
会ったのでしょうか。このようにお父さんのことがよく
分かってくると，物事へのお父さんの対応の仕方は，
経験に裏付けられたものだということが分かってきま
す。お父さんを観察してください。お母さんにどのよ
うに接しているか観察してください。教会の責任の果
たし方を観察してください。人とのやり取りを観察して
ください。お父さんを観察し，その言葉に耳を傾ける
だけで，お父さんのことが驚くほどよく分かるようにな
ります。お父さんについて何を知らないかを考え，尋
ねてみましょう。こうして，お父さんに対する愛と尊敬
が増し，理解が深まっていきます。男の子たち，お父
さんの生き方に興味を持ってください。

そして第 3 に，お父さんにアドバイスを求めてくださ
い。心を開きましょう。恐らくお父さんは，求められ
ても求められなくても助言してくるでしょう。でも，皆
さんが求める方が大いに役立つアドバイスをくれるで
しょう。教会の活動やクラス，友達について，学校や
デート，スポーツなどの趣味について，アドバイスを求
めてください。教会の割り当てについて，伝道に出る
準備について，決断を下さなければならないこと，選
ばなければならないことについて，助言を求めてくだ
さい。アドバイスを求めることほど，相手に尊敬を示
す行為はほかにありません。なぜなら，この行為は，

「わたしはあなたの知識や経験を高く評価しています。
あなたの考えや勧めを大切に受け止めます」という
メッセージを伝えるからです。こんなメッセージを息
子から受け取ったら，父親は喜ぶことでしょう。
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1月―神会

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

わたしたちは神会の本質について
何を知っているでしょうか
神会は永遠の父なる神と救い主イエス・キリストと聖霊で構成されています。神会
の御三方は別々の役割を持つ別々の御方ですが，目的において一つです。御三方
は天の御父の救いの計画の遂行において完全に一致しておられます。

霊的に備える

以下の聖文と資料をよく祈って研究してください。 若い男性と何を分かち合うよう
促されていると感じますか。

創世 1：26 －27（わたしたちは神の姿
形に創造された）

マタイ3：13 －17（神会の御三方がキ
リストのバプテスマに臨まれた）

ヨハネ17：21；教義と聖約 20：28（神
会の御三方は一致しておられる）

使徒 7：55 － 56；ジョセフ・スミス―
歴史 1：14 －17（ステパノとジョセフ・
スミスは御父と御子を別個の存在とし
て見た）

教義と聖約 130：22 －23（御父と御子
は骨肉の体を持っておられるが聖霊は
持っておられない）

信仰箇条 1：1（わたしたちは神会の御
三方を信じている）

ボイド・K・パッカー「証 人」『リアホ
ナ』2014 年 5 月号，94 － 97

ロバート・D・ヘイルズ「永遠の命 ―
天の御父と御子イエス・キリストとを知
ること」『リアホナ』2014 年 11 月号，
80 － 82

ジェフリー・R・ホランド「唯一のまこと
の神と，その神がつかわされたイエス・
キリスト」『リアホナ』2007 年 11 月号，
40 － 42

「父なる神」「聖霊」「イエス・キリスト」
『真 理を守る』74 －76，81－ 84，87
－ 89

ビデオ―「回復」；「教義と聖約視覚
資料」DVD も参照

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスにつ
いて評議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権
の義務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教える
ように招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダ
を記入するとよいでしょう。

神会について理解すること
は，あなたがどのような人物
であるかを知るうえでどのよ
うな助けになりますか。神
会に関するわたしたちの知
識と，ほかの宗教が信じて
いることには，どのような違
いがありますか。

神会の性質を理解すること
は若い男性にどのような助
けになりますか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分でアイデアを考えてください。

• 定員会の会員の一人に前回のレッス
ンで学んだことを 2 分程度にまとめて
発表できるよう，準備して定員会の集会
に参加するよう促します。

• 若い男性に，神会の御三方について
わたしたちの信条とは異なる考えの人
に教えるロールプレーをするよう勧めて
ください。どの聖句を使うでしょうか。
この知識がとても重要だと感じるのは
なぜでしょうか。

一緒に学ぶ

以下に挙げる活動はそれぞれ，定員会の会員が神会の性質を理解する助けとなり
ます。 御霊の促しに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選
んでください。

• 定員会の会員の一人に，このレッスン
の一部を教えてもらいます。この活動を

『神への務め』の計画の一部として行
い，神会について学習し，教えるとよい
でしょう（「教義を理解する」18，42，
または 66ページ参照）。

• 定員会全員で神会に関するほかのキ
リスト教 徒の信条を説明したジェフ
リー・R・ホランド長老の話を読みます

（「唯一のまことの神と，その神がつか
わされたイエス・キリスト」と題する説
教）。 若い男性にビデオ「回復」の最
初の示現の場面，あるいは最初の示現
の絵（「福音の視覚資料」，90 参照）
を見せます。ジョセフは神会について
何を学びましたか。ジョセフが学んだ
ことは，ほかのキリスト教徒が信じてい
たこととどのように異なっていました
か。 彼が学んだことはなぜ重要なので

しょうか。この経験が，ジョセフが自分
自身について信じていたことを変えたこ
とを，若い男性はどのように思うでしょ
うか。

• 若い男性にこのアウトラインで示され
た聖句のリストを渡します。その中から
一つの聖句を調べ，神会について，また
神から受け継いでいる自分の特質につ
いて，彼らが学んでいることを見つけて
もらいます。若い男性たちに学んだこと
を分かち合うよう勧めます。その知識
は彼らの日常の選択にどのような影響
を与えますか。聖典の中にこれらの参
照聖句を書き留めるように，若い男性に
勧めます。それらを使い，神会について
ほかの人に教えることができます。

• 若い男性に次の質問を書いた紙を渡
します。「救い主は天の御父とどのよう

教師へのヒント

若い男性がすでに知ってい
る教義と，まだ学ぶ必要の
あることを判断するために，
このセクションの学習活動
を活用することができます。 
必要であれば，彼らの必要
に合わせて自分のレッスン
計画を調整できるようにし
ておきます。
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な関係を持っておられるでしょうか」 
「御父と御子はどのような意味で一つで
しょうか。」 「聖霊はどのような役割を
持っておられるでしょうか。」 ロバート・
D・ヘイルズ長老の説教「永遠の命
―天の御父と御子イエス・キリストと
を知ること 」を見たり，聞いたり，読ん
だりするときに，これらの質問について
考えるように勧めます。答えを書く時間
を与え，自分が書いたことを分かち合う
ように勧めます。

• 定員会を 3 つのグループに分け，各
グループに神会の御一方について『真
理 を 守 る』（11－13，131－132，145 
－147ページ参照），または，ボイド・
K・パッカー会長の説教「証人」から

読んで学ぶように割り当てます。各グ
ループに，自分たちが調べた神会の御
方の性質や働きを定員会のほかの会員
に教える準備ができるよう十分な時間
を与えます。各グループに定員会のほ
かの会員に教えてもらいます。

• このアウトラインに提案されている総
大会の説教の一つを幾つかの項目に分
割します。定員会の各会員（定員会の
規模によってはグループ）に一つの項
目を与えます。ホワイトボードに「わた
したちは神会について何を知っていま
すか」と書きます。若い男性に答えを
探して発表してもらいます。神会の本質
を知ることはなぜ重要なのでしょうか。 

（ヨハネ17：3 参照）。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。どんな思いや印象を抱いた
でしょうか。神会の性質をさらに理解できたでしょうか。ほかに質問はないでしょ
うか。このテーマにもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている定員会会長会の会員が，閉会行事を司会します。彼は以下を行う
ことができます。

• 神会の御三方について自分の証を述
べ，ジョセフ・スミスを通して回復され
た御三方に関する真理に感謝を述べ
る。

• 定員会の会員に今日定員会集会で学
んだ真理を誰かと分かち合うよう勧め
る。

救い主の方法で教える

救い主は人々に深く考えさ
せたり感じさせたりする質
問をされました。 救い主は
心から彼らの答えに関心を
抱き，彼らが信仰を言い表
したときには喜ばれました。 
救い主は彼らにも質問する
機会をお与えになり，彼らの
経 験に耳を傾けられまし
た。若い男性が神会につい
て深く感じられるよう助ける
ためには，どのような質問を
することができますか。 レッ
スンの間，彼らの答えに関
心を持っていることを示す
には，どうしたらよいでしょ
うか。
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精選されたリソース
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精選されたリソース

ジェフリー・ R・ホランド「唯一まことの神と，その神
が遣わされたイエス・キリスト」『リアホナ』2007 年
11 月号，40 － 42 からの抜粋

ですから，神，キリスト，聖霊に対する末日聖徒イエ
ス・キリスト教会の概念が現代のキリスト教のそれと
は異なるとする批判があったとしても，それは末日聖
徒が持つキリストに対する概念や信仰についての議
論にはなりません。むしろそれは，神会に対するわた
したちの概念が新約聖書以降のキリスト教史に登場
するものではなく，イエス御自身の教えに基づくものだ
と認めていることになるのです（的確に認めている，と
言ってもいいでしょう）。ここで，新約聖書以降の歴史
について説明すると理解しやすいかもしれません。

紀元 325 年，ローマ皇帝コンスタンティヌスはニカイ
ア（ニケーア）公会議を招集しました。神が「三位一
体であられる」とする，当時関心の高まっていた説の
真偽などを討議するためでした。牧師や哲学者，高
位聖職者たちの間で熱を帯びた議論が繰り広げら
れ，その結果生み出されたものが後にニカイア（ニ
ケーア）信条として知られるようになります（この信条
は，さらに 125 年の歳月と 3 回の公会議の後に完成
します）。〔コンスタンティノポリス公会議，紀元 381
年；エフェソス公会議，紀元 431 年；カルケドン公会
議，紀元 451 年〕また，後には「アタナシウス信条」
などに形を変えていきました。こうして様々に形を変
え，改訂を重ねていったこの信条と，その後数世紀に
わたって作られた別の信条が宣言したのは次のよう
なものでした。「父と子と聖霊は抽象的，絶対的な存

在で超越した能力を備えておられる。いかなる場所，
いかなる時にも存在し，同じ存在者の異なる表れであ
り，互いに永遠の存在であり，不可知であり，体も手足
も感情もなく，時空を超越しておられる。」これらの信
条によると，御三方は別個であるにもかかわらず，一
個の存在なのです。これが，よく言われる「三位一体
の謎」というものです。異なる御三方であられるにも
かかわらず，3 人の神ではなく1 人の神なのです。そ
して御三方は皆，理解不可能な存在であり，かつ理解
不可能な御一方の神であられるというのです。

わたしたちは，少なくとも神に対するこのような概念
が理解不可能であるという点については，わたしたち
を批判する人たちとまったく同感です。このように神
の存在について混乱を招くような定義が教会に押しつ
けられていたのですから，4 世紀の修道士が次のよう
に嘆いたのも驚きに当たりません。「悲しいかな。わ
たしの神が奪われてしまった。 . . . . . . これではだ
れを礼拝し，だれに祈ればいいのかも分からない。」

〔オーウェン・チャドウィック，Western Asceticism
（1958 年），235 で引用〕理解不可能なうえに不可
知の御方をどのようにして頼り，愛し，礼拝すればよい
のでしょう。その御方のようになるために努力すると
いっても，どのようにすればよいのでしょう。「永遠の
命とは，唯一の，まことの神でいますあなたと，また，
あなたがつかわされたイエス・キリストとを知ることで
あります」というイエスが天の御父にささげられた祈
りはどのように解釈したらよいのでしょうか。〔ヨハネ
17：3；強調付加〕
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1月―神会

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

イエス・キリストはなぜわたしの 
人生にとって大切なのでしょうか
イエス・キリストはわたしたちの救い主になるよう選ばれました。 救い主の贖いに
よって，わたしたちは復活し，悔い改め，罪を赦されて天の御父のみもとに戻ること
ができます。 救い主はわたしたちを罪から救われるだけでなく，試練のときにわ
たしたちに平安を与え，強めてくださいます。 また，わたしたちに完全な模範を示
され，その教えはこの世における幸福と来たるべき世における永遠の命の基と
なっています。   

霊的に備える

これらの聖文と資料を祈りの気持ちで研究してください。若い男性が自分にとっ
てなぜイエス・キリストが重要なのかを理解できるよう教えるうえで，助けになるこ
とは何ですか。

マタイ10：1（イエス・キリストは使徒た
ちに神権の力を授けられた）

ヨハネ 6：38（イエス・キリストは御父
の御心を行うために来られた）

ヨハネ 8：12；3 ニーファイ11：11（イ
エス・キリストは世の光であり，命であ
る）

ヨハネ14：6（イエス・キリストは道であ
り，真理であり，命である）

2 ニ ー フ ァ イ2：3 － 9；9：5 －12
（リーハイとヤコブはイエス・キリストの
贖いについて証している）

3 ニーファイ27：14- 16（イエス・キリス
トは贖いを通してわたしたちを罪と死か
ら救われる）

3 ニーファイ27：27（イエス・キリスト
はわたしたちの模範である）

「生けるキリスト― 使徒たちの証」『リ
アホナ』2000 年 4 月号，2 －3（『真理
を守る』11- 14；または『神への務め』
106 も参照）

ジョセ・A・ティシェラ「主を仰ぎ見る」
『リアホナ』2015 年 5 月号，96‐98

ダリン・H・オークス「イエスの教え」
『リアホナ』2011 年 11 月号，90 － 93

ジェフリー・R・ホランド「いちばん大
切な，第 一 のいまし め」『リアホ ナ』
2012 年 11 月号

ビデオ―「埋め立て」,「なぜ救い主
が必要なのでしょう―救い主イエス・
キリストについてのクリスマス・メッ
セージ。＃救い主がお生まれになりま
した」

なぜあなたにとってイエス・
キリストは重要なのですか。
イエス・キリストはあなたの
人生にどのような影響を与
えてきましたか。

なぜ若い男性がイエス・キ
リストの働きを理解するこ
とが重要なのですか。彼ら
が自分の人生においてイエ
ス・キリストの重要性を発
見できるようどのような助け
を与えることができますか。
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若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスにつ
いて評議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権
の義務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教える
ように招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダ
を記入するとよいでしょう。

学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分でアイデアを考えてください。

• ホワイトボードに一つ，あるいは幾つ
かの質問を書き，若い男性が先週学ん
だことを復習できるようにしてください。

• 若い男性が「聖句ガイド」の「イエ
ス・キリスト」の項目を調べ，見出しの
次に書かれている項目リストに目を通す
よう勧めてください。彼らにイエス・キ

リストの働きと使命について述べている
語句を見つけてもらいます。このリスト
に目を通すことによって，彼らはイエス・
キリストについて何を学んだでしょう
か。イエス・キリストがわたしたちのた
めにしてくださったことを復習した後，
彼らはイエス・キリストについてどのよ
うに感じるでしょうか。

一緒に学ぶ

以下に挙げる活動はそれぞれ，定員会の会員がなぜ自分の人生においてイエス・
キリストが重要なのか理解するのに役立ちます。御霊の促しに従って，定員会に
最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選んでください。

• 定員会の会員に，ジョセ・A・ティ
シェラ長老の説教「主を仰ぎ見る」を
読んで，イエス・キリストを求める人に
ティシェラ長老が約束している祝福を
探してもらいます。 説教の中で見つけ
たこと，そして救い主を日々の生活の重
要な部分に据えるため個人的にしてい
ることを分かち合ってもらいます。この
話し合いの中で，ティシェラ長老が説教
の中で提案している簡単な習慣を一緒
に読んでもよいでしょう。さらにキリス
トに近づくために，クラスで話し合った

提案の一つを使って目標を立ててもら
います。

• 定員会の会員の一人に，このレッスン
の一部を教えるよう勧めます。この活
動を「神への務め」の計画の一部とし
て，贖いについて学習し，教えることが
できます（「教義を理解する」18，42，
または 66ページ参照）。

• ダリン・H・オークス長老の「イエス
の教え」という説教の，「主はわたした
ちのために何をしてくださったか」とい

教師へのヒント

「必要以上に話したり，あな
たの意見を出しすぎたりす
ることのないように注意す
べきである。このような行
動は生徒に興味を失わせる
原因となる。あなたは学習
という旅のガイドであると考
えなさい。生徒が正しい道
を歩き続けるように適切な
言葉をかけるのがあなたの
役割である。」（『教師，その
大いなる召し』64）
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う見出しの段落を読みます。「救い主
はわたしのために何をしてくださったの
ですか」と言う女性の質問に対し，若
い男性は何と答えるでしょうか。その
説教から 9 つの見出し（「世の命」から

「贖罪」まで）をホワイトボード（または
黒板）に書きます。若い男性に，これら
の見出しの中から一つ，あるいは幾つ
か選ばせ，イエス・キリストがその女性
のために何をしてくださったか教えるた
めに一つか二つの文章を準備するよう
勧めます。オークス長老の説教や関連
する聖文（この説教の骨子となってい
る聖文），あるいは自分の経験や証を活
用してもかまいません。彼らが準備し
たものを分かち合うよう勧めます。

• 何人かの若い男性に，2 ニーファイ
2：3- 9を調べて，イエス・キリストがわ
たしたちのために何をしてくださったの
か見つけてもらいます。残りの若い男
性には，2 ニーファイ9：6- 10を調 べ
て，イエス・キリストが御自身の使命を
果たされなかったらどのような結果を
招いていたかを見つけてもらいます。 
一体世の中はどうなっていたでしょう
か。救い主に対するあなたの愛を分か
ち合い，若い男性にも同じように分かち
合うよう勧めます。 この活動の一部と
して，ビデオ「なぜ救い主が必要なの
でしょう―救い主イエス・キリストに
ついてのクリスマス・メッセージ。＃救
い主がお生まれになりました」を視聴し
てもよいでしょう。

• 救い主が人々を助けておられる絵
（『福音の視覚資料集』，36 － 60）を示
します。数分時間を取って，救い主が
若い男性やその家族，および彼らの知
人をそれぞれどのように助けてきたか
深く考えさせ，発表できるように準備さ

せます。彼らが救い主について感じて
いることを分かち合うよう勧めます。若
い男性に，「自分の人生においてイエス・
キリストがどれほど重要であるかを示
すために何ができるか」深く考えなが
ら，ジェフリー・R・ホランド長老の説教

「いちばん大切な，第一のいましめ」 の
最後の 4 段落を読んでもらいます。彼
らが自分の考えを書き留め，差支えな
ければ，書いたことを分かち合うように
します。

• ビデオ「埋め立て」 を見せます。若
い男性はそのビデオから，イエス・キリ
ストが彼らのためにおできになることに
ついて何を学べますか。自分自身をな
かなか赦せない人たちや，自分が救い
主の助けを受けられないところにいる
と感じている人たちを助けるために，こ
のビデオのメッセージをどのように活用
することができますか。どの聖文を分
かち合えばよいでしょうか。（例，イザ
ヤ 1：18；アル マ 36：3，27；エテル
12：27；教 義と聖 約 58：42 － 43参
照）

• 救い主の絵を貼り，ホワイトボードに
次の質問を書きます。「イエス・キリス
トはどのような御方ですか。」「主はわた
したちのために何をなさいましたか。」

「主が今日生きておられることをどのよ
うに知ることができますか。」若い男性
に「生けるキリスト― 使徒たちの証」
または『賛美歌』からこれらの質問の
答えを探してもらいます（『賛美歌』の
主題別索引「イエス・キリスト―救い
主」参照）。見つけたことを発表しても
らいます。イエス・キリストに対する証
は彼らの日々の生活にどのような影響
を与えるでしょうか。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。どんな思いや印象を抱いた
でしょうか。なぜ自分の人生においてイエス・キリストが重要なのか理解できたで
しょうか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やすべきで
しょうか。

救い主の方法で教える

救い主は信仰をもって行動
し，御自身が教えた真理に
従って生きるよう人々を招き
ました。救い主は機会をと
らえて彼らが力強い経験を
通して学べるようにされまし
た。若い男性がイエス・キ
リストを自分の人生に取り
込む重要性を理解できるよ
うにするために，あなたは何
をすることができますか。
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行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 救い主に関して自分の証を述べる。

• どのようにすれば救い主に関する自
分たちの証が知人を祝福できるかにつ

いて，定員会の会員が深く考えるよう促
し，彼らが自分たちの証を分かち合える
よう励ます。
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精選されたリソース
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1月―神会

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

聖霊にはどのような役割があるで
しょうか
聖霊は真理を証される御方です。また個人の証や啓示の源です。聖霊は判断を
下すときにわたしたちを導き，肉体的および霊的な危険から守ってくださいます。
聖霊は慰め主として知られており，わたしたちの恐れを鎮め，心を希望で満たして
くださいます。わたしたちは悔い改めて，救いに必要な儀式を受け，聖約を守ると
きに聖霊の力によって聖められます。神権者として効果的に仕えるためには，聖霊
の促しに耳を傾け，その促しに従う必要があります。

霊的に備える

聖霊についてこれらの聖文やほかの資料を研究するとき，若い男性が自分の生活
における聖霊の重要性について何を教えるべきか知るために，聖霊の導きを求め
てください。

ヨハネ14：16 －27（慰め主はわたした
ちにすべてのことを教え，ことごとく思
い起こさせる）

ヨハネ15：26；教 義と聖 約 42：17；
モーセ 1：24（聖霊は御父と御子のこと
を証される）

ガラテヤ 5：22 －23（パウロは自分を
御霊の実であると記している）

2 ニーファイ32：5（聖霊はわたしたち
になすべきことを示される）

3 ニーファイ27：20（聖霊を受けると
聖められる）

モロナイ8：26（聖霊はわたしたちを希
望と愛で満たされる）

モロナイ10：5（聖霊はわたしたちに真
理を教えられる）

ロバート・D・ヘイルズ，「聖霊」『リア
ホナ』2016 年 5 月号，105 －107

ラリー・R・ローレンス「『ほかに何が足
りないのでしょう。』」 『リアホナ』2015
年 11 月号，33- 35

ヘンリー・B・アイリング「あなたの伴
侶としての聖霊」『リアホナ』2015 年
11 月号，104‐107

ビデオ――「御霊の声」，「敵の領域」

若い男性に聖霊の働きにつ
いて教えられるような個人
的な経験がありますか。

若い男性が御霊の促しを認
識し，それに従うようになる
ことはなぜ重要なのです
か。若い男性が聖霊を伴侶
とするために，またそれを
求めるためにふさわしくな
れるよう，どのような助けが
できますか。
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若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスにつ
いて評議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権
の義務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教える
ように招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダ
を記入するとよいでしょう。

学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分でアイデアを考えてください。

• 若い男性が先週のレッスンから覚え
ていることを思い起こして分かち合うよ
う，時間を取ってください。彼らが答え
たことを今日のレッスンにどのように関
連付けられるか考えてください。

• 若い男性に聖霊の影響を感じた時の
ことを書くよう勧めてください。聖霊の
影響を受けるために彼らは何をしまし
たか。聖霊の影響はどのような変化を
もたらしますか。差支えなければ，数
人の若い男性に自分たちの経験を分か
ち合ってもらいます。

一緒に学ぶ

以下に挙げる活動はそれぞれ，定員会の会員が聖霊の働きを理解するのに役立ち
ます。御霊の促しに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選
んでください。

• 若い男性一人一人に，ヘンリー・B・
アイリング管長の説教「あなたの伴侶
としての聖霊」を研究して，聖霊につい
て学んだことを定員会に分かち合う準
備をしてもらいます。 また，若い男性が
ラリー・R・ローレンス長 老 の 説 教

「『ほかに何が足りないのでしょう。』」か
ら聖霊がわたしたちを助けてくださる方
法を探してもよいでしょう。若い男性
に，アイリング管長やローレンス長老が
話したのと似た方法で聖霊が彼らを助
けてくださった経験を分かち合ってもら
います。

• 定員会の会員の一人にこのレッスン
の一部を教えるよう勧めてください。こ
の活動を「神への務め」の計画の一部
として行い，聖霊について学習し教える
ということができます（「教義を理解す
る」18，42，または 66ページ参照）。

• 若い男性に，次の聖句を調べ，それ
ぞれの中で聖霊が果たした役割を見つ
けてもらいます。また，聖霊の影響力
によって若い男性がどのように祝福され
たかを分かち合ってもらいます。ヨハネ
14：26；15：26； ガ ラ テ ヤ 5：22 －
23；2 ニーファイ32：5；3 二ファイ

教師へのヒント

「祈りを込めて教える準備
をするとき，……特定の原
則を強調するように導かれ
るかもしれないし，特定の
概念を提示するための最善
の方法が思い浮かぶかもし
れない。また日々のごくあ
りふれた生活の中に，事例
や実物を用いたレッスン，霊
感に満ちた話などを発見す
ることもある。さらに，だれ
かを招いてレッスンの援助
をしてもらおうと思いついた
り，皆に話せる自分自身の
体験を思い出すかもしれな
い。」（『教師，その大いなる
召し』48）
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27：20。ロバート・D・ヘイルズ長老
の説教，「聖霊」から聖霊の役割につい
て学べる部分を探してもらってもよいで
しょう。若い男性に，人生の中で聖霊
の影響力が必要になる場面を挙げても
らいます。 聖霊が彼らに何をするべき
かを示す必要が生じるのはどのようなと
きでしょうか。若い男性が聖霊からの
慰めを感じる必要があるのはどのような
ときでしょうか。あなたが聖霊から個
人的に助けを受けた経験を分かち合っ
てもよいでしょう。

• このレッスンの概念で示されているビ
デオから一つを見せ，若い男性が聖霊
を通して導きを受けることについてビデ
オが教えることに耳を傾けるよう求めま
す。それぞれの若い男性に学んだこと
を分かち合ってもらいます。その後ホワ
イトボード（または黒板）に，ジュリー・
B・ベック姉妹が述べた以下の言葉を
書きます。「個人の啓示を受けるにふさ
わしくなり，啓示を受けてそれに従うと

いう能力は，この人生の中で身に付けら
れる技術の中で最も大切なものです。
それがあれば，失敗はあり得ません。
また，それがなければ成功はあり得ま
せん。」（「その日わたしはわが霊をはし
ために注ぐ」『リアホナ』2010 年 5 月
号，10 参照）。若い男性に，この引用に
ついて，また御霊を受けるにふさわしく
生活し，御霊に従うことの大切さについ
て，どのように感じているか考えて書き
留めるよう勧めます。若い男性に，聖霊
を伴侶とできるようさらに熱心に求める
ために何をすべきか，深く考えるよう励
まします。

• 若い男性に，賛美歌の主題別索引で
「聖霊」を調べ，聖霊がどのようにわた
したちをお助けになるかについて教え
ている賛美歌を探すよう勧めます。彼
らが選んだ賛美歌の歌詞を幾つか分か
ち合ってもらいます。定員会全員でそ
の賛美歌の一つを歌うのもよいでしょ
う。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。どんな思いや印象を抱いた
でしょうか。聖霊の働きを理解できたでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。
このテーマにもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 必要に応じて，定員会集会で話し合
われた方法のいずれかによって聖霊の
影響を感じた経験を分かち合う。

• 定員会の若い男性が聖霊を伴侶とす
るにふさわしくなり，それを求めるよう
勧める。

救い主の方法で教える

救い主は簡単な物語やたと
え，実生活の例を用いて，御
自身の弟子たちに分かる方
法で教えられました。どの
ような個人的な経験を分か
ち合ったら，若い男性が聖
霊の役割を理解し，そのよ
うな経験をしたいと思い，
それにふさわしくなりたいと
望むようになるでしょうか。
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精選されたリソース

ヘンリー・B・アイリング「あなたの伴侶としての聖
霊」『リアホナ』2015 年 11 月号，104 －105 からの抜
粋

いつも御霊を受けるとは，日々の生活の中で聖霊の導
きを受けるということです。例えば，御霊の警告を受
けることにより，悪いことを行う誘惑を退けることがで
きます。

それだけでも，わたしたちが聖餐会でもっと熱心に神
を礼拝するように主の僕たちが導こうとしている理由
がよく分かります。信仰をもって聖餐を受けるなら，ま
すます強く，ますます頻繁にやって来る誘惑から，聖
霊はわたしたちと，わたしたちの愛する人々を守ること
がおできになるのです。

聖霊を伴侶とすると，良いことにもっと引かれるように
なり，誘惑にそれほど魅力を感じなくなります。それ
だけでも，いつも御霊を受けると決意する十分な理由
になるでしょう。

聖霊は悪への抵抗力を増してくださるうえに，真実と
誤りを識別する能力も与えてくださいます。最も大切な
真理について確証を与えるのは，神の啓示だけです。

人間の論理や五官に頼るだけでは不十分です。わた
したちが生きている現代は，聡明な人ですら巧妙なう
そと真理を識別するのに苦労する時代なのです。

使徒トマスは救い主の傷跡に触れることによって，復
活の物理的な証拠を得たいと望みました。しかし主
は彼に啓示の方がもっと確実な証拠であると教えられ
ました。「イエスは〔トマス〕に言われた，『あなたは
わたしを見たので信じたのか。見ないで信ずる者は，
さいわいである。』」（ヨハネ 20：29）

神のみもとへ行く道を示す数々の真理について確証を
与えてくださるのは聖霊です。森に入って御父と御子
が若きジョセフ・スミスに語られるのを見ることはでき
ません。どのような物的証拠や論理も，生ける預言者
トーマス・S・モンソンが現在保持し行使している神
権の鍵を授けるために，約束どおりにエリヤが来たこ
とを証明することはできません。

聖霊を受ける権利を持つ神の息子や娘たちは，真理に
ついて確証を得ることができます。誤りや偽りに出く
わす可能性は常にあるので，疑念に惑わされないよう
にするためには，常に真理の御霊の影響を受ける必要
があります。
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1月―神会

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

わたしにはどのような受け継ぎと 
可能性があるでしょうか
わたしたちは天の御父の息子であり，御父の形に創造され，御父のようになる能力
を身に付けています。神聖な計画により，わたしたちには神権者として義務を果た
すうえで助けとなる特有の賜物と才能が与えられています。わたしたちは自らの受
け継ぎを知ることで，人生に目的が与えられ，正しい決定を下しやすくなります。

霊的に備える

以下の聖句と資料をよく祈って研究してください。若い男性と何を分かち合うべき
だと感じますか。

詩篇 82：6；使徒 17：28 －29；ヘブル
12：9；教義と聖約 76：24（わたした
ちは神の子供である）

マタイ25：14 －30（タラントのたとえ）

ル カ15：4 － 6，11－32； ヨ ハ ネ 3：
16；教義と聖約 18：10 －15（人の価
値は大いなるものである）

モーセ 1：4 －22（モーセは自分が神の
息子であることを知る）

ドナルド・L・ホールストロム，「神の子
で す」『リアホナ』2016 年 5 月号，26
－28

デール・G・レンランド「末日聖徒は努
力し続ける民です」『リアホナ』2015
年 5 月号，56‐58

ディーター・F・ウークトドルフ「4 つの
称 号」『リアホナ』2013 年 5 月号，58
－ 61

「神の子です」『賛美歌』189 番

ビデオ―「わたしは神の子」; 「わた
したちの真の姿」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスにつ
いて評議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権
の義務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教える
ように招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダ
を記入するとよいでしょう。

自分が神の息子であるとい
う知識は，あなたの思いや
行動にどのような影響を与
えますか。神があなたにお
与えになった賜物や才能は
どのようなものですか。そ
れらの賜物や才能をどのよ
うに活用すれば，あなたが
教える若い男性を祝福する
ことができますか。

若い男性が自分たちの神聖
な能力を認識できるように，
どのような助けができます
か。このような理解は若い
男性が正しい判断をするう
えでどのような助けになりま
すか。あなたが教える若い
男性が持つ特有の賜物や
才能とはどのようなもので
すか。彼らがこれらの賜物
や才能を活用して人々を祝
福するためにどのように励
ますことができますか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分でアイデアを考えてください。

• 二人の若い男性に先週のレッスンで
学んだ最も重要なこととそれを自分の
生活にどのように応用したか分かち合
うよう勧めます。

• ホワイトボードに以下の質問を書きま
す。「天の御父についてわたしは何を
知っているだろうか」「そのことはわた

しが何者でどのような人物になれるか
について何を教えているだろうか」「こ
の知識はわたしの思いと行動にどのよ
うな影響を与えるだろうか」若い男性
に時間を与えてこれらの質問について
深く考えさせ，その後ホワイトボードに
自分たちの答えを書いてもらいます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，定員会の会員が自分たちの神聖な性質と可能性を理解する助けと
なるでしょう。御霊の導きに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるいは幾
つか選んでください。

• 若い男性が，神のようになるには忍耐
と継続が必要であることを理解できる
ような簡単な活動を考えます。この活
動では，幾つかのことを達成できるよう
にします。例えば，若い男性が目隠しを
して繰り返しごみ箱に何かを投げ入れ
るというようなことでもよいでしょう。
この活動は継続して努力することにつ
いて何を教えているでしょうか。この過
程は天の御父のようになることとどのよ
うに関連づけられるでしょうか。若い
男性一人一人に，デール・G・レンランド
長老の説教「末日聖徒は努力し続ける
民です」からこの活動で学んだことを
表す文章を探して分かち合ってもらいま
す。

• 若い男性にモーセ 1：4 －7を調べ，
モーセが自分自身について何を学んだ
か見つけるよう促します。 12 節を読
み，モーセが学んだことに矛盾を生じさ
せるためにサタンは何を行ったか見つけ
るよう勧めます。一緒に 13 －22 節を
読みましょう。若い男性に，この話から
自分自身および天の御父，救い主，サタ

ンについて学んだことを分かち合っても
らいます。若い男性が直面する場面
で，この知識が役立つのはどのようなと
きですか。この話し合いの一部として
ビデオ「わたしは神の子」を見てもよい
でしょう。

• 若い男性に，自分が今持っている称
号，人生で持つ可能性のある称号を幾
つか挙げてもらいます。これらの称号
は彼らをどのように表しているでしょう
か。若い男性に，一番重要だと思う称
号を一つか二つ選んでもらいます。定
員会を 4 つのグループに分け，ディー
ター・F・ウークトドルフ管長の説教

「４つの称号」から一つの称号を読むよ
うに各グループに割り当てます。また，
ドナルド・L・ホールストロム長老の説
教「神の子です」から抜粋して読んで
もよいでしょう。それぞれのグループ
に，何を学んだか，それを自分の生活に
どのように応用できるかを定員会と分か
ち合ってもらいます。この活動の一部と
して「神の 子で す」（『賛 美 歌』，189）
を歌ってもよいでしょう。

教師へのヒント

「あなたがどれほど多くのこ
とを教えるかということより
も，生徒の生活にどれほど
の影響を及ぼすかというこ
との方が大切である。一時
にあまりに多くの概念を提
示すると生徒を混乱させた
り，飽きさせたりするので，
通常は一つか二つの大切な
原則に焦点を絞る。」（『教
師，そ の 大 い なる 召 し』
98）
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• 定員会の会員にビデオ「わたしたち
の真の姿」を見てもらいます（あるいは
以下の聖句を読んでもらいます。 1ヨハ
ネ 3：1－3；教 義 と 聖 約 84：37－
38；88：107；132：20）。彼らにとっ
て意味のある言葉を書き留めるよう勧
めてください。彼らに書き留めたことを
分かち合い，なぜそれを書いたのか説
明してもらいます。このビデオや聖句か
ら自分たちがどのような存在で，どのよ
うな者になれるかについて何を学べま

すか。この知識は彼らが行う選択にど
のような影響を与えますか。この話し
合いの一部として，ゴードン・B・ヒンク
レー大管長の以下の言葉を分かち合う
のもよいでしょう。「福音の目的とする
ところは，わたしたちがより高いレベル
まで前進し，向上し，いつの日か神のよ
うになることです。」（「ボールを落とさな
いように」『聖徒の道』1995 年 1 月号，
56）

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。何を感じ，どんな印象を抱
いたでしょうか。自分たちがどのような存在であり，どのような者になれるのか理
解したでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費や
すべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• わたしたちが神の子供であるという
証を分かち合い，この証が自分の行動
にどのような影響をもたらしたか説明す
る。

• 若い男性に，自分たちに与えられた
賜物と才能を活用して天の御父の子供
たちを祝福する方法を考えるよう促す。

救い主の方法で教える

救い主は御自身が教えた
人々を知っておられ，彼らが
どのような者になれるか
知っておられました。救い
主は彼らが学び成長できる
比類のない方法を御存じで
した。彼らが苦しむときに
は彼らをお見捨てになるこ
とをせず，彼らを愛し，働き
かけることをやめませんでし
た。あなたが若い男性に教
えるとき，彼らにはどのよう
な受け継ぎと可能性がある
かを考え，彼らが自分たち
の天与の能力を十分に発揮
できる方法を探ってくださ
い。
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精選されたリソース

ディーター・F・ウークトドルフ「4 つの称号」『リアホ
ナ』2013 年 5 月号，58 － 60 からの抜粋

わたしは世界中のすべての神権者に当てはまると思わ
れる 4 つの称号を提案したいと思います。それらの称
号は，神の永遠の計画におけるわたしたち個人の役割
と，末日聖徒イエス・キリスト教会の神権者としての可
能性を理解する助けとなるでしょう。

天の御父の息子

最も基本的な意味でわたしたち全てを定義付ける一
つの称号は，天の御父の息子です。たとえわたしたち
が何者であって人生で何をしようと，わたしたちが文
字どおり神の霊の子供であることを忘れてはなりませ
ん。この世界に来る前，わたしたちは神の子供でし
た。そしてわたしたちは永遠に神の子供です。この基
本的な真理は，自分自身，兄弟姉妹，そして人生その
ものの見方を変えるはずです。……

さて，兄弟の皆さん，神の完全さに比べると，わたした
ち死すべき人間は，よちよち歩きの赤ちゃんとほとん
ど変わりません。しかし，慈しみ深い天の御父は，わ
たしたちが御自分のようになることを望んでおられま
す。そして，愛する兄弟の皆さん，それはわたしたちの
永遠の目標でもあるべきなのです。神は，わたしたち
が瞬時にではなく，歩みを一歩ずつ踏み出すことでそ
こに到達することを理解しておられます。……

イエス・キリストの弟子

キリストに従おうと熱心に努める人は皆，キリストの弟
子と呼ばれます。わたしたちのだれもが完全でないこ
とは理解していますが，わたしたちの基準を引き下げ
たり，受けている特権以下の生活をしたり，悔い改め

の日を引き延ばしたり，あるいはもっと成長して，さら
に良い，さらに完全な，さらに聖められた王であられる
主の僕になることをおろそかにしたりするための言い
訳として，その事実を使ったりはしません。……

兄弟の皆さん，真の弟子とは生涯の旅路をかけて救い
主に従うことです。わたしたちのベツレヘムからゴル
ゴタへの道には，わたしたちの旅をあきらめさせる機
会が数多くあるでしょう。時々，その道がわたしたち
の思っていたよりも多くを求めていると思えることもあ
るでしょう。しかし，わたしたちの十字架が重すぎて
運べないと思えるときでも，神権を持つ男性として，贖
い主に従う勇気を持たなければなりません。……

人を癒す者

兄弟の皆さん，もしわたしたちが主イエス・キリストに
真心から従うなら，第 3 の称号を喜んで受け入れなけ
ればなりません。それは，人を癒す者という称号です。
神の神権に聖任されているわたしたちは，人を癒すよ
うに召されています。〔「われ主を愛して」134 番参
照〕リん k

わたしたちの務めは，築き，修復し，強め，高めて，完
全にすることです。わたしたちの責任は，救い主の模
範に従い，苦しんでいる人に手を差し伸べることです。
……

これは，神権者としての第一の責任，そして最も大切な
責任です。そしてこの責任はアロン神権者とメルキゼ
デク神権者の両方に当てはまります。イエス・キリスト
の回復された福音は，単に信じるときではなく，それに
従って生きるときにわたしたちの生活をより豊かに祝
福するものとなります。……
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精選されたリソース

永遠の命の相続人

わたしたちすべてが共有する第 4 の称号は，最初に挙
げた称号に関連しています。すなわち，天の御父の息
子として，わたしたちは御父の持つ全ての相続人なの
です。

「御霊みずから，わたしたちの霊と共に，わたしたちが
神の子であることをあかしして下さる。

もし子であれば，相続人でもある。神の相続人であっ
て，キリストと栄光を共にするために苦難をも共にして
いる以上，キリストと共同の相続人なのである。」〔ロー
マ 8：16 －17〕

愛する兄弟の皆さん，このことを考えてください。わた
したちはキリストと共同の相続人なのです。
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この単元をオンラインで見るには，lds.org/youth/learnにアクセスしてください。

単元の概要

「見よ，人の不死不滅と永遠の命をもたらすこと，これがわたしの業であり，わたしの栄光
である。」（モーセ 1：39）

救いの計画を理解することは，霊的学習にとって基本的なことです。若い男性が福音につ
いて学ぶことと，この世のことについて学ぶことはすべて救いの計画の中に取り込まれて
いるべきです。そうすることにより，彼は永遠に重要なことと，そうでないことを識別する
ことができます。若い男性が救いの計画を真に理解すると，より大きな目的を持って生き
るようになります。試しや逆境を成長の機会として捉えるようになります。選択をするとき
にはすぐに満足するものを求めるよりも，永遠の見地に立って選択をします。彼は幸福と喜
びを見いだすことができます。

「神への務め」を日曜日の定員会集会に取り入れるために，以下の「神への務め」のアウト
ラインをこの単元で教えるとよいでしょう。

今月は以下のアウトラインから選んでください。

天の御父の計画を遂行するためのわたしの役割は何ですか（「神への務め」）
救いの計画とは何ですか
前世でどんな出来事がありましたか
人生の目的とは何ですか
選ぶことが大切なのはなぜですか
なぜわたしたちは逆境を経験するのでしょうか
大切な人を亡くしたとき，どのように慰めを見いだせるでしょうか
自分の体を神殿のように扱わなければならないのはなぜですか

2 月―救いの計画
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ミューチャル

青少年が学んでいることと活動をどのように結びつける
か考えてください。青少年の活動計画サイトがあなたを
助けてくれます。これらのアウトラインの学習活動の多く
は，ミューチャルの活動として使うことができます。定員
会会長会と話し合って，若い男性が日曜日に学ぶことを
強化するのにふさわしい活動を選択し計画してください。

「神への務め」

小冊子『神への務め』の以下の項は，この単元の
レッスンに関連しています。

「神権の義務」23，46 － 47，70 － 71ページ

「キリストのもとに来るようにすべての人を招く」
28 － 29，52 － 53，76 － 77ページ

「教義を理解する」18 － 20，42 － 44，66 － 68ペー
ジ
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2 月―救いの計画

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

神への務めを果たす

天の御父の計画を遂行するための
わたしの役割は何ですか
天の御父は，その業と栄光は「人の不死不滅と永遠の命をもたらすこと」（モーセ
1：39）であるとおっしゃいました。神権者として，ふさわしくあり神権の義務を果
たすときに，わたしたちは天の御父の計画の中で役割を果たしているのです。これ
らの義務には神権の儀式を行い，人々に仕え，すべての人をキリストのもとに招く
ことが含まれます。

霊的に備える

これらの資料を研究するとき，聖霊に耳を傾けてください。若い男性がその務め
を果たすときに神を助けるいることを学ぶために彼らに何ができるか深く考えてく
ださい。

モーセ 1：39（神の業と栄光は子供た
ちの昇栄である）

教 義 と 聖 約 20：46 － 60，75 －79；
84：111；107：68（ア ロン 神 権 の 義
務）

教義と聖約 38：42（神権者は清くふさ
わしくなければならない）

ビデオ「キリストのもとに来るようにす
べての人を招く」

ビデオ「神への務めを果たす」

『神への務めを果たす』23（執事の義
務），46 － 47（教 師 の 義 務），70‐71

（祭司の義務）

「大 管長 会から青少 年へのメッセー
ジ」 『若人の強さのために』, ii–iii

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスにつ
いて評議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権
の義務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教える
ように招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダ
を記入するとよいでしょう。

あなたが神権の務めを果た
した経験について考えてみ
てください。努力した結果
はどうだったでしょうか。あ
なたはどのように天の御父
が計画を遂行されるのを手
伝いましたか。

あなたはいつ若い男性が神
権の奉仕を通じて人々に祝
福をもたらすのを目にしまし
たか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分でアイデアを考えてください。

• 若い男性に，「大管長会から青少年
へのメッセージ」を読んで，天の御父の
計画における自分の役割を果たす助け
となる，大管長会からの勧告を見つける
よう勧めます。 神権の務めはこれらの
役割を果たすうえでどのように助けとな
るでしょうか。 

• バプテスマのヨハネの絵を見せ，（『福
音の視覚資料集』35参照）救い主の
ために彼は何を備えたかを尋ねてくだ
さい。（マタイ3 参照）定員会の会員
に彼らが神権の務めを果たすときに，
救い主の再臨のためにどのように道を
備えているのかを尋ねてください。

一緒に学ぶ

以下の活動は定員会の会員が彼らの神権の義務を果たすことが天の御父お計画
を遂行する助けとなるということについて理解する助けとなるでしょう。御霊の導
きに従って，定員会に適切なものを一つまたは幾つか選んでください。

• 若い男性一人一人に，『神への務め』
の「神権の義務」（23，46 － 47，70 －
71ページ）から鍵となる言葉や文章に
線を引くよう勧めます。若い男性に，そ
れぞれの義務がどのように天の御父の
計画を遂行する助けとなるか尋ねます。
若い男性は，人々へ神権の奉仕をする
ことで，どのように祝福されてきたで
しょうか。彼らは神権の奉仕が人々を
祝福した例を見ましたか。

• 定員会全体で教義と聖約 20：46 －
60を復習します。若い男性に，家族や
友人を含むほかの人をキリストのもとに
招くという，神権の義務を果たした経験
を分かち合うように勧めます。彼らは，
どのようにして神の計画を遂行する助
けとなっていますか。福音を分かち合
う機会のある状況を，ロールプレーする
ように勧めます。例として，「あなたの
友人が，なぜ日曜にあなたはフットボー

ルをしないのか，またはなぜコーヒーや
お茶を飲まないのか尋ねます」など。
彼らの目標が福音を分かち合うという
ことであれば，このような友人の質問に
どのように答えるでしょうか。冊子『神
への務め』の 29，51，または 73ペー
ジを開き，学んだことにしたがって計画
を立てるよう勧めます。

• この概念で提案されているビデオを
一つ，または両方見せます。若い男性
に，ビデオではどの神権の務めが提示
され，これらの神権の務めがどのように
神の計画（神権の務めの要約について
は『神への務めを果たす』の 23，46 －
47，70 －71を参照）を遂行する助け
となるか，確認するように指示します。
彼らはこれらの務めに関してどんな経
験をしましたか。わたしたちが務めを
果たすことが神の計画を遂行する助け
となる，ということを理解するのは，な

神への務めの計画

定員会の集会の最後に，若
い男性が『神への務めを果
たす』に計画を書き込める
ように時間を取ってくださ
い。
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ぜ重要なのでしょうか。これを理解す ると，彼らが務めを果たすに当たって，
どのような影響を与えますか。

若い男性が今日学んだことを分かち合うように勧めてください。彼らは天の御父
の計画を遂行するための自分の役割についてもっとよく理解しましたか。どんな
思いや印象を持ったでしょうか。ほかに質問はありますか。この教義にもっと時
間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている定員会会長会の会員が，閉会行事を司会する。彼は以下を行うこ
とができる。

• 定員会のほかの会員が神権の奉仕
を通して神の計画を遂行する助けをす
るのを見た例を分かち合う。

• 定員会の会員と共に神権の義務をよ
り良く果たすために定員会としてできる
ことについて話し合う。

救い主の方法で教える

救い主は弟子たちのために
祈られ，絶えず仕えました。
主は弟子たちと共におられ，
機会を見つけては彼らに愛
を示されました。あなたに
はアロン神権者とともに神
権の奉仕を提供する多くの
機会があります。このような
ときに，あなたがたがして
いることがどのように天の
御父の救いの計画を遂行す
るための助けとなっている
か，分かち合ってください。
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2 月―救いの計画

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

救いの計画とは何ですか
天の御父はわたしたちが御自身のようになれるように計画を備えてくださいました。
その計画には創造，堕落，イエス・キリストの贖い，あらゆる律法，儀式，福音の教
義が含まれます。この計画のおかげで，わたしたちは贖いを通して完全な者となっ
て，満ちみちる喜びを得，神の御前で永遠に生きることができるようになりました。

霊的に備える

これらの聖文と資料を祈りの気持ちで研究してください。若い男性が救いの計画
を理解する助けとなるのは何でしょうか。

1コリント15：20 －22（すべての人は
死ぬ）

ヘブル 12：9（神はわたしたちの霊の父
であられる）

黙 示 録 20：12 －13；2 ニーファイ9：
10 －11；アルマ 5：15 －21（すべての
人は復活し，裁きのために神の前に立
つ）

2 ニーファイ2：22 －25（アダムの堕落
は死をもたらした）

アルマ 34：32 －33（この世の人生は
悔い改めの時間である）

アルマ 40：11－14（人が死んだ後の
状態）

教義と聖約 76：30 －113（栄光の王国
の説明）

トーマス・S・モンソン「人生というレー
ス」『リアホナ』2012 年 5 月号，90 －
93

「救 い の 計 画」『真 理を 守る』120 －
122

ビデオ「人々は気落ちするであろう」

ビデオ「救いの計画」；『教義と聖約視
覚資料』DVD も参照

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会の業務について
評議する際にそれをリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の務めに
ついて教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教えるように招
きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダを記入す
るとよいでしょう。

学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分でアイデアを考えてください。

天の御父の計画を知ること
は，あなたの選択と人生の
展望にどのような影響を与
えましたか。救いの計画の
どの部分をもっと学びたい
ですか。

救いの計画を理解すると定
員会の会員が神権の義務を
より良く果たすのにどのよう
な助けとなるでしょうか。
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• 若い男性に先週のレッスンから覚え
ている言葉または語句を一つ書いても
らい，定員会でそれを分かち合います。

• 創造，堕落，贖いを表す 3 枚の絵，
または 3 つの品物（例えば，創造を表

す粘土，堕落を表すリンゴ，贖いを表す
聖餐のカップ）を用意します。若い男
性がこれらの 3 つの出来事についてど
んなことを知っているか，またそれらが
どうして重要なのか，分かち合ってもら
います。

一緒に学ぶ

以下の活動は定員会の会員が救いの計画について理解するうえで助けとなるで
しょう。御霊の導きに従って，定員会に適切なものを一つ，または幾つか選んでく
ださい。

• 定員会の会員がこのレッスンの一部
を教えるように勧めます。彼の「神へ
の務め」の計画の一部として，救いの計
画について学び，教えることができます

（「教義を理解する」18，42，66ペー
ジ参照）。

• 前もって定員会の複数の会員に，『わ
たしの福音を宣べ伝えなさい』または

『真理を守る』を使って救いの計画（例
えば前世，現世，霊界など）の様子につ
いて，定員会に教える準備をして来るよ
うに依頼します。救いの計画について
の説明をホワイトボード（または黒板）
に書き（例えば『わたしの福音を宣べ伝
えなさい』，54ページ参照），割り当て
られたテーマについて教えてもらいま
す。救いの計画について知ると，生活
がどのように変わるか，若い男性に尋ね
ます。

• 若い男性一人一人に，この概念で提
示されている聖句を一つ，あるいはそれ
以上割り当てます。その聖句を読み，
それが救いの計画のどの部分を教えて
いるのか見つけてもらいます。その聖
句から学んだことを分かち合うように勧
めます。救いの計画を理解するとき，わ
たしたち自身や，ほかの人や，周りの世
界を見る目にどのような影響があるで
しょうか。

• 定員会全体で，アルマ 12：30とアル
マ 42：13 －15を読みます。救いの計
画を説明する聖句を見つけるよう若い
男性に勧めます。これらの聖句は，救
いの計画についてどんなことを教えてい
るでしょうか。ビデオ「人々は気落ちす
るであろう」を見せ，救いの計画の知識
を持っていたおかげで，ラッセル・M・
ネルソン長老がどのような祝福を受け
たか見つけてもらいます。このことを
しっているおかげで，若い男性たちが
どのような祝福を受けたか分かち合っ
てもらいます。

• 定員会全員が冊子『真理を守る』を
持っていることを確認し，それぞれに１
から 3 までの番号を割り当てます。 1
番を割り当てられた人には『真理を守
る』から前世について（120‐122ペー
ジ），2 番を割り当てられた人は現世に
ついて（121 ページ），3 番を割り当て
られた人は死後の生活について（121‐
122 ページ），それぞれ書いてあること
を全部学ぶように勧めます。割り当て
の番号ごとにグループでしてもよいで
しょう。学んだことを短くまとめて定員
会で発表してもらいます。救いの計画
について知らなかったら，人生はどのよ
うなものになるか想像してみるように，
若い男性に勧めます。

• トーマス・S・モンソン大管長の説教
「人生というレース」と聖文を使って，次

教師へのヒント

「学習の雰囲気はあなた自
身が霊的に備えることに
よって大きく改善される。
霊的な備えができると，平
安，愛，敬虔の霊がもたらさ
れる。これにより，教えを
受ける人は安心して，永遠
に価値のある物事について
考え，話し合うことができ
る。」（『教師，その大いなる
召し』79）
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の質問の一つに答えを準備するように
若い男性に勧めます。「わたしたちはど
こから来ましたか」「わたしたちが地上
にいるのはなぜですか」「地上の生活を
終えた後，どこへ行きますか」ほかの信

仰を持つ友人と話していることを想定し
て，自分の答えを言うように勧めます。
これらの質問に対する答えを知ること
は，なぜ大切なのでしょうか。

若い男性が今日学んだことを分かち合うように勧めてください。彼らは救いの計
画についてもっとよく理解しましたか。どんな思いや印象を持ったでしょうか。ほ
かに質問はありますか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている定員会会長会の会員が，閉会行事を司会します。彼は以下を行う
ことができます。

• 救いの計画を理解することが，どのよ
うにより良い神権者になるための動機
となるか話し合いをする。

• 定員会の会員に救いの計画への感謝
の気持ちを分かち合う。

救い主の方法で教える

救い主は御自身が教える
人々に深く考えさせるために
質問をされました。そして
人々の答えに心から関心を
示されました。若い男性が
福音の真理について深く考
えるのを助けるために，どの
ように質問を活用できるで
しょうか。
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精選されたリソース

41

精選されたリソース

「救いの計画」『真理を守る』120 －121からの抜粋

前世

この地上に生まれる前に，あなたは天の御父の霊の
子供として御父のもとに住んでいました。この前世
で，あなたは天の御父のほかの霊の子供たちとともに
ある会議に臨みました。この会議で，天の御父は偉
大な幸福の計画を紹介されました（アブラハム 3：22
－26 参照）。

幸福の計画に従い，御父の霊の長子であった前世の
イエス・キリストは，救い主となることを聖約されまし
た（モーセ4：2；アブラハム 3：27 参照）。天の御
父とイエス・キリストに従った霊は，この地上に生ま
れ，現世の生活を経験し，永遠の命を目指して進歩す
ることを許されました。神のもう一人の霊の子であっ
たルシフェルはこの計画に反対し，「人の選択の自由
を損なおうとし」ました（モーセ4：3）。ルシフェル
はサタンとなり，サタンとサタンに従った霊は天から投
げ落されました。そして，肉体を受けて現世の生活を
経験するという特権を失いました（モーセ4：4；アブ
ラハム 3：27－28 参照）。

前世の期間を通して，あなたは自分の個性をはぐく
み，霊的な資質を伸ばしました。選択の自由という賜
物に恵まれて，例えば，天の御父の計画に従うときの

決定のように，多くの大切な決定を下しました。これ
らの決定が前世と現世でのあなたの生活に影響を与
えました。あなたの英知は増し加えられ，真理を愛す
ることができるようになり，さらに進歩し続けることが
できるこの地上に来る備えができました。

現世の生活

今，あなたは現世の生活を経験しています。あなたの
霊は肉体と結合し，前世では不可能だった方法で成
長し，進歩する機会が与えられています。永遠の存在
であるあなたにとって，この段階は学びの時，自分自
身を証明し，キリストのもとに来ることを選択し，永遠
の命を受けるにふさわしい人となるよう備える時です。
また同時に，周囲の人々が真理を見いだし，救いの計
画に関する証を得られるように助ける時でもあります。

死後の生活

あなたが死ぬと，あなたの霊は霊界に行き，復活を
待ちます。復活すると，霊と肉体が再び結合し，裁か
れ，栄光の王国のいずれかに受け入れられます。どの
栄光を受け継ぐかは，あなたの改心の深さと主の戒め
に対する従順の度合いによって決まります（「栄光の
王国」の項，31－34 参照）。またどのように「イエス
の証を受け入れ」たかによって決まります（教義と聖
約 76：51。 74，79，101節も参照）。

12323_300_AP-Unit2_jp.indd   41 14/01/27   15:34
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2 月―救いの計画

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

前世でどんな出来事がありましたか
生まれる前，わたしたちは神の霊の子供として天の御父とともに住んでいました。
天上の会議で，御父は救いの計画をわたしたちに提示され，イエス・キリストはわ
たしたちの救い主に選ばれました。サタンは御父の計画を変更し、わたしたちの
選択の自由を奪おうとしたので，彼と彼に従う者たちは追い出されました。わたし
たちは御父の計画を受け入れ，イエス・キリストに従う道を選びました。

霊的に備える

以下の聖文と資料を祈りの気持ちで研究してください。定員会と何を分かち合う
べきだと感じますか。

エレミヤ 1：5；アルマ 13：3（神権者は
創世の前から召され，選ばれていた）

黙 示 録 12：9 －11；モ ー セ 4：1－ 4
（サタンは人の選択の自由を破壊しよう
とし，落とされた）

アブラハム 3：22 －26（前世でのわた
したちの選択により地上に来ることが
できた）

「救 い の 計 画」『真 理を 守る』120 －
122

ビデオ「救いの計画」；『教義と聖約視
覚資料』DVD も参照

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会の業務について
評議する際にそれをリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の務めに
ついて教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教えるように招
きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダを記入す
るとよいでしょう。

学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分でアイデアを考えてください。

あなたが人生でしてきた選
択について考えてください。
選択をするにあたって前世
の知識はどのように影響し
ましたか。あなたの選択は
永遠の運命にどのように影
響しますか。

若い男性は現在，永遠に彼
らの人生を祝福する選択と
して，どのようなことをして
いますか。どのような選択
が彼らの永遠の運命に不利
な影響を与えるでしょうか。



35

• 先週の定員会集会から覚えている聖
句を分かち合うように若い男性に勧め
ます。それから何を学んだかについて
話してもらいます。

• 若い男性に，これまでにした義にか
なった選択について思い出し，その結

果今までどのような祝福を受けている
か考え、分かち合うように勧めます。そ
の後で，生まれる前に行った選びを一
つ挙げてもらいます。その選択は今彼
らの人生にどのような影響を及ぼしてい
るでしょうか。

一緒に学ぶ

以下の活動はどれも定員会の会員が前世について理解する助けとなるでしょう。
御霊の導きに従って，定員会に最も適切なものを一つ，または幾つか選んでくださ
い。

• それぞれの若い男性にエレミヤ 1：
5；アルマ 13：3；アブラハム 3：22 －
23のうちの一つを読むように勧めま
す。これらの聖句から前世についてど
のような真理学べるか，見つけてもらい
ます。前世に関するこれらの真理は，
わたしたちの現世の見方にどのような
影響を与えますか。

• 若い男性に，人が人生で直面する試
しについて書き出すように言います。

『真理を守る』（120 －122 ページ）か
ら前世について読み，これらの試しに
直面した人の助けになる真理を探して
もらいます。見つけたことを分かち合い
ます。これらの真理を知る必要がある

かもしれない人がいないか考えるよう促
し，救いの計画の証を分かち合う方法
を考えてみるように励まします。

• 若い男性にモーセ 4：1－2を読み，
天上の会議での救い主とサタンについ
て学ぶように勧めます。 3 － 4 節から，
サタンの行動の結果について，わたした
ちは何を学ぶことができるでしょうか。
今日，地上においてこの対立はどのよう
に続いていますか。この対立における
救い主の役割は何ですか。わたしたち
の役割は何ですか。若い男性に，救い
主について，また主が天の御父の計画
に進んで従うことについてどう感じる
か，思いを分かち合ってもらいます。

若い男性が今日学んだことを分かち合うように勧めてください。彼らは前世につい
てもっとよく理解しましたか。どんな思いや印象を持ったでしょうか。ほかに質問
はありますか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

教師へのヒント

「論争に発展するような質問
や，扇情的な問題を引っ張
り出すような質問を避けるよ
うに注意する。疑問を抱か
せるような質問や信仰を弱
める討論に発展させるよう
な質問をしてはならない。
あなたの質問は生徒を信仰
と愛の一致に向かわせるべ
きであることを確認する。」

（『教 師，その 大 いなる 召
し』69）
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行動するように勧める

司会をしている定員会会長会の会員が，閉会行事を司会します。彼は以下のこと
を行うことができます。

• 定員会の会員にレッスンで感じた考
えや気持ちを分かち合うように勧める。
家族や定員会を祝福するために，どん
なことをしようと動機づけられました
か。

• 学んだことについての証を述べる。

救い主の方法で教える

救い主は弟子たちに分かり
やすいように，簡単な物語，
たとえ，実例を使って教えら
れました。このレッスンで
は，あなたの人生を変えた
選択の例を分かち合うとい
うすばらしい機会がありま
す。どんな経験を若い男性
は分かち合えるでしょうか。
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精選されたリソース

44

精選されたリソース

「救いの計画」『真理を守る』120 －121からの抜粋

前世

この地上に生まれる前に，あなたは天の御父の霊の
子供として御父のもとに住んでいました。この前世
で，あなたは天の御父のほかの霊の子供たちとともに
ある会議に臨みました。この会議で，天の御父は偉
大な幸福の計画を紹介されました（アブラハム 3：22
－26 参照）。

幸福の計画に従い，御父の霊の長子であった前世の
イエス・キリストは，救い主となることを聖約されまし
た（モーセ4：2；アブラハム 3：27 参照）。天の御
父とイエス・キリストに従った霊は，この地上に生ま
れ，現世の生活を経験し，永遠の命を目指して進歩す
ることを許されました。神のもう一人の霊の子であっ

たルシフェルはこの計画に反対し，「人の選択の自由
を損なおうとし」ました（モーセ4：3）。ルシフェル
はサタンとなり，サタンとサタンに従った霊は天から投
げ落されました。そして，肉体を受けて現世の生活を
経験するという特権を失いました（モーセ4：4；アブ
ラハム 3：27－28 参照）。

前世の期間を通して，あなたは自分の個性をはぐく
み，霊的な資質を伸ばしました。選択の自由という賜
物に恵まれて，例えば，天の御父の計画に従うときの
決定のように，多くの大切な決定を下しました。これ
らの決定が前世と現世でのあなたの生活に影響を与
えました。あなたの英知は増し加えられ，真理を愛す
ることができるようになり，さらに進歩し続けることが
できるこの地上に来る備えができました。

12323_300_AP-Unit2_jp.indd   44 14/01/27   15:34
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2 月―救いの計画

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

人生の目的とは何ですか
地上で生活する間，わたしたちは肉体をいただき，神の戒めに従うかどうか試され
ます。死すべき世での経験は，わたしたちがより天の御父に似た者となるためのも
のです。

霊的に備える

以下の聖文や資料をよく祈って研究してください。 あなたは定員会の会員と何を
分かち合うべきだと感じましたか。

2 ニーファイ2：25（わたしたちは喜び
を得るために造られた）

アルマ 12：24；34：32；42：4（この人
生は試され，神と会うために準備をする
時間である）

3 ニーファイ12：3 －12（救い主，神に
似た特質を幾つか挙げられる）

3 ニーファイ12：48（天の御父はわた
したちが御自身のように完全になること
を望んでおられる）

「家族 ―世界への宣言」『リアホナ』
2010 年 11 月号，129

トーマス・S・モンソン「故郷へ安全に
導 か れ る」『リアホ ナ』2014 年 11 月
号，67－ 69

ディーター・F・ウークトドルフ「後悔と
決意について」『リアホナ』2012 年 11
月号，21－24

ゲーリー・E・スティーブンソン「あなた
の 4 分間」『リアホナ』2014 年 5 月号，
84 － 86

「救 い の 計 画」『真 理を 守る』120 －
122

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスにつ
いて評議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権
の義務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教える
ように招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダ
を記入するとよいでしょう。

あなたはどのようにして人生
に喜びを見いだしましたか。 
どんな経験が霊的に成長す
る助けとなりましたか。

若い男性は天の御父のよう
になるためにどんなことをし
ていますか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分でアイデアを考えてください。

• 若い男性が先週のレッスンから学ん
だことを発表してもらいます。レッスン
はどのように彼らの生活に影響を与え
たでしょうか。学んだことにより，どの
ように行動が変わりましたか。その行
いにより，どんな祝福がありましたか。

• 中央に結び目を作った長いひもを見
せます。結び目の片側のすべてが前世
を，もう一方のすべてが来世を表してい
ることを話します。結び目の部分が地
上の人生を表していると説明してくださ
い。これは定員会集会中に視覚教材と
して使えます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，どれも定員会の会員が人生の目的について学ぶ助けとなります。 
御霊の導きに従って，定員会に最も適切なものを一つ，または幾つか選んでくださ
い。

• 若い男性が，このアウトラインで提示
されている聖句を探し，死すべき状態
の目的について分かったことを分かち
合うように勧めます（『真 理を守る』
120 －122 ページを見ることもできま
す）。 この目的について知ることにより，
彼らの選択にどのような影響を与えま
すか。

• 3 ニーファイ12：3 － 12 の至福の
教えを読んでもらい，天の御父が，この
世でわたしたちに身につけるよう望んで
おられる特質を探すように勧めます。 
聖文中の人物や周りにいる人々で，これ
らの原則の良い模範となっている人を
思い浮かべてもらいます。 3 ニーファイ
12 章の救い主の教えは，神の息子とし
てのわたしたちの目的を理解するうえ
で，どのような助けになるでしょうか。

• 「家族－世界への宣言」またはトーマ
ス・S・モンソン大管長の説教「故郷
へ安全に導かれる」のどちらかを定員
会の会員に渡します。 定員会の会員に，
読みながら，神の息子としての人生の目
的について教えている言葉や表現に印

をつけるように言います。 若い男性に
自分が印を付けたものを分かち合い，
その理由を説明するように勧めます。

• ディーター・F・ウークトドルフ管長
の説教「後悔と決意について」で述べ
られている様々な後悔の中から一つず
つ，若い男性一人一人に割り当て，それ
を読みながら人生の目的を示唆してい
ると思うことを探してもらいます。 別の
後悔について読んだ人を探してもらい
ます。 それぞれ学んだことを分かち合っ
てから，幾人かの若い男性に発表して
もらいます。 このような後悔を彼ら自
身の人生で経験しないように，何ができ
るか考えるように勧めます。

• 定員会の半分に，ゲーリー・E・ス
ティーブンソンビショップの説教「あな
たの 4 分間」のノエル・パイクスペース
選手について読んでもらい，残りの半分
の会員には同じ説教の中からトーラ・
ブライト選手について読んでもらいま
す。 これらの話から人生の目的につい
て学んだことをそれぞれ分かち合っても
らいます。 数分時間を取って，スティー

教師へのヒント

「生徒をレッスンに引き込む
一つの方法として視線を合
わせる方法を活用する。目
を合わせて教えるとき，あ
なたの注意はレッスンの資
料ではなく，生徒に向けら
れているのである。生徒が
意見を述べたり質問をした
りするときに視線を向ける
ことによって，あなたが生徒
の話に関心を持っているこ
とを知らせることが でき
る。」（『教師，その大いなる
召し』71）
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ブンソンビショップの説教の残りの部分
を読み，二人の選手が「4 分間」をどの
ように使っていたか深く考えてもらいま

す。若い男性の何人かに考えを分かち
合ってもらいます。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。 彼らは人生の目的をもっと
よく理解しましたか。どんな思いや印象を持ったでしょうか。 ほかに質問はない
でしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている定員会会長会の会員が，閉会行事を司会します。彼は以下を行う
ことができます。

• 学んだことについて自分の証を分か
ち合う。

• 定員会の集会で受けた印象にそって
行動するように定員会の会員を励ます。

救い主の方法で教える

救い主は弟子たちに証を
述べるように招きました。 
例えば，次のように尋ねま
し た。「あ な た が た は わ
たしをだれと言うか。 （マ
タイ 16：15） 霊感を受け
て若い男性に質問をする
とき，彼らの答えは証を述
べる機会になるかもしれ
ません。
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精選されたリソース

わたしたち，末日聖徒イエス・キリスト教会の大管
長会と十二使徒評議会は，男女の間の結婚は神によって
定められたものであり，家族は神の子供たちの永遠の行
く末に対する創造主の計画の中心を成すものであること
を，厳粛に宣言します。

すべての人は，男性も女性も，神の形に創造されてい
ます。人は皆，天の両親から愛されている霊の息子，娘
です。したがって，人は皆，神の属性と神聖な行く末と
を受け継いでいます。そして性別は，人の前世，現世お
よび永遠の状態と目的にとって必須の特性なのです。

前世で，霊の息子，娘たちは神を知っていて，永遠の
御父として神を礼拝し，神の計画を受け入れました。そ
の計画によって，神の子供たちは肉体を得ることができ，
また，完成に向かって進歩して，最終的に永遠の命を受
け継ぐ者としての神聖な行く末を実現するために，地上
での経験を得られるようになったのです。神の幸福の計
画は，家族関係が墓を超えて続くことを可能にしました。
聖なる神殿において得られる神聖な儀式と聖約は，わた
したちが個人として神のみもとに帰り，また家族として
永遠に一つとなることを可能にするのです。

神がアダムとエバに授けられた最初の戒めは，彼らが
夫婦として親になる能力を持つことに関連したものでし
た。わたしたちは宣言します。すなわち，増えよ，地に
満ちよ，という神の子供たちに対する神の戒めは今なお
有効です。またわたしたちは宣言します。生殖の神聖な
力は，法律に基づいて結婚した夫婦である男女の間にお
いてのみ用いるべきです。

わたしたちは宣言します。この世に命をもたらす手段
は，神によって定められたものです。わたしたちは断言
します。命は神聖であり，神の永遠の計画の中で重要な
ものです。

夫婦は，互いに愛と関心を示し合うとともに，子供た
ちに対しても愛と関心を示すという厳粛な責任を負って

たま しぎょう

います。「子供たちは神から賜わった嗣業であり」（詩篇
127：3 ）とあります。両親には，愛と義をもって子供た
ちを育て，物質的にも霊的にも必要なものを与え，また互
いに愛し合い仕え合い，神の戒めを守り，どこにいても法
律を守る市民となるように教えるという神聖な義務があり
ます。夫と妻，すなわち父親と母親は，これらの責務の
遂行について，将来神の御前で報告することになります。

家族は神によって定められたものです。男女の間の結
婚は，神の永遠の計画に不可欠なものです。子供たちは
結婚のきずなの中で生を受け，結婚の誓いを完全な誠意
をもって尊ぶ父親と母親により育てられる権利を有して
います。家庭生活における幸福は，主イエス・キリスト
の教えに基づいた生活を送るときに達成されるに違いあ
りません。実りある結婚と家庭は，信仰と祈り，悔い改

ゆる

め，赦し，尊敬，愛，思いやり，労働，健全な娯楽活動
の原則にのっとって確立され，維持されます。神の計画
により，父親は愛と義をもって自分の家族を管理しなけ
ればなりません。また，生活必需品を提供し，家族を守
るという責任を負っています。また母親には，子供を養
い育てるという主要な責任があります。これらの神聖な
責任において，父親と母親は対等のパートナーとして互
いに助け合うという義務を負っています。心身の障害や
死別，そのほか様々な状況で，個々に修正を加えなけれ
ばならないことがあるかもしれません。また，必要なと
きに，親族が援助しなければなりません。

わたしたちは警告します。貞節の律法を犯す人々，伴
侶や子供を虐待する人々，家族の責任を果たさない人々
は，いつの日か，神の御前に立って報告することになり
ます。またわたしたちは警告します。家庭の崩壊は，個
人や地域社会，国家に，古今の預言者たちが預言した災
いをもたらすことでしょう。

わたしたちは，全地の責任ある市民と政府の行政官の
方々に，社会の基本単位である家族を維持し，強めるた
めに，これらの定められた事柄を推し進めてくださるよう
呼びかけるものであります。

末日聖徒イエス・キリスト教会
大管長会ならびに十二使徒評議会

この宣言は，1995年9月23日，ユタ州ソルトレーク・シティーで開催された中央扶助協会集会において，
ゴードン・Ｂ・ヒンクレー大管長により，メッセージの一部として読み上げられたものである。
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2 月―救いの計画

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

選ぶことが大切なのはなぜですか
天の御父は善悪を判断する選択の自由，つまり自分で選び行動する能力を与えてく
ださいました。しかし，わたしたちは自由に選ぶことができても，その選択の結果
を選ぶことはできません。善い選択をするならば，永続する幸福と永遠の命を得
ることができます。天の御父は，わたしたちが願い求めるならば，賢い選択ができ
るように助けてくださいます。

霊的に備える

以下の聖句と資料をよく祈って研究してください。 若い男性が賢明な選択をする
大切さを理解する助けとなるのはどれだと感じますか。

ヨシュア 24：15（わたしたちは主に仕
えることを選ぶことができる）

ヨハネ14：15（善い選択をすることで，
天の御父への愛を示し，御父の御心を
行いたいという望みを示す）

2 ニーファイ2：16，27；ヒラマン 14：
30 －31（わたしたちには自分で選び行
動する自由がある）

モロナイ 7：14 －15（わたしたちには善
悪を判断する方法が与えられている）

トーマス・S・モンソン，「選択」『リアホ
ナ』2016 年 5 月号，86

ダリン・H・オークス「種まきのたとえ」
『リアホナ』2015 年 5 月号，32 －35

ラッセル・M・ネルソン「永遠のための
決 断」『リ ア ホ ナ』2013 年 11 月 号，
106 －109

D・トッド・クリストファーソン「とこし
えに自由となり，思いのままに行動する
ことができ」『リアホナ』2014 年 11 月
号，16 －19

ランドール・L・リッド「選びの世代」
『リアホナ』2014 年 5 月号，56 － 58

「選 択 の自由」『真 理を 守る』134 －
135

「選択の自由と責任」「音楽とダンス」
『若人の強さのために』（2011），2- 3，

22- 23

ビデ オ―「線 の 内 側にとど まる」；
「悔いはなし」

これまでにした重要な決断
について深く考えてくださ
い。それらの決断はあなた
自身とほかの人々にどのよう
な影響を与えましたか。 そ
れらからどのようなことを学
びましたか。

それぞれの若い男性のため
に祈るとき，彼らがしている
決断についてよく考えてくだ
さい。それらの決断は現在
の，そして将来の彼にどのよ
うに影響するでしょうか。
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若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会の業務について
評議する際にそれをリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の務めに
ついて教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教えるように招
きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダを記入す
るとよいでしょう。

学ぶ経験を開始する

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分自身でアイデアを考えましょう。

• 棒の片端に「選択」とラベルを貼り，
もう一方の端に「結果」と貼っておきま
す。わたしたちがするすべての選択に
は結果（時には良い，時には悪い）が
ついてまわるということを示します。あ
なたが一人の若い男性に棒を握っても

らい，彼が直面するかもしれない選択
を説明します。その若い男性はその選
択の結果を説明することができます。
わたしたちの選択が自分の人生，家族，
神権の奉仕にどのような影響を与える
かについて話し合います。

一緒に学ぶ

以下の活動は，定員会の会員が選択の自由の教義について学ぶ助けとなるでしょ
う。 御霊の導きに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選ん
でください。

• 定員会の会員にこのレッスンの一部
を教えるように勧めます。 これを選択
の自由について学び，教えるという「神
への務めを果たす」の計画の一部とす
ることができます。（「教義を理解する」
18 ，42 ，66 ページ参照）。

• それぞれの若い男性が『若人の強さ
のために』の「選択の自由と責任」の
項を黙読し，印象に残ったことを分かち
合うよう勧めます。また，同冊子から別
の標準を選んで，その標準に関連して
自分が選んだことや，その選択の結果
受けた祝福について分かち合うとよい
でしょう。一例として，『若人の強さの
ために』の「音楽とダンス」の項を読
み，不健全な音楽やダンスを避けるとい

う勧告に従ったことで得られた祝福に
ついて話し合ってもよいでしょう。

• ダリン・H・オークス長 老 の説 教
「種まきのたとえ」もしくはトーマス・
S・モンソン大管長の説教「選択」の
一部を渡します。各自で読んでもらっ
た後，印象に残ったことを分かち合って
もらいます。話し合いは少人数のグルー
プでも定員会全体でもよいでしょう。
信じていることや行動の結果について
若い男性たちはどんなことを学ぶで
しょうか。若い男性に学んだ勧告は，よ
り良い選択をするうえでどのような助け
となるか話し合ってもらいます。

• テープかひもを使って，教室の床に
「V」 の字を描きます。一人の若い男性

教師へのヒント

「あなたが質問した後，生徒
が数秒間沈黙しても心配す
ることはない。自分で自分
の質問に答えてはならない。
答えを考える時間を生徒に
与えなさい。しかし，沈黙
が長すぎる場合は，生徒が
質問を理解していないこと
を表しているので，質問を
別の言葉で言い換える。」

（『教 師，その 大 いなる 召
し』69）
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に，V の字の底の部分に立ってもらい，
そこからV の字の上の部分に向かっ
て，足を線から離さないように歩いても
らいます。やがて，彼はどちらか一方の
足を離さなければならなくなります。 
このことから何が学べるか，若い男性
たちに説明してもらいます。彼らに，
ラッセル・M・ネルソン長 老の説 教

「永遠のための決断」の最初の段落を
読んで，覚えておきたい言葉を見つけて
もらいます。 彼らに，「決断は行く末を
決める」ということについて，または，
ネルソン長老の説教のほかの言葉から
学べることについて，考えを分かち合っ
てもらいます。

• 聖典の中から，何かを選んだ人の例
を見つけるように一人一人の若い男性に
勧めます（例えば，1 ニーファイ3：1－

8や 1 ニーファイの他の箇所にあるニー
ファイとレーマン，レムエルの選択の対
比）。それらの選択はどのような結果を
もたらしましたか。選択した事柄は，ほ
かの人々にどのような影響を及ぼしまし
たか。

• このアウトラインで提案されているビ
デオの一つを見せます。ビデオの中で
若い男性が選択の結果に注目するよう
定員会の会員に言い， 分かったことを
分かち合うように勧めます。また，自分
がした選択の結果がその後も長く影響
を及ぼした経験について分かち合うよ
うに勧めます。このアウトラインにある
聖句の一つを読んで，それが将来正し
い選択をするうえでどのように役立つか
について分かち合うように勧めます。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。選択の自由の教義が理解
できたでしょうか。何を感じ，どんな印象を抱いたでしょうか。ほかに質問はない
でしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 彼がした良い選択の例を分かち合
い，これらの選択がどのように彼の人生
や家族を含むほかの人の人生に影響を
与えたかを述べる。

• 定員会の会員が忠実な神権者となる
ための能力に影響を与える選択につい
て個人的に評価するように勧める。彼
は会員たちが続けて進歩する方法を計
画するように励ますことができる。

救い主の方法で教える

救い主は弟子たちに分かり
やすいように，簡単な物語，
たとえ，実例を使って教えら
れました。このレッスンで
は，あなたの人生を変えた
選択の例を分かち合う大き
な機会があります。 どの経
験を若い男性と分かち合え
るでしょうか。
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精選されたリソース

51

精選されたリソース

「選択の自由と責任」『若人の強さのために』2－3

天の御父は，選択の自由という，善悪を選び，望むま
まに行動する能力を与えてくださいました。命そのも
のに加え，自分の人生を自分で方向づける権利は，神
があなたに授けてくださった偉大な賜物の一つです。
あなたはこの地上にいる間，戒めを守ることによって
神への愛を示すために，自分の選択の自由を正しく使
うかどうか試されています。聖霊はあなたが選択の自
由を正しく使えるようにあなたを導いてくださいます。

あなたは自分の選びに対して責任を取らなければなり
ません。神はあなたのことを心に留め，たとえあなた
の家族や友人が誤った方法で選択の自由を使ったと
しても，良い選択ができるように助けてくださいます。
たとえ孤立を余儀なくされても，断固として神の御心
に従う真の勇気を持ってください。そうすれば，人が
倣うべき模範を示すことができます。

どのような行動を取るか自由に選ぶことはできます
が，その行動の結果を自由に選ぶことはできません。
良きにつけ悪しきにつけ，あなたが行った選択には，
自然の成り行きとして，何らかの結果が伴います。罪
深い行為をしても，一時的にこの世的な喜びを感じる
ことがあるかもしれませんが，そのような行為はあな
たの進歩を遅らせ，心の痛みと不幸をもたらします。

義にかなった選択は，いつまでも続く幸福と永遠の命
をもたらします。忘れないでください。真の自由は従
順を選ぶために選択の自由を使うことによって得られ
ます。不従順を選ぶことによって自由を失います。

さらにあなたには，天の御父が与えてくださった才能
や能力を伸ばす責任があります。自分に与えられた
才能を用いて何を行い，時間をどのように使ったのか，
あなたは御父に報告しなければなりません。ほかか
ら強いられてではなく自分の意志でたくさんの善いこ
とを行う選択をしてください。

ラッセル・M・ネルソン「永遠のための決断」『リアホ
ナ』2013 年 11月号，106－109 から抜粋

愛する兄弟姉妹の皆さん，毎日が決断の日です。トー
マス・S・モンソン大管長は「決断は行く末を決める」
と述べています。決断する自由を賢明に行使すること
は，現世と永遠にわたる皆さんの霊的な成長にとって
極めて重要です。皆さんが学ぶのに若すぎることはあ
りません。皆さんが変わるのに年を取りすぎていると
いうこともありません。学んで変わりたいという強い
気持ちは，神から与えられた永遠の進歩を目指す熱
意から生じます。永遠のための決断を下す機会は毎
日あります。

12323_300_AP-Unit2_jp.indd   51 14/01/27   15:35
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2 月―救いの計画

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

なぜわたしたちは逆境を経験する
のでしょうか
天の御父の計画の一部として，わたしたちは現世で様々な逆境を経験しなければ
なりません。時には自分の愚かな選択やほかの人の選択の結果として試練を受け
ることもあります。そのほか単にこの世で得る経験の一部として受ける試練もあり
ます。逆境はつらいものですが，それを通してわたしたちは霊的に成長し，もっと
イエス・キリストのようになることができるのです。

霊的に備える

これらの聖句と資料をよく祈って研究してください。研究していくときに，どのよう
な印象を受けましたか。

2 ニーファイ2：11（すべてのものには
反対のものがなければならない）

モーサヤ 23：21（神はわたしたちの信
仰を試すために逆境を与える）

エテル 12：27（神はわたしたちが謙遜
になるために弱さを与える）

教義と聖約 101：1－ 9（ある種の逆境
は自分の選択の結果である）

教 義 と 聖 約 121：7－ 8，122：4 － 9
（試しはわたしたちに経験を与え，益と
なる）

ダリン・H・オークス，「すべての事物に
は反対のものがある」『リアホナ』2016
年 5 月号，114- 17

青柳弘一「あなたの道に踏みとどまり
なさい」『リアホナ』2015 年 11 月号，
126 －128

トーマス・S・モンソン「わたしはあなた
を見放すことも，見捨てることもしない」

『リアホナ』2013 年 11 月号，85 － 87

ニール・L・アンダーセン「霊を滅ぼす
嵐」『リアホナ』2014 年 5 月号，18 －
21

「逆境」『真理を守る』51－ 55

ビデオ―「神はわたしたちを高める」，
「試練にあるとき，神権は家族を強めて
くれる」，「生活を立て直す」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスにつ
いて評議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権
の義務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教える
ように招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダ
を記入するとよいでしょう。

これまで経験した試しにつ
いて考えてください。そのよ
うな困難なときに，救い主は
どのようにしてあなたを強め
てくださいましたか。

あなたが教えている若い男
性の中には，すでに大変な
試しを経験した人もいるか
もしれません。彼らは皆，試
しのときに助けを得られる
ように，生涯を通じて救い
主の恵みに頼らなければな
りません。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンの導入をするために，以下のアイデアから
選ぶか，自分自身でアイデアを考える。

• 若い男性が先週のレッスンを思い出
す一つの言葉または語句を書いて，定
員会でそれを分かち合うようにする。
これを今週のレッスンの始めの導入に
する。

• 定員会全体で，ニール・L・アンダー
セン長老の説教（「霊を滅ぼす嵐」）の

中の，風の強い環境で育つ樹木の話を
復習します。このたとえは若い男性に，
逆境について何を教えているでしょう
か。その説教を読みながら，霊を滅ぼ
す嵐に抵抗する助けとなると感じる勧
告を探してもらいます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，定員会の会員が逆境の目的について学ぶ助けとなるでしょう。御
霊の導きに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選んでくださ
い。

• 若い男性に，青柳弘一長老の説教
「あなたの道に踏みとどまりなさい」の
中の自動車事故を説明している段落か
ら話を読んでもらいます。この人生で
試練を経験する理由について，この話
は若い男性に何を教えているでしょう
か。前もって一人の若い男性に，自分か
家族の誰かが試練を通して強められた
経験を分かち合うよう頼んでおくことを
考えてください。彼はこの原則を教えて
いる家族歴史からの話を分かち合って
もよいでしょう。 

• 若い男性一人一人に，自分か家族が
受けている試練について書き留めるよ
うに勧めます。このアウトラインで提示
されている聖句，または彼らの知ってい
る聖句から，なぜわたしたちに逆境が
あるのかを教える聖句を探すように勧
めます。見つけた聖句を分かち合って
もらいます。その聖句はどのようにし
て，彼らの書き留めた試練を克服する
助けになるでしょうか。

• 『真理を守る』の「逆境」の項から最
初の 2 段落を一緒に読みます。天の御
父の計画の中で，逆境はどのような役割
を持っているでしょうか。『真理を守
る』の逆境に関するほかの 3 つの項か
ら一つを定員会の会員一人一人に割り
当て，学んだことを定員会全体に教える
準備をしてもらいます。読んだことに関
連する話や個人的な経験を分かち合う
ように励まします。

• ホワイトボードの中央に線を 1 本引
き，一方の上の方に「なぜ人は逆境に直
面するのか？」と書き，もう一方の上の
方に「逆境にどう立ち向かうことができ
るか？」と書きます。トーマス・S・モン
ソン大管長の説教「わたしはあなたを
見放すことも，見捨てることもしない」
もしくは，ダリン・H・オークス長老の
説教「すべての事物には反対のものが
ある」を幾つかに分け，若い男性一人一
人に読む箇所を割り当てます。 若い男
性に，ホワイトボードの質問に対する答
えを見つけて，該当する欄に答えを書い
てもらいます。 若い男性たちは，これ

教師へのヒント

「あなたが生徒一人一人の顔
を見ることができ，生徒もあ
なたの顔を見ることができ
るようにいすの配置を考え
る。」（『教師，その大いなる
召し』71）
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らの説教からどのような理解を得るで
しょうか。 

• このアウトラインで提案されているビ
デオの一つを見せます。若い男性に，

「なぜ逆境があるのか」という質問につ
いて深く考えるように勧めます。ビデオ
を見ながら逆境のときになすべきことを
知る助けとして，ビデオからどのような
ことを学ぶでしょうか。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。なぜ人は逆境を経験する
か理解できたでしょうか。何を感じ，どんな印象を抱いたでしょうか。ほかに質問
はないでしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 試練に遭った人を助けるために，定
員会が神権の務めをどのように果たせ
ば良いか話し合う。『神への務め』の
中の「人々に奉仕をする」の項で人々を
助けるための計画を書く。

• 試練のときにどのように救い主が彼
を強めてくださったかという証を分かち
合う。

救い主の方法で教える

救い主は聖句を使って御自
身の使命を教え，証されま
した。このレッスンにはわ
たしたちが試しに遭うとき
に，救い主がどのようにわた
したちを強めてくださるかを
示す多くの力強い聖句があ
ります。若い男性がこれら
の聖句を学び，話し合うと
き，聖霊はその真理を証して
くださるでしょう。
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精選されたリソース

『真理を守る』53 － 54「逆境」からの抜粋

天の御父の贖いの計画に欠かせない要素として，現世
で経験する逆境があります。試練，失望，悲しみ，病
気，心痛は人生で経験する困難な部分ですが，主に信
頼を置くならば，それらは霊的な成長，精錬，進歩をも
たらしてくれます。

逆境の原因は様々です。自分の高慢や不従順の結果
として試練に直面することもあります。この種の試練
は義にかなった生活を送ることによって避けることが
できます。ただ単に人生の自然な流れの中で受ける試
練もあります。義にかなった生活を送っている人で
あってもこの種の試練に見舞われることがあります。
例えば，病気，将来の見通しが立たない，愛する人の
死に直面するなどの試練も訪れるのです。ほかの人々
の愚かな選択や相手を傷つける言動が理由で経験す
る逆境もあります。

トーマス・S・モンソン「わたしはあなたを見放すこと
も，見捨てることもしない」『リアホナ』2013 年 11 月
号，85，87 からの抜粋

兄弟姉妹の皆さん，こう言っても差し支えないでしょ
う。苦しみや悲しみをまったく経験しない人は一人も
いません。同様に，人類の歴史上でかつて，動乱や苦
難がまったくなかった時期は一度もないのです。

わたしたちは人生の苦境に陥ると，「どうしてわたしが
こんな目に？」という問いを発する誘惑に駆られます。
時には，トンネルの先に光が見えないときも，夜明けが
来ないかのように思えるときもあります。わたしたちの
周りには，夢が破れて失望する人，希望が打ち砕かれ
て落胆する人があふれているように思われます。「ギ

レアデに乳香〔はないのだろうか〕」という，聖文に記
された嘆願を口にします。〔エレミヤ 8：22〕もう見捨
てられた，希望がない，孤独だと感じます。わたしたち
は，自分の不幸を，悲観主義というゆがんだレンズを
通して見る傾向があります。忍耐という天の徳がしば
しば必要とされることを忘れ，問題を解決しようと焦っ
てしまうのです。

降りかかる困難は全て，堪え忍ぶ力を真に試すもので
す。わたしたち各人は，次の根本的な問いに答えなく
てはなりません。諦めるのか，それともやり通すのか。
困難を乗り越えることは自分にはできないと思って，
諦めてしまう人もいます。やり通すには，人生のまさに
最後まで堪え忍ぶことが必要です。……

天の御父は，わたしたちに喜びをもたらす多くのものを
お与えになりますが，それと同時に，わたしたちが経験
しなければならない試しに立ち向かい，それを乗り越
えるときに，学び，成長し，強くなることも御存じです。
わたしたちは，つらい悲しみを経験したり，胸を痛めた
り，極限まで試されることがあるのを知っています。
しかし，そのような困難を通じて，より良い方向に変化
し，天の御父が教えておられる方法で人生を立て直
し，過去の自分とは違う人物，すなわち過去の自分より
も善良で，理解力があり，同情心にあふれ，強い証を
持った人物となることができるのです。

我慢し堪え忍ぶことだけでなく，喜びと悲しみをくぐり
抜け，霊的に磨かれることもわたしたちの人生の目的
であるべきです。克服するべき試練，解決するべき問
題がなければ，いつまでたっても現在の自分と変わら
ないでしょう。永遠の命という目標を目指して進歩す
ることも，ほとんど，あるいは全くないでしょう。
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2 月―救いの計画

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

大切な人を亡くしたとき，どのよう
に慰めを見いだせるでしょうか
死は救いの計画に欠かせないものです。天の御父のようになるために，わたしたち
は死を経験し，復活した完全な体を受ける必要があります。死が天の御父の計 画
の一部であること，イエス・キリストが贖いを通して死に打ち勝たれたことを理解
するなら，わたしたちは愛する人が亡くなったときに希望と平安を受けるこ とがで
きます。

霊的に備える

以下の聖句と資料をよく祈って研究してください。学ぶときにどのような気持ちに
なりましたか。

モーサヤ 16：7－ 8（イエス・キリスト
の復活は死のとげを取り除いてくださ
る）

モーサヤ 18：8 －10；教義と聖約 81：
5（わたしたちは慰めの必要な人を慰め
るべきである）

アルマ 11：42 － 45（救い主が復活され
たおかげで，わたしたちは自分の肉体
を再び得る）

アルマ 28：12；教義と聖約 42：45 －
46（わたしたちは死んだ人のために嘆
き悲しむが，主にあって死んだ人にとっ
て死は甘いものである）

アルマ 40：11－14（わたしたちの霊は
肉体の死後も生き続ける）

教義と聖約 137：5 －10（ジョセフ・ス
ミスは，日の栄えの王国に兄のアルビ

ン，幼い子供たち，その他の人々がいる
のを見る）

教義と聖約 138（ジョセフ・F・スミス
大管長が受けた霊界についての示現）

トーマス・S・モンソン「パットン夫人
―そ の 物 語 の 続 き」『リ ア ホ ナ』
2007 年 11 月号，21－24；ビデオ「ま
た会う日まで」も参照。

ラッセル・M・ネルソン「死の扉」『聖徒
の道』1992 年 7 月号，77－ 80

シェーン・M・ボーエン「わたしが生き
るので，あなたがたも生きるからであ
る」『リアホナ』2012 年 11 月号，15 －
17

ビデオ―「ぼくたちは今でも家族だ
よ」「主は助けてくださいます」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスにつ
いて評議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権
の義務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教える

あなた，または あなたの
知っている人は，愛する人
が亡くなったときに，どのよ
うにして希望を見いだすこと
ができましたか。どの聖句
または原則が助けとなりま
したか。

若い男性の中には，これま
でに愛する人の死を経験し
た人もいますが，いつかす
べての若い男性が同様の経
験をします。そのようなと
き，彼らがどのような知識を
もっていれば助けとなるで
しょうか。
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ように招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダ
を記入するとよいでしょう。

学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分自身でアイデアを考えましょう。

• 若い男性は学んだ後にどうするよう
に勧められてきましたか。学んだことを
行動に移したときに，彼らや家族や友
人の生活にどのような影響があったか，
分かち合ってもらいます。

• 愛する人を亡くした後でも平安を見い
だすことができた経験を分かち合いま
す。あなた自身の経験でも，第 3 者の
経験でもかまいません。若い男性に，
自分の経験について話すように勧めま
す。

一緒に学ぶ

以下の活動は定員会の会員が来世について学ぶ助けとなるでしょう。御霊の導き
に従って，定員会に最も適切なものを一つ，あるいは幾つか選んでください。

• 死について分からないこと，考えてい
ること，怖いと思っていることについて
書きだすように，若い男性に勧めます。
その後で，答えを見つけるためにこの概
念で提案されている聖句，またはラッセ
ル・M・ネルソン長老の説教「死の扉」
を読んでもらいます。その際，わたした
ちが死に打ち勝てるようにしてくださっ
た救い主の役割を強調している聖句や
話に注目するように勧めます。見つけた
ことを分かち合ってもらいます。救い主
がわたしたちのためにしてくださったこ
とについて，彼らの思いを分かち合うよ
うに勧めます。

• ビデオ「主は助けてくださいます」を
見せて，印象に残ったことを分かち合う
ように勧めます。ビデオに登場する若
い男性が見いだしたことをすべての人
が知るなら，世の中がどのように違った
ものになるか話し合います。

• トーマス・S・モンソン大管長の説教
「パットン夫人－その物語の続き」から
パットン夫人について話すか，ビデオ

「また会う日まで」を見せます。パットン
夫人が若かったトーマス・モンソンに尋
ねた質問に，自分だったらどのように答
えるか，若い男性に尋ねます。定員会
でモーサヤ 18：8 －10と教義と聖約
81：5を読みます。愛する人を亡くした
家族に慰め，助け，その他の神権の奉
仕を提供するという神権者の責任につ
いて話し合います。この話し合いには
ビショップリックの一員を招いてもよい
でしょう。

• 定員会の半分にシェーン・M・ボー
エン長老の「わたしが生きるので，あな
たがたも生きるからである」の説教から
ラミレズ姉妹の話を読んでもらい，残り
の半分にボーエン長老の息子タイソン
についての話を読んでもらいます。愛す
る人を亡くしたときに慰めを見いだす方
法と，ほかの人を慰める方法について，

教師へのヒント

「レッスンが始まる前に質問
を黒板に書き出しておくこと
によって，生徒にレッスンの
始まる前からテーマについ
て考えさせることが でき
る。」（『教師，その大いなる
召し』93）
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学んだことを分かち合ってもらいます。
若い男性に愛する人を亡くしたときの経
験があれば，分かち合うように勧めま
す。贖いと救いの計画の知識がどのよ
うに慰めを見いだす助けとなったでしょ
うか。適切であれば，あなた自身の経
験を分かち合います。

• クラスを二つのグループに分けます。
一つのグループには教義と聖約 137：5
－10を読んでもらい，別のグループに

は教義と聖約 138：57－ 58を読んでも
らいます。死後どうなるのかについて，
これらの聖句が教えていることをグ
ループごとに話し合うよう，若い男性に
勧めます。次に，愛する人を亡くした人
はこれらの教えからどのように力づけ
られるか，定員会で話し合います。こ
の教えは，家族歴史と神殿活動に関す
るわたしたちの責任と，どのように関連
していますか。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。大切な人を亡くしたとき，
どのようにして慰めを見いだせばよいかについて理解できたでしょうか。どんな思
いや印象を抱いたでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。この教義にもっと
時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている定員会会長会の会員が，閉会行事を司会します。彼は最近愛する
人を亡くした人のために定員会としてどんな奉仕をすることができるか，話し合い
を進めることができます。ワードや地域には夫を亡くした人やその他で，助けを必
要としている人がいるでしょうか。

救い主の方法で教える

救い主は，質問をすることに
よって人々に深く考えさせら
れました。若い男性が深く
考え，霊感を求めるようにす
るにはどうしたらよいでしょ
うか。彼らが安心して自分
の気持ちを話せるようにす
るには，どうしたらよいで
しょうか。
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精選されたリソース
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精選されたリソース

トーマス・ S・モンソン「パットン 夫人－その物語の
続き」『リアホナ』2007 年 11 月号，21－ 24 からの
抜粋

まず，アーサーについて話しましょう。金髪の巻き毛
をした彼は，いつも満面に笑みをたたえていました。
1940 年当時，第二次世界大戦を引き起こした大きな
争いがヨーロッパのほぼ全域を襲っていました。クラ
スでいちばん背が高かった彼は，徴兵官に年を偽っ
て，15 歳の若さで海軍に入りました。アーサーをは
じめ，ほとんどの少年にとって戦争は大冒険でした。
海軍の制服に身を包んだアーサーがどんなに格好良
かったかを，今もよく覚えています。わたしたちはもう
少し年が上だったら，せめてもう少し背が高かったら
入隊できたのに，と思ったものでした。

青年期は，人生でとても特別な時期です。ロングフェ
ローはこう書いています。

美しき若者，その輝き

その幻想と願いと夢

人生という書物の中で，青年期は序章であり，終わり
などないかのようである。

この書物の中では，すべてのおとめはヒロインで，すべ
ての男は友である。

〔“Morituri Salutamus,” The Complete Poetical 
Works of Henry Wadsworth Longfellow（1883
年），259〕

アーサーの母親は，リビングの窓に飾った青い星をと
ても誇りにしていました。通りかかる人すべてに，息子
が祖国の制服を身に着け，祖国のために熱心に働い
ていることを示していたからです。パットン夫人は，わ
たしが通る度にドアを開けて招き入れ，アーサーから
届いたばかりの手紙を読んで聞かせてくれました。涙
で読めなくなると，わたしに読むようにと頼むのでし

た。夫のいない彼女にとって，アーサーがすべてでし
た。

わたしは今でも，手紙を丁寧に封筒にしまう パットン
夫人のささくれだった手を鮮明に覚えています。働き
者の手でした。パットン 夫人は，町のオフィスビルの
清掃をして生計を立てていました。日曜日以外は毎
日，バケツとブラシを手に歩道を歩く彼女の姿が見え
ました。白い髪を後ろで一つにまとめた彼女の肩に
は，重労働の疲れが漂い，年齢のせいで腰は曲がっ
ていました。

1944 年 3 月，戦争が激しさを増す中，アーサーは
駆逐艦 U.S.S.ドロシーから，空母 U.S.S. ホワイトプ
レーンズに移されました。南太平洋のサイパンで彼の
空母が攻撃され，アーサーは多くの戦友とともに海で
戦死しました。

パットン家の通りに面した窓に飾られていた青い星
は，その神聖な場所から姿を消しました。そして，青
い星が表していた人が戦死したことを伝える，金の星
がそれに取って代わりました。パットン夫人の人生を
照らしていた 光が消え，彼女は完全な暗闇と深い絶
望の中をさまよいました。

一介の少年がどんな慰めの言葉をかけられるだろうと
いう思いと祈りを胸に，わたしは通い慣れた道をパット
ン家に向かいました。

ドアが開き，パットン夫人は 自分の息子にするよう
に，わたしを抱き締めました。家は礼拝堂となり，悲し
みに打ちひしがれた母親と，頼りない少年がともにひ
ざまずいて祈りをささげました。

パットン夫人は立ち上がると， わたしの目をじっと見
詰めてこう言いました。「トミー，わたしはどこの教会
の会員でもないけれど，あなたは違う。教えて。アー
サーは生き返るかしら。」わたしは力のかぎり，アー
サーは確かに生き返ることを彼女に証しました。

12323_300_AP-Unit2_jp.indd   59 14/01/27   15:35
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2 月―救いの計画

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

自分の体を神殿のように扱わなけ
ればならないのはなぜですか
わたしたちの体は神の形にかたどられて創造されました。肉体は天の御父からの
贈り物です。肉体を得たことで，わたしたちはこの世で死すべき状態を経験し，
もっと御父のようになることができるのです。この知識は，わたしたち自身の体の
扱い方，また天の御父と自分自身についての感じ方に影響を及ぼします。自分の体
を神の神殿として扱うなら，わたしたちは肉体的，情緒的，霊的な祝福を受けます。

霊的に備える

これらの聖文や資料を祈りの気持ちでを研究してください。御霊はあなたに何を
若い男性と分かち合うように動機づけるでしょうか。

創 世 39：1－21；ダニエル 1：3 －21
（ヨセフとダニエルは体を尊んだ）

1コリント 6：19 －20；教 義と聖 約
93：33 －35（わたしたちは神の宮であ
る）

教義と聖約 88：15 －16（霊と体が人を
成す）

教義と聖約 130：22；モーセ 6：9（わ
たしたちは神の形にかたどって創造さ
れた）

ゴードン・B・ヒンクレー「あなたの子
らの平安は深い」『リアホナ』2001 年
1 月号，61－ 68

ビデオ「モルモン・マスタング」「純潔
―どこまで許されるのか」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスにつ
いて評議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権
の義務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教える
ように招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダ
を記入するとよいでしょう。

あなたが自分の体を神の神
殿として扱ったときに，どん
な祝福を受けましたか。人
生を経験し，周りの人々の生
活を見るにつけて，自分の
体が神聖なものであるとい
う認識が深まったのはどの
ようなときでしたか。

若い男性が自分の体を神か
らの神聖な贈り物として扱
うに当たって，どのような問
題に直面しますか。彼らが
自分の体をどう扱うかは，
どのように神権の力に関連
しているでしょうか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分自身でアイデアを考えましょう。

• 若い男性に先週のレッスンで学んだ
ことを思い出してもらいます。話し合っ
たことについて何か質問や考えたこと
はありますか。

• 神殿の写真を見せて，神殿について
考えるときに心に浮かぶ言葉を書き留
めるように勧めます。これらの言葉の
反対語は何でしょうか。自分の体を神
の神殿として扱うように求められている
ことについて，分かち合ってもらいます。

一緒に学ぶ

以下の活動は定員会の会員が彼らの体は神聖なものであるということについて学
ぶ助けとなるでしょう。御霊の導きに従って，定員会に最も適切なものを一つ，あ
るいは幾つか選んでください。

• この概念で提示されている聖文の一
つを若い男性一人一人に割り当てます。

「なぜ肉体は神聖なのか」について教え
ている聖文を研究し，要約するように勧
めま す。これらの真理に関して，サタ
ンがどのような方法で彼らを欺こうとす
るか尋ねます。自分の体を神聖に保つ
よう努力するとき，彼らは互いにどのよ 
うに助け合うことができますか。

• それぞれの若い男性にこの概念で提
案されている説教の一つから一段落を
読むように勧めます。数分時間を与え
て，体の神聖さについての簡単なレッス
ンを準備できるようにします。説教から
の引用に加えて，個人的な経験や証を
分かち合うよう励まします。

• 定員会全体で 1コリント 6：19 －20
と教義と聖約 93：33－35を読みます。 
若い男性に，自分たちの体と神の神殿
の似ている点を箇条書きにしてもらいま
す。青少年が自分の体を神殿のように
保とうとするときに直面するチャレンジ

について話し合うように勧めます。それ
らのチャレンジはどうしたら克服できま
すか。

• 定員会を二人一組に分け，一人に創
世 39：1－21を，もう一人にダニエル
1：3 －21を読んでもらいます。（これ
らのお話の絵は『福音の視覚資料集』，
11，23 参照）ヨセフとダニエルがどの
ように自分の体を尊んだか，その箇所を
見つけて互いに分かち合うようにしま
す。どのようにしたらヨセフやダニエル
の模範に従うことができるでしょうか。

• 『若人の強さのために』の目次を見
て，どの標準が心と体を清く保つことに
関連しているか，見つけるように言いま
す。定員会をグループに分け，選んだ項
目を探して，「なぜわたしは自分の体を
神殿のように扱わないといけないので
すか」という質問の答えを探させます。
これらの標準に従って生活するために
できることにを分かち合うように勧めま
す。

教師へのヒント

「一つの主題についてあら
ゆることを語ろうとするのを
避ける。生徒は主題につい
てすでにある程度の理解を
しているものである。生徒
がその主題について学ぶの
は，あなたのレッスンからだ
けというわけではないこと
を忘れてはならない。」（『教
師，その大いなる召し』99
ページ）
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• この概念で提案されているビデオを
一つ見せます。ビデオの中で体を清く
保つことの重要性を説明しているたとえ
を見つけ，話し合ってもらいます。ビデ
オで教えられている標準で生活するよ
うお互いを励ますために何ができるで
しょうか。

• 若い男性に『若人の強さのために』
の「服装と外見」の項を使って次の質
問の答えを見つけてもらいます。「慎み
深さに関する主の標準は何ですか」「こ
れらの標準に従うのがなぜ大切なので
すか」「慎み深くあることが，体の神聖
さを尊ぶことを表すのはどうしてです
か」

若い男性が今日学んだことを分かち合うように勧めてください。彼らは体の神聖さ
についてもっとよく理解しましたか。どんな思いや印象を持ったでしょうか。ほか
に質問はありますか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 体を大切に扱うことから来る祝福に
ついての彼の証を述べる。

• 定員会の会員と『神への務め』の
「身体の健康」の項（31－34 ページ）

を完了するために共に活動する計画を
します。

救い主の方法で教える

救い主は自分が教える人々
を愛されました。彼らが何
者であり，どのように人にな
れるか御存じだったからで
す。そしてその人々が成長
するための独自の方法，ま
さに人々に最適の方法を見
いだされれました。彼らが
問題を抱えて苦しんでいる
とき，主は決して彼らを見は
なさずに絶えず愛し，教え
導かれました。 救い主に
倣って，あなたはどのように
若い男性を愛し，彼らに仕
えることができるでしょうか
か。
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精選されたリソース
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精選されたリソース

服装と外見『若人の強さのために』6–8

あなたの体は神聖です。これを尊び，決して汚しては
なりません。あなたは，自分の体がどれほど尊いか
知っていることを，服装と外見を通して主に示すこと
ができます。あなたは自分がイエス・キリストの弟子
であり，主を愛していることを示すことができるので
す。

神の預言者は，いつも神の子供たちに慎み深い服装
をするよう勧告してきました。適切な身だしなみや慎
み深い服装を心がけるなら，御霊が常にとどまり，周
囲の人に良い影響を与えることができます。あなたの
服装や身だしなみは，自分や周囲の人の行いに影響
を与えます。

決して服装の標準を下げないでください。特別な日だ
からといって，慎みがないことの言い訳にしないでくだ
さい。慎みのない服装をすることで，神の息子，娘とい
うあなたの真の姿に反するメッセージを送ることにな
ります。自分の体を利用して人の注意を引き，認めら
れようとしているというメッセージを送っているのと同
じです。

慎みのない服装とは，体にぴったりとした，透けて見え
る衣装，そのほかいかなる形であれ肌があらわになる
ような衣装です。若い女性はショートパンツや丈の短
いスカート，おなかが露出するシャツ，肩が覆われてい

ない服あるいは胸もとや背中が見えるローカットのえ
りや露出度の大きい服は避けるべきです。若い男性
も慎み深い外見を保つ必要があります。若い男性も
若い女性も身だしなみを整えて清潔にし，極端な，あ
るいはあまりにもくだけた服，髪型，行動は避けるべ
きです。スポーツに参加するときにも適度に慎み深い
服装を選ぶべきです。世の中のファッションは変わり
ますが，主の標準は変わりません。

自分の体に，入れ墨を彫ったりボディーピアスをつけ
たりして，自分自身を傷つけてはなりません。若い女
性が耳にピアスをしたいと思うのであれば，イヤリング
を一組だけするとよいでしょう。

教会の集会や活動に出かけるときは，適切な服を着
用することで主と自分自身を尊んでいることを示してく
ださい。聖餐式に出席するとき，これは特に大切で
す。聖餐の儀式を執行するときに若い男性は威厳の
ある服装をするべきです。

何を着るのが適切かよく分からないときは，預言者の
言葉を研究し，導きを求めて祈り，両親または指導者
に助けを求めてください。いつの日かあなたは神殿で
神と神聖な聖約を交わします。あなたの服装や外見
はその神聖なときのために備える助けになるでしょう。
次のように自問してください。「主の前に出てもおかし
くない外見だろうか。」

12323_300_AP-Unit2_jp.indd   63 14/01/27   15:35
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この単元をオンラインで見るには，lds.org/youth/learnにアクセスしてください。

単元の概要

「見よ，わたしはあなたがたに言う。あなたがたは，キリストの贖罪…によって…望まなけ
ればならない。」（モロナイ7:41）

この単元のアウトラインは，若い男性が「キリストのもとに来て，キリストの救いと，キリスト
の贖いの力にあずかるように」助けるものです（オムナイ1：26）。この単元であなたは，
悔い改めと贖いを通して，彼らがどのように聖さとふさわしさを保って神権の義務を果たす
ことができるか理解できるよう助けることができます。また，彼らがアロン神権者として聖
餐やバプテスマの儀式を執行するときに，人々が贖いの祝福を受ける手助けをするという
神聖な役割を果たしていることを認識できるよう助けることもできます。

「神への務め」を日曜日の定員会集会に取り入れるために，以下の「神への務め」のアウト
ラインをこの単元で教えるとよいでしょう。

今月は以下のアウトラインから選んでください。

人々が救い主の贖いの祝福を受けられるようどのように助けることができるでしょうか（「神への務め」）
イエス・キリストの贖いとは何でしょうか
イエス・キリストを信じる信仰を持つとはどういう意味でしょうか
悔い改めるとはどういう意味でしょうか
恵みとは何でしょうか
なぜ人を赦す必要があるのでしょうか
復活とは何でしょうか
試練に遭うとき，救い主はどのように助けてくださるでしょうか

3月―イエス・キリストの贖い
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ミューチャル

青少年が学んでいることと活動をどのように結びつける
か考えてください。青少年の活動計画サイトがあなたを
助けてくれます。これらのアウトラインの学習活動の多
くは，ミューチャルの活動として使うことができます。定
員会会長会と話し合って，若い男性が日曜日に学ぶこと
を強化するのにふさわしい活動を選択し計画してくださ
い。

「神への務め」

小冊子『神への務め』の以下の項は，この単元のレッス
ンに関連しています。

「神権の儀式を執り行う」24－25，48－ 49，72－73
ページ

「教義を理解する」18－20，42－ 44，66－ 68 ページ
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3 月―イエス・キリストの贖い

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

『神への務め』

人々が救い主の贖いの祝福を受け
られるよう，どのように助けること
ができるでしょうか。
アロン神権者が聖餐を準備し執り行なうとき，彼らは教会員が日々の生活の贖い
による聖めの力を更新できるよう助けているのです。

霊的に備える

人が贖いの祝福を受けられるように助
けるという自らの役割について理解する
うえで，若い男性の役に立つのはどの
聖句や説教でしょうか。

ルカ22：19－20；3 ニーファイ18：1
－11（イエス・キリストは聖餐を定めら
れた）

教義と聖約 20：76－79（アロン神権
者は聖餐を執行する）

教義と聖約 38：42（神権者は儀式を執
行するふさわしさを身に付けていなけ
ればならない）

オバデヤ1：21（わたしたちはシオンの
山で救う者とならなければならない）

ボイド・K・パッカー「贖罪」『リアホ
ナ』2012 年 11月号，75－78

「聖餐」『真理を守る』123－125

「シオンの山において救う者となる」『歴
代大管長の教え―ジョセフ・スミス』
468－ 478

ビデオ―「大いなる神権」「自分自身
を聖めなさい」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスにつ
いて評議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権
の義務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教える
ように招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダ
を記入するとよいでしょう。

これまで聖餐を準備し，執
行し，受けたときにどのよう
に感じましたか。なぜ聖餐
はあなたにとって重要なの
ですか

若い男性は聖餐の儀式をど
のように考えていますか。
聖餐を執行するに当たって，
彼らがさらによく準備する
にはどうしたらよいでしょう
か。あなたは彼らに，自分
の責任についてどのような
ことを理解してほしいと思っ
ていますか。人々が贖いの
祝福を受けられるように，
アロン神権者は，ほかにど
のようなことができるでしょ
うか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンで学んだ教義を復習し，今週のレッスンを導入するために，以下の
アイデアから選ぶか，自分自身でアイデアを考えましょう。

• 若い男性に先週のレッスンで覚えて
いることを分かち合ってもらいます。ま
だ疑問に思っていることはありません
か。彼らはどのように学んだことに従っ
て生活していますか。

• 定員会の会員にホワイトボードに以
下の質問の答えを書くよう勧めます。
「人々が贖いの祝福を受けられるように
わたしはどのような助けを与えることが
できるだろうか」

一緒に学ぶ

このレッスンの目的は，若い男性一人一
人が，自分が神権の務めを果たすこと
によって，どうして人々が贖いの祝福を
受けられるのかを理解できるよう助け
ることです。このレッスンの中で定員会
の会員は，『神への務め』から，敬虔
に，神権の儀式を執行するという計画
を立てるべきです。定員会集会の前
に，若い男性に『神への務め』を教会
に持ってくるよう勧めてください。今後
の定員会集会では，計画を実行すると
きに経験したことを分かち合うよう勧め
ます。

• 定員会の会員の一人に，救い主が聖
餐を執行している絵を示してもらいます
（『福音の視覚資料集』54）。彼にその
絵の中の場面と，そこで何が行われて
いるのか，そしてアロン神権者が，今日
の聖餐を執行するときに，どのようにイ
エス・キリストを代表しているのか説明
してもらいます。若い男性に，聖餐を準
備し執行するときにどのように感じるか
尋ねます。

• 若い男性に，二人一組になって教義
と聖 約 20：76－79，ルカ 22：19－
20，3 ニーファイ18：1－11を読むよ
うに勧めます。聖餐のパンと水が何を
表し，神権者が聖餐を準備し執行して

いるときにどなたを代表しているのかに
ついて話し合ってもらいます（『神への
務め』24を参照）。若い男性に『神へ
の務め』の「行う」の項目（25，49，
73 ページ）を開いて，話し合ってきた
内容に基づいて計画を立てるよう勧め
ます。両親や指導者に以下の質問をす
るよう励まします。「聖餐の儀式はあな
たにとってどのような意味があります
か」「聖餐があなたにとってさらに意味
深い経験になるよう，アロン神権者とし
て自分に何かできることはありません
か」今後の定員会集会で，これらの質
問に対する答えや，計画を実行したとき
に経験したことを分かち合うよう勧めま
す。

• 定員会全員で教義と聖約 38：42を
読み，この節が贖いの象徴である「器」
を担うものにどのように当てはまるかに
ついて話し合います（『神への務め』
48 参照）。この概要で提案されている
ビデオの中から一つを見せ，若い男性
に神権を行使するために聖くなければ
ならない理由を探してもらいます。彼ら
に小冊子『神への務め』の「行う」の
項目（25，49，73 ページ）を開いて，
学んだ内容に基づいて計画を立てるよ
う勧めます。

神への務めの計画

定員会集会の終わりに，若
い男性が小冊子『神への
務め』の計画を立てる時間
を取っても構いません。こ
れらの計画は個人的なもの
ですが，定員会の会員はお
互いに自分たちの計画のた
めにアイデアを出し合うこと
ができます。
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• 若い男性に聖餐の祈りを読むように
勧め，これらの祈りの中にある聖約を
確認し，それがどんな意味かを説明す
るよう勧めます。どんな言葉が彼らの
心に迫ってきますか（『神への務め』
72 参照）。聖餐を執行する人たちの態
度や行いは，集会に参加している会員
の経験にどのような影響を与えますか。
彼らに小冊子『神への務め』の「行
う」の項目（25，49，73 ページ）を開
いて，学んだ内容に基づいて計画を立
てるよう勧めます。

• 神殿の儀式を受けずに亡くなった先
祖の写真を見せてください。あるいは，
若い男性に先祖の写真を持ってきて見
せるように勧めます。亡くなった人たち
が贖いの祝福を受けるために，どのよう
に助けることができるか話し合うように
若い男性に言います。若い男性に，『歴
代大管長の教え―ジョセフ・スミス』

41章の「しかし彼らはどのようにして
シオンの山において救う者となるので
しょうか」から始まる段落を研究するよ
うに言います。シオンの山において救
う者となることには，どのような意味が
あるか話し合います。シオンの山にお
いて救う者となった経験を話すように，
若い男性に勧めます。

• 定員会集会に光を表すもの（電球あ
るいは懐中電灯など）を持って来ます。
ボイド・K・パッカー会長の説教「贖
罪」のはじめにある物語を若い男性と
分かち合うときに，人々の光となると
は，どのようなことか考えるよう勧めま
す。どのようにしたら困っている人のた
めに「下の方の灯り」のようになれる
か，若い男性に思いを分かち合ってもら
います。わたしたちが神権の義務を果
たすとき，どのようにしたら「下の方の
灯り」のようになることができますか。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らは神権者として，人々
が贖いの祝福を受ける助けをどのようにすることができるか理解しているでしょう
か。何を感じ，どんな印象を持っていますか。ほかに質問はないでしょうか。この
教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている定員会会長会の会員が，閉会行事を司会します。彼は以下を行う
ことができます。

• 自分が小冊子『神への務め』に書き
込んだ計画とそれを果たすための決意
を分かち合う。

• 定員会の会員が教会に出席できない
と思われる人に（ビショップの指示の
下）どのように聖餐を執行することがで
きるか話し合う。

救い主の方法で教える

どのような場面においても，
救い主は弟子たちにとって
模範であり，偉大な教師で
あられました。主は彼らと
ともに祈ることによって，祈
ることを教えられました。
彼らを愛し仕えることによっ
て，愛し仕えることを教えら
れました。主は彼らを赦す
ことによって，人を赦すよう
に教えられました。あなた
は，自分が教える原則につ
いてどのような模範となるこ
とができますか。
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3 月―イエス・キリストの贖い

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

イエス・キリストの贖いとは何で
しょうか
贖いとはわたしたちが罪や逆境，死を克服できるようにイエス・キリストが払ってく
ださった犠牲です。イエスの贖いの犠牲はゲツセマネの園とカルバリの十字架上
で果たされました。イエスはわたしたちの罪の代価を支払い，死をその身に受け，
復活されました。贖いは天の御父とイエス・キリストの究極の愛の表現なのです。

霊的に備える

若い男性が自分の人生において贖いとその重要性を理解するうえで，どの資料が
役に立つでしょうか。

マタイ26－27（ゲッセマネと十字架上
でイエス・キリストはわたしたちの罪の
代価を払い御自身にわたしたちの苦痛
を受けられた）

マタイ28：1－10（イエス・キリストは
御自身の復活を通して死を克服された）

2 ニーファイ9：6－16（イエス・キリス
トは御自身の贖いを通して罪と死を克
服された）

アルマ 7：11－13（イエス・キリストは
御自身にわたしたちの苦痛，病，弱さ，
罪を引き受けられた）

トーマス・S・モンソン大管長「主はよ
みがえりぬ」『リアホナ』2010 年 5月
号，87－ 90

リンダ・K・バートン「イエス・キリスト
の贖罪を信じる信仰は，わたしたちの
心に記されているでしょうか」『リアホ
ナ』2012 年 11月号，111

「イエス・キリストの贖い」『真理を守
る』14－21

ビデオ―贖いを描写する聖書ビデオ

ビデオ―「キリストの復活に関する使
徒の言葉」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスにつ
いて評議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権
の義務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教える
ように招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダ
を記入するとよいでしょう。

あなたは贖いの証をどのよ
うにして得ましたか。贖い
はあなたの人生でどのよう
に祝福となっていますか。

若い男性は贖いについて何
を理解していますか。彼ら
は聖文から何を発見し，贖
いについて何を互いに教え
合うことができますか。贖
いに対して彼らはどのよう
に感じ，感謝を示すことが
できますか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンで学んだ教義を復習し，今週のレッスンを導入するために，以下の
アイデアから選ぶか，自分自身でアイデアを考えましょう。

• ホワイトボードに先週のレッスンから
の質問（レッスンのタイトル）を書きま
す。定員会の会員に，この質問に答え
られるように先週何を学んだか尋ねま
す。学んだことに従って生活するために
彼らは何をしましたか。

• 贖いの出来事を描写する絵（ゲッセ
マネの園での主の苦しみ，主の十字架，
主の復活など；『福音の視覚資料集』
56－59 参照）を見せ，若い男性にこ

れらの出来事について知っていること
を分かち合ってもらいます。それぞれ
の若い男性に贖いについて抱いている
疑問を書き留めるように勧めます。疑
問を回収し，適切であればそれを声に
出して読んでください。それぞれの若
い男性にレッスンの間中，自分の疑問に
ついて考え続けるよう励まします。レッ
スンの終わりに，定員会で彼らの疑問
に対して分かった答えを分かち合っても
らいます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，定員会の会員がイエス・キリストの贖いを理解するうえで助けとな
るでしょう。御霊の促しに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるいは幾つ
か選んでください。

• 定員会の一人の会員にこのレッスン
の一部を教えるよう勧めます。彼はこ
の活動を『神への務め』の計画の一部
として行い，贖いについて学習し，教え
ることができます（「教義を理解する」
18，42，66 参照）。準備として，トー
マス・S・モンソン大管長の説教「主は
よみがえりぬ」を読むよう提案するのも
よいでしょう。

• 若い男性に，救い主の生涯の最後の
数時間に起きた出来事をマタイ26－
28 章の参照聖句と照らし合わせてもら
います（ゲッセマネでの苦しみ，裏切
り，キリストの試練，十字架刑，復活；
これらの出来事を示す画像を求める場
合はbiblevideos.lds.org にアクセスす
るか，『福音の視覚資料集』をご覧くだ
さい）。若い男性はこれらの出来事か
ら救い主と主の贖いについて何を学ぶ
でしょうか。数人の定員会の会員に，

彼らのために救い主がなされたことに
ついて自分たちの思いを分かち合うよ
う勧めます。

• 若い男性一人一人に，リンダ・K・
バートンの話「イエス・キリストの贖罪
を信じる信仰は，わたしたちの心に記さ
れているでしょうか」から，贖いの原則
の一つを読むよう勧めます。定員会の
誰が同じ原則について読んだか見つけ
させ，学んだことについて話し合い，自
分自身や知人の生活の中からその原則
の具体例を分かち合ってもらいます。
各組から一人に，話し合ったことを定員
会の残りの会員と分かち合ってもらいま
す。

• 若い男性に 2 ニーファイ9：6－16
を読み，贖いの必要性について教える
聖句を探すよう勧めます。数人の若い
男性に，自分が選んだ聖句やその聖句
が教えていることを分かち合ってもらう

教師へのヒント

クラスの生徒は効果的な質
問を尋ねられ，答える前に
考える時間が与えられれ
ば，出席することに意味を
感じるようになります。定員
会の会員にこのような時間
を与えるために，ホワイト
ボード（または黒板）に質
問を書いたり，紙に答えを
書いてもらってもよいでしょ
う。（『教師，その大いなる
召し』68-70 参照）
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時間を取ります。彼らに神を信じていな
い人に手紙を書くよう勧め，これらの聖
句を使って，なぜ贖いが重要で，なぜわ
たしたちには救い主が必要なのか説明
するよう励まします。お互いに自分が書
いた手紙を分かち合ってもらいます。

• 若い男性の何人かにアルマ 7：11－
13を読むよう勧め，他の人たちには聖
句ガイドから恵みについて読むよう勧め
ます。贖いが彼らの生活をどのように
祝福するかについて，学んだことを分か
ち合ってもらいます。贖いの力は，わた

したちの罪の代価を支払うだけでなく，
どのようにわたしたちを助けることがで
きるでしょうか。若い男性に，聖文や自
分たちの生活から，贖いを通して強さを
受けた人の例を分かち合ってもらいま
す。

• この概念で提示されているビデオの
中から一つ，あるいは幾つかを見せ，そ
の後で若い男性に感じたことを書き留
めるように勧めます。なぜイエス・キリ
ストの贖いに感謝しているか分かち
合ってもらいます。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らは贖いをさらによく理
解しているでしょうか。何を感じ，どんな印象を持っていますか。ほかに質問はな
いでしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている定員会会長会の会員が，閉会行事を司会します。彼は以下を行う
ことができます。

• 定員会の会員に自分の家族や友人
が贖いの祝福を受けられるように自分
にできることを書き留め分かち合うよう
勧める。

• 若い男性に自分たちの日記に贖いに
ついて感じたことを記すように勧める。

救い主の方法で教える

救い主は聖文を使って御自
身の使命について教えられ
ました。主は人々に聖文に
ついて自分で考えるように
教えられました。若い男性
が聖文を用いてイエス・キリ
ストの贖いを理解できるよ
うに，あなたはどのような助
けを与えられますか。
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3 月―イエス・キリストの贖い

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

イエス・キリストを信じる信仰を持
つとはどういう意味でしょうか
信仰によって救いに導かれためには，主イエス・キリストを中心にした信仰でなけ
ればなりません。イエス・キリストへの信仰を持つとは，主を信頼し，主の戒めに
従うということを意味します。信仰は受け身的に信じる以上のものです。わたした
ちは行い，つまり生き方によって信仰を表します。

霊的に備える

信仰について学ぶために聖文やほかの資料を研究する際に，若い男性がイエス・
キリストへの信仰を強められるような事柄を探してください。

ヘブル11：4－ 9，17－29；エテル12：
11－22（信仰を示した人々の模範）

ヤコブの手紙 1：5－ 6；2：14－20
（信仰には信じることと行いが伴う）

アルマ 32：21，26－ 43（信仰とはまだ
見ていない真実のことを待ち望むこと
である）

モロナイ7：33－ 41（奇跡は信仰に
よって起こる）

ニール・L・アンダーセン「信仰は偶然
によってではなく，選びによって与えら

れる」『リアホナ』2015 年 11月号，65
－ 68

L・トム・ペリー「忠実さから生まれる
従順」『リアホナ』2014 年 5月号，100
－103

ラッセル・M・ネルソン「信仰を表す」
『リアホナ』2014 年 5月号，29－32

「信仰」『真理を守る』109－112

ビデオ―「清く純粋な信仰」「わたし
についてきなさい―イエス・キリスト
に関する復活祭のメッセージ」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスにつ
いて評議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権
の義務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教える
ように招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダ
を記入するとよいでしょう。

学ぶ経験を始める

先週のレッスンで学んだ教義を復習し，今週のレッスンを導入するために，以下の
アイデアから選ぶか，自分自身でアイデアを考えます。

イエス・キリストへの信仰を
どのように行使したことがあ
りますか。若い男性が信仰
によって行動するよう動機
づけられる経験があれば，
彼らと分かち合ってくださ
い。

あなたが教えるアロン神権
者はどのようにイエス・キリ
ストへの信仰を行使してい
ますか。信仰を強めるため
に彼らは何をしていますか。
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• それぞれの若い男性に 30 秒程度時
間を与え，先週のレッスンから思い出せ
るだけのことを書き留めてもらいます。
若い男性に書き留めたことを分かち合
うよう勧めます。信仰のテーマを導入す
るにあたって，書き留めたことをどのよ
うに使うことができますか。

• 簡単な手漕ぎボートを描き，「信仰」
と書き込みます。 1本のオールに「信
心」，もう1本のオールには「行い」と書

きます。定員会に，もしオールが 1本し
かなかったらこのボートはどうなってし
まうかと尋ねます。もし信じていること
を行わなければ，わたしたちの信仰は
どうなってしまうでしょうか。聖文ある
いは『真理を守る』（109-112 ページ）
を活用して，定員会の会員が信仰とは
何か，またこの絵と信仰はどのような関
係があるかについて理解できるように
助けます。

一緒に学ぶ

次のそれぞれの活動は，定員会の会員たちがイエス・キリストを信じる信仰を持つ
とは何を意味するかを理解するために役立ちます。御霊からの印象に従って，あ
なたの定員会にとって最善の活動を一つ，あるいは幾つか選んでください。

• 定員会の一人の会員にこのレッスン
の一部を教えるよう勧めてください。
彼はこの活動を『神への務め』の計画
の一部として行い，贖いについて学習
し，教えることができます（「教義を理
解する」18，42，66 参照）。

• 若い男性に，ヤコブの手紙 2：14-20
を読んで，ヤコブが信仰と行いの関係
について教えるために使った例を見つ
けてもらいます。若い男性の何人かに
ヤコブが信仰について教えていること
を自分の言葉で要約してもらいます。
若い男性に，ニール・L・アンダーセン
長老の説教「信仰は偶然によってでは
なく，選びによって与えられる」または
ラッセル・M・ネルソン長老の説教
「信仰を表す」の中から，行いを通して
信仰を表した人々の例を見つけてもら
います。若い男性に，見つけたことを
分かち合い，自分たちはどのように信仰
を表すことができるか話し合ってもらい
ます。

• それぞれの若い男性にイエス・キリ
ストを信じて行動した人の話が記され
ている聖文の物語を探してもらいます
（例として出エジプト14：19－28；マタ

イ8：5－13；ヘブル11：4－ 9，17－
29；エテル12：11－22；1ニーファイ
4 章を参照）。若い男性に自分あるい
は知人がイエス・キリストを信じる信仰
を働かせた経験について書くように勧
めます。それぞれの若い男性に聖文の
中から見つけた物語と自分が書き留め
た経験を分かち合ってもらいます。彼
らは少人数のグループあるいは定員会
全体としてこの活動をすることができま
す。

• ホワイトボードに次の質問を書いてく
ださい。信仰とは何ですか。イエス・
キリストを信じる信仰を持つとはどうい
う意味でしょうか。信仰によって生きる
にはどうすればよいですか。自分の信
仰を増し加えるにはどうすればよいで
すか。それぞれの定員会の会員に『真
理を守る』の「信仰」という見出しの下
にある項目の一つを割り当てます。若
い男性に割り当てられた項目と聖文の
参照箇所を読み，ホワイトボードの質問
の一つに対する答えを探すよう勧めま
す。彼らに答えをホワイトボードに書い
てもらい他に学んだことを定員会で分
かち合ってもらいます。

教師へのヒント

「聖典から教えるときにしば
しば役に立つのは，生徒に
特定の物や事柄を見たり聞
いたりしてもらうことであ
る」（『教師，その大いなる召
し』55）
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• 定員会の会員たちに，L・トム・ペ
リー長老の説教「忠実さから生まれる
従順」から，「信仰」という言葉を探すよ
うに言います。彼らは，ペリー長老の
メッセージから信仰と従順について何
を学ぶでしょうか。信仰によって，なぜ
従わないか完全に理解していないとき
でも主の戒めに従うことができた経験
を分かち合うように勧めます。

• 若い男性にマタイ17：20 を読むよう
に勧め，彼らに信仰によって山を動かす
とはどのような意味だと思うか尋ねま
す。リチャード・C・エッジリービショッ
プの以下の言葉を分かち合います。
「わたしは山が実際に移動するのをこの

目で見たことはありません。しかし，信
仰により疑いや絶望の山が移り，希望
や楽観に取って代わられるのを見たこ
とがあります。信仰により罪という山が
悔い改めと赦しに取って代わられるの
を直接見たこともあります。また，信仰
により苦しみという山が平安，希望，そ
して感謝に取って代わられるのを直接
見たこともあります。そうです，わたし
は確かに，数々の山が移るのを見たこと
があるのです」（「信仰―選択するの
はあなたです」『リアホナ』2010 年 11
月，33）。ビデオ「清く純粋な信仰」を
見せ，若い男性に信仰によって移された
山を探してもらいます（あるいはあなた
自身の経験を分かち合います）。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らはイエス・キリストに
信仰を持つとはどのようなことか理解しているでしょうか。何を感じ，どんな印象
を持っていますか。ほかに質問はないでしょうか。この教義にもっと時間を費や
すべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• イエス・キリストに信仰を持つ意味と
この信仰に従って行動するために計画
していることについて感じていることを
分かち合う。

• 定員会の中で自分たちの信仰が神権
の奉仕の中でどのように明らかになる
か話し合う。

救い主の方法で教える

救い主は「わたしの教えは
わたし自身の教えではなく，
わたしをつかわされたかた
の教えである」と言われま
した（ヨハネ7：16）。主は
御父から学ばれた教義を教
えられました。自分が真の
教義を教えていることをど
のように確信することがで
きますか。（『教師，その大
い なる 召し』52－53 参
照）
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精選されたリソース

82

精選されたリソース

「信仰」からの抜粋『真理を守る』110–111

主イエス・キリストを信じる信仰

あなたを救いへと導く信仰は，主イエス・キリストを中心
に置くものでなければなりません（使徒 4：10－12；
モーサヤ3：17；モロナイ7：24－26；信仰箇条1：
4 参照）。主が実在の御方だということに対する確信，
主の属性に関する正しい理解，自分は主の御心に添っ
た生活を送ろうと努力しているという知識があるときに，
キリストに対する信仰を行使することができます。

イエス・キリストに信仰を持つとは，イエス・キリストを
完全に頼る，その無限の力，英知，愛に信頼を置くとい
うことを意味します。その中にはイエス・キリストの教
えを信じるということも含まれます。また自分にはすべ
てのことが理解できなくても，イエス・キリストは理解
されていると信じることを意味します。イエス・キリス
トはあなたの痛み，悲しみ，弱さをすべて経験しておら
れ，あなたが日々の困難な状況から立ち上がるのを，
どのように助ければよいのかも御存じだということを覚
えておいてください（アルマ 7：11－12；教義と聖約
122：8 参照）。イエス・キリストは「すでに世に勝っ
て」いて（ヨハネ16：33），あなたが永遠の命を得ら
れるように道を準備しておられます。「あらゆる思いの
中でわたしを仰ぎ見なさい。疑ってはならない。恐れ
てはならない」という主の嘆願を（教義と聖約 6：36）
あなたが忘れないなら，主はいつでも必ずあなたを助
けてくださいます。

信仰によって生きる

信仰は行動の伴わない信念をはるかに超えるもので
す。自分に信仰があるかどうかは自分の行動，生き方
を通して表します。

救い主は次のように約束されました。「あなたがたは
わたしを信じるならば，わたしの心にかなうことを何事
でも行う力を持つであろう。」（モロナイ7：33）人は
イエス・キリストに対する信仰が動機となってイエス・
キリストの完全な模範に従いたいと思うようになりま
す（ヨハネ14：12 参照）。信仰によって人は善い行い

をします。戒めを守り，自分の犯した罪を悔い改めま
す（ヤコブの手紙 2：18；1 ニーファイ3：7；アルマ
34：17参照）。信仰の助けを借りて人は誘惑に打ち
勝つことができます。アルマは息子のヒラマンに次のよ
うな助言を与えています。「主イエス・キリストを信じ
る信仰をもって，悪魔のあらゆる誘惑に立ち向かうよう
に教えなさい。」（アルマ37：33）

主はあなたの信仰に応じて，あなたの人生に大きな奇
跡を起こしてくださいます（2 ニーファイ26：13 参
照）。イエス・キリストに対する信仰は，主の贖いを通
して霊的，肉体的な癒しを受けるうえで助けとなりま
す（3 ニーファイ9：13－14 参照）。試練に見舞われ
たときに，人は信仰によって力を与えられ，その結果，
前進し，苦難に勇気をもって立ち向かうことができるよ
うになります。未来が不確かなときですら，救い主へ
の信仰によって平安を得ることができます（ローマ5：
1；ヒラマン5：47参照）。

信仰を強める

信仰は神からの賜物ですが，強い信仰を持ち続けるた
めには信仰を養い育てていかなければなりません。信
仰は腕の筋肉のようなものです。腕は使えば強くなり
ますが，三角巾で固定し，そのまま放置しておくと弱く
なってしまいます。

信仰の賜物はイエス・キリストの御名により天の御父
に祈ることによって養い育てることができます。御父に
感謝の気持ちを述べ，自分とほかの人々が必要として
いる祝福を願い求めるときに，御父に近づくことがで
きます。憐れみを願い求めることができるように罪を
贖ってくださった救い主に近づくことができます（アル
マ33：11参照）。さらには聖霊の静かな導きを感じる
ことができるようになります。

戒めを守ることによって信仰を強めることができます。
神のあらゆる祝福と同様に，信仰は一人一人が従順で
義にかなった行いをすることにより手にし，さらに強め
ていくことができるものです。信仰を可能なかぎり最
高のレベルにまで高めたいと望むならば，主と交わした
聖約を守らなければなりません。

12323_300_AP-Unit3_jp.indd   82 14/01/27   15:34
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3 月―イエス・キリストの贖い

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

悔い改めるとはどういう意味でしょ
うか
イエス・キリストは，わたしたちが悔い改められるように，わたしたちの罪の代価と
して苦しみをお受けになりました。悔い改めとは，心と思いを変えることによって，
自分を神に近づけることです。罪から離れ，赦しを求めて神に心を向けることが含
まれます。悔い改めは，神への愛と主の戒めに従いたいという心からの望みに動
機づけられるものです。

霊的に備える

これらの聖文と資料を，祈りの気持ちで研究してください。あなたにとって，悔い
改めの動機づけとなるのはどれでしょうか。

イザヤ1：18（悔い改めを通してわたし
たちは罪から清められる）

ローマ 3：23；1ヨハネ1：8（すべての
人は罪を犯したことがある）

アルマ19：33（悔い改めは心の変化を
もたらす）

アルマ 36：6－24（アルマは悔い改め
救い主の恵みを通して赦しを受ける）

アルマ 39：8（わたしたちは神から自分
の罪を隠すことができない）

教義と聖約 58：42－ 43（悔い改める
ためにわたしたちは罪を告白し捨てな
ければならない）

「悔い改め」『若人の強さのために』28
－29

ディーター・F・ウークトドルフ，「主は
あなたを肩に乗せて家に連れ帰ってく
ださるでしょう」『リアホナ』2016 年 5
月号，101-4

アレン・D・ヘイニー「自分が頼ってき
た御方を思い出す」『リアホナ』2015
年 11月号，121－123

D・トッド・クリストファーソン「悔い改
めという神の賜物」『リアホナ』2011年
11月，38－ 40

ビデオ「贖い―一度限りのことでは
ない」，「境界線の中で」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスにつ
いて評議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権
の義務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教える
ように招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダ
を記入するとよいでしょう。

これまで悔い改めが必要な
経験をしたことがあります
か。個人的な罪について話
さずに，悔い改めによって
天の御父に近づくことがで
きた経験について，どのよう
に分かち合えるでしょうか。

若い男性の中には，自分は
ふさわしくないと感じて苦し
んでいる若い男性もいるか
もしれません。この思いは
忠実な神権者として仕える
能力に影響を与えます。彼
らが悔い改めたいという望
みを持てるようにするため
に，どのように思いやりを示
して，御霊を招くことができ
るでしょうか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンで学んだ教義を復習し，今週のレッスンを導入するために，以下の
アイデアから選ぶか，自分自身でアイデアを考えます。

• 若い男性に先週学んだことを振りか
える絵を描いてもらい，描いたことにつ
いて一緒に話し合ます。

• 罪が重荷のようなものであるとはどう
いうことか定員会の会員が話し合って
いる間，一人の若い男性に腕をまっすぐ

に横に伸ばして両方の手で重いものを
持っていてもらいます。話し合っている
間，さらに重いものをその若い男性の
手の上に載せます。その物を取り除き，
若い男性全員に罪と悔い改めについて
この実演から学んだことを分かち合うよ
う勧めます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，定員会の会員が悔い改めがどのようなことか理解する助けとなるで
しょう。御霊の促しに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選
んでください。

• 定員会の会員の一人に，アレン・D・
ヘイニー長老の説教「自分が頼ってき
た御方を思い出す」の冒頭に出てくる
お話か，ディーター・F・ウークトドルフ
管長の説教「主はあなたを肩に乗せて
家に連れ帰ってくださるでしょう」に出
てくる，フラウエンキルへの再建の経
験，もしくは救い主の迷い出た羊のたと
えの話を分かち合う準備をして来るよ
う勧めます。実際にこれらの話をして
いる話者のビデオを見せてもよいでしょ
う。これらの話は悔い改めについて何
を教えているでしょうか。これらの説
教の中で，悔い改めについて述べてい
る文章を幾つか紙に書きます。若い男
性に一つの文章を選び，最初は二人一
組で，それからクラスで，自分が学んだ
ことを分かち合ってもらいます。若い男
性に，自分が学んだことにより変えるよ
うに促しを受けた事柄について考えて
もらう時間を取ります。

• 定員会の一人の会員に，このレッスン
の一部を教えるよう勧めます。彼はこ
の活動を『神への務め』の計画の一部

として行い，贖いについて学習し，教え
ることができます（「教義を理解する」
18，42，66 参照）。

• 若い男性の一人に，ほかの定員会の
会員が見ている間にある物を隠すよう
頼みます。もう一人の会員に隠した物を
探すように頼みます。この例は，神から
罪を隠そうとすることについて，どんな
ことを教えていますか（アルマ 39：8
参照）。神に罪を隠すことはできないこ
とを教えるうえで，若い男性はどんな聖
文の物語を分かち合うことができるで
しょうか（例としてヨナ1－2 章；サム
エル下 11－12 章；使徒 5：1－11を
参照）。若い男性を少人数のグループ
に分け，以下の質問について話し合うよ
う促します。「人は自分の罪を隠そうと
するときにどのようなことをしますか」
「自分の罪を隠すことができないことを
人に理解してもらうために，あなたなら
どう言いますか」

• 若い男性にアルマとモーサヤの息子
の絵（『福音の視覚資料集』，77 参照）
を持って，彼らの悔い改めの話を要約し

教師へのヒント

「実践の義務は生徒にあ
る。教師が脚光を浴び，舞
台の中心に立ち，すべての
せりふを語り，あるいは，全
部の活動を独り占めしてし
まえば，これはまず間違い
なく，生徒の ¸学習を阻害し
ているのである」（アサエ
ル・D・ウッドラフ『教師，
その大いなる召し』61）
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てもらいます（アルマ 36：6－24）。若
い男性に各自でアルマ 36：13，17－
20，23－24を読み，これらの節から
悔い改めの原則を見つけ，学んだことを
小グループで分かち合ってもらいます。
若い男性に，自分の生活で悔い改めの
原則を応用するためにできることを考
え，書き留めるよう勧めます。

• それぞれの若い男性に，『若人の強さ
のために』の中の「悔い改め」の項，あ
るいはこの概念で提案されている話の
中から一つを選んで研究するよう促し
ます。心に強く訴えてきた箇所に印を
つけさせ，分かち合ってもらいます。彼
らが悔い改めについて抱いている疑問

があれば，匿名で書き留めるよう促しま
す。ビショップを招いてこれらの質問
に答えてもらい，悔い改めがどのように
神権の力と結びついているのか分かち
合ってもらいます。

• ビデオ「境界線の中で」を見せます。
定員会の会員の半数に，悔い改めとは
どのような意味かビデオから学べること
を探すよう，そして残りの半数には自分
たちの悔い改めを助けるビショップの
役割についてを探すよう促します。学ん
だことを分かち合ってもらいます。自分
が犯した過ちについてビショップに話
すのを恐れている友人に，何と言ってあ
げられるでしょうか。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らは悔い改めるとはどの
ようなことか理解しているでしょうか。何を感じ，どんな印象を持っていますか。
ほかに質問はないでしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている定員会会長会の会員が，閉会行事を司会します。彼は以下を行う
ことができます。

• 救い主と悔い改めが意味することに
ついて自分が感じたことを分かち合う
か，定員会の会員に感じたことを分かち
合ってもらう。

• 若い男性に自分たちの生活を振り返
り，改善できるところを見つけるよう勧
める。

救い主の方法で教える

救い主は人々が信仰によっ
て行動し，主が教えられた
真理に従って生活するよう
招かれました。主は機会を
とらえて，彼らが力強い経
験を通して学ぶことができ
るようにされました。若い
男性が自分たちの生活の中
で日々悔い改めの力を認め
られるように，何をすること
ができますか。
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精選されたリソース

「悔い改め」『若人の強さのために』28－29

「人が罪を悔い改めたかどうかは，これによって分か
る。すなわち，見よ，彼はそれを告白し，そしてそれを
捨てる。」教義と聖約 58：43

救い主はわたしたちの罪のために苦しみ，わたしたち
のために命をささげてくださいました。この偉大な犠
牲は贖罪と呼ばれています。贖罪によって，あなたは
赦しを受け，悔い改めるときに罪から清めていただくこ
とができます。

悔い改めはただ単に悪い行いを認める以上の行為で
す。それは思いと心の変化です。悔い改めには罪を
離れ，赦しを求めて神に立ち返ることが含まれます。
悔い改めへと人を動かすのは，神への愛と，神の戒め
に従いたいという心からの望みです。

サタンはあなたが悔い改めはできないと考えるように
望んでいますが，それはまったく真実ではありません。
救い主は，あなたが謙虚になり，悔い改めに必要な努
力を払うことを条件に赦しを約束されました。罪を犯
してしまったとしても，悔い改めが早ければ早いほど，
それだけ早く元の道に戻り始め，赦しによって得られ
る平安と喜びを自分のものにできるでしょう。悔い改
めを遅らせると，祝福，機会，そして霊的な導きを失う

ことがあります。罪深い行いのわなにはまって，引き
返すことがさらに難しくなる恐れもあります。

ある人々は故意に神の戒めを破り，後で悔い改めよう
と考えます。例えば，神殿に参入したり伝道に出たり
する前まで悔い改めを引き伸ばすのです。そのように
して故意に罪を犯すことは救い主の贖罪をあざけるこ
とです。

悔い改めるためには，主に罪を告白する必要がありま
す。また悪いことをしてしまった相手に赦しを求め，
あなたの行為によって損なわれたものを元の状態に
戻します。悔い改めようと努力するときに，両親に助
けと助言を求めてください。性的な罪やポルノグラ
フィーの使用のような重大な罪については，あなたの
ビショップに告白する必要があります。ビショップに
対しては完全に正直であってください。あなたが悔い
改めるのを助けてくれます。ビショップとどのようなこ
とについて話し合えばよいのか分からない場合は，両
親またはビショップと相談してください。

あなたが悔い改め，赦しを得るために必要なことを行
うなら，贖罪の力と，神があなたに対して抱いておられ
る愛を自分ではっきりと知るでしょう。あなたは主イ
エス・キリストが与えてくださる平安を感じ，そのこと
によって大きな力を受けるでしょう。また主に似た者
となることができるでしょう。

12325_300_YW-Unit3_jp.indd   79 14/01/27   15:54
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3 月―イエス・キリストの贖い

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

恵みとは何でしょうか
恵みとは，わたしたちが主イエス・キリストの贖いを通じて受ける神聖な助けと力
のことです。恵みによってわたしたちは罪と死から救われます。それに加え，恵み
は日々わたしたちを強める力であり，終わりまで耐え忍べるように助けてくれます。
主の満ちみちる恵みを受けるには，わたしたちの側の努力も求められます。

霊的に備える

恵みについて理解するうえで役立った聖文やほかの資料はありませんか。若い男
性が恵みについて理解できるように分かち合ったらよいと感じる事はありません
か。

エペソ 2：8－ 9；2 ニーファイ25：23
（わたしたちは恵みによって救われる）

ピリピ4：13；モルモン書ヤコブ4：6
－7（イエス・キリストの恵みはわたした
ちを強くしてくださる）

モロナイ10：32－33（恵みによりキリ
ストによって完全になれる）

聖句ガイド「恵み」

ディーター・F・ウークトドルフ「恵みの
賜物」『リアホナ』2015 年 5月号，107
－110

デビッド・A・ベドナー「容易に重荷に
耐えられるように」『リアホナ』2014 年
5月号，87－ 90

「恵み」『真理を守る』180－182

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスにつ
いて評議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権
の義務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教える
ように招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダ
を記入するとよいでしょう。

あなたにとって恵みとはど
ういう意味ですか。イエス・
キリストの力によってあなた
の生活を変えられることを
どのように感じますか。

若い男性は恵みについて何
を知りましたか。彼らが生
活の中で恵みの力を理解す
るためにどのような助けを
与えることができますか。
若い男性が神権の義務を
果たそうと努力するときに
恵みによってどのような助け
を受けることができますか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンで学んだ教義を復習し，今週のレッスンを導入するために，以下の
アイデアから選ぶか，自分自身でアイデアを考えます。

• 物や絵を持ってきて，若い男性に先
週のレッスンで学んだこととそれらの関
連を尋ねます。彼らが学んだ結果とし
て先週どのようなことを行ったでしょう
か。

• 若い男性に恵みについて知っている
ことを尋ねます。彼らは恵みがどのよう
なものだと思っているでしょうか。自分

たちの生活の中で彼らはどのような形
で恵みを目にしているでしょうか。神権
の奉仕においてはどうでしょうか。彼
らは自分たちが恵みによって救われる
と信じていますか。恵みについて彼ら
が疑問に思っていることは何ですか。
この話し合いの一環として，この概念の
最初に示されている恵みの定義を分か
ち合うとよいかもしれません。

一緒に学ぶ

以下の活動は定員会の会員が恵みの教義を理解する助けとなるでしょう。御霊の
促しに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選んでください。

• ホワイトボードに開いている門と窓を
描き，若い男性にディーター・F・ウーク
トドルフ管長の説教「恵みの賜物」の
初めの部分を読んで，恵みとこれらの門
と窓の対比を見つけてもらいます。説
教の残りの部分を若い男性に割り当て
て，その部分から恵みについて学んだこ
とを1文にまとめて書き留め，分かち
合ってもらいます。天の御父と御子の
恵みを受けるには何をすればよいで
しょうか。

• 何日か前に，定員会の一人の会員に，
救い主のくびきを負うとは何を意味する
のか，マタイ11：28－30と，デビッド・
A・ベドナー長老の説教「容易に重荷
に耐えられるように」から学んでおくよ
うにお願いしておきます。彼に，くびき
はわたしたちとイエス・キリストの関係
をどのように象徴しているかについて自
分が学んだことを話し合う準備をして，
定員会の集会に来るようにお願いしま

す。ベドナー長老の説教から，定員会
の会員が救い主の恵みについて理解す
る助けとなるような言葉を分かち合うよ
うに，彼にお願いします。

• このアウトラインにある聖句の簡単な
要約を書き，教室のそれぞれの壁に要
約を書いた紙を1枚貼ります。それぞ
れの若い男性に聖句の一つを読み，読
んだ聖句に合った要約を探してその文
のそばに立つよう割り当てます。若い
男性に恵みについて聖句から学べるこ
とを分かち合ってもらいます。彼らは自
分たちの生活の中でどのような恵みの
証拠を見つけることができますか。彼
らは聖文からどのような例を思い起すこ
とができますか。

• 定員会の会員一人一人に，『聖句ガイ
ド』と『真理を守る』の中から「恵み」
について読みながら，学んだことをリス
トアップするように言います。若い男性
たちに自分が作ったリストから自分に

教師へのヒント

「あなたが答えを知らない質
問を受けるかもしれない。
そのような場合，答えを知ら
ないことを率直に言う。答
えを見つけるように努力する
と言ってもよい。あるいは，
生徒たちに調べさせ，別の
レッスンで発表する機会を
設けてもよい。」（『教師，そ
の大いなる召し』64）
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とって大切だと思われることを分かち
合い，なぜそれが大切か話してもらいま
す。彼らに，恵みまたは神の助けを受
けている人々の絵（『福音の視覚資料
集』または教会機関誌の中にあるもの）
を探してもらい，その人たちについて学
んだことを，二人一組か少人数のグルー
プに別れて話し合うように言います。同
じような経験をした人がいれば，分か
ち合うように勧めるとよいでしょう。

• 定員会に木から枝を１本取って来て，
若い男性にヨハネ15：1－10 の中で救
い主が枝を使って恵みについてどのよう
に教えているか見つけるよう勧めます。
彼らはこれらの聖文から恵みについて
どのような理解を得ることができます
か。定員会の一人の会員にあなたが
持ってきた枝を使って恵みについて彼
が学んだことを他の会員のために要約
するよう勧めます。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らは恵みの教義を理解
しているでしょうか。何を感じ，どんな印象を持っていますか。ほかに質問はない
でしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 恵みの力について自分の証を述べ
る。

• 救い主の恵みは，定員会の会員が神
権の義務をより効果的に果たすうえで
どのような助けになるかというテーマで
話し合いをする。

救い主の方法で教える

救い主は御自身に従う者た
ちが日常の生活の中で主の
教えの模範を目にすること
ができるように教えられた。
主は彼らにとって意味のあ
る簡単な物語，たとえ，実例
を使われた。若い男性に恵
みと恵みが彼らの生活の中
でどのように活かされるか
を教えるために，どのように
例を活用することができま
すか。
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「恵み」『真理を守る』180 －181からの抜粋

聖文で用いられている「恵み」という言葉は，おもに
わたしたちが主イエス・キリストの贖いを通じて受け
る神聖な助けと力を指します。使徒パウロは，わたし
たちは「わたしたちの主また救主イエス・キリストの恵
みと知識とにおいて，ますます豊かにな〔る〕」べきで
あると教えています（2 ペテロ3：18）。

恵みによる救い

堕落のために，すべての人は肉体の死を経験します。
救い主の贖いの犠牲によって与えられる恵みを通し
て，すべての人が復活し，不死不滅を受けることがで
きます（2 ニーファイ9：6－13 参照）。しかし，復
活だけで神とともに住む永遠の命を受ける資格ができ
るわけではありません。わたしたちは罪のために汚れ
ており，神とともに住む資格がないので，「最善を尽く
した後」清められて完全な者になるには神の恵みが必
要となります（2 ニーファイ25：23）。

「最善を尽くした後」という言葉は，主の満ちみちる恵
みを受け，神とともに住むふさわしさを得るためにわた
したちも努力する必要があるということを教えていま
す。主はわたしたちに福音に従うようにと命じられま
した。この命令には主に対する信仰を持ち，罪を悔
い改め，バプテスマを受け，聖霊の賜物を授かり，最
後まで堪え忍ぶことが含まれます（ヨハネ 3：3－ 5；
3 ニーファイ27：16－20；信仰箇条 1：3－ 4 参
照）。預言者モロナイはわたしたちが救い主のもとに
来て，その教えに従うときに受ける恵みについて次の
ように記しています。

「キリストのもとに来て，キリストによって完全になりな
さい。神の御心に添わないものをすべて拒みなさい。

もしあなたがたが神の御心に添わないものをすべて
拒み，勢力と思いと力を尽くして神を愛するならば，神
の恵みはあなたがたに十分であり，あなたがたは神
の恵みにより，キリストによって完全になることができ
る。そしてあなたがたは，神の恵みによりキリストに
よって完全になれば，決して神の力を否定することが
できない。

さらにあなたがたは，神の恵みによりキリストによって
完全になり，神の力を否定しなければ，神の恵みによ
りキリストによって聖められる。それはキリストの血
が流されたことによるものである。キリストの血が流
されたのは，あなたがたの罪の赦しのために御父が
聖約されたことによるものであり，それによってあなた
がたは染みのない清い者となるのである。」（モロナイ
10：32－33）

一生を通じて恵みを受ける

最終的な救いを得るために恵みが必要なだけでなく，
日々の生活の中でも救いを可能にする恵みの力が必
要です。熱心に，謙遜に，また柔和な心で天の御父に
近づこうとするときに，天の御父はその恵みを通して
あなたを引き上げ，強めてくださいます（箴言 3：34；
1  ペテロ5：5；教義と聖約 88：78；106：7－ 8
参照）。神の恵みに頼ることにより義にかなった形で
進歩成長することができます。イエス御自身は「最初
から完全は受けず，恵みに恵みを受け続け，ついに完
全を受けられ〔まし〕た。」（教義と聖約 93：13）恵
みにより，神の王国建設の一端を担う力，自分の能力
や手段だけでは不可能な奉仕をする力を得ることが
できます（ヨハネ15：5；ピリピ4：13；ヘブル12：
28；モルモン書ヤコブ4：6－7参照）。

12323_300_AP-Unit3_jp.indd   86 14/01/27   15:34
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3 月―イエス・キリストの贖い

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

なぜ人を赦す必要があるのでしょ
うか
自分の罪の赦しを受けるためには，人を赦す必要があります。人を赦すことによっ
て，わたしたちは怒りや苦々しい思い，復讐心を克服することができます。赦すこ
とによって，霊的な傷が癒され，神だけがお与えになることのできる平安と愛を受
けることができるのです。

霊的に備える

若い男性が，人を赦すときに生活にもたらされる祝福に気づくために，どの聖句が
助けとなるでしょうか。

マタイ5：44；教義と聖約 64：9－11
（わたしたちはすべての人を赦すように
戒められている）

マタイ6：14－15；18：21－35または
ビデオ「七たびの七十倍赦す」（赦しを
受けるには，人を赦さなければならな
い）

ルカ23：34（イエス・キリストは御自身
を十字架にかけた人たちを赦された）

ケビン・R・ダンカン，「赦しという癒や
しの軟こう」『リアホナ』2016 年 5月
号，33-35

ゴードン・B・ヒンクレー「赦す」『リア
ホナ』2005 年 11月号，81－84

ディーター・F・ウークトドルフ「憐れみ
深い人々は憐れみを受ける」『リアホナ』
2012 年 5月号，70－76

ビデオ―「赦し―わたしの重荷は軽
くされた」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスにつ
いて評議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権
の義務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教える
ように招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダ
を記入するとよいでしょう。

人を赦すことによってあな
たは何を学びましたか。だ
れかを赦したことによって
平安と愛を感じたときのこと
を思い出すことができます
か。

若い男性はどのような場面
で，人を赦す必要のある経
験をしているでしょうか。人
を赦すことについて何を学
ぶ必要があるでしょうか。
若い男性が人を赦すことを
学び，平安を得られるように
なるために，どのように助け
られるでしょうか。

注―若い男性が，虐待に
関する赦しについて質問が
ある場合は，ビショップや
支部会長に相談するよう勧
めます。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンで学んだ教義を復習し，今週のレッスンを導入するために，以下の
アイデアから選ぶか，自分自身でアイデアを考えます。

• 前回のレッスンから若い男性はどん
なことを覚えているでしょうか。彼らは
どうするように勧められましたか。彼ら
は学んだことを応用するときに，どのよ
うな経験をしましたか。

• 若い男性に誰かを赦さなければなら
なかったときのことを思い起こしてもら
います。もし差支えなければ，彼らに自
分の経験を分かち合うよう勧めます。
結果としてどんなことが起こりました
か。もし赦さなかったとすれば，状況
はどのように違っていたでしょうか。

一緒に学ぶ

以下の活動はそれぞれ，定員会の会員が人を赦すことの大切さを理解する助けと
なるでしょう。御霊の導きに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるいは幾
つか選んでください。

• 定員会を幾つかのグループに分け，
それぞれのグループにこのアウトライン
で提示されている説教の一つ，あるい
はあなたが選んだ別の説教から読むよ
う勧めます。説教の中で印象に残った
箇所に印をつけてもらいます。印をつ
けた箇所を分かち合い，なぜその部分
が大切だと思ったのか説明するよう勧
めます。

• マタイ18：23－35 に記されている
無慈悲な僕のたとえを一緒に読み（ま
たはビデオ「七たびの七十倍赦す」を
見せ），僕の抱えていた負債と，彼の仲
間の僕が抱えていた負債を計算して比
較してもらいます。若い男性は，このた
とえから赦しについて何を学んだでしょ
うか。人を赦す大切さについて教える
ほかの聖句（このアウトラインに示され
ている聖句など）を見つけ，分かち合っ
てもらいます。

• 若い男性に，聖文からほかの人を赦
した人々の例を比較してもらいます。エ

ジプトのヨセフ（創世 45：1-7 参照），
ニーファイとその兄弟たち（1ニーファイ
7：21参照），十字架上のイエス（ルカ
23：34 参照）などの例を読んでもよい
でしょう。なぜ人を赦すことは大切な
のでしょうか。ビデオ「赦し―重荷が
軽くなりました」を見せ，どのような印
象を受けたか若い男性に分かち合って
もらいます。人を赦した例として，ほか
にどんな例を分かち合えるでしょうか。

• 若い男性に人を赦すことについて救
い主が教えられたことを聖文の中から
探し，見つけたことをクラスで分かち
合ってもらいます（例えば，マタイ5：
44；6：14－15；18：22－23 参 照）。
人を赦して平安を得られた経験を分か
ち合ってもらいます。

• 以下の質問を別々の紙に書いて，定
員会の各会員に配ります。「自分自身も
含めて，すべての人を赦す必要があるの
はなぜでしょうか」「人が赦しを受けら
れるかどうかは主だけがお決めになれ

教師へのヒント

「ほとんどの時間を講義に
費やしたり，あらゆる質問に
自ら答えてしまう教師は生
徒の参加を拒絶しているこ
とになる。」（『教師，その大
いなる召し』64）
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るのはどうしてでしょうか」「赦さないこ
とはなぜそれほど大きな罪なのでしょ
うか」それぞれの若い男性に教義と聖
約 64：9－11を読んで，自分に割り当

てられた質問について深く考えるように
勧めます。その後で，自分の思いや考え
を分かち合ってもらいます。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。人を赦すことの大切さが理
解できたでしょうか。何を感じ，どんな印象を抱いたでしょうか。ほかに質問はな
いでしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている定員会会長会の会員が，閉会行事を司会します。彼は以下を行う
ことができます。

• 定員会の会員が赦さなければならな
い人を思い浮かべ，その人を赦す決意
ができるよう励ましてください。

• 定員会の会員に家族と学んだことを
分かち合うよう勧めてください。

救い主の方法で教える

どのような場面においても，
救い主は弟子たちにとって
模範であり，偉大な教師で
あられました。主は彼らと
ともに祈ることによって祈る
ことを教えられました。彼
らを愛し仕えることによっ
て，愛し仕えることを教えら
れました。主は彼らを赦す
ことによって，人を赦すよう
に教えられました。あなた
は，自分が教える原則につ
いてどのような模範となるこ
とができますか。
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3 月―イエス・キリストの贖い

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

復活とは何でしょうか
イエス・キリストの贖いにより，すべての人は復活します。肉体と霊は再び合わさ
れ，完全で不死不滅の状態になります。復活について理解し，証を持つと，人生
における試練や成功を味わうとき，希望や正しい考え方を持てるようになります。

霊的に備える

若い男性に復活について教えるうえで役立つ聖文やほかの資料はありませんか。
あなたは何を分かち合ったらよいと感じますか。

ルカ24 章（イエス・キリストの復活）

1コリント15 章（救い主は死を克服さ
れたので，わたしたちは皆復活する）

アルマ11：41－ 45（わたしたちが復活
するとき，わたしたちの霊と肉体は結合
し，裁きを受ける）

アルマ40－ 41章（アルマは息子のコ
リアントンに復活について説明する）

トーマス・S・モンソン大管長「主はよ
みがえりぬ」『リアホナ』2010 年 5月
号，87－ 90

トーマス・S・モンソン「パットン夫人
―その 物 語 の 続き」『リアホナ』
2007 年 11月号，21－24

D・トッド・クリストファーソン「イエ
ス・キリストの復活」『リアホナ』2014
年 5月号

ビデオ―「主はよみがえりぬ」

若い男性に指導する機会を与える

会定員会会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスに
ついて評議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神
権の義務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教え
るように招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェン
ダを記入するとよいでしょう。

復活についてあなたは何を
知っていますか。現代の聖
典から復活についてどのよ
うな理解を得ていますか。

若い男性は復活について何
を理解していますか。復活
についてさらに理解を深め
るとき，自分の肉体につい
て感じていることにどのよう
な影響を受けるでしょうか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンで学んだ教義を復習し，今週のレッスンを導入するために，以下の
アイデアから選ぶか，自分自身でアイデアを考えます。

• 若い男性に先週のレッスンの中で学
んだ聖句を開くように勧めます。 2，3
人の若い男性に開いた聖句と学んだ事
柄，さらにその教えに従って生活するた
めに行っていることを分かち合うように
励まします。

• 若い男性に自分たちが復活祭で何を
祝ったか尋ねます。復活祭を象徴する
ものにどんなものがありますか。これ
らの象徴は復活について何を教えてい
るでしょうか。

一緒に学ぶ

以下の活動は定員会の会員が復活を理解する助けとなるでしょう。御霊の促しに
従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選んでください。

•  1コリント15 章から復活に関する聖
句を幾つか選んでください。若い男性
に小グループあるいは個人でその聖句
を読み，復活について学べることを要約
した文章を作るよう勧めます（例として
1－8 節は「復活の証人がいます」の
ようにまとめることができます）。若い
男性はなぜ復活に関するこれらの真理
を知ることが重要だと感じるのでしょう
か。

• 若い男性に，教会員ではない友人が
愛する人を亡くしたと想像してもらいま
す。若い男性の半数にアルマ40 章を，
残りの半数にはアルマ41章を読むよう
勧めます。若い男性が友人と分かち合
えるよう彼らにこれらの章にある復活
に関する教えを書き留めてもらいます。
その後彼らにクラスのほかの生徒たち

に書き留めたことを分かち合ってもらい
ます。

• 定員会全体で，聖文の中で救い主の
復活の証人である人達のリストを作りま
す。若い男性に，D・トッド・クリスト
ファーソン長老の説教「イエス・キリス
トの復活」から他の例を探すよう勧め
ます。聖文の中のこれらの証人達の証
を見つけるように励まします（クリスト
ファーソン長老の説教の中にいくつか
参照箇所が示されています）。これら
の証から，救い主とその復活についてど
のようなことを学べるでしょうか。救い
主の復活について，あなたの証を分か
ち合います。また何人かの定員会の会
員に自分たちの証を分かち合ってもら
います。

教師へのヒント

「学習活動に変化を持たせ
るならば，生徒は福音の原
則をよりよく理解し，そして，
それを記憶にとどめやすく
なる。細心の注意を払って
教授法を学ぶことによって，
教える原則をより明確に，よ
り興味深く，より記憶に残る
ものとすることができる。」
（『教師，その大いなる召
し』89）
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• 『歴代大管長の教え』を数冊（ある
いは，選んだ章のコピー）を配り，若い
男性に復活について末日の預言者の教
えを探すよう勧めます。彼らに見つけた
ことをクラスで分かち合ってもらいます。

• 若い男性に復活に関する賛美歌を探
すよう勧めます（アイデアとして賛美歌
集の後ろにある項目別索引を調べる）。
クラス全体でこれらの中から何曲か歌
います。賛美歌の注に示された聖句を
開き，その聖句が教えていることについ
て話し合います。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らは復活をさらによく理
解しているでしょうか。何を感じ，どんな印象を持っていますか。ほかに質問はな
いでしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている定員会会長会の会員が，閉会行事を司会します。彼は以下を行う
ことができます。

• 復活について自分の証を述る。 • 定員会の会員が個人の聖文研究で
復活についてさらに学び，学んだことを
定員会で分かち合うよう勧める。

救い主の方法で教える

イエス・キリストは聖文を
使って，御自身の使命につ
いて教えられました。主は
弟子たちに自分で聖文につ
いて考え，それらを用いて
自分の疑問に答えるよう教
えられました。若い男性が
神の計画と彼らが後に受け
る祝福を理解するために聖
文に心を向けられるように
どのような助けを与えること
ができますか。
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3 月―イエス・キリストの贖い

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

試練に遭うとき，救い主はどのよう
に助けてくださるでしょうか
贖いの犠牲の一部として，救い主はわたしたちの苦しみや病気を御自分の身に受
けてくださいました。主はわたしたちの試練を経験されたので，どのようにわたし
たちを助けたらよいかを御存じです。イエス・キリストへの信仰を働かせるとき，
イエスはわたしたちに力を与えてくださり，重荷を軽くしてくださいます。

霊的に備える

準備をするときには，あなたが困ったときに救い主に目を向けさせてくれたこれら
の資料やほかの資料を，祈りを込めて研究してください。

マタイ11：28－30；ピリピ4：13；1
ニーファイ17：3；ヒラマン 5：12；教
義と聖約19：23；68：6（イエス・キリ
ストはわたしたちに力をお与えになり，
重荷を軽くしてくださる）

モーサヤ 23：12－16；24：8－17（主
はアルマの民が重荷に耐えられるよう
に彼らを強くされた）

イザヤ 53：3－5；アルマ 7：11－13
（イエス・キリストは，ご自身が経験さ
れたので，わたしたちの苦しみを理解し
てくださる）

W・クリストファー・ワデル，「平安を得
るパターン」『リアホナ』2016 年 5月
号，90-92

ニール・F・マリオット「心を神に委ね
る」『リアホナ』2015 年 11月号，30－
32

ダリン・H・オークス「イエス・キリスト
の贖罪により強められる」『リアホナ』
2015 年 11月号，61－ 64

「逆境」『真理を守る』51－55

ビデオ―「神はわたしたちを高める」，
「登るべき山」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会の業務について
評議する際にそれをリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の務めに
ついて教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教えるように招
きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダを記入す
るとよいでしょう。

あなたが経験した試練につ
いて考えてください。贖い
を通してどのように強さを受
けましたか。

定員会の若い男性のことを
思い浮かべてください。彼
らが経験する試練にはどの
ようなものがありますか。
彼らと分かち合いたいと思
う個人の経験や聖文，引用
などがありますか。若い男
性がお互いに分かち合える
個人の経験はありますか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンで学んだ教義を復習し，今週のレッスンを導入するために，以下の
アイデアから選ぶか，自分自身でアイデアを考えます。

• 若い男性に先週のレッスンで学んだ
ことについて幾つか話してもらいます。
彼らが学んだことを行動に移すときに
経験したことを分かち合う時間を取りま
す。

• それぞれの定員会の会員に1枚の紙
を渡し，自分が経験している試しを書き

留めてもらいます。若い男性に，イエ
ス・キリストが彼らの試しのときにどの
ように力を与えることができるか深く考
えてもらいます。贖いの教義について
学ぶときに，この試しをどのように克服
できるか心に感じたことや印象を書き
留めるよう励まします。

一緒に学ぶ

以下の活動は，定員会の会員が，試練に遭うときに贖いからどのような助けが得ら
れるか理解するのに役に立つでしょう。御霊の促しに従って，定員会に最も適し
た活動を一つ，あるいは幾つか選んでください。

• 定員会の一人の会員にこのレッスン
の一部を教えるよう勧めます。彼はこ
の活動を『神への務め』の計画の一部
として行い，贖いについて学習し，教え
ることができます（「教義を理解する」
18，42，66 参照）。

• 定員会を幾つかのグループに分けま
す。各グループでこの概念で挙げられ
ている聖句を読み，その内容を自分た
ちの言葉でまとめてもらいます。若い
女性に，これらの聖句から学ぶことが，
試練を乗り越える上でどのような助け
になるかを書き留めてもらいます。差し
支えなければ，書いたことを分かち合っ
てもらいます。あなた自身の経験を分
かち合ってもよいでしょう。

• クラス全体でモーサヤ 24：8－17 を
読みます。若い男性にアルマとその民
の経験から学べることを分かち合って
もらいます。ビショップの許可を得て，
若い男性の父親を何人かクラスに招き，
彼らが試練に遭ったときに救い主がど

のように強めてくれたか，分かち合うよ
う勧めます。

• ビデオ「神はわたしたちを高める」を
見せます。ロバート・D・ヘイルズ長老
がビデオの冒頭で投げかけた質問に若
い男性はどう答えるでしょうか。ブリタ
ニーは試練を克服する強さを見出すた
めに何をしましたか。若い男性に自分
が試練に遭ったときにどのようにしたら
ブリタニーの模範に倣うことができるか
考え，書き留めるよう勧めてください。

• 若い男性に，ニール・F・マリオット
姉妹が娘の死とどのように向き合った
かという話（説教「心を神に委ねる」）
を読むか視聴してもらいます。読んだ
り視聴したりするときに，若い男性に次
の質問について考えてもらいます。「贖
いは，試練にあるマリオット姉妹をどの
ように助けただろうか。」若い男性に自
分たちの考えを分かち合ってもらいま
す。若い男性に，今彼らが経験してい
る試練について考えてもらいます。若

教師へのヒント

「小グループによる話し合い
は，興味や集中力が薄れ始
めている生徒を即座に参加
させることができる。」（『教
師，その大いなる召し』
72）
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救い主の方法で教える

救い主は聖文を使って御自
身の使命について教え，証
をされました。このレッスン
では，試練のときに救い主
がどのようにわたしたちを
強めるかを教える多くの力
強い聖文を扱っています。
若い男性がこれらの聖文を
研究し話し合うとき，聖霊
がそれらの真実性を証され
ます。

い男性はどのように贖いから力を得るこ
とができるでしょうか。 

• 若い男性に，人々が直面する悲劇や
困難を挙げるよう勧めます。全員で，ダ
リン・H・オークス長老の説教「イエ
ス・キリストの贖罪により強められる」，
もしくは，W・クリストファー・ワデルビ
ショップの説教「平安を得るパターン」
を読み直します。困難な時に，救い主

はどのようにわたしたちを助けてくださ
るかについての考えを，これらの話から
見つけます。若い男性に，彼らが挙げ
た困難のうちの幾つかに今直面してい
る友達を助けるというロールプレイをし
てもらいます。ロールプレイをしなが
ら，若い男性がこの話から得た考えを
分かち合うように勧めます。ビデオ「登
るべき山」を見せて，自分の考えを分か
ち合ってもらってもよいでしょう。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。どのように彼らは贖いが試
練のときに自分たちを助けることができるのか理解しているでしょうか。何を感
じ，どんな印象を持っていますか。ほかに質問はないでしょうか。この教義にもっ
と時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている定員会会長会の会員が，閉会行事を司会します。彼は以下を行う
ことができます。

• 試しに向き合えるように救い主が助
けてくださった自分の経験を分かち合
い，定員会の会員に自分たちの試しに
向き合えるよう救い主に頼るようチャレ
ンジする。

• 救い主の助けを必要としている人を
励ますために，定員会の会員が今日学
んだことをどのように活用できるか話し
合いをする。
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精選されたリソース

ニール・F・マリオット「心を神に委ねる」『リアホナ』
2015 年 11月号，31からの抜粋

夫と子供たちは，家族のモットーとして「きっとうまく
いく」という言葉を選びました。しかし，深刻な問題
が起きて，すぐに答えを得られないとき，どうすれば互
いに「うまくいく」と言えるでしょうか。

わたしたちの愛らしく，貴い21 歳の娘，ジョージアが
自転車事故に遭い，重体で入院したとき，わたしたち
家族は「きっとうまくいく」と言いました。赴任してい
たブラジルの伝道部からすぐに飛行機で合衆国イン
ディアナ州インディアナポリスに駆けつけたわたしは，
家族のモットーを心のよりどころとしました。ところ
が，愛娘は飛行機が到着する数時間前に霊界へ旅
立ってしまいました。家族の中に悲しみと衝撃が広が
る中，それでも互いを見合わせながら，「きっとうまくい
く」と言えるでしょうか。

ジョージアの肉体の死が起きた後，わたしたちは悲し
みに暮れ，苦しみました。今でも深い悲しみに包まれ
ることがありますが，人は本当に死ぬわけではないと
いう知識にしっかりつかまっています。ジョージアの

肉体の働きが停止したとき，悲しみに打ちひしがれま
したが，彼女が霊として生き続けているという信仰を
持っていました。そして，神殿で交わした聖約を固く
守るなら，ジョージアとともに永遠にいられると信じて
います。贖い主と贖い主の復活，神権の力，永遠の結
び固めに対する信仰により，自信をもってモットーを述
べることができます。……

我が家のモットーは「きっと今うまくいく」という意味
ではありません。必ずしも今見える結果ではなく，永
遠に関わる結果に希望を抱いているという意味です。
聖典には「熱心に探し，常に祈り，そして信じていなさ
い。……万事があなたがたの益となるようにともに働
くであろう」とあります〔教義と聖約 90：24〕。万事
が良いものであるという意味ではありませんが，柔和
で忠実な人々にあっては，良いことも良くないことも，
ともに益となるように働きます。そして，そのタイミング
は主が決められます。わたしたちはときどき，ヨブのよ
うに苦しみ，神が「傷つけ，また包み，撃ち，またその
手をもっていやされる」ことを知りながら，主を待ち望
みます〔ヨブ 5：18〕。柔和な心を持つ人は試練を受
け入れ，癒しと完全が与えられるまで辛抱強く待つの
です。
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この単元をオンラインで見るには，lds.org/youth/learnにアクセスしてください。

単元の概要

「わたしは，わたしの僕ジョセフの手によって，わたしの完全な福音を送り出した。」（教義と
聖約 35：17）

この単元のアウトラインは，若い男性が大背教と，預言者ジョセフ・スミスを通してイエス・
キリストが御自身の教会と完全な主の福音を回復されたことを理解するうえで役立つでしょ
う。この単元で若い男性は，回復にかかわる重要な出来事について学び、自分の生活とそ
れらの出来事との関連性を見つけ出すことができます。

アロン神権者は福音を分かち合い，キリストのもとに来るようにすべての人を招くという神
権の義務を持っています。この単元で学ぶ経験は，今はアロン神権者として，そして将来
は専任宣教師として，明瞭に，力強く回復のメッセージを宣言するうえで助けとなります。

「神への務め」を日曜日の定員会集会に取り入れるために，以下の「神への務め」のアウト
ラインをこの単元で教えるとよいでしょう。

今月は以下のアウトラインから選んでください。

どのようにキリストのもとに来るようにすべての人を招くことができるでしょうか（「神への務め」）
なぜ回復が必要だったのでしょうか
神権はどのようにして回復されたのでしょうか
回復におけるジョセフ・スミスの役割は何だったのでしょうか
最初の示現はなぜ大切なのでしょうか
なぜわたしたちにはモルモン書が必要なのでしょうか

4 月―背教と回復
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ミューチャル

青少年が学んでいることと活動をどのように結びつける
か考えてください。青少年の活動計画サイトがあなたを
助けてくれます。これらのアウトラインの学習活動の多
くは，ミューチャルの活動として使うことができます。定
員会会長会と話し合って，若い男性が日曜日に学ぶこと
を強化するのにふさわしい活動を選択し計画してくださ
い。

「神への務め」

小冊子『神への務め』の以下の項は，この単元のレッス
ンに関連しています。

「キリストのもとに来るようにすべての人を招く」28 －
29，52 － 53，76 －77 ページ

「教義を理解する」18 －20，42 － 44，66 － 68 ページ
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4 月―背教と回復

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

「神への務め」

どのようにキリストのもとに来るよ
うにすべての人を招くことができる
でしょうか
回復された教会が組織された日に，主はアロン神権者に，キリストのもとに来るよ
うにすべての人を招く義務を与えられました（教義と聖約 20:59 参照）。アロン神
権者がこの務めを果たすときに， 回復された福音の祝福を天の御父の子供たちに
もたらすのです。また，彼らは自分自身の証を強め，生涯にわたる伝道活動の備え
をします。

霊的に備える

これらの聖文と資料を，よく祈って研究してください。研究するときにどのような印
象を受けるでしょうか。

『神への務めを果たす』28 －29，52
－ 53，76 －77

1 テモテ 4：12（信者の模範になる）

アルマ 17：2 －3( モーサヤの息子たち
は福音を分かち合うために自分自身を
備えた )

モロナイ10：32 －33（キリストのもと
に来るようにというモロナイの呼びか
け）

教義と聖約 4 章（わたしたちが主に仕
える資格を持つための特質）

教義と聖約 20：46 － 59（アロン神権
者はキリストのもとに来るようにすべて
の人を招く義務がある）

教義と聖約 42：6（御霊の力によって福
音を宣べ伝える）

M・ラッセル・バラード「フォローアッ
プ」『リアホナ』2014 年 5 月号，78 －
81

リチャード・G・スコット「わたしは手本
を示したのだ」『リアホナ』2014 年 5
月号，32 －35

「宣教師としてのわたし目的は何でしょ
うか」『わたしの福音を宣べ伝えなさ
い』1－15

ビデオ―「キリストのもとに来るよう
にすべての人を招く」

人々に福音について学ぶよ
うに勧めるうえで，どのよう
な経験をしてきましたか。
あなたがキリストのもとに来
るためにほかの人々はどの
ようにあなたを助けてきまし
たか。

アロン神権者として，キリス
トのもとに来るようにすべて
の人を招くという神権の義
務があることを多くの若い
男性は知りません。彼らが
この神聖な義務を理解し，
果たすのを助けるために何
ができるでしょうか。彼ら
を友人や家族と福音を分か
ち合うように心を鼓舞する
ものは何でしょうか。
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若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスにつ
いて評議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権
の義務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教える
ように招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダ
を記入するとよいでしょう。

学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分自身でアイデアを考えます。

• 若い男性に先週の話し合いから覚え
ていることを分かち合うように勧めま
す。なぜそれは彼らにとって記憶に残
るものだったのでしょうか。

• 若い男性に，教義と聖約 20 : 59 を調
べ，そこに述べられている神権の義務

を認識するように勧めます。数人の若
い男性に，家族の一員やあまり活発で
ない友人，または異なる信仰を持って
いる友人と福音を分かち合った経験を
分かち合うように勧めます。結果はどう
だったでしょうか。

一緒に学ぶ

このレッスンの目的は，回復されたイエス・キリストの福音をだれかに分かち合うと
いう神権の務めを果たす計画を立てるうえで，若い男性一人一人を助けることです。
定員会の集会中に，若い男性が『神への務め』の中に計画を記入する時間を取り
ます。自分の計画を互いに分かち合うように励まし，今後の定員会の集会で，キリ
ストのもとに来るように人々に勧めることによる経験を分かち合うように勧めます。

• 若い男性に，「キリストのもとに来る」
または「わたしのもとに来なさい」のよ
うな語句を使っている聖句を見つけて
もらいます（マタイ11：28；モロナイ
10：32； 教 義 と 聖 約 20：59 参 照）。

「キリストのもとに来る」とはどのような
意味でしょうか。キリストのもとに来る
ように人を招くことを促すこれらの聖句
から彼らは何を学ぶでしょうか。（『神
へ の 務め』28 参 照）。 若い 男性に，

『神への務め』の「行う」のセクション
（29，53，または 77 ページ）を開いて
もらい，だれをキリストのもとに招くか
計画を立てるように勧めます。

• 教義と聖約 20 : 53 を一緒に読み，
ホームティーチャーが「常に教会員を見
守り，彼らとともにいて彼らを強めるこ
と」ができる方法のリストを作ります。
ホームティーチャーとして，若い男性は
どのように改善することができるでしょ
うか。長老定員会会長を定員会に招
き，良いホームティーチャーになる方法
について話をしてもらうことを検討しま
す。（『神 へ の 務 め』52 ，76 参 照）。
若い男性に，『神への務め』の「行う」
のセクション（53 または 77 ページ）を
開いてもらい，より良いホームティー

教師へのヒント

「生徒の意見に心から耳を
傾けるためにあらゆる努力
をする。あなたが模範を示
すことによって，生徒も互い
の意見に注意して耳を傾け
るようになるであろう。生
徒の意見を理解できなけれ
ば，質問する。次のように言
うとよい。『わたしはあなた
の意見をよく理解していな
いと思います。もう一度説
明して下さい。』あるいは

『例を挙げて説明してくれま
せんか。』」（『教師，その大
いなる召し』64）
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チャーになるための計画を立てるように
勧めます。

• アンモンの絵を見せ，定員会の会員
にレーマン人を教えるアンモンの話を要
約してもらいます （アルマ 17－19 参
照）。この話とコリアントンの経験を比
較しま す（アル マ 39：1－11 参 照）。
あなたの模範は，人に福音を教える自
分の能力に，どのような影響を与えてい
ますか（『神への務め』28 参照）。若
い男性に，『神への務め』の 29 ページ
を開けてもらい，良い模範を示すことに
よって，福音を分かち合うための計画を
立てるように勧めます。

• ホワイトボードに次のように書きます。
「勧めるだけで，フォローアップしないで
放置しておくのは＿ようなことで
す。」定員会の会員たちに，M・ラッセ
ル・バラード長老の「フォローアップ」
という説教の中から，この文章を完成さ
せる言葉を探してもらいます。この文章
を完成するために，定員会の会員たち

はほかにどのような例を考えつくことが
できるでしょうか。人をキリストのもと
に招くときにフォローアップすることが
大切であるということを理解するうえで
助けとなる言葉を，彼らはこの説教の中
からほかにも見つけることができるで
しょうか。

• ビデオ「キリストのもとに来るように
すべての人を招く」を見せ，定員会の会
員に，このビデオに出てくるアロン神権
者が定員会を成長させるために行った
ことを見つけるように勧めます。自分の
定員会で似たような経験をするために
何ができるかを話し合います。定員会
の会員一人一人にリチャード・G・スコッ
ト長老の「わたしは手本を示したのだ」
という説教の一部を渡してください。
定員会の会員たちに，ほかの人をキリス
トのもとに導くうえで助けとなる原則や
助言をその説教の中から見つけるよう
に言います。見つけたことを分かち合う
ように勧めます。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らはキリストのもとにす
べての人々を招くという神権の義務を理解しているでしょうか。どんな思いや印象
を抱いたでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。この教義にもっと時間を費や
すべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 若い男性に『神への務め』の「行う」
の項に計画を記入するように勧める

（29，53，または 77 ページ）。

• あまり活発でない会員が定員会に参
加し，教会に戻ってくるためにどのよう
に促すことができるかを定員会で話し
合う。

救い主の方法で教える

救い主は御霊が人々の心に
触れることができるように，
彼らが学んだ真理について
証するように勧められまし
た。「あなたがたはわたし
をだれと言うか」と主は言
われました。ペテロが答えて

「あなたこそ，生ける神の子
キリストです」（マタイ16：
15 －16）言うと，彼の証は
強められました。福音を分
かち合うことは，定員会の
若い男性の証をどのように
強めることができるでしょう
か。

関連する青少年の活動

若い男性がこのレッスンで
学んだことを応用するため
のミューチャルの活動を計
画する。
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4 月―背教と回復

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

なぜ回復が必要だったのでしょうか
イエス・キリストは，地上での務めを果たされていたとき，神権の権能によって御自
身の教会を設立されました。まことの教義を教えられ，聖文として記録されている
啓示を受けた預言者と使徒によって教会は導かれました。使徒たちの死後，神権
の権能は地上から取り去られ，啓示はやんで，重要な教義が失われたり曲げられた
りしました。預言者ジョセフ・スミスを通して，イエス・キリストが設立された教会
が回復されました。

霊的に備える

これらの聖文と資料を，祈りの気持ちで研究してください。なぜ回復が必要だっ
たかを若い男性が理解するうえで，何が助けになると感じますか。

エペソ4：11－14；信仰箇条 1：6（今
日の教会には救い主の時代の教会と同
一の組織がある）

D・トッド・クリストファーソン「なぜ教
会 が」『リ ア ホ ナ』2015 年 11 月 号，
108 －111

イザ ヤ 29 : 13 －14； ア モ ス 8：11－
12；2 テサロニケ 2：3；1 ニーファイ
13 : 24 －29（背教によって教会が失わ
れた）

教義と聖約 1 : 17－23，30（イエス・キ
リストがジョセフ・スミスを通して御自
身の教会を回復された）

ジョセフ・スミス―歴 史 1 : 6 －20
（ジョセフ・スミスの最初の示現）

ロバート・D・ヘイルズ「回復と再臨の
備え―『わたしの手はあなたのうえに
あ る』」『リアホ ナ』2005 年 11 月号，
88 － 92

「背教」『真理を守る』153‐154

「福音の回復」『真理を守る』 162 －166

『わたしの福音を宣べ伝えなさい』35
－38 ，45

ビデオ―「真理の探究」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスにつ
いて評議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権
の義務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教える
ように勧めます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダ
を記入するとよいでしょう。

世の中でどのような背教の
影響を見てきましたか。福
音の回復はどのようにあな
たを祝福してきましたか。

若い男性は背教と回復につ
いて何を知る必要がありま
すか。背教と回復について
の理解は彼らをどのように
助けることができるでしょう
か。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分自身でアイデアを考えます。

• 一人の若い男性に，先週学んだこと
により家や学校，または友人といるとき
にどのような影響を受けたかを分かち
合ってもらいます。

• 若い男性に回復の必要性を教えるた
めに実物を使います（壊れて直せない
物，取り替える必 要のある物など）。
人々に回復の必要性について教えるた
めに使える，若い男性が考えつくほかの
実物は何でしょうか。

一緒に学ぶ

以下の活動はそれぞれ，定員会の会員がなぜ福音の回復が必要だったかを理解
するうえで役立つでしょう。御霊の促しに従って，定員会に最も適した活動を一
つ，あるいは幾つか選んでください。

• 若い男性に，D・トッド・クリスト
ファーソン長老の説教「なぜ教会が」
を読んで，末日における教会の回復と
役割についての洞察を見つけてもらい
ます。 前もって何人かの若い男性に，
回復された教会に感謝している理由に
ついて分かち合う準備をしてきてもらっ
てもよいでしょう。ビショップの許可を
得て，最近バプテスマを受けた会員をク
ラスに招き，教会と回復された福音につ
いて証を分かち合ってもらってもよいで
しょう。

• 定員会の会員の一人に，このレッスン
の一部を教えてもらいます。この活動
を，「神への務め」の計画の一部として
行い，背教と回復について学習し，教え
ることができます（「教義を理解する」
18 ，42 ，または 66 参照）。

• ビデオ「真理の探究」を見せます。
ウィルフォード・ウッドラフが真実の教
会に求めていたのは何かを若い男性に
見つけてもらいます。それらのものが
あることはなぜ大切なのですか。それ
らの回復は若い男性をどのように祝福
してきましたか。ウィルフォード・ウッ

ドラフの真理の探究についてほかに感
じたことについて分かち合ってもらいま
す。

• 定員会を二つに分け，一つのグルー
プには，どのようにしてイエス・キリスト
が教会を設立し，どのようにしてそれが
背教を通して失われたのかについて教
えてもらいます。もう一つのグループに
は回復について教えてもらいます。『わ
たしの福音を宣べ伝えなさい』（35 －
38，45 ページ），『真理を守る』（153 －
154 と 162 －166 ページ），およびこの
概要で提案されている聖句を用いて準
備する時間を与えます。定員会の集会
の数日前にこれらの割り当てをするの
もよいでしょう。

• それぞれの若い男性に背教または回
復についての聖句 ( この概要で提案さ
れているものなど ) を割り当てます。若
い男性たちに聖文から学んだことを表
す絵を描かせ，定員会に分かち合って
もらいます。福音が回復されたことに
よってわたしたちが受けている祝福に
ついて，定員会として話し合います。

教師へのヒント

「関心を表情に表すことによ
り，耳を傾けていることを
表 現 することが で きる。
レッスンの資料や教室内の
ほかのものでなく，話してい
る人に目を向ける。途中で
遮らないようにして，自分の
考えを最後まで言うように
励ます。忠告を与えたり，判
断を下したりするのを避け
て，話を途切れさせることの
ないようにする。」（『教師，
その大いなる召し』66）
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• それぞれの若い男性に， ロバート・
D・ヘイルズ長老の説教「回復と再臨
の備え―『わたしの手はあなたのうえ
にある』」の中で述べられている人の名
前を割り当てます。ウィリアム・ティンダ
ル，ヨハネス・グーテンベルク，マルチ

ン・ルターなど）。若い男性にその説教
を読む，あるいは視聴するように勧め，
その人が回復のために世を備えるうえ
で行ったことを見つけてもらいます。見
つけたことを分かち合うように勧めま
す。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らは福音の回復の必要
性を理解しているでしょうか。どんな思いや印象を抱いたでしょうか。ほかに質問
はないでしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• なぜ回復が必要だったか，そして自
分にとってなぜそれが大切かを話す。

• ほかの定員会の会員に，学んだこと
についての彼らの印象を分かち合うよ
うに勧める。

救い主の方法で教える

救い主はその使命について
教え，証するうえで聖文を使
われました。主は人々に，
聖文を自分自身に当てはめ
て考えるように，また自分の
質問に対する答えを見つけ
るために聖文を使うように
教えられました。若い男性
が自分の質問に答えるため
に聖文を使うように，彼らを
どのように助けることがで
きるでしょうか。
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精選されたリソース

「背教」『真理を守る』153 －154 から抜粋

個人としてまたは団体として福音の原則に背くとき，そ
の人たちは背教していることになります。

全教会的な背教の時代は世界の歴史を通じて存在し
ました。邪悪な時代は義にかなった時代の後に度々
訪れました。その一つの例が救い主による教会設立
後に起こった大背教です。救い主と使徒の死後，福
音の原則はゆがめられ，教会の組織と神権の儀式に
独断的な変更が加えられました。こうして悪が広範囲
にわたってはびこったため，主は神権の権能をこの地
上から取り去られました。

大背教の間，人類は生ける預言者を通して天からの導
きを受けることができませんでした。多くの教会が設
立されましたが，父なる神とイエス・キリストに関する
真の知識に人を導く神権の力がありませんでした。聖
文の中にはゆがめられたり，取り去られたりした箇所
があり，聖霊の賜物を授ける権能を持つ人やそのほか
の神権の儀式を執行できる人が一人もいませんでし
た。この背教は，1820 年に天の御父とその愛する御
子がジョセフ・スミスを訪れ，完全な福音の回復を開
始されるまで続きました。

わたしたちは今，イエス・キリストの福音が回復された
時代に生きています。過去の教会とは違って，末日聖
徒イエス・キリスト教会が全教会的な背教に打ち負か
されることはありません。聖文に，教会は決して再び
滅ぼされることはないと記されているからです（教義
と聖約 138：44 参照。ダニエル 2：44 も参照）。

「福音の回復」『真理を守る』162 －167 から抜粋

イエス・キリストはこの世におられたときに，イエスに
従う人々の間に御自身の教会を確立されました。しか

し，イエス・キリストが十字架にかけられ，使徒たちが
亡くなった後に背教が広まったため，完全な福音はこ
の世から取り去られてしまいました。多くの人々が何
世紀にもわたる大背教の時代に完全な福音の真理を
探し求めましたが，見いだすことができませんでした。
多くの人々が誠意を込めて救い主とその教えについて
説きましたが，完全な真理を知り，神から神権の権能
を授かっている人が一人もいませんでした。

大背教は霊的な暗黒の時代でしたが，今わたしたち
は「キリストの栄光の福音の輝き」にあずかることの
できる時代に住んでいます（2 コリント 4：4 。教義
と聖約 45：28 も参照）。完全な福音が回復され，イ
エス・キリストの真の教会が再び世にもたらされまし
た。この教会に匹敵する組織はほかにありません。
回復は，善意ある人々が変化をもたらそうと全力を尽
くした改革の結果ではありません。イエス・キリスト
によって確立された教会が回復されたものなのです。
天の御父とその愛する御子の業なのです。

末日聖徒イエス・キリスト教会の会員であるあなた
は，この世からおよそ 2,000 年の間取り去られていた
祝福を受けることができます。バプテスマと確認の儀
式を通して，罪の赦しを受け，聖霊を常に伴侶とする
祝福を享受することができます。完全で分かりやす
い福音に従った生活を送ることができます。神会の
属性，イエス・キリストの贖い，この地上における人生
の目的や死後の生活が確かにあることについて理解
することができます。現代における神の御心を教える
生ける預言者によって，導きを受ける特権もあります。
神殿の儀式を通して，導きと平安を受け，永遠の命に
備え，永遠にわたって家族と結び固められ，亡くなっ
た先祖のために救いの儀式を執行することができま
す。

12323_300_AP-Unit4_jp.indd   105 14/01/27   15:34
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4 月―背教と回復

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

神権はどのようにして回復された
のでしょうか
神権は， 古代においてそれを持っていた人々による按手によってジョセフ・スミス
に回復されました。 1829 年 5 月，バプテスマのヨハネはアロン神権を回復して， 
その後間もなくペテロ，ヤコブ，ヨハネの 3 人の救い主の初期の使徒がメルキゼデ
ク神権を回復しました。 1836 年 4 月 3 日に，モーセ，エリヤ，エライアスがさら
に，神権の鍵を回復しました。

霊的に備える

以下の聖句と資料をよく祈って研究してください。神権の回復についてあなたの心
を鼓舞するのは，どの聖句と資料ですか。

ヘブル 5：4；信仰箇条 1：5（人は神権
を受けるには神から召されなければな
らない）

教義と聖約 1：20（すべての人が主の名
によって語るために福音が回復された）

教義と聖約 2 章（エリヤが神権を現
し，先祖の約束が子孫に心に植えられ
る）

教義と聖約 13 章；ジョセフ・スミス
―歴史 1：68 －72（バプテスマのヨハ
ネがアロン神権を回復した）

教義と聖約 27：12 －13（ペテロ，ヤコ
ブ，ヨハネがメルキゼデク神権を回復し
た）

教義と聖約 110 章（モーセ，エリヤ，エ
ライアスによってそのほかの神権の鍵
が回復された）

デビッド・A・ベドナー「天の力」『リア
ホナ』2012 年 5 月号，48 － 51（ビデオ

「神権の権能と力」も参照）

ジェフリー・R・ホランド「最も際立った
特 性」『リアホナ』2005 年 5 月号，43
－ 45

ビデオ―「神権の回復」

ビデオ―「神権について語るペリー長
老，第 4 部：回復は権能の存在を明確
にしている」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスにつ
いて評議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権
の義務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教える
ように勧めます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダ
を記入するとよいでしょう。

あなたは神権の回復に対す
る証をどのように得ました
か。この証はあなたの神権
の奉仕の中でどのような違
いをもたらしてきましたか。

若い男性は神権の回復につ
いて何を知っているでしょう
か。神権の権能に対する彼
らの証を築くうえで，どのよ
うな経験が助けとなってき
たでしょうか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンの導入をするために，以下のアイデアから
選ぶか，自分自身でアイデアを考えます。

• 数人の若い男性に，先週学んだ重要
な真理を要約した一つの文章を書いて
もらいます。

• 可能であれば，定員会で神権の系譜
を分かち合い，それが何かを説明します

（または一人の若い男性に自分のものを
分かち合うように勧めます）。神権の系
譜は神権の回復について若い男性に何

を教えてくれるでしょうか。（メルキゼ
デ ク 神 権 者 は lineofauthority@
ldschurch.org へ電子メールを送り，自
分の神権の系譜のコピーを請求するこ
とができます）神権の系譜に載ってい
る人々について調べるとよいでしょう。
あなたが学んだことの中で，どのような
事柄が，神権の力を尊びたいというあな
たの気持ちを高めてくれましたか。

一緒に学ぶ

以下の活動はそれぞれ，定員会の会員が神権の回復を理解するうえで役立つで
しょう。御霊の促しに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選
んでください。

• 定員会の会員の一人に，このレッスン
の一部を教えてもらいます。この活動
を，「神への務め」の計画の一部として
行い，神権の回復について学習し，教え
ることができます（「教義を理解する」
18 ，42 ，または 66 ページ参照）。

• 神権の回復の出来事を描いた絵を
提示する（『福音の視覚資料集』93- 95
参照）， またはビデオ「神権の回復」を
見ます。若い男性に，これらの出来事
の主要な登場人物 ( ジョセフ・スミス，
バプテスマのヨハネ，エリヤなど）を
言ってもらいます。それらの出来事に
ついての聖句 ( この概要で提案されて
いる聖句など ) を読み，若い男性に質
問があるか尋ねます。若い男性に，神
権によって祝福を受けたことについて，
何か一つ分かち合ってもらいます。

• 若い男性に，L・トム・ペリー長老が
「神権について語るペリー長老，第 4 部

―回復は権能の存在を明確にしてい
る」で答えている質問を与えます。若い
男性にビデオを見る前に質問に対する
答えを書いてもらいます。それからビデ
オを見せ，ペリー長老の答えから得たそ
のほかの考えを分かち合うように勧め
ます。彼らが神権を受けたときにどの
ように感じたかを分かち合ってもらいま
す。

• ジェフリー・R・ホランド長老の説教
「最も際立った特性」を切り分けて若い
男性に配布します。若い男性に自分の
説教の部分から「どのように神権は授
けられるか」と「なぜ神権はこの方法
で与えられるのか」という質問に対す
る答えを探してもらいます。この話し合
いの一部として，若い男性に，ヘブル
5：4 と信仰箇条 1：5 を読むように勧
めます。アロン神権者が神権の回復に
ついて知ることはなぜ大切なのでしょう
か。

教師へのヒント

「ある主題について何人か
の生徒が意見を持っている
場合は，次のように言うとよ
い。『最初にあなたの意見
を聞いて，次にあなたの意
見を聞きます。』生徒は意見
を述べる機会が与えられる
ことを知っているため，整然
として順番を待つことであ
ろう。」（『教師，その大いな
る召し』69）
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• ビデオ「神権の権能と力」を見せ，定
員会として，デビッド・A・ベドナー長
老の父親が尋ねた質問について話し合
います（または若い男性に「天の力」の

説教の中の経験について読むように勧
めます）。わたしたちは神権を持ってい
る理由で，どのように世界中のほかの人
と異なっているでしょうか。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らは神権の回復をこれま
でよりも理解しているでしょうか。どんな思いや印象を抱いたでしょうか。ほかに
質問はないでしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている定員会会長会の会員が，閉会行事を司会します。彼は以下を行う
ことができます。

• 神権の回復について自分の気持ちを
分かち合う，またほかの人も同じように
分かち合うように勧める。

• 定員会の会員に神権の回復について
教えるための概要を作成するよう勧める

（『神への務め』18 ，42 ，または 66 参
照）。

救い主の方法で教える

救い主は弟子たちの可能性
を見て，彼らが学び，自分に
最善の方法を身に付けるた
めの独特な方法を見つけら
れました。あなたにはそれ
ぞれの若い男性が神権の
回復に対する証を得るうえ
で彼らを助けるというかけ
がえのない機会があります。
この証は若い男性とその家
族，そしてほかの人々を永
遠に祝福することができま
す。
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精選されたリソース
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精選されたリソース

デビッド ・A・べドナー「天の力」『リアホナ』2012
年 5 月号，48 － 51 から抜粋

「わたしは忠実な母親とすばらしい父親のいる家庭で
育ちました。母は神の教会と王国のためにすべてを
犠牲にした開拓者の子孫でした。父はわたしたちの
教会の会員ではなく，若いころにはカトリック教会の
司祭になりたいと思っていました。 . . . . . .

少年のころ，わたしは父にいつバプテスマを受けるの
かと毎週何度も尋ねました。わたしが困らせる度に，
父は愛情を込めて，しかしきっぱりとこう言うのでし
た。「デビッド，お父さんは，お母さんやデビッドや，
ほかのだれかのために教会に入るつもりはない。教会
員になるのが正しいことだと分かったときに，教会に
入るつもりだよ。」

10 代前半のころだったと思いますが，父と次のような
会話をしました。一緒に日曜日の集会に出席して帰宅
したとき，わたしは父にいつバプテスマを受けるのかと
尋ねました。父はほほえんで言いました。「バプテス
マを受けることについてデビッドに聞かれてばかりだ
けど，今日はお父さんの方から聞こうかな。」わたしは
ついに状況が進展しようとしていると早合点して胸を
躍らせました。

父は続けて言いました。「デビッド，君の教会では，
神権がかつて地上から取り去られ，天の使者によっ
て預言者ジョセフ・スミスに回復されたと教えている
よね。」わたしはそのとおりだと答えました。その後，
父が言いました。「では質問だ。毎週神権会で，ビ
ショップやほかの神権指導者が兄弟たちに，ホーム
ティーチングを行い，神権の義務を果たすように教え，
お願いし，熱心に頼んでいる。もし君の教会に，回復

された神の神権がほんとうにあるのなら，自分の宗教
上の義務を果たすことについて，君の教会のとても多
くの男性たちがわたしの教会の男性たちとさほど違わ
ないのはどうしてなんだい。」未熟なわたしの頭は瞬
時に完全に真っ白になりました。どう答えればよいか
分かりませんでした。

神の権能があるという教会の主張の正当性を，父が
自分の交わっていたワードの男性たちの至らない点を
基に判断したのは適切でなかったと，わたしは信じて
います。しかし，父があのような質問をしたのは，神
の聖なる神権を持つ者はほかの男性たちとは異なっ
ているべきだと思っていたからであり，それは正しい
考えです。神権を持つ男性は，生まれながらにほかの
男性よりも優れているわけではありませんが，異なっ
た行いをする必要があります。神権を持つ男性は，神
権の権能を授かるだけでなく，神の力を注ぐパイプ役
としてふさわしく忠実な者とならなければなりません。

「主の器を担う者たちよ，清くありなさい。」（教義と聖
約 38：42）

神権の権能と力について父から学んだこの教訓を，わ
たしは決して忘れたことがありません。それはわたし
たちと異なる信仰を持ち，神の神権を受けていると主
張する男性たちにもっと多くを期待していた，一人の
善良な男性から学んだことでした。何年も前，あの日
曜日の午後に父と交わした会話を通して，わたしの中
に「善い少年」になりたいという望みが生まれました。
回復された福音について学ぶ父にとってのつまずきの
石や，悪い手本にはなりたくありませんでした。とにか
く善い少年になりたいと思いました。主の権能を持つ
者として，わたしたち全員がいつでもどこでも高潔で，
徳高く，善良な男性でいることを，主は求めておられま
す。
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4 月―背教と回復

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

回復におけるジョセフ・スミスの役
割は何だったのでしょうか
何世紀も続いた大背教の後，主は預言者ジョセフ・スミスを通して御自身の教会と
完全な福音を回復されました。この回復は，天の御父とイエス・キリストが姿を現
された，ジョセフの最初の示現によって始まりました。預言者ジョセフ・スミスを
通して，主はモルモン書やほかの聖典を世に出され，神権の権能を回復され，主の
教会を設立されました。

霊的に備える

これらの聖文と資料をよく祈って研究するとき，若い男性に何を分かち合いたいと
感じますか。

2 ニーファイ3：3 －25（古代の預言者
は，預言者および聖見者としてのジョセ
フ・スミスの使命を予見していた）

教義と聖約 35：17－18 （預言者ジョ
セフ・スミスを通して，主は完全な福音
を回復された）

教義と聖約 76：22 －24（ジョセフ・ス
ミスのイエス・キリストについての証）

教義と聖約 135：3 （預言者ジョセフ・
スミスを通して，主はそのほかの聖文を
与えられた）

ジョセフ・スミス―歴 史 1：11－25
（父なる神とイエス・キリストがジョセ
フ・スミスに御姿を現わされた）

ニール・L・アンダーセン「信仰は偶然
ではなく，選びによって与えられる」『リ
アホナ』2015 年 11 月号，65 － 68

ニール・L・アンダーセン「ジョセフ・ス
ミス」『リアホナ』2014 年 11 月号，28
－31

ローレンス・E・コーブリッジ「預言者
ジョセフ・スミス」『リアホナ』2014 年
5 月号，103 －105

「ジョセフ・スミス」『真理を守る』102
－103

ビデオ―「ジョセフ・スミス―回復の
預言者」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスにつ
いて評議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権

ジョセフ・スミスの人生と使
命によってあなたの生活は
どのような影響を受けてき
ましたか。ジョセフ・スミス
に対する証をどのように得ま
したか。

若い男性は預言者ジョセ
フ・スミスについての証を
持っているでしょうか。どの
ようにその証を強めること
ができるでしょうか。
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の義務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教える
ように招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダ
を記入するとよいでしょう。

学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンの導入をするために，以下のアイデアから
選ぶか，自分自身でアイデアを考えます。

• 若い男性に，先週定員会が学んだこ
とを象徴する絵をホワイトボードに描い
てもらい，ほかの若い男性が描いたも
のが何であるか推測してもらいます。

• 事前（恐らく定員会集会の 2 週間か
ら 3 週間前）に，若い男性に，ニール・
L・アンダーセン長老の次のチャレンジ
を受け入れるよう勧めます―「預言者
ジョセフ・スミスについて個人的な証を
得てください。 皆さんの声で，預言者
の名が良く語られるというモロナイの預

言が成就するよう助けてください。」若
い男性に，アンダーセン長老の勧告に
従い，友人や家族とモルモン書の中か
ら聖句を分かち合い，「ジョセフが神の
御手に使われる者であったことを知ら
せ」，また，預言者の証を読むように勧
めます。（「ジョセフ・スミス」『リアホ
ナ』2014 年 11 月号，30 参照）定員会
集会の開始時に，自分が選んだ聖句
や，ジョセフ・スミスの証を読んで得た
感想を分かち合ってもらいます。

一緒に学ぶ

以下の活動はそれぞれ，定員会の会員が回復におけるジョセフ・スミスの役割を
理解するうえで役立つでしょう。御霊の導きに従って，定員会に最も適した活動を
一つ，あるいは幾つか選んでください。

• 定員会の会員に，異なる信仰を持つ
友人が「どうしてきみの教会ではそんな
にジョセフ・スミスが大切なの？」と聞
いたと想像してもらいます。この質問の
答えを，ビデオ「ジョセフ・スミス―回
復の預言者」またはローレンス・E・
コーブリッジ長老の説教「預言者ジョ
セフ・スミス」から見つけてもらいます。 
ジョセフ・スミスに対する批判に対処す
る方法を学べるように，ニール・L・アン
ダーセン長老の説教「信仰は偶然では
なく，選びによって与えられる」の「正
直な問いかけ」の項を読んでもよいで
しょう。

• 定員会の会員に，ジョセフ・スミスを
通して主がわたしたちに与えてくださっ
た事柄のリストを作ってもらいます。 そ
のリストに加えるアイデアとして，教義と
聖 約 135：3 と『真 理 を 守る』102 －
103 ページを読んでもらいます。ジョセ
フ・スミスを通して主が行われた業によ
り，わたしたちの生活はどのように変
わったでしょうか。

• 若い男性に，ジョセフ・スミス―歴
史 1：7－20 を読むように勧め，ジョセ
フ・スミスが最初の示現を通して学ん
だ真理を探してもらいます。ジョセフは
天の御父とイエス・キリストについて何

教師へのヒント

「レッスンが始まる前に質問
をホワイトボードに書き出し
ておくことによって，生徒に
レッスンの始まる前からテー
マについて考えさせること
ができる。」（『教師，その大
いなる召し』93）



104

を学んだでしょうか。自分自身につい
て何を学んだでしょうか。サタンについ
て何を学んだでしょうか。なぜこれら
の真理は今日わたしたちが理解するの
に重要なのでしょうか。

• ビデオ「ジョセフ・スミス―回復の
預言者」を見せて，若い男性たちに，
ジョセフ・スミスについて学んだことや，
印象に残ったことについて話してもらい
ます。あなたがどのようにしてジョセ
フ・スミスが預言者であったことについ
て証を得たか話してもよいでしょう。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らは福音の回復における
ジョセフ・スミスの役割を理解しているでしょうか。どんな思いや印象を抱いたで
しょうか。ほかに質問はないでしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきで
しょうか。

行動するように勧める

司会をしている定員会会長会の会員が，閉会行事を司会します。彼は以下を行う
ことができます。

• 彼の生活の中でジョセフ・スミスが
重要である理由について気持ちを分か
ち合い，同じようにほかの定員会の会員
も分かち合うように勧める。

• ジョセフ・スミスの使命についてほ
かの人に教えるという神権の義務につ
いて定員会で話し合う。

救い主の方法で教える

救い主は人々に信仰をもっ
て行動するように，また主
が教えられた真理を実践す
るように勧められました。 
主は教えの中で，主に従う
人々が心を尽くして福音に
添った生活をするように助
けることに焦点を当てられ
ました。ジョセフ・スミスの
証を毎日の生活にどう反映
させるべきかを若い男性が
理解できるように，どのよう
に助けることができるでしょ
うか。
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精選されたリソース

113

精選されたリソース

「ジョセフ・スミス」『真理を守る』102－103 から
抜粋

1820 年の春，14 歳のジョセフ・スミスは，イエス・
キリストの真の教会を探し求めていたときに聖書のあ
る一節を読みました。「あなたがたのうち，知恵に不
足している者があれば，その人は，とがめもせずに惜
しみなくすべての人に与える神に，願い求めるがよい。
そうすれば，与えられるであろう。」（ヤコブの手紙1：
5。ジョセフ・スミス－歴史 1：11－12も参照）単
純でありながらも確固たる信仰を胸に，少年ジョセフ
はこの聖文の勧めに従いました。ジョセフは一人で森
の中に入って行き，どの教会に入ればよいのかを知る
ために祈りをささげました。ジョセフの祈りにこたえ，
父なる神とイエス・キリストが御姿を現されました。
何よりも増して重要なのは，御二方が，その当時存在
していたどの教会にも入らないようにとジョセフに告げ
られたことです（ジョセフ・スミス－歴史 1：13－20
参照）。

ジョセフ・スミスは，自らのふさわしさを証明し，神の
預言者として働く神聖な使命を授かりました。ジョセ

フ・スミスを通して，主は偉大で驚嘆すべき業を成し
遂げられました。その業の中には，モルモン書を世に
出されたこと，神権を回復されたこと，貴い福音の真
理を明らかにされたこと，イエス・キリストの真の教
会を回復されたこと，神殿活動を確立されたことなど
が含まれます。 1844 年 6月 27日，ジョセフとその
兄ハイラムは武装した暴徒の襲撃を受け，殉教しまし
た。彼らは，自らの血をもって自分の証を結び固めま
した。

回復された福音に関する証を完全なものとするために
は，ジョセフ・スミスの神聖な使命に関して証を持た
なければなりません。末日聖徒イエス・キリスト教会
が真実であるかどうかは，最初の示現ならびに主が預
言者ジョセフにお与えになったほかの啓示が真実で
あるかどうかに懸かっています。ジョン・テーラー第
3 代大管長が次のように書き残しています。「主の預
言者であり聖見者であるジョセフ・スミスは，ただイエ
スは別として，この世に生を受けた他のいかなる人よ
りも，この世の人々の救いのために多くのことを成し遂
げた。」（教義と聖約135：3）
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4 月―背教と回復

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

最初の示現はなぜ 
大切なのでしょうか
1820 年の春に，父なる神と御子イエス・キリストが預言者ジョセフ・スミスに姿を
現されました。福音の回復の始まりとなったこの示現は，イエス・キリストの復活
以来，最も重要な出来事です。ジョセフ・スミスの謙遜な祈りは，福音の真理，神
権の権能，そして救いの儀式の回復へとつながりました。「この啓示一つで神と
その神聖な属性に関するどのような〔質問〕にも答えることができます。……また
人に権能を授けられたことからも，神が人にどのような関心を抱いておられるかが
分かるのです。この業の将来は保証されています。これらの真理をはじめ，その
他の崇高な真理が，栄えある最初の示現によって明らかにされました。」（『歴代大
管長の教え―デビッド・O・マッケイ』93）

霊的に備える

準備をするときには，これらの聖文と資料，そしてあなたが選んだほかの資料を祈
りの気持ちで研究します。あなたが教える若い男性にとって最も意義があると感
じるものは何でしょうか。

ジョセフ・スミス―歴史 1：11－19，
24 －25

ビデオ―「回復」

ディーター・F・ウークトドルフ「最初の
示現が結んだ実」『リアホナ』2005 年
5 月号，36 －38

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスに関
して評議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権
の義務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教える
ように招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダ
を記入するとよいでしょう。

あなたはジョセフ・スミスが
父なる神と御子イエス・キリ
ストにまみえたことに対する
証をどのように受けました
か。この証のおかげでどの
ようにあなたの人生は祝福
を受けてきましたか。あな
たにとって最初の示現の重
要性とは何ですか。

最初の示現について研究す
ることはあなたの定員会の
それぞれの若い男性の証を
どのように深めることがで
きるでしょうか。若い男性
がこの偉大な出来事の重要
性を理解するために，どのよ
うに助けることができるで
しょうか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分自身でアイデアを考えます。

• 定員会の会員それぞれに，先週の
レッスンについて覚えていることを何か
一つ言ってもらいます。

• 定員会として，賛美歌「麗しき朝よ」
（『賛美歌』18 番）を歌います。若い男

性に，ジョセフ・スミスについて，そして
父なる神とイエス・キリストにまみえ，語
りかけるという彼の経験について，自分
の気持ちを分かち合うように勧めます。

一緒に学ぶ

以下の活動はそれぞれ，定員会の会員がジョセフ・スミスの最初の示現について
学ぶうえで役立つでしょう。御霊の導きに従って，定員会に最も適した活動を一
つ，あるいは幾つか選んでください。

• 若い男性に，最初の示現のおかげで
彼らが受けてきた祝福の幾つかを書き
留めるように勧めます。ディーター・F・
ウークトドルフ管長の説教「最初の示
現が結んだ実」の最後の 10 段落を読
み，最初の示現によるほかの祝福を見
つけてもらいます。見つけたことと最初
の示現の重要性について感じることを
分かち合うように勧めます。

• 定員会として，ジョセフ・スミス―歴
史 1:7－20 に記されているジョセフ・
スミスの最初の示現について読みます。
若い男性に，ジョセフの経験から学ぶ
ことのできる真理を見つけるように勧め
ます（例えば，御父と御子が実在し，別
個の御方であること，サタンとその力は
実在するが，神の力の方がより偉大であ
ること，神は祈りを聞いてこたえてくだ
さること，啓示はやんでいないこと）。
若い男性に，ホワイトボードに真理を書
くように勧めます。これらの真理はほ
かの宗教が信じていることとどのように

異なるでしょうか。これらのことを知ら
なかったら，わたしたちの生活はどのよ
うに異なっているでしょうか。

• 若い男性に，ジョセフ・スミスの最初
の示現とジョセフ・スミス―歴史 1:11
－19，24 －25 を黙読するように勧め
ます（または「回復」のビデオを見るよ
うに勧めます）。最初の示現が世界の
歴史において重要な理由について考え
てもらいます。なぜわたしたち個人に
とって重要なのでしょうか。最初の示
現の重要性についての証を分かち合
い，若い男性に自分の考えや証を分か
ち合うように勧めます。

• 若い男性に，父なる神とイエス・キリ
ストが地上の民に御姿を現された記録
を聖文から復習するように勧めます 

（マタイ 3:13 －17；使徒 7:54 － 60；3
ニーファイ11:3 －10 など）。これらの
出来事の絵を提示することもできます

（『福音の視覚資料集 』35，63，およ

教師へのヒント

「だれかから『レッスンで学
んだことについて教えてくだ
さい』と言われたらどのよう
に説明するか，生徒に尋ね
る。」（『教師，その大いなる
召し』94）



108

び 82 参照）。それぞれの記録を要約し
てもらいます。それからジョセフ・スミ
ス歴史 1:17 を読むように勧めます（『福
音の視覚資料集 』90 参照）。ジョセ
フ・スミスの最初の示現はどのようにほ

かの現れと似ていたでしょうか。また
どのような点で独特であったでしょう
か。若い男性に，最初の示現が彼らに
とって重要である理由を分かち合うよう
に勧めます。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らはジョセフ・スミスの
最初の示現をこれまでよりも理解しているでしょうか。どんな思いや印象を抱いた
でしょうか。ほかに質問はないでしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきで
しょうか。

行動するように勧める

司会をしている定員会会長会の会員が，閉会行事を司会します。彼は以下を行う
ことができます。

• 最初の示現の大切さについて自分の
気持ちを分かち合います。

• 定員会の会員に今日学んだことを友
人や家族の一員に分かち合うように勧
めます。

救い主の方法で教える

救い主は従う人々に，主の
教えの真実性を人々に証す
ることを勧められました。
彼らがそうしたとき，御霊が
彼らの心に触れました。互
いに証を述べるようどのよう
に若い男性を促すことがで
きるでしょうか。
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4 月―背教と回復

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

なぜわたしたちにはモルモン書が
必要なのでしょうか
モルモン書はわたしたちの時代のために書かれました。イエス・キリストを証し，
主の完全な福音が収められ，背教によって失われた真理を回復します。ジョセフ・
スミスは，モルモン書は「わたしたちの宗教のかなめ石である。そして，人はその
教えを守ることにより，ほかのどの書物にも増して神に近づくことができる」と
語っています（モルモン書，序文）。

霊的に備える

これらの聖文と資料を祈りの気持ちで研究します。若い男性がモルモン書の力を
感じるようにどのように助けることができるでしょうか。

1 ニーファイ13 : 40；2 ニーファイ3 : 12
（モルモン書は貴い真理を回復し，偽り
の教義を打ち破る）

2 ニーファイ25：23，26；33 : 10 －11
（モルモン書を書き記した人々はイエ
ス・キリストについて証している）

2 ニーファイ29 : 7－11（モルモン書は
神が数多くの国の神の子供たちに語ら
れることを示している）

教義と聖 約 20 : 8 －16；42：12（モル
モン書にはイエス・キリストの完全な福
音が載っている）

モルモン書のタイトルページと序文

ケビン・W・ピアソン「命の木のそばに
とどまる」『リアホナ』2015 年 5 月号，
114 －116

ジェフリー・R・ホランド「魂の安寧」
『リアホナ』2009 年 11 月号，88 － 90

タッド・R・カリスター「モルモン書 ―
神からの書物」『リアホナ』2011 年 11
月号，74 －76

ビデオ「モルモン書の紹介」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスにつ
いて評議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権
の義務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教える
ように招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダ
を記入するとよいでしょう。

モルモン書を研究するうえ
で経験してきたことについ
て考える。 なぜあなたに
とってモルモン書は重要で
すか。

モルモン書はどのように若
い男性の生活に影響を及ぼ
しているでしょうか。若い
男性はモルモン書の証を強
めるために何が できるで
しょうか。モルモン書は彼
らが現代の課題に対処する
うえでどのように助けてくれ
るでしょうか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分自身でアイデアを考えます。

• 数人の若い男性に，先週のレッスン
で最も印象に残ったことについて分か
ち合うように勧めます。

• 定員会として，かなめ石のアーチを造
る，または描きます（『わたしの福音を

宣べ伝えなさい』103 参照）。若い男
性に，モルモン書はわたしたちの宗教
のかなめ石であるとジョセフ・スミスが
なぜ言ったかを説明してもらいます（モ
ルモン書の序文参照）。

一緒に学ぶ

以下の活動はそれぞれ，定員会の会員がモルモン書の重要性を理解するうえで役
立つでしょう。御霊の促しに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるいは幾
つか選んでください。

• 定員会の会員に，ジェフリー・R・ホ
ランド長老の説教「魂の安寧」または
ケビン・W・ピアソン長老の説教「命
の木のそばにとどまる」を読んで，モル
モン書についての洞察とモルモン書が
重要な理由を見つけてもらいます。 若
い男性に，説教からの引用や好きなモ
ルモン書の聖句を分かち合ってもらっ
てもよいでしょう。モルモン書の証を書
き留めて分かち合うよう励ましてもよい
でしょう。

• それぞれの若い男性に，この概要ま
たはモルモン書のタイトルページに記載
されている聖句の一つを読んでもらい，

「なぜわたしたちはモルモン書が必要な
のでしょうか」という質問に対する答え
を探してもらいます。若い男性に彼ら
の答えをホワイトボードに書くように勧
めます。ホワイトボードに書かれた答え
の中から自分がもっと学びたいものを
一つ選び，それを分かち合ってもらいま
す。

• 若い男性に，モルモン書について彼
らの友人が抱くかもしれない疑問を考

えるように勧めます。どのようにそれら
の疑問に答えたらよいでしょうか。タッ
ド・R・カリスター長老の説教「モルモ
ン書 ―神からの書物」から何を分か
ち合うことができるでしょうか。定員会
の会員に，モルモン書を読むよう友人に
どのように勧めるかをロールプレイして
もらいます。モルモン書とはどんなもの
で，なぜそれが必要なのかをどのように
説明したらよいでしょうか。どのような
聖句をモルモン書から分かち合ったら
よいでしょうか。モルモン書がイエス・
キリストについてのもう一つの証である
ことをどのように説明したらよいでしょ
うか。若い男性に，『神への務め』の
29，53，または 77 ページを開き，モル
モン書を読むように勧めることができる
人の名前を書いてもらうことについて検
討します。

• それぞれの若い男性に，自分にとっ
て重要な聖句，あるいは自分の人生に
影響を与えた聖句をモルモン書の中か
ら見つけるように勧めます。定員会を二
つか三つの小グループに分け，それぞ
れの若い男性に，自分が選んだ聖句

教師へのヒント

「一人の生徒に朗読させて
いるときは，ほかの生徒に
は聖文を目で追わせる。そ
して，特定の原則や概念を
探させるとよい。読み始め
る前にその聖句の箇所を開
く時間を十分に取る。その
聖句に変わった言葉や難し
い表現が使われているとき
は，読む前に説明を加える。
クラスに朗読が苦手な人が
いれば，順番に読ませる代
わりに希望者に読んでもら
うようにする。」（『教師，そ
の大いなる召し』56）
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と，なぜそれが重要なのか，そしてその
聖句に関連する経験を分かち合っても
らいます。数人の若い男性に定員会全
体に分かち合うように勧めます。これら
の経験はモルモン書の重要性について
何を教えてくれるでしょうか。

• ビデオ「モルモン書の紹介」を見せ，
定員会の会員に「なぜわたしたちはモ
ルモン書が必要なのでしょうか」という
質問に対する答えをビデオを見ながら
書いてもらいます。書いたことを分かち
合ってもらいます。モルモン書がなかっ
たら，彼らの生活はどのようなものに
なっていたでしょうか。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らはなぜモルモン書が
重要かを理解しているでしょうか。どんな思いや印象を抱いたでしょうか。ほかに
質問はないでしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 数人の若い男性に，なぜわたしたち
はモルモン書が必要なのかについての
証を分かち合ってもらい，モルモン書が
真実であることを彼らがどのように学ん
だかを説明するように勧める。

• 可能であれば，伝道活動に使うため
のモルモン書を手渡し，定員会の会員
それぞれに表紙の裏に証を書いてもら
い，だれかにそのモルモン書を渡すよう
に勧める。

救い主の方法で教える

救い主は福音の真理を学ぶ
ために信仰をもって行動す
るように人々に勧められまし
た。主はわたしたちに「求
めなさい，そうすれば，与え
られるであろう」と教えられ
ました（ヨハネ 16:24）。若
い男性がモルモン書に対す
る証を得る，または強めるう
えで，彼らがこの規範に従
えるようにどのように励ます
ことができるでしょうか。

（モロナイ10：3 － 5 参照）
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精選されたリソース

120

精選されたリソース

タッド ・R・カリスター「モルモン書－神からの書物」
『リアホナ』2011 年 11 月号，74 － 76 から抜粋

しかし，イエス・キリストについて教える聖書がすで
にあるのに，なぜモルモン書がそれほど重要なので
しょうか。キリスト教の教会が基本的に同じ聖書か
ら教義を得ている今日，なぜ世の中にこれほど多くの
教会があるのかと，不思議に思ったことはありません
か。それは聖書を異なって解釈しているためです。解
釈が同じであれば，同じ教会になったことでしょう。
これは主が望んでおられる状態ではありません。使
徒パウロは，「主は一つ，信仰は一つ，バプテスマは一
つ」と述べているからです（エペソ4：5）。この一つ
の状態になる助けとして，主は神聖な証人の律法を定
められました。パウロはこう教えています。「すべての
事がらは，ふたりか三人の証人の証言によって確定す
る。」（2 コリント13：1）

聖書はイエス・キリストについての一つの証であり，モ
ルモン書はもう一つの証です。この第 2 の証がなぜ
それほど重要なのでしょうか。次の図が役立つかも
しれません。紙の上の一つの点を通る直線は何本引
くことができますか。その答えは無限です。少しの
間，一つの点が聖書を表し，その点を通るように引い
た数百の直線が聖書の異なる解釈を表し，またその
解釈のそれぞれが異なる教会を表すと仮定してみま
しょう。

しかし，紙の上にモルモン書を表す第 2 の点があれ
ば，どうなるでしょうか。これら二つの基準点，すな

わち聖書とモルモン書の間に引くことができる直線は
何本でしょうか。 1 本だけです。これら二つの証によ
り，キリストの教義の解釈はただ一つとなります。

さらにまた，モルモン書は，「主は一つ，信仰は一つ，
バプテスマは一つ」だけであるように，聖書の中で教
えられている教義を確認し，明確にし，統一する証の
役割を果たしています。例えば，救い主がニコデモに

「だれでも，水と霊とから生うまれなければ，神の国に
はいることはできない」と述べられたにもかかわらず

（ヨハネ 3：5），バプテスマが救いに不可欠であるか
どうかについて，人々は混乱しています。しかし，モル
モン書はこの件に関するすべての疑いを取り除いてく
れます。「また神は，すべての人に，. . . . . . 悔い改
めて，神の御名によってバプテスマを受けなければな
らないと命じておられる。そうでなければ，人は神の
王国に救われない。」（2 ニーファイ 9：23）

偉大な模範者である救い主がバプテスマをお受けに
なった方法が聖書に述べられているにもかかわらず，
今日の世には様々な方法によるバプテスマが存在し
ています。「イエスはバプテスマを受けるとすぐ，水か
ら上がられた。」（マタイ 3：16）イエスはまず水の中
に降りて行くことなく，水から出て来ることがおできに
なったでしょうか。この件に関して不一致がないよう
に，モルモン書はバプテスマの適切な方法に関する教
義を次のような簡潔な言葉で述べてそれを一掃してい
ます。「あなたがたはその人を水中に沈め . . . . . . な
さい。」（3 ニーファイ11：26）

12323_300_AP-Unit4_jp.indd   120 14/01/27   15:34
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この単元をオンラインで見るには，lds.org/youth/learnにアクセスしてください。

単元の概要

「わたしたちは，神がこれまでに啓示されたすべてのこと，神が今啓示されるすべてのこと
を信じる。またわたしたちは，神がこの後も，神の王国に関する多くの偉大で重要なことを
啓示されると信じる。」（信仰箇条 1：9）

この単元のアウトラインは，聖文，生ける預言者と使徒，そして聖霊によって心と思いに与え
られる個人の啓示を通して，主から語りかけられたとき，一人一人の若い男性がその声を認
識できるようになるのに役立ちます。聖文には神権者に対する次の戒めが記されていま
す。「永遠の命の言葉を熱心に心に留めるようにしなさい。……神の口から出る一つ一つ
の言葉に従って生きなければならない……。」（教義と聖約 84：43 － 44）この単元では，
神の言葉に対する愛を植え付けることによって，定員会の会員がこの勧告に従うのを助け
ることができます。

「神への務め」を日曜日の定員会集会に取り入れるために，以下の「神への務め」のアウト
ラインをこの単元で教えるとよいでしょう。

今月は以下のアウトラインから選んでください。

なぜ聖文を研究することは大切なのでしょうか（「神への務め」）
生ける預言者の言葉に耳を傾け，従うことはなぜ大切なのでしょうか
個人の啓示を受けるにはどうすればよいでしょうか
どうすれば祈りをもっと意義深いものにできるでしょうか
どうすれば証を強めることができるでしょうか
モンソン大管長はアロン神権者に何を教えているでしょうか
祝福師の祝福からどのような助けが得られるでしょうか

5 月―預言者と啓示
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ミューチャル

青少年が学んでいることと活動をどのように結びつける
か考えてください。青少年の活動計画サイトがあなたを
助けてくれます。これらのアウトラインの学習活動の多
くは，ミューチャルの活動として使うことができます。定
員会会長会と話し合って，若い男性が日曜日に学ぶこと
を強化するのにふさわしい活動を選択し計画してくださ
い。

「神への務め」

小冊子『神への務め』の以下の項は，この単元のレッス
ンに関連しています。

「祈り，聖文を研究する」14 －15，38 －39，62 － 63
ページ

「教義を理解する」18 －20，42 － 44，66 － 68 ページ
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5月―預言者と啓示

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

『神への務め』

なぜ聖文を研究することは大切な
のでしょうか
聖典には神の言葉が記されています。末日の預言者は，個人的に，また家族ととも
に聖文を毎日研究するよう勧告しています。聖文を研究することによって天の御父
とイエス・キリストを知り，誘惑に抵抗する力を得，困難の中にあって励ましを受け
ることができます。

霊的に備える

以下の聖句と資料をよく祈って研究してください。若い男性が聖文研究の大切さ
を理解するのに役立つのはどれでしょうか。

ヨシュア 1：8；2 テモテ 3：16 －17；1
ニーファイ15：24；2 ニーファイ32：3；
アル マ 17：2 －3；ヒラマン 3：29 －
30；教 義と聖 約 18：33 －36；21：4
－ 6；84：85（聖文研究の祝福）

『神への務めを果たす』14 －15，38 －
39，62 － 63

ボイド・K・パッカー「霊的な守りを受
けるための鍵」『リアホナ』2013 年 11
月号，26 －28

リチャード・G・スコット「聖文の力」
『リアホナ』2011 年 11 月号，6 ー 8

D・トッド・クリストファーソン「聖文の
祝 福」『リアホナ』2010 年 5 月号，32
－35

「聖文」『真理を守る』126 －130

ビデオ―「神への務めを果たす」「モ
ル モン 書 ―天 からのメッセ ージ」

「日々の糧 ― 規範」

若い男性に指導する機会を与える

会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスについて評
議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義
務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教えるよう
に招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダを記
入するとよいでしょう。

学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分でアイデアを考えてください。

聖文を研究することで，あ
なたの生活にどのような祝
福がもたらされたでしょう
か。若い男性とどのような
経験を分かち合うことがで
きるでしょうか。

定員会の若い男性にとって，
どの聖句が意義深いものと
なり得るでしょうか。若い
男性の聖文研究がもっと意
義深く効果的なものとなる
よう助けるために何ができ
るでしょうか。
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• 若い男性に先週の話し合いで学び，
分かち合ったことを表している実物に
ついて考えるように勧めます。その実物
と学んだこととの関連性について説明し
てもらいます。

• 若い男性に二人一組で，または定員
会全体と好きな聖句の一つを分かち合
うように勧めます。その聖句が自分に
とって意義深いものとなった経験を分
かち合うよう奨励します。若い男性はこ
れらの経験から聖文の大切さについて
何を学ぶでしょうか。

一緒に学ぶ

このレッスンの目的は，若い男性が定期的な聖文研究を確固たるものにする計画を
立てられるように助けることです。若い男性に，定員会集会中に小冊子『神への
務め』に計画を書くための時間を与えます。互いに計画を分かち合うよう励ましま
す。また，今後の定員会集会で，計画を達成したときの経験を発表するように勧め
ます。

• 若い男性に小冊子『神への務め』
14 または 38 ページを開くように言いま
す。これらのページから参照聖句を一
つ定員会の会員一人一人に割り当てます

（このアウトラインで挙げられている聖
句も参照）。定員会の会員に，聖文研
究に取り組む姿勢と，聖文研究から得
られる祝福について説明している言葉
を見つけて，分かち合うように勧めま
す。定期的な聖文研究の習慣を始め
る，あるいは強化するための計画を立て
るよう勧めます（『神への務め』15，
39，または 63 ページ参照）。

• 若い男性一人一人に以下の質問の一
つについて深く考えてもらいます。「聖
文研究は，戒めを守るわたしの能力に
どのような影響を与えるだろうか」「聖
文研究は，わたしと家族との関係にどの
ような影響を与えるだろうか」「聖文研
究は，わたしと神との関係にどのような
影響を与えるだろうか」。若い男性に考
えを分かち合ってもらいます（『神への
務め』62 ページ参照）。小冊子『神へ
の務め』15，39，または 63 ページを
開き，個人の聖文研究を改善する計画
を書き留めるように勧めます。

• 定員会の会員に，このアウトラインで
提案されている説教の一つから幾つか
の段落を読むように勧めます。彼らに
聖文や聖文研究の祝福について学んだ
ことを分かち合ってもらいます。彼らは
自分の生活の中でいつ聖文研究の力を
経験したでしょうか。

• 若い男性に，このアウトラインに挙げ
られているビデオの一つを見るか，『真
理を守る』にある「日々の聖文研究の
大切さ」の項（126 －127 ページ）を
読んでもらいます。それから，「聖文を
研究することはなぜ大切なのだろう」と
いう質問への答えを探すように言いま
す。見つけたことを分かち合うように勧
めます。何人かの若い男性に，聖文研
究の方法を紹介してもらいます。ビ
ショップの許可を得て，父親またはワー
ドのそのほかの会員に，彼らがどのよう
に聖文を研究しているか簡単に紹介し
てもらうとよいでしょう。

• 若い男性に『わたしの福音を宣べ伝
えなさい』の 124 －125 ページにある
学習活動の中から一つを選び，二人一

教師へのヒント

「教える人々の心に福音の
メッセージを届けるには御
霊がその場にとどまってお
られなければならない（2
ニーファイ33：1；教義と聖
約 42：14 参照）。したがっ
て，あなたが用いる教授法
はレッスンの性質に合った
ものであると同時に，御霊
を招くものでなければなら
ない。」（『教師，その大いな
る召し』91 参照）
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組または個人でそれに取り組んでもらい
ます。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。聖文研究がなぜ大切か理
解できたでしょうか。何を感じ，どんな印象を抱いたでしょうか。ほかに質問はな
いでしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 個人的な聖文学習の計画を定員会と
分かち合う。

• 次の数週間にわたって，定員会の集
会中，定員会の会員は，過去 1 週間に

読んだ聖典の中から一つの聖文を分か
ち合い，その聖文が自分にとってどうし
て意義深いのか説明するよう求められ
ていることを告げる。

救い主の方法で教える

救い主は御自身の使命につ
いて教え，証するために，聖
文を使われました。そして
聖文について自分自身で考
え，自ら抱く疑問に答えを見
いだすために聖文を使うよ
う人々に教えられました。
どうすれば若い男性が聖文
を使って自身の疑問に答え
を見いだせるよう助けられる
でしょうか。
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精選されたリソース

126

精選されたリソース

「聖文」『真理を守る』126－130 から抜粋

日々の聖文研究の大切さ

聖文のおもな目的は，キリストについて証すること，キ
リストのもとに来て，永遠の命を受けられるように人
を助けることです（ヨハネ 5：39；20：31；1  ニー
ファイ6：4；モーサヤ13：33－35 参照）。預言者
モルモンはこう証しています。

「望む者はだれでも，神の言葉を手に入れることがで
きる . . . . . .。この神の言葉は生きていて力があり，
悪魔の悪知恵とわなと策略をことごとく断つ。また，
悪人をのみ込むために備えられている，あの不幸の永
遠の淵を横切る狭くて細い道にあって，キリストの人
を導き，

また彼らを，まことに彼らの不滅の霊を天の王国にお
られる神の右に至らせ，もはや外に出されることなく，
アブラハム，イサク，ヤコブ，およびわたしたちのすべて
の聖なる先祖とともに座に着かせるものである。」（ヒ
ラマン 3：29－30）

末日の預言者は，個人としても，家族としても聖文を
毎日研究するようにという勧告を与えています。ニー
ファイが兄弟たちに勧めたように，聖文を自分たちに
なぞらえ，神聖な古代の記録を今日の自分の生活にど
のように当てはめればよいか考えるよう勧めています
（1 ニーファイ19：23－24 参照）。「聖文を調べ」
（欽定訳ヨハネ 5：39 から和訳），「キリストの言葉を

よく味わう」（2 2 ニーファイ32：3）ように勧告して
います。

この勧告に従えば多くの恵みを受けることができま
す。日々，有意義な聖文研究を行うことにより，聖霊
のささやきに対して敏感になることができます。信仰
を築き，誘惑に対する防備を固め，天の御父とその愛
する御子に近づくことができます。

聖文の個人学習計画を立ててください。毎日ある程
度の時間を割いて聖文を研究することについて検討し
てください。その時間を使って，聖文を熟読し，御霊
の導きに耳を傾けてください。天の御父が自分に学
び，実行してほしいと思っておられることを理解できる
ように御父に尋ねてください。

生涯にわたって聖文，特にモルモン書を読み続けてく
ださい。人生の様々な段階で聖文を学ぶときに，そこ
に秘められた宝を幾度となく再発見し，新たな意味と
応用の仕方を見いだすことでしょう。

結婚している場合には，毎日，家族として聖文を読む
ための時間を取ってください。このような努力を続け
るのは難しいことかもしれませんが，すばらしい永遠
の結果をもたらします。御霊の導きの下で，自分の家
族の必要を満たす聖文研究計画を立ててください。
幼い子供たちに聖文を読んで聞かせることをためらわ
ないでください。神聖な記録の言葉には，幼い子供た
ちをも感動させる力があるからです。

12323_300_AP-Unit5_jp.indd   126 14/01/27   15:33
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5月―預言者と啓示

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

生ける預言者に耳を傾け，従うこと
はなぜ大切なのでしょうか
わたしたちは大管長会と十二使徒定員会の会員を預言者，聖見者，啓示者として
支持します。彼らの教えは主の御心を反映しています。彼らはわたしたちの時代
のために主の指示，警告そして勧告を与えてくれるのです。彼らの勧告に耳を傾
け従うときに，わたしたちは祝福されて安全と平安，そして霊的な力にあずかりま
す。

霊的に備える

以下の聖句と資料をよく祈って研究してください。 若い男性と何を分かち合うよう
促されていると感じますか。

アモス 3：7；教 義と聖 約 1：4，37－
38；モーセ 6：26 －38（主は預言者を
通してわたしたちに語られる）

教義と聖約 21：1，4 －7（主は預言者
に従う人々に大きな祝福を約束しておら
れる）

ロナルド・A・ラズバンド「教会指導者
を支持する」『リアホナ』2016 年 5 月
号，46 － 49

デビッド・A・ベドナー「『わたしの名に
ついて証を述べるために選ばれて』」

『リ ア ホ ナ』2015 年 11 月 号，128 －
131

Ｍ・ラッセル・バラード「船にとどまり，
つかまっていなさい」 『リアホナ』2014
年 11 月号，89 － 92

キャロル・F・マッコンキー「預言者の
言 葉に従って生活 する」『リアホナ』
2014 年 11 月号，77－79

ビデオ―「塔の見張り人」

若い男性に指導する機会を与える

会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスについて評
議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義
務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教えるよう
に招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダを記
入するとよいでしょう。

あなたは生ける預言者の与
えたどのような勧告を生活
の中で実践してきたでしょ
うか。 その勧告に従うこと
で，どのような祝福を受けて
きたでしょうか。

生ける預言者についての証
が定員会の若い男性にとっ
て大切なのはなぜでしょう
か。今日，自分たちを導く
生ける預言者がいることは
実に大きな特権です。どう
すればこのことを彼らが理
解できるよう助けられるで
しょうか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分でアイデアを考えてください。

• 先週のレッスンからキーワードを選
び，定員会の一人の会員にその絵を描く
よう勧め，ほかの会員にはその言葉を
推測してもらいます。定員会の会員に，
その言葉がなぜ先週のレッスンでは重
要だったのか説明してもらいます。

• 大管長会と十二使徒定員会の写真を
見せます（例えば，『リアホナ』の大会
号に掲載されている写真）。これらすべ
ての人が預言者，聖見者，啓示者である
ことについて証を述べます。大管長会
または十二使徒定員会の一員から聞い
たどのようなメッセージを若い男性は覚
えているでしょうか。

一緒に学ぶ

以下に挙げる活動はそれぞれ，定員会の会員が生ける預言者に従うことの大切さ
を理解するのに役立ちます。御霊の促しに従って，定員会に最も適した活動を一
つ，あるいは幾つか選んでください。

• 一人一人の若い男性にこのアウトライ
ンで提案されている聖句の一つを割り
当て，預言者が必要な理由と預言者に
従うことから得られる祝福について考
えてもらいます。自分の考えを分かち
合うよう勧めます。

• バラード長老の話の中で生ける預言
者と川下りのガイドを比較している箇所
を読み，川下りのガイドと預言者の似て
いる部分のリストを作ります。定員会の
会員に，預言者と使徒に従うことが大切
な理由を他の人に教えるのに利用でき
そうなその他の類似点を考え，発表し
てもらいます。

• クラスで，キャロル・F・マッコンキー
姉妹の説教「預言者の言葉に従って生
活する」から次の言葉を分かち合いま
す。「世の標準から見れば，預言者に
従うのは不人気だったり，不適切だった
り，あるいは社会的に受け入れられない

ことだったりするかもしれません。しか
し，預言者に従うことは常に正しいの
で す。」（『リアホナ』2014 年 11 月号，
78）人々が預言者に従わないのはな
ぜでしょうか。理由を幾つか挙げてく
ださい。定員会の会員に，マッコンキー
姉妹の説教の残りの部分から，預言者
に従うことを妨げようとする人に対して
言ったらよいと思う事柄を探してもらい
ます。見つけたことを発表してもらいま
す。

• 定員会の会員にほかの宗教を信じて
いる友人から次のように聞かれたと想
像してもらいます。「どうして預言者が
いるのですか」 「預言者とはどんな人で
すか」「預言者からどんなことを言われ
ましたか」 若い男性はどのように答える
でしょうか。

• ビデオ「塔の見張り人」を見せるか，
デビッド・A・ベドナー長老の説教「わ

教師へのヒント

「聖典と末日の預言者の言
葉とレッスンテキストを十分
に研究し，教える前に教義
を正しく理 解しておく。」

（『教 師，その 大 いなる 召
し』52）。
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たしの名について証を述べるために選
ばれて」またはロナルド・A・ラズバン
ド長老の説教「教会指導者を支持す
る」の一部をともに読みます。 若い男
性たちに，預言者に従うことの大切さに

ついて学んだことを分かち合ってもらい
ます。彼らと一緒にトーマス・S・モン
ソン大管長の最新の総大会の説教の
表題を読み返し，預言者は今日，何につ
いて警告しているか話し合います。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。生ける預言者に耳を傾け
従うことがなぜ大切なのか理解できたでしょうか。どんな思いや印象を抱いたで
しょうか。ほかに質問はないでしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきで
しょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 生ける預言者について知り，彼らに従
う機会に関して自分の気持ちを分かち
合う。

• 定員会の会員に，預言者に従った経
験と，そうすることで生活にもたらされ
た影響について分かち合ってもらう。

救い主の方法で教える

救い主は主の教えを受ける
人々に質問をし，彼らにも質
問をする機会をお与えにな
りました。どのような質問
をすれば，若い男性が生け
る預言者について深く考え
感じられるでしょうか。どう
すれば彼らの答えに関心を
持っていることを示せるで
しょうか。

関連する青少年の活動

若い男性がこのレッスンで
学んだことを応用するため
のミューチャルの活動を計
画する。



122

精選されたリソース

M・ラッセル・バラード「船にとどまり，つかまってい
なさい」『リアホナ』2014 年 11 月号，89 からの抜粋

最近，友人が自分の息子を連れて，ユタ州南東部にあ
るカタラクト渓谷を流れるコロラド川の川下りに出か
けました。その渓谷は，14 マイル（23 キロメートル）
におよぶ，時に非常に危険にもなる，急流下りで有名
です。

この冒険の準備に，二人は国立公園事務局のウェブサ
イトをじっくり研究しました。そこには個人の準備に
関する情報と，多くの人が遭遇する隠れた危険につい
ての重要な情報が載っていました。

出発時に経験豊富な川下りのガイドの一人が大切な
安全指導を行い，グループが安全に急流を下るための
3 つのルールを強調しました。「ルール 1：船から離
れないこと　ルール 2：救命胴衣を常に身に着けてい
ること　ルール 3：いつも両手でつかまっていること」

そして再び，さらに力を込めて彼は言いました。「何よ
りも，ルール 1を忘れないでください。船から離れな
いこと！」

この冒険は，現世における人生の旅路を思い出させま
す。わたしたちのほとんどが人生での穏やかな流れを
楽しむ時期を経験します。あるときは，急流に遭遇し
ます。それは，カタラクト渓谷の 14 マイル（23 キロ
メートル）の川下りでときどき出会う流れの激しい場
所にたとえることができます。これらの苦難には，肉
体的・精神的な健康問題，愛する人の死，砕けた夢や
希望なども含まれます。人生の問題や疑問，疑いに直
面して信仰が危うくなる人もいるでしょう。

慈悲深い主は，船や救命胴衣などの必需品や，経験豊
富な川下りのガイドなどの助けを用意してくださいまし
た。ガイドは安全に関する指示を伝えて，わたしたち
が人生の川を下って最終目的地に着けるよう助けてく
れます。
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5月―預言者と啓示

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

個人の啓示を受けるには 
どうすればよいでしょうか
わたしたち一人一人に，自分自身の生活を導くために個人の啓示を受ける権利が与
えられています。個人の啓示を受けるには，ふさわしい生活を送り，聖文を研究し，
深く考えることによって準備しなければなりません。わたしたちが尋ね求めるな
ら，聖霊を通して神はその御心を明らかにしてくださいます。

霊的に備える

準備をする際に，以下の聖句と資料をよく祈って研究してください。若い男性と何
を分かち合うよう促されていると感じますか。

列 王 上 19：9 －12；ヒラマン 5：30；
教 義 と 聖 約 6：14 －16，23；8：2 －
3；11：12 －14（御霊がわたしたちに
語りかける方法）

ヨハネ14：26 －27（聖霊はわたしたち
に物事を思い起こさせ，平安な気持ち
を感じさせることがおできになる）

エテル 2 －3； 教 義 と 聖 約 9：7－ 9
（個人の啓示には，自分自身で考え，研
究することが不可欠である）

ヘンリー・B・アイリング「絶えざる啓
示」『リアホナ』2014 年 11 月号，70 －
73

リチャード・G・スコット「個人の生活
で啓示と霊感を受ける方法」『リアホ
ナ』2012 年 5 月号，45 － 47

デビッド・A・ベドナー「啓示の霊」『リ
アホナ』2011 年 5 月号，87－ 90

「御霊の促しを認識することを学ぶ」
『わたしの福音を宣べ伝えなさい』96
－ 97

「啓示」『真理を守る』69 －74

ビデオ―「いろいろな光 ―啓示の
霊」「主の声を聞く」

若い男性に指導する機会を与える

会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスについて評
議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義
務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教えるよう
に招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダを記
入するとよいでしょう。

個人の啓示を受けたとき，
どうすればそれと分かるで
しょうか。個人の啓示を認
識できるようになることで，
あなたの人生にどのような
祝福がもたらされるでしょう
か。

若い男性が個人の啓示を受
ける方法を理解するのは，
どうして大切なのでしょう
か。 個人の啓示はアロン神
権者が神権の義務を果たす
うえでどのような助けとなる
でしょうか。あなたは，アロ
ン神権者が個人の啓示を認
識できるようになるのを，ど
のようにして助けることがで
きるでしょうか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分でアイデアを考えてください。

• 先週のレッスンは若い男性の生活に
どのような影響を与えたでしょうか。学
んだことがきっかけとなってどのように
行動が変わったでしょうか。その行動
からどのような祝福を受けたでしょう
か。

• 「  ときに，わたしは個人の啓示
を受けていると分かります」とホワイト
ボードに書きます。若い男性に，自分
だったらどのようにこの文を完成させる
か尋ねます。この言葉についてレッス
ン中に深く考え，そのほかに考えられる
言葉を探し続けるように勧めます。

一緒に学ぶ

以下に挙げる活動はそれぞれ，定員会の会員が個人の啓示を受ける方法を理解す
るのに役立ちます。 御霊の促しに従って，定員会に最も適した活動を一つ，ある
いは幾つか選んでください。

• 一緒にヘンリー・B・アイリング管長
の説教「絶えざる啓示」の初めの 3 段
落を読みます。若い男性に，自分や自
分が知っている誰かが個人的な啓示を
必要とする状況を幾つか挙げてもらい
ます。若い男性に，アイリング管長の説
教の部分を読むかビデオを見てもらい，
学んだことを分かち合ってもらいます。 
個人的な啓示を求めるために何をした
らよいか深く考えてもらいます。

• ホワイトボードにこのアウトラインで
提案されている聖句を書きます。 若い
男性一人一人に，そのうちの一つを割り
当て，聖霊はどのようにわたしたちに語
りかけてくださるかについて，その聖句
で教えられていることを探してもらいま
す。見つけた事柄をそれぞれの参照聖
句の横に書いてもらいます。若い男性
にこれらの方法のいずれかで聖霊が語
りかけてくださった経験を分かち合うよ
うに勧めます。神権の義務を果たすに
当たって，彼らは自分たちを導く個人的
な啓示を求めたり受けたりしたことがあ

るでしょうか。あなたの経験を分かち
合うこともできます。

• 一人一人の若い男性のために『わた
しの福音を宣べ伝えなさい』の 96 －
97 ページにある表をコピーします。若
い男性にどのように聖霊はわたしたち
に語りかけてくださるのかについての表
を確認するよう勧めます。表に記載さ
れている気持ちや考えや印象を経験し
たときのことについて，若い男性に書い
てもらいます。数人の若い男性に，何を
書いたか定員会のほかの会員と分かち
合うように勧めます。

• 若い男性にデビッド・A・ベドナー長
老の説教「啓示の霊」から「啓示のパ
ターン」という表題の項を読むかビデオ

「いろいろな光 ―啓示の霊」を視聴す
るように勧めます。聖霊がどのようにわ
たしたちに語りかけてくださるのかを説
明している言葉や文章を探してもらいま
す。聖霊が語りかけてくださる方法を
アロン神権者が理解するのはなぜ大切
なのでしょうか。聖霊はわたしたちが
重要な決断をしなければならないとき

教師へのヒント

「生徒の注意を引きつけて
おくために教師が陥りがち
な最も大きな誤ちは，好奇
心をあおる話をすることで
ある。 この種の話は数多く
あり，その出所も非常にあ
いまいであるにもかかわら
ず，教会内でよく耳にする。 
…… しかしこれらは，教え
る際に役立つとは言えない。
好奇心をあおるような話か
らは証や確信が生まれない
からであ る。」（ジョセフ・
F・マッコンキー『教師，そ
の大いなる召し』53）
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にどのように助けてくださるでしょうか。 
若い男性にこれからの数年間で下す必
要のある重要な決断を列挙するよう勧
めます。 ビショップから許可を得てワー
ドの模範的な神権者を招き，似たような
決断をする際に，どのような方法で個人
の啓示を求めたことがあるか分かち
合ってもらいます。

• ビデオ「主の声を聞く」を見せ，この
ビデオに登場する若人が個人的な啓示
を受けるための備えとしてどのようなこ
とをしたか考えてもらいます。 自らを備
えるためにできることとして，ほかにど

のようなことが挙げられるでしょうか 
（ 3 ニーファイ 17：2 － 3；教義と聖約

9：7－ 8 参照）。定員会の会員に，こ
のビデオに登場する若人と同様のチャ
レンジを受け入れるよう奨励し，この先
行われる定員会集会で自分たちの経験
を分かち合うように勧めます。

• 若い男性に『わたしの福音を宣べ伝
えなさい』の 100 －102 ページにある
学習活動の中から一つを選び，二人一
組，小さなグループ，または個人でそれ
に取り組んでもらいます。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。 個人の啓示を受ける方法
が理解できたでしょうか。どんな思いや印象を抱いたでしょうか。ほかに質問は
ないでしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 個人の啓示を求め，受けた経験を分
かち合う。

• 定員会の会員に，個人の啓示を求め
ることによって神権の奉仕をどのように
改善できるか考えるように勧める。

救い主の方法で教える

救い主は御自分に従う人々
に，信仰によって行動し，教
えられた真理を実践するよ
うお勧めになりました。弟
子たちが誠心誠意で福音を
実践できるように心を注が
れました。それを達成する
ために，印象的な経験を通
して学ぶ機会を彼らにお与
えになりました。どうすれ
ば若い男性が信仰によって
行動し，自分たちが学んだ
真理を実践するよう教える
ことができるでしょうか。

関連する青少年の活動

若い男性がこのレッスンで
学んだことを応用するため
のミューチャルの活動を計
画する。
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精選されたリソース

134

精選されたリソース

デビッド ・A・べドナー「啓示の霊」『リアホナ』
2011年 5月号，87－ 90 から抜粋

啓示は様々な方法で与えられます。例えば，夢や示
現，天の使いとの対話，霊感などです。ある啓示は即
座に，強烈な方法で受けます。ほかの啓示は少しず
つ，わずかに認識されます。前に話した光に関する2
種類の経験は啓示のこの二つの基本的なパターンを
よりよく理解するのに役立ちます。

暗い部屋で照明をつけることは神のメッセージを素早
く，完全に，一度に受けることに似ています。わたした
ちの多くは，神の御心こころと時に応じて，心からの
祈りがこたえられたり，必要な導きや守りを受けたりし
て，この啓示のパターンを経験したことがあります。こ
のような即座で強い現れは，聖典や教会歴史の出来
事，そしてわたしたちの生活の中に見つけることができ
ます。確かにこれらの強力な奇跡は起きます。しかし
このようなパターンの啓示は一般的ではなく，むしろ
珍しいことなのです。

日の出のときに少しずつ光が増していく様子は，「教
えに教え，訓戒に訓戒を加えて」神からメッセージを
受けることと似ています（2 ニーファイ28：30）。ほ
とんどの場合，啓示は時間をかけて少しずつもたらさ
れ，わたしたちの望み，ふさわしさ，準備の度合いに
応じて与えられます。天の御父からのそのようなメッ
セージは少しずつ，優しく「天からの露のように〔わ

たしたち〕の心に滴る」ものです（教義と聖約121：
45）。このパターンの啓示は珍しいことではなく，む
しろ一般的であり，ラバンから真鍮の版を無事に手に
入れるまでに様々な方法を試したニーファイの経験に
現れています（1 ニーファイ3－ 4 参照）。彼は最終
的に，「前もって自分のなすべきことを知らないまま」
御霊によってエルサレムへ導かれました（1 ニーファ
イ4：6）。また，入念な造りの船を建造する方法は
一度に学んだのではなく，主が「船材をどのようにして
こしらえるかを，〔彼に〕度々示して」くださったのです
（1 ニーファイ18：1）。

教会の歴史にも，わたしたちの生活にも，「教えに教
え，訓戒に訓戒を加えて」啓示を受けるという主のパ
ターンの例はたくさんあります。例えば，回復された
福音の基本的な真理は聖なる森で預言者ジョセフ・
スミスに一度に伝えられたのではありませんでした。
それらの貴い宝は，状況が整ったとき，時宜にかなっ
ているときに明らかにされました。 . . . . . .

わたしたち教会員は奇跡的で劇的な現れを強調する
あまり，聖霊が働かれる一般的なパターンを認識で
きずに見過ごしているかもしれません。小さな霊的印
象が徐々に大きくなり，長い時間をかけて，待ち望ん
でいた答えや必要な導きになっていくという「方法が
単純」であるために（1 ニーファイ17：41），わたした
ちは「的のかなた」に目を向けてしまうかもしれません
（モルモン書ヤコブ4：14）。

12323_300_AP-Unit5_jp.indd   134 14/01/27   15:33
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5月―預言者と啓示

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

どうすれば祈りをもっと意義深い
ものにできるでしょうか
天の御父はわたしたちを愛し，御自身と祈りを通して交わるよう望んでおられます。
祈るときに，わたしたちは自分の心に感じることを天の御父に伝えるべきです。無
意味な言葉や表現を繰り返すべきではありません。心からの祈りを通して，わたし
たちは天の御父が身近におられると感じることができます。

霊的に備える

準備をする際，以下の資料をよく祈って研究してください。若い男性に祈りについ
て何を理解してほしいでしょうか。

ルカ 22：41－ 42；ヒラマン 10：5；教
義と聖約 46：30 －31 （祈るときには，
神の御心を求めるべきである）

3 ニーファイ14：7；教義と聖約 9：7
－ 8（祈りには忠実な努力が伴わなけ
ればならない）

3 ニーファイ17－19 章（イエス・キリ
スト，ニーファイ人とともに祈り，祈りに
ついて教えられる）

モロナイ10：3 － 5 （信じながら，誠心
誠意祈る）

『聖句ガイド』「祈り」40 － 41

ヘンリー・B・アイリング「神権と個人
の 祈り」『リア ホ ナ』2015 年 5 月 号，
84 － 87

デビッド・A・ベドナー「信仰をもって
願い求めなさい」『リアホナ』2008 年
5 月号，94 － 97

デビッド・A・べドナー「常に祈りなさ
い」『リアホナ』2008 年 11 月号，41－
44

『神への務めを果たす』38

「祈り」『真理を守る』24 －29

ビデオ―「日々の糧 ― 経験」

若い男性に指導する機会を与える

会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスについて評
議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義
務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教えるよう
に招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダを記
入するとよいでしょう。

あなたは，祈りに関してどの
ような有意義な経験をして
きたでしょうか。そのような
経験から天の御父と交わる
ことについて何を学んでき
たでしょうか。祈りをもっと
有意義なものとするために
何をしてきたでしょうか。

定員会の若い男性が祈るの
を聞いたのはいつのことで
しょうか。彼らの祈りがより
有意義なものになるよう，ど
のように助けられるでしょう
か。天の御父と交わる方法
を理解することは，彼らの
現在や将来においてどのよ
うな助けになるでしょうか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分でアイデアを考えてください。

• 若い男性に先週のレッスンで学んだ
ことを表す絵を描き，その絵を分かち
合ってもらいます。彼らは学んだことを
応用するために何をしたでしょうか。学
んだことについて質問やそのほかの洞
察があるでしょうか。

• 若い男性に，ほかの人と連絡を取る
方法を書き出してもらいます。これらの
連絡方法は天の御父に祈るときとどの
ような点で似ているでしょうか。どのよ
うな点で異なっているでしょうか。若い
男性は祈りについてどのような質問があ
るでしょうか。

一緒に学ぶ

以下の活動は，定員会の会員が祈りをもっと意義深いものにする方法を理解する
助けとなるでしょう。御霊の導きに従って，定員会に最も適した活動を一つ，ある
いは幾つか選んでください。

• ヘンリー・B・アイリング管長の説教
「神権と個人の祈り」から，定員会の若
い男性にとって最も意義深いと感じる
物語や短い引用を選んでください。こ
れらの物語や引用を紙に書きます。若
い男性に一つずつその紙を選び，定員
会に読み上げて，それが教えているこ
とについての話し合いをリードしてもら
います。祈りは若い男性が神権の奉仕
をするうえでどのような助けとなるでしょ
うか。神権の奉仕が祈りにより祝福さ
れたあなたの経験を分かち合うか，若
い男性に同じような経験を分かち合う
のもよいでしょう。 

• 若い男性に，聖文の中から霊感あふ
れる祈りの模範を見つけるよう勧めてく
ださい（必要であれば，彼らがこのアウ
トラインに挙げられている聖句を読むよ
うに提案します）。あるいは，ビデオ

「日々の糧 ― 経験」を見せます。これ

らの例から気づいたことや，祈りについ
て学んだことを分かち合ってもらいま
す。

• 若い男性に祈りについての聖句（例
えば，このアウトラインで提案されてい
るもの）を読んでもらいます。その聖句
から学んだ祈りについての原則や，自分
やほかの人が生活の中でその原則に
従っている事例を書き留めるように言い
ます。自分が書いたことを，定員会のほ
かの会員と分かち合ってもらいます。祈
りをもっと意義深いものとするのに役立
つこととして，若い男性は何を学んだで
しょうか。

• このアウトラインで提案されているデ
ビッド・A・ベドナー長老の説教の一つ
から一部分を選び，定員会の一人一人に
渡します。ベドナー長老が提案した，
祈りをもっと有意義なものにするのに

教師へのヒント

「一人の生徒が質問に答え
るか，自分の考えを述べた
後に，何か付け加えること，
あるいはほかの意見があれ
ばそれを言うようにほかの
生徒に求める。生徒から質
問を受けたら，あなたが答
えるのでなく，ほかの生徒
にその質問を投げかける。
例えば，このように尋ねる。

『だれかこの質問に答えた
いと思う人はいますか。』」

（『教師，その大いなる召し』
67）
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役立つ具体的な助言に下線を引くよう
に勧めます。自分が見つけたことを分
かち合ってもらいます。それから，自分
がだれかに祈りについて教えている場
面を想像するように勧めます。彼らは何
を教えるでしょうか。またどのように教
えるでしょうか。実際にありそうな場面
をロールプレーしてもらうとよいでしょ
う。

• 若い男性一人一人に，『真理を守る』
24 －29 ページまたは『聖句ガイド』の
祈りに関する項で述べられている祈り

の原則の中から一つを研究してもらい
ます。自分が学んだことを定員会に教
えるよう勧めます。教えるときに個人的
な模範を分かち合うよう若い男性に奨
励します。

• 定員会として，小冊子『神への務め』
38 ページにある最初の学習活動に取
り組みます。定員会集会で若い男性に
時間を与え，定期的な祈りの習慣を確
立するために計画を書いたり修正したり
します（15，39，または 63 ページ参
照）。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。祈りをもっと意義深いもの
にする方法が理解できたでしょうか。何を感じ，どんな印象を抱いたでしょうか。
ほかに質問はないでしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている定員会会長会の会員が，閉会行事を司会します。彼は以下を行う
ことができます。

• 定期的な祈りの習慣を確立するため
の計画を分かち合います。

• 祈りの力を学んだ個人的な経験を分
かち合います。

救い主の方法で教える

救い主は御自身が教える
人々を愛し，彼らのために祈
られました。教える人たち
を知り，愛するようになる
と，わたしたちは彼らの名
前を挙げて，彼らが経験し
ている具体的な試練や機会
について祈るようになりま
す。
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精選されたリソース

138

精選されたリソース

デビッド ・A・べドナー「常に祈りなさい」『リアホ
ナ』2008 年 11月号，41－ 44 から抜粋

端的に言えば，祈りとは，天の御父の地上の息子娘か
ら御父に向けられたコミュニケーションです。「神と
自分の真の関係（つまり神が父親で自分がその子供
であること）を知るやいなや，祈りは自然で本能的な
ものとなる。」（“ Bible Dictionary”  ‘Prayer’の項，
752）御子の御名によって絶えず御父に祈ることはわ
たしたちに与えられた戒めです（3 ニーファイ18：19
－20 参照）。善いものや神の御心に添うもののため
に誠心誠意祈るなら，人は祝福と，守りと，導きを受け
ると約束されています（3 ニーファイ18：20；教義と
聖約19：38 参照）。 . . . . . .

例えば，朝の祈りの中で，自分の性格，行動，霊的な
成長に関して，天の御父に相談する必要があるかもし
れません。まず祝福に対して十分に感謝します。そ
の次に，自分の力だけではどうすることもできない事
柄に対して，理解する力，導き，助けを請い願います。
例えば，祈りながら次のようにすることができます。

● 最愛の人たちに，とげとげしい言葉や不適切な言葉
を使ったときのことを思い出す。

● どうすべきか分かっていても，いつもそのとおりに
できるわけではないことを認める。

● 自分の弱さや，自分の中の「生まれながらの人」を
捨てる努力が足りないことを悔やむ。

● もっと完全に救い主のような生活をすると決意す
る。

● 行いと性質を改善するためにもっと力を願い求め
る。

このように祈ることは，一日の霊的な備えに欠かせま
せん。

そして，一日中，助けと導きを求めて心の中で祈り続け
ます。アルマも次のように勧めています。「あなたの
思いを常に主に向けるようにしなさい。」（アルマ37：
36）

そのようにして一日を過ごすならば，とげとげしい言葉
を使いたくなるような場面でもそうしない自分，怒りた
くなるような場面でも怒らない自分に気づきます。天
の助けと力に気づき，へりくだり，祈りがこたえられた
ことを認識します。そう認識している間でさえ，心の
中で感謝の祈りをささげるのです。

一日の終わりに，再びひざまずいて御父に報告をしま
す。その日の出来事を振り返り，受けた祝福や助けに
心から感謝を述べます。悔い改め，翌日よりよい行動
を取り，よりよい人になる方法を，主の御霊の助けを受
けて見つけます。だからこそ，夜の祈りは朝の祈りを
土台としたものであり，朝の祈りの続きなのです。ま
た，夜の祈りは翌朝の意義深い祈りへの備えでもあり
ます。

朝の祈りと夜の祈り，そしてその間の祈りは，それぞ
れ関係がないのではありません。むしろ，一日，数
日，数週間，数か月，数年にわたってつながっている
のです。これはある意味で「常に祈りなさい」という
聖文の勧告にこたえる方法なのです（ルカ21：36；
3 ニーファイ18：15，18；教義と聖約 31：12）。そ
のような意義深い祈りは，神が忠実な子供のために
取っておられる最も崇高な祝福を獲得する手段なの
です。

12323_300_AP-Unit5_jp.indd   138 14/01/27   15:33
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5月―預言者と啓示

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

どうすれば証を強めることができ
るでしょうか
証は聖霊により与えられる真理についての霊的な証拠です。教会の会員として，わ
たしたちは自分自身の証を得るという神聖な機会と責任があります。研究，祈り，
また福音に従った生活を通して証を求めるなら，聖霊の助けによって福音は真実
であると自分自身で知ることができます。

霊的に備える

以下の聖句と資料をよく祈って研究してください。若い男性に，証を得るよう霊感
を与えるにはどうすればよいでしょうか。

ヨハネ 7：16 －17（主の御心を行うな
ら，わたしたちは証を得る）

1コリント2：9 －13；アルマ 5：45 －
46；教義と聖約 8：2 －3（聖霊は真理
を証してくださる）

ヤコブの手紙 1：5；1 ニーファイ10：17
－19；15：11；3 ニーファイ18：20；モ
ロナイ10：3 － 5（証を得るには，証を
願い求めなければならない）

モーサヤ 26：3；アルマ 12：11（証を
得る妨げとなるもの）

教義と聖約 9：7－ 9（尋ねる前によく
思い計らなければならない）

ディーター・F・ウークトドルフ「光と真
理の証を受ける」『リアホナ』2014 年
11 月号，20 －23

ジェフリー・R・ホランド「主よ，信じま
す」『リアホナ』2013 年 5 月号，93 －
95

クエンティン・L・クック「今でもそのよ
うに感じられるか」『リアホナ』2012
年 11 月号，6 － 9

クレーグ・C・クリステンセン「自分自身
で知っている」『リアホナ』2014 年 11
月号，50 － 52

「証」『真理を守る』3 － 5

ビデオ―「ダマスコに行く途中でとど
まる」

若い男性に指導する機会を与える

会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスについて評
議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義
務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教えるよう
に招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダを記
入するとよいでしょう。

あなたはどのようにして自分
の証を得たでしょうか。あ
なたの証は，夫，父親，神権
者，およびキリストの弟子で
あるあなたの人生にどのよ
うな影響を及ぼしてきたで
しょうか。

定員会に集う若い男性の証
について，あなたはどのよう
なことを知っているでしょう
か。強い証を持つと，彼ら
の現在と将来の人生にどの
ような影響がもたらされる
でしょうか。定員会の会員
に，証を強めるよう励ますた
めに，あなたは何ができる
でしょうか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンの導入をするために，以下のアイデアから
選ぶか，自分でアイデアを考えてください。

• 若い男性に，先週のレッスンで学ん
だ原則を応用することで経験した事柄
を分かち合うよう勧めます。話し合い
のきっかけとなるよう自分自身の経験を
一つ分かち合ってもよいでしょう。

• 定員会として，クレーグ・C・クリステ
ンセン長老の説教「自分自身で知って

いる」の中から，証とセコイアの木を比
べた箇所を読みます。可能であれば，
セコイアの木の写真を持参し，この木
はわずか数ミリの大きさの種から成長
することを説明します。若い男性に，自
分の証を強めることについて，この比較
が教えてくれたものを分かち合ってもら
います。

一緒に学ぶ

以下に挙げる活動はそれぞれ，定員会の会員が自分の証を得る方法を学ぶのに役
立ちます。御霊の促しに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるいは幾つか
選んでください。

• 定員会の会員の一人に，このレッスン
の一部を教えてもらいます。祈りと個人
的な啓示について学び，教えるために

『神への務め』の計画の一環として，こ
の活動を行ってもよいでしょう（「教義
を理解する」18 ，42 ，または 66 ペー
ジ参照）。

• 何人かの若い男性に 1 ニーファイ
10：17－19 ，ほかの男性にはアルマ
5：45 － 47 を読んでもらいます。ニー
ファイとアルマは自分の証を得るために
何をしたでしょうか。若い男性は，これ
らの模範からほかにどのようなことを
学ぶことができるでしょうか。聖典の
中から，ほかにどのような例を見つける
ことができるでしょうか。若い男性に，
自分の証を強めた経験を分かち合うよ

う勧めます。彼らは何をすれば，このよ
うな経験をもっとすることができるで
しょうか。

• 一人一人の若い男性に，ディーター・
F・ウークトドルフ管長の説教「光と真
理の証を受ける」から主要な部分の一
つを研究するよう割り当てます。若い
男性に，証を得ることについてウークト
ドルフ管長は何を教えているか探すよ
うに勧め，見つけた事柄を分かち合って
もらいます。ホワイトボードに次のよう
に書きます。「証を得るのは　の
ようなものです。」 数人の若い男性にホ
ワイトボードの所に来て，自分だったら
空白の部分をどのように埋めるか分か
ち合うよう勧めます。

教師へのヒント

「決められた時間内に教え
られる以上の内容が一つの
課に盛り込まれている場合
がしばしばある。そのよう
な場 合，あなたは 生 徒に
とって最も役立つ資料を選
択すべきである。」（『教師，
その大いなる召し』98）
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• 一人一人の若い男性に，このアウトラ
インにある聖句の一つを読み，証を得，
強める方法，または証を得るうえで妨げ
となる事柄を見つけてもらいます。幾
つかの考えを分かち合った後で，定員
会のほかの会員が自分の証を強められ
る方法について考えてもらいます。彼ら
は家族や学校の友人をどのように助け
ることができるでしょうか。

• 若い男性一人一人に，クエンティン・
L・クック長老の説教「今でもそのよう
に感じられるか」の第 9 段落および第
10 段落を読み，証を弱める事柄と強い
証を持ち続ける方法を書き出すよう勧め
ます。若い男性に自分たちが書き出し
たもののうち，いずれかを示す例を分
かち合ってもらいます。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。自分の証を得る方法が理
解できたでしょうか。どんな思いや印象を抱いたでしょうか。ほかに質問はないで
しょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は次の事を行うことができま
す。

• それぞれの人が福音に対する自分の
証を得ることの大切さについて証を述
べます。

• そのほかの定員会の会員に証をする
よう勧めます。

• 証を強めるために何ができるか考え
るよう定員会の会員に勧めます。

救い主の方法で教える

救い主は真理について証す
るよう弟子たちに勧められ
ました。彼らが証したとき
に，御霊によって彼らは深く
感動しました。あなたのク
ラスの若い男性とその人生
経験について考えます。教
える際に，若い男性が公私
にわたって福音の真理につ
いての証を分かち合う機会
を作ります。

関連する青少年の活動

若い男性がこのレッスンで
学んだことを応用するため
のミューチャルの活動を計
画する。
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精選されたリソース

クレーグ・C・クリステンセン「自分自身で知っている」
『リアホナ』2014 年 11 月号，51－ 52 からの抜粋

証とは，照明器具のスイッチのようなものだと言う人も
います。つけるか消すか，どちらかのように，証は持っ
ているか，いないかのどちらかだと言うのです。実際
には，証は木のようにさまざまな段階を経て成長しま
す。合衆国西部のレッドウッド国立公園に，地上で最
も高いセコイアの木があります。そうした巨木の下に
立ち，それが小さな種から生長したことを考えると，驚
嘆せざるを得ません。わたしたちの証もそれと同じで
す。初めは一つの霊的な経験かもしれませんが，長い
時間をかけて絶えず養い育て，霊的な経験を重ねるう
ちに，成長して大きくなっていくのです。

ですから，預言者アルマが証を育てる方法を説明する
とき，種が生長して木になることについて語ったのはご
く自然なことです。アルマはこう述べています。「もし
あなたがたが心の中に場所を設けて，種をそこに植え
るようにするならば，見よ，それがほんとうの種，すな
わち良い種であり，またあなたがたが主の御霊に逆ら
おうとする不信仰によってそれを捨てるようなことがな
ければ，見よ，その種はあなたがたの心の中でふくら
み始めるであろう。そして，あなたがたは種がふくらみ
つつあるのを感じると，心の中で次のように思うであろ
う。『これは良い種，すなわち御言葉は良いものに違
いない。これはわたしの心を広げ，わたしの理解力に
光を注ぎ，まことに，それはわたしに良い気持ちを与え
始めている。』」〔アルマ 32：28〕

多くの場合，証はこのようにして始まります。光が注ぎ
込むような神聖な確信は，神の御言葉が真実であるこ
とを示しています。こうした気持ちはすばらしいもの
ですが，まだ始まりにすぎません。証を育てる努力は
続きます。セコイアの小さな芽が地面から出ただけで
は，巨木に生長するためのプロセスが完了していない
のと同じです。最初に経験する霊的な促しを無視する
なら，また，聖文を研究し，祈り，御霊を感じる経験を
求めることによって，霊的な促しを養い育てないなら，
確信は弱まり，証は消えてしまうのです。

そのことをアルマはこう述べています。「もしあなたが
たがその木に構わず，養い育てることに心を配らなけ
れば，見よ，それが根付くことはないであろう。そし
て，太陽の暑さが及んでその木を熱すると，その木は
まったく根がないので枯れてしまうであろう。そこで
あなたがたは，その木を抜いて捨てる。」〔アルマ 32：
38〕

大抵の場合，わたしたちの証は木が生長するのと同じ
ように，絶えず世話をして熱心に努力する成果として，
少しずつ，ほとんど気づかないうちに成長します。アル
マはこう約束しています。「しかし，あなたがたが御言
葉に養いを与えようとすれば，つまり，その木が生長を
始めるときに，非常な熱意と，忍耐を伴う信仰を働か
せてその実を期待しながら養いを与えようとすれば，
それは根付くであろう。そして見よ，それは生長して
永遠の命をもたらす木になるであろう。」〔アルマ 32：
41〕
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5月―預言者と啓示

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

モンソン大管長はアロン神権者に
何を教えているでしょうか
神権者として交わす誓詞と聖約に不可欠な要素は，生ける預言者を含む主の僕た
ちを受け入れ，神の口から出る一つ一つの言葉に従って生きることです（教義と聖
約 84:36，44 参照）。トーマス・S・モンソン大管長は，アロン神権者が進んで義
務を果たし，またそうするためにふさわしくなるよう教えています。独りで立たなけ
ればならないとしても義の原則を擁護するよう勧めています。また，神権を使って
周囲の人々に祝福をもたらし，奉仕する方法を理解できるよう望んでいます。

霊的に備える

以下の聖句と資料をよく祈って研究してください。これらは，神権者に対するモン
ソン大管長の最近の説教です。

「聖 なるもの を 託 され」『リアホ ナ』
2016 年 5 月号，85

「神 権 ―神 聖 な 賜 物」『リア ホ ナ』
2015 年 5 月号，88 － 90

「戒めを守りなさい」『リアホナ』2015
年 11 月号，83 － 85

「故郷へ安全に導かれる」『リアホナ』
2014 年 11 月号，67－ 69

「強く，また雄々しくあれ」『リアホナ』
2014 年 5 月号

ビデオ―「伝道活動 ―神権の務め」
「一人でも気高く立ち」

若い男性に指導する機会を与える

会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスについて評
議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義
務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教えるよう
に招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダを記
入するとよいでしょう。

あなたはモンソン大管長か
ら神権の奉仕について何を
学んできたでしょうか。あ
なたはその教えと模範をど
のように応用してきました
か。

定員会の若い男性は，モン
ソン大管長が最近の総大会
で神権者である自分に何を
語ったか知っているでしょ
うか。 モンソン大 管長の
メッセージを生活に当ては
める方法が分かるよう若い
男性を助けるにはどうすれ
ばよいでしょうか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分でアイデアを考えてください。

• 若い男性を二人一組に分けます。彼
らに先週のレッスンで覚えていることを
互いに分かち合ってもらいます。

• 定員会として小冊子『神への務め』
の「神権の義務」の項を確認し，義務
をホワイトボードに書きます（23，46 －

47，または 70 －71 ページ参照）。モ
ンソン大管長はこれらの義務について
どのようなことを教えているでしょうか。
レッスン中若い男性に，モンソン大管長
が神権の義務について教えていること
で気づいたことをホワイトボードに追加
してもらいます。

一緒に学ぶ

以下に挙げる活動はそれぞれ，定員会の会員がトーマス・S・モンソン大管長から
神権者への最新のメッセージを研究するのに役立ちます。御霊の促しに従って，
定員会に最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選んでください。

• 一人一人の若い男性に，モンソン大管
長の神権者に対する最近の説教の一つ
をコピーして渡します（このアウトライン
に挙げられている説教を参照）。説教
の中で物語を一つ見つけ，定員会に自
分の言葉で話し，そこで紹介されてい
る神権の奉仕についての教えを分かち
合うよう勧めます。

• モンソン大管長の最近の説教を一つ
読み，覚えておきたい言葉を探すように
勧めます。一人一人の若い男性に小さ
なカードを 1 枚渡し，そこにその言葉を
書いてもらいます。定員会の会員に自
分たちが書いた言葉を分かち合い，そ
の言葉を選んだ理由を説明してもらい
ます。

• このアウトラインで提案されているビ
デオの片方または両方を見せ，一人一人
の若い男性に時間を与えて自分の考え

や印象を短く要約してもらいます。若い
男性に自分が書いたことを分かち合う
よう勧めます。これらのビデオで紹介
されているモンソン大管長の勧告に従
うことは，より良い神権の僕となるうえ
で，どのように役立つでしょうか。

• 若い男性にモンソン大管長が神権の
奉仕について教えるために用いている
聖句を見つけてもらいます。これらの
聖句から学んだことを互いに分かち合う
よう勧めます。脚注を使って神権につ
いて教えているそのほかの聖句を見つ
けるよう奨励します。神権の義務を果
たす際に，見つけた事柄をどのように応
用することができるでしょうか。

• 定員会の半分の人たちにモンソン大
管長の説教の一つを調べ，神権者にす
るように言っている事柄を探すよう勧め
ます。ほかの半分の人たちには同じ説

教師へのヒント

「一つの主題についてあら
ゆることを語ろうとするのを
避ける。生徒は主題につい
てすでにある程度の理解を
しているものである。……
生徒がその主題について学
ぶのは，あなたのレッスンか
らだけというわけではない
ことを忘れてはならない。」

（『教 師，その 大 いなる 召
し』98 － 99）



137

教を調べ，大管長が約束している祝福
を探してもらいます。定員会の会員に見
つけた事柄を分かち合ってもらいます。

大管長の勧告はどのように神権の奉仕
に応用できるでしょうか。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。モンソン大管長の自分たち
へのメッセージが理解できたでしょうか。どんな思いや印象を抱いたでしょうか。
ほかに質問はないでしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• モンソン大管長についての気持ちを
分かち合う。

• 定員会の会員に，学んだことについ
ての印象を分かち合うよう勧める。

• 定員会の会員に，今日学んだことに
基づいて，小冊 子『神への務め』の

「神権の義務」の項に関する計画を立て
るか改善するよう勧める。

救い主の方法で教える

あらゆる状況において，救
い主は模範であり，良き助
言者であられました。主は
ともに祈ることによって，弟
子たちに祈ることを教えら
れました。御自身が彼らを
愛し仕えるその方法によっ
て，愛し仕えるよう教えられ
ました。御自身が教えるそ
の方法によって，弟子たちに
福音を教える方法を教えら
れました。あなたは神権者
として，どのように定員会の
若い男性の模範となり，良
き助言者となれるでしょう
か。

関連する青少年の活動

若い男性がこのレッスンで
学んだことを応用するため
のミューチャルの活動を計
画する。
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精選されたリソース

トーマス・S・モンソン「強く，また雄 し々くあれ」『リア
ホナ』2014 年 5 月号，67 からの抜粋

第二次世界大戦中，アメリカ合衆国の海軍に従軍して
いたとき，勇敢な行い，武勇の実例，勇気の模範を見ま
した。 18 歳の水兵の静かな勇気を決して忘れること
ができません。彼は末日聖徒ではありませんでした
が，祈ることを恐れず，250 人の部隊の中でただ一人，
ベッドの横にひざまずいて毎晩祈りをささげていまし
た。時には，信仰心のない隊員からあざけられること
もありましたが，頭を垂れて神に祈りました。彼は決し
てたじろぎませんでした。勇気を持っていたのです。

つい先ごろ，このような心の勇気が明らかに欠けてい
ると思われる例を耳にしました。友人の一人が，夫と
共に出席した自分のワードの霊的で信仰を高める聖餐
会について話してくれたのです。アロン神権の祭司の
職を持つ若い男性が，福音が真実であること，戒めを
守ることの喜びについて話をしたとき，出席していた全
員が心を打たれました。彼は白いシャツにネクタイを
締めて，清潔できちんとした身なりで壇上に立ち，心を
込めて感動的な証を述べました。

その日，しばらくたってから，この夫婦が近所から離
れた場所を車で走っていると，つい数時間前に非常に
霊的な話をしたこの同じ若い男性の姿を見かけまし
た。しかし，そのときの姿は，先ほどとはまったく異
なっていました。うす汚れた服装で歩道を歩き，たば
こを吸っていたのです。この夫婦は，非常に落胆し，
悲しくなっただけでなく，聖餐会で非常に強い確信を
もって証をした人が，その直後に，どうして全くの別人
になるのか，理解することができませんでした。

トーマス・S・モンソン「故郷へ安全に導かれる」『リ
アホナ』2014 年 11 月号，68 － 69 からの抜粋

神権者として，わたしたちは困難な時代に地上に生を
受けました。わたしたちは，衝突や対立の多い複雑な
世界に生きています。政治的な陰謀は国家の安寧を
脅かし，独裁者は権力を得ようと躍起になっています。
一部の人々はいつまでも虐げられ，機会を奪われたま
ま，敗北感を味わっているように思われます。耳には
人の哲学が鳴り響きます。罪がわたしたちを取り囲ん
でいます。

わたしたちの責任は，天の御父が用意しておられる全
ての栄えある祝福にふさわしくあることです。どこへ
行こうとも，神権はわたしたちから離れません。わたし
たちは聖なる場所に立っているでしょうか。皆さんに
とっても，神権にとっても，ふさわしくない場所にあえ
て行き，そこで行われる活動に参加して皆さん自身と
皆さんの神権を危険にさらす前に，立ち止まってその
結果を考えてください。

神の神権に聖任されたわたしたちには，違いを生み出
す力があります。個人の清さを保ち，神権を尊ぶなら，
わたしたちは，人々が従うべき義の模範になることが
できます。使徒パウロはこう教えています。「言葉に
も，行状にも，愛にも，信仰にも，純潔にも，信者の模
範になりなさい。」〔1 テモテ 4：12〕また，キリストに
従う者は「星のようにこの世に輝〔く〕」べきであると
も書いています〔ピリピ 2：15〕。わたしたちは義の模
範を示すことによって，暗さが増しているこの世を明る
くすることができるのです。



139

5月―預言者と啓示

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

祝福師の祝福からどのような助け
が得られるでしょうか
祝福師の祝福はわたしたちの生活のために与えられる個人の啓示です。祝福師の
祝福を通して，自分の可能性と，忠実である場合に得られる祝福が理解できるよ
うになります。そこには約束，訓戒，またはわたしたちの生活を導くための警告が
含まれていることもあります。また天の御父がわたしたちのことを個人的に御存じ
で，気にかけておられることを教えてくれます。

霊的に備える

準備をする際に，これらの聖句と資料をよく祈って研究してください。あなたが教
える若い男性にとって最も役に立つのはどれでしょうか。

アルマ 16：16 －17；3 ニーファイ17：2
－3（わたしたちは主から導きを受けら
れるように自身の心を備えなければな
らない）

3 ニーファイ20：25 －27（イスラエル
の家は地上の家族を祝福する）

教義と聖約 82：10；130：20 －21（祝
福を得るための条件は従順である）

ヘンリー・B・アイリング「高い目標を
持てるよう青少年を助ける」『リアホナ』
2012 年 11 月号，60 － 67

ボイド・K・パッカー「若人への助言」
『リアホナ』2011 年 11 月号，16 －19

カルロス・A・ゴドイ「主はわたしたち
のために計画をお持ちです」『リアホ
ナ』2014 年 11 月号，96 － 98

「祝福師の祝福」『リアホナ』2004 年 3
月号，18 －21

「祝福師の祝福」『真理を守る』95 －
97

若い男性に指導する機会を与える

会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスについて評
議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義
務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教えるよう
に招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダを記
入するとよいでしょう。

すでに祝福師の祝福を受け
ている場合，それを通して，
あなたの人生はどのように
導かれているでしょうか。 
逆境のときにどのように役
立っているでしょうか。どの
ような霊感が与えられてい
るでしょうか。

祝福師の祝福は，どのよう
な点で，あなたが教えてい
る若い男性の生活の指針と
なり得るでしょうか。彼らに
とって，イスラエルの家にお
ける自分の系譜を知ること
は，なぜ大切なのでしょう
か。彼らに祝福師の祝福を
受ける備えができるように，
あなたはどのような助けが
できるでしょうか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンの導入をするために，以下のアイデアから
選ぶか，自分でアイデアを考えてください。

• 若い男性に実物または写真を見せ，
先週のレッスンについて思い出してもら
います。学んだことを応用したことでど
のような経験をしたでしょうか。その
レッスンのテーマについてほかの質問
または意見はないか尋ねます。

• ホワイトボードに次のように書きます。
「祝福師の祝福からわたしはどのような
助けが受けられるだろうか。」 若い男性

にこの質問に対する答えを提案してもら
います。 レッスンを通して，この質問に
触れます。 話し合いの一環として，カル
ロス・A・ゴドイ長老の，祝福師の祝福
が生活の中で重要な決定を行う際にど
のように役立ったかについての話を分
かち合うのもよいでしょう。（「主はわた
したちのために計画をお持ちです」 『リ
ア ホ ナ』2014 年 11 月 号，96 － 98 参
照）

一緒に学ぶ

以下に挙げる活動はそれぞれ，定員会の会員が祝福師の祝福について学ぶのに
役立ちます。御霊の促しに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるいは幾つ
か選んでください。

• 一人，あるいは複数の若い男性に祝
福師の祝福を受けた経験を分かち合う
よう勧めます（または自分の経験を分
かち合います）。祝福師の祝福によっ
て，彼らはどのような助けを受けてきた
でしょうか。（祝福師の祝福の特定の
内容は神聖であり，ほかの人と分かち合
うべきではないことを定員会に思い起
こしてもらいます。）「祝福師の祝福」の
記事のコピーを，それぞれの質問と答え
に応じて一片ずつ切り分けます。一人
の定員会の会員に記事の一片を選び，
質問および答えを定員会と分かち合うよ
うに勧めます。若い男性はほかにどの
ような質問があるでしょうか。

• ビショップの許可を得て，ステーク祝
福師に祝福師の祝福について定員会に
話してもらいます。質問があれば何で
も尋ねるよう若い男性に奨励します。

• 若い男性に祝福師の祝福についての
質問をすべて書き出してもらいます。定
員 会として，『真 理を 守る』95 － 97
ページから答えを探します。

• 定員会として，「若人への助言」にあ
るボイド・K・パッカー会長の祝福師の
祝福に関するコメントまたは「高い目標
を持てるよう青少年を助ける」にあるヘ
ンリー・B・アイリング管長が自分の祝
福を受けたことについての話を読んでく

教師へのヒント

「生徒から質問を受けたら，
あなた自身が答えるのでは
なく，ほかの生徒に答えさ
せることを考えなさい。例
えば，このように言うことが
できる。『興味深い質問で
す。ほかの人はどう思いま
すか。』あるいは『この質問
に答えてくれる人はいます
か。』」（『教師，その大いな
る召し』64）
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救い主の方法で教える

救い主はあなたの定員会に
属する若い男性を知ってい
て，彼らがどのような人物に
なれるのかを御存じです。 
また，彼ら一人一人になすべ
き業を準備して，彼らがそ
の業を成し遂げられるよう
助けたいと思っておられま
す。祝福師の祝福について
話すとき，どうすれば彼らに
対する救い主の愛について
教えることができるでしょう
か。

ださい。若い男性に祝福師の祝福から
どのような助けが受けられるか見つけ，
見つけた事柄を分かち合ってもらいま
す。

• この概要で提案されている聖句を読
み，祝福師の祝福についてそれぞれの
聖句が教えていると感じる事柄を分か
ち合うように勧めます。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。祝福師の祝福がよりよく理
解できたでしょうか。どんな思いや印象を抱いたでしょうか。ほかに質問はないで
しょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている定員会会長会の会員が，閉会行事を司会します。彼は以下を行う
ことができます。

• 祝福師の祝福をまだ受けていない定
員会の会員に，準備のために何か具体
的なことをするよう勧めます。

• 祝福師の祝福をすでに受けている定
員会の会員には，それを定期的に研究
するよう勧めます。
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精選されたリソース

151

精選されたリソース

「祝福師の祝福」『リアホナ』2004 年 3月号，18－
21

祝福師の祝福とはどのようなものですか。

祝福師の祝福には，大きく分けて二つの目的がありま
す。一つは，祝福師が霊感を受けてあなたの血統，す
なわちあなたが属するイスラエルの部族名を宣言す
ることです。二つ目は，預言の霊の導くままに，祝福
師が祝福を宣言することです。個人に対する約束，
警告と訓戒が与えられることもあります。祝福師の祝
福は，あなたが達成できる事柄について述べるととも
に，信仰を働かせて義にかなった生活をするときに受
けることのできる祝福を明らかにするものです。

なぜ血統は重要なのですか。

教会員は皆，イスラエルの12 部族のいずれかに属し
ています。血縁上の実際の子孫ではない場合には，
バプテスマを通してイスラエルの家に「養子縁組」が
なされます。自分の血統を知ることは，人生で導きを
受けるうえでの助けとなるでしょう。なぜなら，12 部
族のいずれかに属するということは，それぞれの部族
だけに与えられる特別な祝福と使命を受けることを意
味するからです。ヤコブが息子たち（各部族の長）に
与えた祝福が創世記第 49 章に記されています。

どんな人が祝福師の祝福を受けるのですか。

改宗してからの年数にかかわらず，ふさわしい教会員
はすべて祝福師の祝福を受ける資格があります。ま
た，ぜひ受けるべきです。

何歳になったら祝福を受けることができるのですか。

年齢は特に定めていませんが，祝福の持つ神聖な価
値を理解できるに十分な年齢であることが求められま
す。

祝福はどのようにして与えられるのですか。

祝福師があなたの頭に両手を置き，霊感によって祝福
を授けます。祝福はあなたへの導きを明らかにするも

のです。祝福の言葉は，生涯にわたって研究するため
の文書として手もとに置けるよう，筆記されます。紛失
に備えて，祝福文の写しを教会で保管します。

祝福師の祝福を受けるにはどうしたらよいのですか。

まず，監督の面接を受ける約束を作ってください。面
接を通して監督はあなたが十分な備えができていて，
ふさわしいかどうかを判断します。そのうえで，推薦
状を発行するか，あるいはもっとよく準備ができるよう
に指導するかを決定します。推薦状を受けた後，祝福
師に直接連絡し，祝福を受ける予定を立てます。祝
福の際，両親を含めてだれに立ち会ってもらうべき
か，監督や祝福師に相談してください。約束の当日は
推薦状を忘れないようにしましょう。

わたしは準備ができているかどうかはどのように分か
りますか。

祝福師の祝福を受けたいという気持ちは，神があな
たに何を望んでいらっしゃるかを知り，それに従って
生活したいという願いに基づくものでなければなりま
せん。祝福を受ける理由が，好奇心や，だれかの強制
といったものだとしたら，正しい動機とは言えません。
備えができているかどうか判断できるように監督が助
けてくれます。

どうすれば備えをすることができるのですか。

主に近づくために，できる限りのことを行ってくださ
い。祈り，断食，聖文の研究，瞑想，悔い改めを通し
て備えができるでしょう。この神聖な機会のために，
この世のことに関する悩みは捨て去ってください。

約束された祝福はいつ成就するのですか。

祝福師の祝福には，前世での事柄を明らかにするも
のもあります。しかし，大部分は，現世と来世の生活
に関する導きです。祝福は永遠にわたるものであるた
め，現世では実現しないものも含まれているかもしれ
ません。

12323_300_AP-Unit5_jp.indd   151 14/01/27   15:33
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この単元をオンラインで見るには，lds.org/youth/learnにアクセスしてください。

単元の概要

「神の王国の鍵は地上の人にゆだねられて〔いる〕。」（教義と聖約 65：2）

この単元のアウトラインは，それぞれの若い男性が「自分の義務を学び，任命されている
職務をまったく勤勉に遂行する」うえで役立つでしょう（教義と聖約 107：99）。この単元
では，神権をふさわしく行使することによって，天の御父の子供たちをどのように祝福でき
るかを，定員会の会員が理解するように助けることができます。

「神への務め」を日曜日の定員会集会に取り入れるために，以下の「神への務め」のアウト
ラインをこの単元で教えるとよいでしょう。

今月は以下のアウトラインから選んでください。

ふさわしさは神権の力にどのように影響するでしょうか (「神への務め」)
神権とは何でしょうか
神権の鍵とは何でしょうか
アロン神権者としての自分の義務とは何でしょうか
なぜ伝道に出るべきでしょうか
教会の指導者を支持するとは，どのような意味でしょうか

ミューチャル

青少年が学んでいることと活動をどのように結びつける
か考えてください。青少年の活動計画サイトがあなたを
助けてくれます。これらのアウトラインの学習活動の多
くは，ミューチャルの活動として使うことができます。定
員会会長会と話し合って，若い男性が日曜日に学ぶこと
を強化するのにふさわしい活動を選択し計画してくださ
い。

「神への務め」

小冊子『神への務め』の以下の項は，この単元のレッス
ンに関連しています。

「ふさわしい生活をする」16 －17，40 － 41，64 － 65
ページ

「教義を理解する」18 －20，42 － 44，66 － 68 ページ

「神権の義務」22 －29，46 － 53，70 －77 ページ

6 月―神権と神権の鍵
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6月―神権と神権の鍵

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

『神への務め』

ふさわしさは神権の力に 
どのように影響するでしょうか
聖任を通して神権の権能が与えられますが，神権の力には個人の義，忠実さ，従
順，勤勉が必要です。按手によって神権の権能を受けたとしても，不従順やふさわ
しくない状態，または進んで奉仕をしないなら，わたしたちに神権の力はありませ
ん。

霊的に備える

準備をする際，以下の資料をよく祈って研究してください。若い男性に何を分かち
合うべきだと感じますか。

教義と聖約 38：42（清くありなさい）

教義と聖約 121：34 － 46（神権の力は
個人の義に左右される）

ラッセル・M・ネルソン「神権の力を得
るための代価」『リアホナ』2016 年 5
月号，66 － 69

ニール・L・アンダーセン「神権に宿る
力」『リアホナ』2013 年 11 月号，92 －
95

デビッド・A・ベドナー「天の力」『リア
ホナ』2012 年 5 月号，48 － 51

「ふさわしい生活をする」『神への務め
を 果 た す』16 －17（執 事），40 － 41

（教師），64 － 65（祭司）

ビデオ―「自分自身を聖めなさい」
「神権の力と神権の権能」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスにつ
いて評議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権
の義務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教える
ように招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダ
を記入するとよいでしょう。

学ぶ経験を始める

先週のレッスンの復習をし，今週のレッスンの導入をするために，以下のアイデアか
ら選ぶか，自分自身でアイデアを考えます。

神権の権能と神権の力の違
いは何でしょうか。なぜふ
さわしさは神権の力を得る
前提条件なのでしょうか。

ふさわしさと神権の力との
関係を理解するうえで，アロ
ン神権者をどのように助け
ることができるでしょうか。
若い男性が直面している，
神権の力を失わせるような
誘惑にはどんなものがある
でしょうか。
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• 週日に，数人の若い男性に，先週の
レッスンに関連する経験を分かち合う
準備をして定員会集会に来るように勧
めます。

• 一人の若い男性に教室の照明を消し
てもらいます。電気がない状態で，電

球はどれくらい役に立つでしょうか。こ
れは神権者とどのような関係があるで
しょうか。教義と聖約 121：36‐37 を
一緒に読み，若い男性に，義が神権の
力にどのように影響しているかについて
話し合ってもらいます。

一緒に学ぶ

このレッスンの目的は，若い男性がふさわしさと神権の力の関係を理解できるよう
に助けることです。レッスン中に，定員会の会員は小冊子『神への務め』を使って

『若人の強さのためにの標準』に従った生活をする計画を立てる必要があります。
定員会集会の前に，自分の小冊子『神への務め』を教会に持って来るよう若い男
性に勧めます。今後の定員会集会で，計画を達成したときの経験を発表するよう
に勧めます。

• 神権の力を得るための代価について
若い男性がよく学べるよう，いろいろな
物を持って来て，それぞれの物にどのく
らいの価値があるかを当ててもらいま
す。価値が低い物もあれば高い物もあ
るのはなぜでしょうか。わたしたちの
人生で一番価値があるのはどんなもの
でしょうか。それを得るためにどんな
代価を払わなければなりませんか。 次
に，ラッセル・M・ネルソン会長の「神
権の力を得るための代価」という話をよ
く読んで，神権を行使するために払うべ
き代価は何だとネルソン会長が言って
いるか，若い男性に調べてもらってもよ
いでしょう。ネルソン会長は神権者に
ついてどんなことを心配していますか。
ネルソン会長はわたしたちにどんなこと
をするよう勧めていますか。 

• 若 い 男 性 に 教 義 と 聖 約 38：42；
121：34 － 46 を読み，次の質問に答え
てもらいます。「罪は神権の力にどのよ
うに影響するだろうか」「神権の行使す
る際に従わなければならない原則とは
何だろうか」。若い男性に，神権の力を
管理する原則について模範となる，彼ら

の知っている神権者について話すよう
に勧めます（『神への務め』参照） 小
冊 子『神への務め』 の「行う」の項

（17，41，または 65 ページ）を開き，
『若人の強さのため』にある標準を研究
し，従うことによって，さらに神権にふ
さわしく生活するための計画を立てても
らいます。

• 定員会会員の一人に，ヨセフがポテ
パルの妻を拒んだ話を要約してもらい

（創世 39 章，41 章参照），もう一人には
誘惑に負けたダビデの話を要約しても
らいま す（サム エ ル 下 11－12 章 参
照）。定員会で，神権の力と個人のふさ
わしさの関連性について，これらの話か
ら学べることを話し合います。ヨセフ
は忠実であったためにどのような祝福
を受けたでしょうか。ダビデは悲劇を
避けるために何ができたでしょうか

（『神への務め』64 参照）。若い男性
に小冊子『神への務め』の「行う」の
項（17，41，または 65 ページ）を開
き，さらに神権にふさわしく生活するた
めの計画を立てるように勧めます。

教師へのヒント

「聖典から教えるときにしば
しば役に立つのは，生徒に
特定の物や事柄を見たり聞
いたりしてもらうことであ
る。」（『教師，その大いなる
召し』55）
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• ホワイトボードに次のように書きます。
「ふさわしさは，神権の力にどのように
影響するだろう？」それから，定員会の
会員に自分の答えを分かち合ってもらい
ます。彼らに，この質問について考えな
がら，ニール・L・アンダーセン長老の
説教「神権に宿る力」から 7 つの箇所
を読んでもらいます（この 7 つの箇所
には，いずれも「わたしたちは……知っ
ています」という言葉が含まれてい
る）。若い男性は，個人のふさわしさが
神権の力に影響を与えることについて，
ほかにどのような考えを持っているで

しょうか。神権の力を弱めるものには，
どのようなものがあるでしょうか。さら
に大いなる神権の力を得るために，わた
したちは何をすることができるでしょう
か。

• 若い男性に，デビッド・A・ベドナー
長老の説教「天の力」を調べるか，ビ
デオ「神権の力と神権の権能」を見ても
らい，ふさわしさと神権の力について教
えている言葉を見つけるように勧めま
す。それから，見つけたことを定員会の
会員に分かち合ってもらいます。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。ふさわしさが神権の力に影
響を与えることが理解できたでしょうか。何を感じ，どんな印象を抱いたでしょう
か。ほかに質問はないでしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょう
か。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は定員会に『若人の強さのた
めに』の標準を学習し応用するために自分で立てた計画を発表してもいいでしょ
う。また，これから数週間にわたって，定員会の会員に自分の計画を果たすこと
が，神権をふさわしく働かせるのにどのように役立っているかを発表してもらうこと
を説明してもよいでしょう。

救い主の方法で教える

救い主は言葉と模範により
教え，御自身に従うようわた
したちを招いていらっしゃ
います。イエス・キリストの
模範に従い，持っている神
権にふさわしい生活をしよ
うと努めるときに，力と権能
をもって教えることができる
でしょう。
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デビッド ・A・べドナー「天の力」『リアホナ』2012
年 5 月号，48 － 51 から抜粋

神権は，人類の救いのためにあらゆることを行うよう
地上の人に託された神の権能です（スペンサー・W・
キンボール，“The Example of Abraham,” Ensign 
,1975 年 6 月号，3 参照）。神権は主が人を通じて
人々の魂を救う業を行われるための手段です。昔も
今も，イエス・キリストの教会のとても大切な特徴の
一つは，神の権能です。神の権能がなければ，まこと
の教会は存在し得ません。

神権の権能は普通の人々に与えられます。神権に聖
任されるために求められるものは，経験や専門知識や
学歴ではなく，ふさわしさと進んで行う気持ちです。

信仰箇条第 5 条には，神権の権能を得るための規範
が述べられています。「わたしたちは，福音を宣べ伝
え，その儀式を執行するためには，人は預言によって，
また権能を持つ者による按手によって，神から召され
なければならないと信じる。」このように，すでに神権
を持っていて，必要な神権の鍵を持つ指導者から権
限を与えられた人物によって，少年や男性は神権の権
能を授けられ，特定の職に聖任されます。

神権者はこの神聖な権能を，神の聖なる思いと御心と
目的に従って行使するよう期待されています。神権に
は自己本位なところが一つもありません。神権は常に
ほかの人々に仕え，ほかの人々を祝福し，強めるため
に用いられます。 . . . . . .

神権の責任を果たそうと最善を尽くすとき，わたしたち
は祝福されて神権の力を受けることができます。神権
の力は，わたしたちのような男性や少年を通して作用
する神の力であり，個人の義と忠実さ，従順，勤勉が
求められます。少年や男性は，按手によって神権の権
能を受けることができますが，もし従順さやふさわし
さ，進んで奉仕しようという気持ちに欠けるなら，神権
の力は受けられません。

「神権の権利は天の力と不可分のものとして結びつい
ており，天の力は義の原則に従ってしか制御すること
も，運用することもできない . . . . . .。

なるほどそれらがわたしたちに授けられることもあろ
う。しかし，わたしたちが自分の罪を覆い隠そうとし
たり，自分の高慢，自分のうぬぼれた野望を満たそう
としたり，あるいはいかなる程度の不義によってでも，
人の子らを制御し，支配し，強制しようとしたりすると
き，まことに，天は退き去り，主の御霊は深く悲しむ。
そして，主の御霊が退き去ると，その人の神権，すな
わち権能は終わりである。」（教義と聖約 121：36 －
37，強調付加）

兄弟の皆さん，少年や男性が神権の権能を授かって
いながら，神権の力を受ける資格を得るために必要な
行いを怠ることを，主は受け入れてくださいません。老
いも若きも，神権者には権能と力の両方，すなわち，
救いの業において神を代表するために必要な許可と
霊的な能力の両方が必要なのです。

ニール・L・アンダーセン「神権に宿る力」『リアホナ』
2013 年 11 月号，92 － 95 から抜粋

わたしたちは，聖なる神権の力が信仰や聖霊，霊的
な賜物と無関係に働くものではないことを知ってい
ます。聖文には次のような警告があります。「神の賜
物は多いので，これらの賜物を否定しないように勧め
る。 . . . . . . これらの賜物の与えられ方は様々であ
るが，すべての人の中ですべての働きをされるのは同
じ神である。」〔モロナイ10：8〕

ふさわしさ

わたしたちは，ふさわしさが神権の儀式を執り行い，
受けるときの中心であることを知っています。中央扶
助協会の会長のリンダ・S・バートン姉妹がこう言って
います。「義にかなっているかどうかが，. . . . . . わ
たしたちの生活に神権の力を招き入れるための要
件 で す。〔リンダ・K・バ ートン，“Priesthood： A 
Sacred Trust to Be Used for the Benefit of 
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Men, Women, and Children”（ブリガム・ヤング
大学女性大会の講話，2013 年 5 月 3 日）

例えば，世界中にはびこっているポルノグラフィーとい
う疫病について考えてみましょう。ふさわしさに関す
る主の標準では，神権の儀式を施す役職にある人々
にポルノグラフィーの入る余地はありません。救い主
はこう言われました。

「あ な た が た の . . . . . . 秘 密 の 忌 ま わし い 行
い . . . . . . を悔い改め . . . . . . なさい。」〔3 ニー
ファイ 30：2〕

「目はからだのあかりである。 . . . . . . あなたの目が
悪ければ，全身も暗いだろう。」〔マタイ6：22 － 23〕

「だれでも，情欲をいだいて女を見る者は，心の中で
すでに姦淫をしたのである。」〔マタイ5：28；またア
ルマ 39：9 も参照〕

ふさわしくない状態のまま聖餐の祝福やパスをしたり，
病人に祝福を与えたり，あるいは神権のほかの儀式
に参加することは，デビッド・A・べドナー長老が言っ
たとおり，神の御名をみだりに唱えることと同じです。

〔デビッド・A・べドナー，Act in Doctrine（2012
年），53 参照〕もしふさわしくない場合は，神権の儀
式を執行するようなことはせずに，第 1 の段階として
祈りの気持ちでビショップのもとへ行き，悔い改めて，
戒めの道に戻る必要があります。

12323_300_AP-Unit6_jp.indd   159 14/01/27   15:32
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6月―神権と神権の鍵

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

神権とは何でしょうか
神権は，天の御父の永遠の力と権能です。神は神権を通じて天と地を創造し，統
治しておられます。神はこの力を通じて，御自分の子供たちを贖い，昇栄させられ
ます。神はふさわしい神権者に，救いの儀式を施す権威を与えられます。天の御
父の全ての子供たちは，これらの儀式を受ける資格を得ることができ，神権の力
と祝福を受けることができます。

霊的に備える

準備をするとき，これらの聖句と資料をよく祈って研究します。定員会とどのような
ことを分かち合うように感じていますか。

マタイ3：1－ 6；28：19；ヨハネ15：
16（神権者は福音を宣べ伝える）

使徒 3：1－ 8；ヤコブの手紙 5：14 －
15（神権者は病気の人や苦しんでいる
人を癒すために祝福を与える）

ヘブル 5：4（神権者は神によって召され
ている）

3 ニーファイ11：12；18：1－ 5；教義
と聖約 107：20 （神権者は儀式を執行
する）

教義と聖約 20：38 － 67（神権者の義
務）

教義と聖約 65：2；124：123（神権者
は教会を治める助けをする）

教義と聖約 121：34 － 46（神権の力と
権能は，義の原則によってのみ運用され
る）

トーマス・Ｓ・モンソン「神権 ―神聖
な 賜 物」『リアホ ナ』2015 年 5 月号，
88- 90

ディーター・F・ウークトドルフ「神権の
喜び」『リアホナ』2012 年 11 月号，57
－ 60

M・ラッセル・バラード「これがわたし
の業であり，わたしの栄光である」『リ
アホナ』2013 年 5 月号，18 －21

「神権」『真理を守る』105 －109

ビデオ―「全ての人が神権の祝福を
受けることができる」；「神の力」；「神
権の祝福」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスにつ
いて評議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権
の義務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教える
ように招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダ
を記入するとよいでしょう。

神権はどのような方法であ
なたの生活を祝福してきま
したか。若い男性と分かち
合うことができる，あなたが
してきた神権に関する有意
義な経験にはどんなものが
あるでしょうか。

それぞれの若い男性が神
権について知っていること
を把握するために，定員会
の集会の前に何ができるで
しょうか。彼らは神権を行
使してどのような経験をして
きたでしょうか。あなたが
何を教えるか決める際に，
これはどのように影響する
でしょうか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンの復習をし，今週のレッスンの導入をするために，以下のアイデアか
ら選ぶか，自分自身でアイデアを考えます。

• 一人の若い男性に，先週のレッスン
で学んだことを分かち合う準備をして
定員会集会に出席してもらいます。自
分の気持ちと証を述べるように励まし
ます。

• 若い男性に，ほかの宗教を信じてい
る友人から「神権とは何ですか」と聞

かれたときの応対をロールプレイするよ
うに勧めます。神権をどのように説明す
るとよいでしょうか。どんな経験を分
かち合うことができるでしょうか。ビデ
オ「すべての人が神権の祝福を受ける
ことができる」を見せます。そして，神
権についてほかにどんな真理を学べた
か尋ねます。

一緒に学ぶ

以下の活動はそれぞれ，定員会の会員が神権を理解するうえで役立つでしょう。
御霊の促しに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選んでくだ
さい。

• 定員会を幾つかのグループに分け，
トーマス・S・モンソン大管長の説教

「神権 ―神聖な賜物」の中の経験談
を一つ読んでもらいます。各グループ
に経験談を要約して，モンソン大管長
がそれらの経験を通して神権について
何を学んだかを分かち合ってもらいま
す。どのような経験によって，若い男性
たちは神権についての証を強めてきた
でしょうか。

• 定員会会員の一人に，このレッスンの
一部を教えてもらいます。これを，「神
への務め」の計画の一部として行い，
神権と神権の鍵について学習し，教え
ることができます（「教義を理解する」
18 ，42 ，または 66 ページ参照）。

• 定員会を少人数のグループに分けて
ください。各グループにこのアウトライ
ンで提案されている聖句を一つか二つ
割り当てて，その聖句の中から神権者
の務めを探すように勧めてください。

『福音の視覚資料集』の中から，神権の
務めを果たしている人の絵や写真を探

すように言い，その奉仕によってどのよ
うにほかの人々が祝福されているか説
明するように勧めます。若い男性たち
に，神権の務めを果たしたときの経験
を分かち合うように言い，その奉仕が
ほかの人々にどのように影響を与えたか
を話してもらいます。

• ホワイトボードに次のように書いてく
ださい。「神権のおかげで，あなたの
生活にはどのような祝福がもたらされて
いますか？」若い男性たちにこの問い
について深く考えて，自分の答えを発表
するように勧めます。このアウトライン
に示されているビデオを一つ見せます。
それから M・ラッセル・バラード長老の

「これがわたしの業であり，わたしの栄
光である」という説教の最初の 9 段落
を一緒に読みます。若い男性たちに，

「神権とは何ですか」または，「神権は
わたしたちをどのように祝福しますか」
といった質問に対する答えを探すように
勧めてください。若い男性たちに，神権
が自分の家族をどのように祝福してき

教師へのヒント

「レッスンの最後だけでな
く，御霊に促されたときはい
つでも証をする。また，生
徒にも証を述べる機会を与
える。」（『教師，その大いな
る召し』45）
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たかを物語る出来事を，日記か『わたし
の家族』という小冊子に書くように励ま
してください。若い男性たちは，親やそ
のほかの家族に助けをお願いすること
もできるでしょう。

• 若い男性に，神権によって祝福を受
けた人々の例を聖文の中から見つける
ように勧めます（幾つかのアイデアにつ
いては，このアウトラインで提案された

聖句を参考にできます）。見つけた例
や，神権の力を目の当たりにした自分た
ちの経験を分かち合ってもらいます。
定員会で，ディーター・F・ウークトドル
フ管長の説教「神権の喜び」の最後の
項から最初の 4 つの段落を読みます。
ウークトドルフ管長は神権についてどの
ように感じているでしょうか。若い男性
に神権を持つことの意味について自分
の気持ちを分かち合うように勧めます。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らは神権をいっそう理解
しているでしょうか。どんな思いや印象を抱いているでしょうか。ほかに質問はな
いでしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている定員会会長会の会員が，閉会行事を行います。彼は次のことを行
うことができます。

• 神権と，自分の生活の中でそれが持
つ意味について，自分の気持ちを分か
ち合います。

• 定員会の会員に，神権について今日
のクラスで学び，感じたことを家族の一
員や友人に分かち合うようにチャレンジ
します。

救い主の方法で教える

救い主は弟子たちを信頼
し，備え，人々を教え，祝福
し，奉仕するという重要な
責任をお与えになりました。
若い男性が神権の教義に
改心し，奉仕が自分たちの
生活の一部となるには，ど
のように彼らを助けることが
できるでしょうか。
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精選されたリソース

163

精選されたリソース

「神権」『真理を守る』105－109 からの抜粋

神権定員会

神権定員会とは，同じ神権の職を持つ兄弟たちの組
織です。定員会のおもな目的は，ほかの人に奉仕し，
一致と兄弟愛をはぐくみ，互いに教義や原則，義務を
教え合うことです。

定員会はあらゆるレベルの教会組織にあります。教
会の大管長と二人の顧問は大管長会を構成します。
十二使徒も定員会を構成します。中央幹部と地域幹
部の両方から成る七十人は，それぞれ定員会に組織
されます。各ステーク会長はステーク内の大祭司から
成る大祭司定員会を管理します。各ワードまたは支部
には，通常，長老定員会，祭司定員会，教師定員会，
執事定員会があります。大祭司もワード単位で組織
され，大祭司グループの中で奉仕します。

AP_6.indd   163 2015/03/13   15:35
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6月―神権と神権の鍵

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

神権の鍵とは何でしょうか
神権の鍵は，神権指導者が地上で神権を使うことについて指示を出すことができ
るように，天の御父が神権指導者に与えておられる権威です。イエス・キリストは
神権の全ての鍵を持っておられます。教会を導くために必要な「この神権時代の
鍵」は，預言者ジョセフ・スミスに与えられました（教義と聖約 110：16 参照）。今
日，大管長会と十二使徒定員会の会員が，それらの鍵を持っています。神権の鍵
はまた，七十人会長会，神殿会長，伝道部会長，ステーク会長，地方部会長，ビ
ショップ，支部会長にも，また，定員会の会長たち（アロン神権の定員会会長を含
む）にも与えられています。

霊的に備える

これらの聖句と資料を，よく祈って研究してください。若い男性が神権の鍵を理解
するうえで，何が助けになるでしょうか。

マタイ16：18 －19（ペテロは神の王国
の鍵を約束される）

モーサヤ 25：19（モーサヤがアルマに
教会を設立する権能を授けた）

教義と聖約 65：2（神権の鍵は，福音
が世に広められるために必要である）

教 義と聖 約 124：123，142 －143（会
長は，奉仕の業を管理する神権の鍵を
持つ）

教義と聖約 132：7（大管長はすべての
神権の鍵を行使する権能を持つ，地上
で唯一の人である）

ゲーリー・E・スティーブンソン「神権
の鍵と権能はどこにあるのでしょうか」

『リアホナ』2016 年 5 月号，29 －32

ダリン・H・オークス「神権の鍵と権
能」『リアホナ』2014 年 5 月号

「神権の鍵」『真理を守る』107－109

ビデオ―「義務を学びなさい」；「神権
の鍵の回復」「神権，仕える機会」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスにつ
いて評議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権
の義務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教える
ように招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダ
を記入するとよいでしょう。

あなたの生活に関わる神権
指導者を思い浮かべます。
神権の鍵を持つ人々を支持
することはなぜ大切なので
しょうか。若い男性と分か
ち合うことのできる，あなた
が教会指導者を支持する経
験にはどのようなものがあ
るでしょうか。

若い男性が教会での神権
の鍵の重要性を理解できる
ようにするために，何ができ
るでしょうか。定員会会長
が神権の鍵を行使して定員
会会員の生活を祝福できる
よう，彼をどのように助けら
れるでしょうか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンの復習をし，今週のレッスンの導入をするために，以下のアイデアか
ら選ぶか，自分自身でアイデアを考えます。

• 二人の若い男性に，先週のレッスン
で覚えていることと，それが週日の自分
たちの行動にどのような影響を与えた
かを分かち合うように勧めます。

• 若い男性に，以下の場面について話
し合うよう言います。「休暇で教会から
遠く離れた所に来ている場合，家族に
聖餐を執行できるでしょうか。」話し合

いの中で，以下のような質問について熟
考し，答えるように言います。「神権の
鍵とは何でしょうか。」「教会で神権の
鍵を持っているのはだれでしょうか。」
青 少 年 に『真 理 を 守 る』107－108
ページにある「神権の鍵」を読むか，ビ
デオ「神権の鍵の回復」  を見て，答え
を探すように勧めます。

一緒に学ぶ

以下の活動はそれぞれ，定員会の会員が神権の鍵を理解するうえで役立つでしょ
う。御霊の促しに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選ん
でください。

• 定員会集会に備えて，定員会会長に
ビデオ「神権，仕える機会」を見ておく
ように勧めます。彼に，神権の鍵を持
つことについて何を学んだか定員会の
集会で話すようにお願いしてください。
彼はこの活動を，『神への務め』の，神
権と神権の鍵について学び教える計画
の一部とすることができます（「教義を
理解する」18 ，42 ，66 参照）。

• 「神権の鍵と権能はどこにあるので
しょうか」という話の中で， ゲーリー・
E・スティーブンソン長老は，神権の鍵
を，車の鍵にたとえて説明しています。
若い男性がこのたとえを読む際には，
このたとえで何が神権を表し，何が神
権の鍵を表し，何が鍵を持つ神権指導
者を表しているかを考えるよう導いてく
ださい。若者たちはどのようにしたら

「鍵を見つける」ことができるとスティー
ブンソン長老は言っているでしょうか。
どうしたらその勧めに従うことができる
でしょうか。 神権の鍵を説明するのに

使えるような，実物を用いた自分なりの
レッスンを，若い男性たちに考えてもら
います。

• ホワイトボードに以下の参照聖句を
書きます。マタイ16：18 －19；教義と
聖約 124：123，142 －143：教義と聖
約 132：7。定員会の会員に，それぞれ
の聖句を読み，神権の鍵についてそこ
から学んだことを 1 文程度に要約する
ように勧めます。それぞれの若い男性
に，要約文の一つを声に出して読んでも
らい，ほかの若い男性に，それがどの
聖句の要約かを当ててもらいます。今
日地上に神権の鍵があることは自分た
ちにとってなぜ大切なのか，定員会の
会員に尋ねます。

• ビデオ「義務を学びなさい」を見せ
ます。ギブソン兄弟は定員会会長会に
何を行うように勧めているでしょうか。
彼は定員会会員とアドバイザーに何を
行うように勧めているでしょうか。彼の

教師へのヒント

「聖典と末日の預言者の教
えから答えを見つけさせる
ような 質 問をする。」（『教
師，そ の 大 い なる 召 し』
62）
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勧めに従うためにわたしたちは何を行
いますか。定員会会長にこの話し合い
の司会をしてもらうことを検討します。

• 定員会の会員一人一人に，ダリン・
H・オークス長老の「神権の鍵と神権
の権能」という説教の III の項を読ん

で，神権の鍵について学んだことを自分
の言葉で短く書くように勧めてくださ
い。若い男性たちに，自分が書いたこ
とを分かち合う時間を与えます。それ
から，神権の鍵について質問する時間
を与えます。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らは神権の鍵をいっそう
理解しているでしょうか。どんな思いや印象を抱いているでしょうか。ほかに質問
はないでしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 神権の鍵を持つ責任について自分が
感じていることを話す。

• 定員会の会員に，今日学んだことを
家族に話すよう勧める。

救い主の方法で教える

救い主は御自身の教会を導
き，治めるために，指導者を
召し，任命されました（マタ
イ10：1－ 5 参 照）。 定 員
会の会員が，自分たちに仕
え，自分たちを助けるため
に召されている人々に対す
る感謝の念を持つように，
どのように助けることがで
きるでしょうか。
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精選されたリソース

ダリン・H・オークス「神権の鍵と権能」『リアホナ』
2014 年 5 月号，49 － 50 からの抜粋

中央扶助協会のリンダ・K・バートン会長は，女性の大
会で話したときに，次のように述べました。「わたした
ちは，神権についてもっとよく理解したいという，さら
に大きな望みを一人一人に注ぎ込みたいと願っていま
す。」〔リンダ・K・バートン，“ Priesthood:‘ A Sacred 
Trust to Be Used for the Benefit of Men, Women, 
and Children’”（ブリガム・ヤング大学女性の大会で
の 話，2013 年 5 月 3 日），1；ce .byu .edu/cw/
womensconference/transcripts.php〕それはわたし
たち全員にとって必要なことです。そこで，それができ
るように，神権の鍵と権能についてお話しします。
……

わたしたちが求める理解は，神権の鍵についての理解
から始まります。「神権の鍵とは，地上における神権
の行使について指示を与え，支配し，統治するために
神が神権指導者に与えられた権能で〔す〕。」〔『手引き
　第 2 部 ―教会の管理運営』2.1.1〕教会で執り行
われる全ての行為や儀式はその職務に関する鍵を
持っている人の直接的なあるいは間接的な承認の下で
行われます。 M・ラッセル・バラード長老が説明して
いるように，「神権の鍵を持つ人は，……文字どおり，
その指示の下に忠実に働き奉仕する全ての人が，神権
の権能を行使し，神権の力を使うことができるように
するのです。」〔「主の業における男性と女性」『リアホ
ナ』2014 年 4 月号，48 。『わたしの王国の娘 ―扶
助協会の歴史と業』138 も参照〕

神権の権能の行使をコントロールすることによって，神
権の鍵の働きは拡大もしますし，制限を与えもします。
神の全ての子供たちが神権の権能と祝福を得られる
ようにすることによって，それは拡大します。神権の権
能を誰に与えるか，その職を誰が持つか，その権利と
力をどのように授けるかを指示することによって，それ
は制限を与えます。例えば，神権を持っている人は，
鍵を持っている人から承認を与えられない限り，他の

人に職や権能を授けることができません。その承認が
なければ，聖任は無効となります。このことから，なぜ
神権者は―職に関わりなく―適切な鍵を持ってい
る人からの承認がなければ，自分の家族を聖任した
り，自宅で聖餐の儀式を執り行ったりできないのかが
分かります。

神殿会長が持っている鍵の下で姉妹たちが神殿で行
う神聖な業を例外として，後でこれについて述べます
が，神権の儀式を執り行えるのは神権の職を持ってい
る人のみです。また，承認された神権の儀式は全て，
教会の記録に残されます。

究極的には，神権の全ての鍵は主イエス・キリストが
保有しておられ，それはイエス・キリストの神権なので
す。死すべき人間にどの鍵を委任するか，またそれら
の鍵がどのように使われるかを決める御方は，イエス・
キリストです。わたしたちは一般に，神権の全ての鍵
がカートランド神殿でジョセフ・スミスに授けられたと
考えていますが，聖文では，そこで授けられたのは「こ
の神権時代の鍵」だけであると述べられています〔教
義と聖約 110：16〕。何年も前の総 大会で，スペン
サー・W・キンボール大管長は，地上の人に与えられ
なかった神権の鍵が他にあることをわたしたちに気づ
かせてくれています。創造の鍵と復活の鍵がそれに含
まれます。

神権の鍵の行使に対して神が制限を設けておられる
ことから，教会の管理運営事項に関する決定と神権に
影響を及ぼす決定との間に，本質的な相違があること
が分かります。教会を管理している大管長会ならびに
大管長会・十二使徒定員会評議会は，教会の建物の
場所や伝道奉仕の年齢など，教会の方針と手続きに
影響を及ぼす多くのことを決定する権限を与えられて
います。しかし，たとえこれらの管理役員がこの神権
時代に人に委任された鍵の全てを持っていて行使して
いるとしても，男性だけが神権における職を持つとい
う神の定められた規範を自由に変更することはできな
いのです。
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6月―神権と神権の鍵

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

アロン神権者としての 
自分の義務とは何でしょうか
主は神権に聖任されたすべての人に，「自分の義務を学び……まったく勤勉に遂
行する」べきであるとおっしゃっています（教義と聖約 107：99）。アロン神権者
として，わたしたちは神権の儀式を行い，人々に奉仕し，キリストのもとに来るよう
にすべての人を招きます。

霊的に備える

以下の聖句と資料をよく祈って研究してください。若い男性が自分の義務を理解
できるように，何を分かち合えばよいでしょうか。

教義と聖約 20：46 － 59；84：111（ア
ロン神権者は儀式を執行し，キリストの
もとに来るようにすべての人を招く）

教義と聖約 84：33 －34；107：99（ア
ロン神権者は自分の義務を学び，忠実
に果たすべきである）

教義と聖約 107：68（アロン神権者は，
ビショップが現世の事柄をつかさどる
際にビショップを支援することにより，
人々に仕える）

ヘンリー・B・アイリング「永遠の家族」
『リアホナ』2016 年 5 月号，81－ 84

ヘンリー・B・アイリング「あなたは主
の業の中で一人ではない」『リアホナ』
2015 年 11 月号，80 － 83

ヘンリー・B・アイリング「神権を持つ
者」『リアホナ』2014 年 5 月号

『神への務めを果たす』23，46 － 47，
70 －71

ビデオ―「神への務めを果たす」「神
権に対する信頼」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスにつ
いて評議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権
の義務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教える
ように招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダ
を記入するとよいでしょう。

学ぶ経験を始める

先週のレッスンの復習をし，今週のレッスンの導入をするために，以下のアイデアか
ら選ぶか，自分自身でアイデアを考えます

あなたが初めてアロン神権
を受けたときにどのように
感じたか思い出してくださ
い。この権能を持つことは
あなたにとってどのような意
味があったでしょうか。神
権を持つことはあなたの考
えや行動にどのような影響
を与えたでしょうか。

ほとんどのアロン神 権 者
は，自分には聖餐を執行す
る義務があることを知って
いますが，人々に奉仕し，キ
リストのもとに来るようすべ
ての人を招くという義務も与
えられていることは知らな
いかもしれません。若い男
性が神権のすべての義務を
知り，果たせるように，あな
たには何ができるでしょう
か。
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• 若い男性に，先週のレッスンで覚え
ていることを分かち合ってもらいます。
まだ何か質問があるでしょうか。彼ら
はどのように先週学んだことを実践した
でしょうか。

• 『神への務め』の中で提案されてい
る 3 つの分野 ―「神権の儀式を執り

行う」「人々に奉仕をする」「キリストの
もとに来るようにすべての人を招く」を
ホワイトボードに書きます。若い男性
に，各分野に対してできるだけ多くの神
権の義務を書いてもらいます。レッスン
中このリストを参照しながら，若い男性
がほかの義務を見つけたらそれを加え
ていきます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，定員会の会員がアロン神権者としての自分の務めを理解する助け
となるでしょう。御霊の導きに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるいは
幾つか選んでください。

• 若い男性に，天の御父の助けを受け
たときの経験を紙に書いてもらいます。
その紙を容器に入れて，若い男性に一
つ選んで，クラスに読んでもらいます。
ヘンリー・B・アイリング管長の説教

「あなたは主の業の中で一人ではない」
からの物語をその容器に入れてもよい
でしょう。これらの物語や経験は，神
権の奉仕において主が若い男性をどの
ように助けるかについて何を教えている
でしょうか。 

• 何人かの定員会の会員は『神への務
め』の計画の「神権の義務」の項に取り
組んでいるかもしれません（『神への務
め』23－29，46 － 53，70 －77 ページ
参照）。一つ，または幾つかの経験を分
かち合うように勧めます。

• 若い男性に，教義と聖約 20：46 －
59 および『神 へ の 務 め』（23，46 －
47，または 70 －71 ページ）にある神
権の義務について読むように勧めます。
神権の義務を確認し，それらをホワイト
ボードに書いてもらいます。若い男性
に，学んだ義務のうち，今まで課せられ
ているとは知らなかった義務にどんな

ものがあるのか尋ねます。これらの義
務を果たすために，彼らは何ができるで
しょうか。

• 若い男性に，聖句を調べ，神権の義
務を果たした人々の例を見つけるように
勧めます（例えば，マタイ3：1－ 6，13
－17；モルモン書ヤコブ 1：18 －19；
アルマ 15：16 －18；3 ニーファイ18：
1－ 5）。見つけた例を分かち合い，そ
れぞれの例が『神への務め』のどの分
野に当てはまるか確認してもらいます

（「神権の儀式を執り行う」「人々に奉仕
をする」または「キリストのもとに来る
ようにすべての人を招く」）。これらの
聖句に出てくる人々は神権の奉仕を通し
てどのように祝福されたでしょうか。

• ヘンリー・B・アイリング管長の「永
遠の家族」または「神権を持つ者」と
いう話の一部を若い男性に読んでもら
い（または，ビデオ「神権に対する信
頼」を見てもらい），神権者としての自
分の義務を果たそうという気持ちを新
たにさせてくれた事柄を家庭その他の
場所で人に伝えてもらいます。 自分が
神権を行使したときのことや，他の神権

教師へのヒント

「祈りを込めて教える準備
をするとき，特定の原則を
強調するように導かれるか
もしれないし，特定の概念
を提示するための最善の方
法が思い浮かぶかもしれな
い。また日々のごくありふ
れた生活の中に，事例や実
物を用いたレッスン，霊感に
満ちた話などを発見するこ
ともある。だれかを招いて
レッスンの援助をしてもらお
うと思いついたり，皆に話せ
る自分自身の体験を思い出
すかもしれない。」（『教師，
その大いなる召し』48）
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者から学んだ事柄を若い男性に書いて
もらいます。神権を持っていることは，

若い男性とその家族にとってどのような
祝福になっているでしょうか。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。自分の神権の義務につい
ての理解が深まったでしょうか。何を感じ，どんな印象を抱いたでしょうか。ほか
に質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている定員会会長会の会員が，閉会行事を行います。彼は次の事を行う
ことができます。

• 若い男性に，小冊子『神への務め』
の「神権の義務」の項の一つについて
計画を立て，自分たちが何をするように
計画したのか互いに発表するように勧
めます。

• 定員会の会員に，神権の義務につい
て学んだことを家族の一員と分かち合
うようにチャレンジします。

救い主の方法で教える

あらゆる状況において，救
い主は弟子たちの模範であ
り，良き助言者であられまし
た。主は一緒に祈ることに
よって，彼らに祈ることを教
えられました。主が愛し，
仕えたように，彼らも愛し，
仕えるように教えられまし
た。主は弟子たちに，主御
自身が教えることによって，
福音の教え方を教えられま
した。救い主が教えられた
ように福音を教えることに
よって，若い男性が自分の
義務を果たせるように助け
てください。
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6月―神権と神権の鍵

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

なぜ伝道に出るべきでしょうか
トーマス・S・モンソン大管長は次のように述べています。「ふさわしく，能力があ
るすべての若い男性は伝道に出る準備をするべきです。宣教師として奉仕するこ
とは神権の義務です。非常に多くのものを受けているわたしたちに，主が望んで
おられる務めなのです。若い男性の皆さん，わたしは皆さんに宣教師として奉仕
する準備をするよう勧告します。」（「再びともに集い」『リアホナ』2010 年 11 月号，
5 － 6）

霊的に備える

以下の聖句と資料を，よく祈って研究します。若い男性を伝道に備えるように促す
と思われるものは何でしょうか。

マタイ28：19 －20；教義と聖 約 50：
13 －14；88：81（わたしたちには福音
を伝える義務がある）

教義と聖約 4 章（わたしたちが主に仕
える資格を得る特性）

教義と聖約 18：9 －16（人の価値は神
の目に大いなるものである）

ニール・L・アンダーセン「この世を再
臨に備える」『リアホナ』2011 年 5 月
号，49 － 52；ビデオ「あなたの伝道の
ための日」も参照

W・クリストファー・ワデル長老「生涯
にわたる貴重な機会」『リアホナ』2011
年 11 月号，50 － 52

ビデオ―「伝道活動 ―神権の務め」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員が，定員会集会の司会をします。彼は定員会のビジネスにつ
いて評議する際に若い男性をリードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権
の義務について教え，アドバイザーまたは定員会の会員に福音のレッスンを教える
ように招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員会集会アジェンダ
を記入するとよいでしょう。

あなた自身またはあなたの
知っている人が専任宣教師
として奉仕したときに経験
した喜びについて考えます。
伝道活動によって，どのよう
な祝福があなたの生活にも
たらされてきたでしょうか。

若い男性が人々と福音を分
かち合ううえで，彼らはどの
ような経験をしてきたでしょ
うか。アロン神権者が伝道
に出る望みを増し加えるた
めに，あなたは何ができる
でしょうか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンの復習をし，今週のレッスンの導入をするために，以下のアイデアか
ら選ぶか，自分自身でアイデアを考えます。

• それぞれの若い男性に，先週のレッ
スンから習ったことを可能なかぎり思い
出して書き出すように言います。若い男
性に自分が書いたものを発表するよう
に勧めます。

• 若い男性をグループに分け，「なぜ専
任宣教師として奉仕するべきでしょう
か」という質問に対する考え得る答え
について話し合うように勧めます。各グ
ループの若い男性一人に，自分たちの
答えを幾つかホワイトボードに書くよう
に勧めます。

一緒に学ぶ

以下の活動はそれぞれ，定員会の会員がなぜ伝道に出るべきかを理解するうえで
役立つでしょう。御霊の促しに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるいは
幾つか選んでください。

• 若い男性に，教義と聖約 18：9 －16
を個人的に読んでもらい，「なぜ主は神
権者に福音を分かち合う義務をお与え
になったのでしょうか」という質問に対
する答えを見つけるように勧めます。数
人の若い男性に答えを定員会と分かち
合うように勧めます。なぜ人の価値は
神の目に大いなるものなのでしょうか。
定員会で分かち合うことのできる，若い
男性が福音を分かち合った経験にはど
んなものがあるでしょうか。

• ビデオ「伝道活動 ―神権の務め」
を見せます。数人の若い男性にモンソ
ン大管長の言葉について自分たちの気
持ちを分かち合うように勧めます。若
い男性が専任宣教師として奉仕したい
と思う理由を書いて，その望みを思い起
こせる場所に，書いたものを置くように
勧めます。

• この概要にある一つまたは複数の聖
句を一緒に読み，若い男性に，すべての

人が福音について知っていて，福音に
従ったとしたら，世の中にはどのような
違いが見られると思うか尋ねます。福
音に従うとき，世の中のどんな問題や
チャレンジが解決するでしょうか。福音
によって，あなたの生活にはどのような
違いが見られるでしょうか。

• 「あなたの伝道のための日」というビ
デオを見せる（または，定員会で，ニー
ル・L・アンダーセン長老の説教「この
世を再臨に備える」の中のシド・ゴーイ
ングの経験を読みます）。定員会の会
員に，若い男性が伝道に出ることを妨
げるような事柄を挙げてもらいます。こ
のリストと伝道活動から得られる偉大
な祝福と比較するようにします。

• このアウトラインの表題の質問をホワ
イトボードに書きます。定員会の会員
に，以下のものを読んでその質問に対
する答えを見つけるように勧めます。教
義と聖 約 4：2 － 4 またはラッセル・

教師へのヒント

「熟練した教師は『今日の
レッスンで，わたしは何をし
ようか』ではなく，『今日の
レッスンで，生徒は何をする
だろうか』と，『今日は何を
教えようか』ではなく，『生
徒が知らなければならない
ことを，彼らが気づけるよう
に，どう助けられるだろう
か』と考えます。」（バージニ
ア・H・ピアス『教師，その
大いなる召し』61）
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救い主の方法で教える

救い主は弟子たちに，信仰
をもって行い，主が教えら
れた真理を実践するように
勧められました。主は彼ら
が経験を通して学ぶ機会を
見つけられました（ルカ 5：
1－11 参照）。若い男性の
心に専任宣教師として仕え
たいという望みを起こさせ
るために，彼らは今何がで
きるでしょうか。

M・ネルソン会長の以下の声明 ―「伝
道に出る決断は，その宣教師，将来の
伴侶，そしてこれから来る世代の子孫
の霊的な運命に影響を与えます。伝道
に出たいという望みは，人の改宗，ふさ
わしさ，備えから湧き起こる自然な思い
です。」（「宣教師に尋ねてください。皆

さんを助けることができます。」『リアホ
ナ』2012 年 11 月号，18）ビショップの
許可を得て，定員会に帰還宣教師を招
き，彼の伝道活動が自分の人生をどの
ように祝福したかについて，定員会と分
かち合ってもらいます。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らはなぜ伝道に出るべ
きかを理解しているでしょうか。どんな思いや印象を抱いたでしょうか。ほかに質
問はないでしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 専任宣教師として奉仕するための備
えとして今行っていることを紹介する。

• 次の数か月間で，教義と聖約第 4 章
を暗記するという目標を設定するよう定
員会に勧める。

• 定員会の会員に，小冊子『神への務
め』（87–88 ページ）の，専任宣教師と
しての奉仕に備えるための活動を一つ
完了するように勧める。
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精選されたリソース

175

精選されたリソース

ニール ・L・アンダーセン「この世を再臨に備える」
『リアホナ』2011 年 5 月号，49 － 52 から抜粋

ラグビーが好きな人は，ニュージーランド・オール
ブラックスがラグビー界で最も有名なチームである
ことを知っているでしょう。オールブラックスという
名前はユニフォームの色に由来しています。〔stats.
allblacks.com 参照〕ニュージーランドで「オールブ
ラックス」に選ばれることは，アメリカンフットボール
ならスーパーボウル，サッカーならワールドカップに出
場するチームでプレーするのに匹敵するほどのことで
す。

1961 年，アロン神権を持つ 18 歳のシドニー・ゴー
イングは，ニュージーランドラグビー界のスターになり
つつありました。その並外れた能力のゆえに，翌年に
は国のラグビー代表チームである「オールブラックス」
に選ばれるだろうと多くの人が思っていました。

しかし19 歳になったシドは，順調に歩んできたラグ
ビー人生におけるこのきわめて重要な時期に，伝道
に出るためにラグビーをやめる，と宣言しました。そ
んなシドのことを「頭がおかしい」と言う人もいれば，

「愚か者だ」と言う人もいました。〔ボブ・ハウィッ
ト，Super Sid： The story of a Great All Black

（1978 年），27〕そのような人々は，もうシドにはラグ
ビーで成功する機会は訪れないだろうと言いました。

でもシドにとって重要だったのは，後に残して行こうと
しているものではなく，待ち受けている機会と責任で
した。シドには神権の義務がありました。人生の 2
年間をささげて，主イエス・キリストが確かに実在して
おられることと主の福音が回復されたことを宣言する
という義務です。どのようなものも，国の代表チーム
でプレーするチャンスと，それによって受けるあらゆる
称賛でさえも，その義務を果たすのを思いとどまらせ
ることはありませんでした。〔シドニー・ゴーイング長
老との電話での会話，2011 年 3 月〕

シドは神の預言者によってカナダ西伝道部で働くよう
に召されました。 48 年前の今月，19 歳のシドニー・
ゴーイング長老は末日聖徒イエス・キリスト教会の宣

教師として仕えるためにニュージーランドを後にしまし
た。

シドは伝道中のある経験を話してくれました。ある
晩，シドと同僚がアパートに帰ろうとしていたときのこ
とです。二人はもう1 軒だけ訪問してみることにしまし
た。すると父親が家に入れてくれました。ゴーイング
長老と同僚は，救い主について証しました。家族はモ
ルモン書を快く受け取りました。父親は一晩中読みま
した。そして 1 週間半のうちにモルモン書と教義と聖
約，高価な真珠を全部読み終えました。数週間後に
家族はバプテスマを受けました。〔シドニー・ゴーイ
ング長老からの電子メール，2011 年 3 月〕

なぜニュージーランド・オールブラックスに入るより
も伝道を選んだのでしょうか。シドはこう答えてくれ
ました。「福音に〔人々を導く〕ことによって受ける
祝福は，犠牲にするどんなものをもはるかにしのぐの
です。」〔シドニー・ゴーイング長老からの電子メール，
2011 年 3 月〕

多分皆さんはシド・ゴーイングの伝道後に何があった
か知りたいと思っていることでしょう。何より重要な
こととして，シドは愛するコリーンと永遠の結婚をし，
5 人のすばらしい子供と，多くの孫に恵まれました。
天の御父を信頼し，戒めを守り，人々に仕えて人生を
送っています。

ラグビーはと言うと，伝道後，シド・ゴーイングはオー
ルブラックス史上最も優れたハーフバックの一人と
なって，11 シーズンにわたってプレーし，チームの
キャプテンを長年 務めました。〔stats.allblacks.
com/asp/profile.asp?ABID=324 参照〕

シド・ゴーイングはどれくらい優れた選手だったので
しょうか。シドが日曜日にはプレーしようとしなかっ
たために，練習や試合の日程が変更されたほどでし
た。〔ニュージーランド・カイコヘステークのマックス
ウェル・ホースフォード会長との電話での会話，2011
年 3 月〕シド・ゴーイングはイギリス女王からラグビー
への貢献を表彰されたほどでした。〔シド・ゴーイン
グは 1978 年にラグビーへの貢献が認められて大英
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精選されたリソース

176

精選されたリソース

帝国勲章第 5 位（MBE）を授与された。（ハウィッ
ト，Super Sid, 265 参照）〕さらに『スーパー・シド』

（Super Sid）と題した本が書かれたほどでした。

もしシドが伝道後にそうした栄誉を受けていなかっ
　たとしたらどうでしょうか。この教会の伝道活動に
見られる大きな奇跡の一つは，シド・ゴーイングや彼

のような無数の宣教師が，「伝道によってわたしは何
を得られるだろうか」ではなく，「わたしは何をささげ
ることができるだろうか」と尋ねてきたことです。

皆さんの伝道は，人々をキリストのもとに導き，救い主
の再臨に備える手助けをする神聖な機会となることで
しょう。
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6月―神権と神権の鍵

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

教会の指導者を支持するとは， 
どのような意味でしょうか。
教会の会員としてわたしたちは，主が召された指導者を支持する機会があります。
わたしたちは手を挙げることにより，中央幹部や役員，ワードやステークの指導者
達を支持することを示します。支持する指導者の中には，アロン神権定員会の会
長会も含まれます。指導者を支持するとは，単に手を挙げることだけではありませ
ん。支持するとは，指導者を支援し，彼らのために祈り，与えられる責任や召しを
受け入れ，勧告に耳を傾け，批判を控えることを意味するのです。

霊的に備える

よく祈りながら，これらの聖文とリソースを研究してください。 定員会の会員に指
導者を支持するように霊感を与えるものは何ですか。

出エジプト17：8 －12（モーセの手を
支えるアロンとホル）

教 義と聖 約 21：1－ 6；124：45 － 46
（主の僕たちの声に耳を傾ける人々は祝
福を受ける）

1 ニーファイ18：9 －14；教義と聖約
84：23 －25（指導者を拒んだ人々の
例）

列王上 17：8 －16；列王下 5：8 －14
（指導者を支持した人々の例）

ヘンリー・B・アイリング「神から召さ
れ，人々から支持される」『リアホナ』
2012 年 6 月号，4 － 5

ジェームズ・E・ファウスト「召され，選
ばれた 者」『リアホナ』2005 年 11 月
号，53 － 55

ラッセル・M・ネルソン「預言者を支持
する」『リアホナ』2014 年 11 月号，74
－77

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（または祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の司
会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを成
し遂げた経験を分かち合うように励まします。また，福音のレッスンを教えるよう
にアドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，会長会
集会の間に 定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

教会の指導者を支持するた
めにあなたは何をしていま
すか。そうすることでどのよ
うに祝福を受けてきました
か。

アロン神権者が，ビショップ
や定員会会長会を含めた教
会指導者を支持しているの
を見たのはいつですか。互
いにどのような経験を分か
ち合うことができますか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンの導入をするために，以下のアイデアから
選ぶか，自分自身でアイデアを考えてください。

• 若い男性に，先週学んだことの中で
実践したことを話してもらいます。学ん
だことについて何か質問や考えたこと
はあるでしょうか。

• ホワイトボードに，このレッスンのタイ
トルを書き，「支持する」の同義語を定

員会の会員たちに考えてもらいます。
次に，彼らの定員会会長会を含む，ワー
ドの指導者達の名前をあげてもらいま
す。これらの人たちを支持するために，
若い男性はどのようなことができるで
しょうか。

一緒に学ぶ

以下に挙げる活動はそれぞれ，定員会の会員が教会指導者を支持するとはどのよ
うな意味であるかを理解する助けとなります。 御霊の導きに従って，定員会に最
も適した活動を一つ，あるいは幾つか選んでください。

• 定員会集会の前に，若い男性たちに
ラッセル・M・ネルソン会長の説 教

「預言者を支持する」を読んで，自分が
トーマス・S・モンソン大管長を支持す
る気持ちを高めてくれた言葉を紹介す
る準備をしておくように勧めます。

• 定員会を幾つかのグループに分け，
それぞれにジェームズ・E・ファウスト
管長の説教「召され，選ばれた者」の
一つのセクション，または教義と聖約
124：45 － 46 を読むように割り当てま
す。 自分たちの指導者を支持する人に
約束されている祝福と，指導者を支持
しない人に向けた警告を探してもらい
ます。彼らが見つけたことを分かち合っ
てもらいます。そして，これらの祝福や
警告を示す実話をこの説教から分かち
合うように勧めます。

• 若い男性たちに出エジプト17：8 －
12 を各自で読んでもらい，一人にその
話の内容を自分の言葉で要約してもら
います。この話は，わたしたちが教会の
指導者を支持することとどのような関
係があるでしょうか。自分たちの定員

会の会長やその他の指導者を支持する
ときに，わたしたちはアロンやホルにど
のように似ているでしょうか。

• 若い男性の何人かに，レーマンやレ
ム エ ル（1 ニ ー フ ァイ18：9 －14 参
照），またはイスラエルの子ら（教義と
聖約 84：23 －25 参照）など，自分た
ちの指導者を拒絶した人々の例を聖典
の中から見つけるように言います。残り
の若い男性に，ザレパテのやもめ（列
王上 17：8 －16 参照），またはナアマン

（列王下 5：8 －14 参照）など，自分た
ちの指導者を従った人々の例を聖典の
中から見つけるように言います。彼らに
読んだ話を分かち合ってもらいます。
また，教会の指導者を拒絶した場合と
尊重した場合の結果について，その話
が何を教えているかを説明してもらい
ます。

• 若い男性たちにヘンリー・B・アイリ
ング管長の記事「神から召され，人々
から支持される」を読んで，教会の指
導者を支持する方法を見つけるように
勧めます。教会機関誌を数冊持ってき

教師へのヒント

「生徒に質問に答える準備
をさせるために，何かを読
んだり，提示したりする前に
あらかじめ生徒から意見を
求めるつもりでいることを
告げておくとよい。……例
えば，『これから読む聖句を
聞 いて，いちばん 関 心 を
持ったことを話してくださ
い』あるいは『この聖句を
読んでいる間，主が信仰に
ついて何を語りかけようとし
ておられるかを理解できる
よう注意していてください』
などと言うことができる。」

（『教 師，その 大 いなる 召
し』69）
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て，機関誌の中から教会の指導者を支
持する方法を表している写真を見つけ
て分かち合うように若い男性たちに言
います。若い男性たちは，自分の定員
会の会長会を含む自分たちの指導者を

支持するために何をしているでしょう
か。誰かが指導者を批判しているのを
耳にしたら，彼らはどのように言うこと
ができるでしょうか。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らは教会の指導者を支
持するとはどういう意味か理解していますか。 どのような感情や印象があるでしょ
うか。ほかに質問はないでしょうか。この教義にもっと時間を費やした方が助け
になるでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 現在，管理するように召されている神
権指導者に自分の感じている気持ちを
分かち合う。

• 神権指導者をさらによく支持するた
めに，定員会の会員として何ができるか
について，短い話し合いをする。

救い主の方法で教える

救い主は弟子たちを信頼
し，備えさせ，彼らに人々を
教え，奉仕するという重要
な責任をお与えになりまし
た。このようにして，救い主
は彼らが学び，さらに福音
に帰依することができるよ
うに助けられました。あな
たはアロン神権者のアドバ
イザーとして，どのようにし
て救い主の模範に倣うこと
ができるでしょうか。
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精選されたリソース

179

精選されたリソース

ヘンリー・B・アイリング管長「神から召され，人々か
ら支持される」『リアホナ』2012 年 6月号，4－ 5か
ら抜粋

何年も前，ある18歳の学生から，主の僕を支持すると
はどういう意味かを教わりました。その謙遜さに満ちた
模範によって，わたしは今もなお祝福を受けています。

その兄弟は大学に入学したばかりでした。バプテスマ
を受けて1年足らずで，家族を離れて大きな大学に通
い始めたところでした。大学で，わたしは彼のビショッ
プを務めていました。……

話がしたいとのことで，ビショップ室で会いました。
「一緒に祈ってもらえますか。ぼくが祈ってもいいで
すか」と言うので驚き……ました。

祈りの中で，彼はまずビショップが神から召されてい
ることを知っていると証しました。その後，霊的に重
大な結果をもたらすであろう問題に関して，自分のな
すべきことをわたしに告げてくださるよう神に願い求め
ました。ビショップは自分が必要としていることをす
でに知っていて，自分に必要な助言を授かると確信し
ていると，その若者は神に言いました。

彼の言葉を聞いていたとき，この学生が直面しようとして
いる危険がわたしの心に具体的に浮かびました。簡潔で
すがとてもはっきりと，次のような助言を授かりました。

「常に祈り，戒めに従い，恐れないでください。」

自分たちを導くように召されている指導者を信仰と祈
りによって支えるとき，神がその指導者を使ってどのよ
うなことをなさるかを，教会員になって1年のその若
者は模範によって教えてくれました。教会員の同意の
律法が持つ力を示してくれたのです（教義と聖約 26：
2 参照）。主の僕は啓示によって主から召されます
が，自分が仕えるように召されている人々から支持さ
れて初めて，務めを果たすことができるのです。

わたしたちは賛意の表明をすることによって，厳粛な
約束を交わします。主の僕たちのために祈り，主が彼
らを導き，強めてくださるように祈ると約束します（教

義と聖約 93：51参照）。彼らから助言を受けたとき
や，彼らがその召しにおいて行動するときにはいつで
も，神からの霊感を得ようと努め，霊感を待ち設けると
誓います（教義と聖約1：38 参照）。

その約束を，わたしたちは心の中で度々新たにする必
要があります。皆さんの日曜学校の教師は御霊によっ
て教えようとするでしょうが，皆さんもそうであるよう
に，生徒の前で間違えることがあるかもしれません。
それでも皆さんは，耳を傾けて，霊感を受けられる瞬
間を待とうと決意することができます。そうすると，そ
のうち間違いにあまり気づかなくなり，神が教師を支
えておられることを示す証拠にもっと頻繁に気づくよ
うになるでしょう。

わたしたちはだれかを支持するために手を挙げると
き，その人が召しにおいて成し遂げるべき主の目的が
何であろうと，自分もそのために働くことを誓います。
子供たちが小さかったころ，妻がワードの幼い子供た
ちを教えるように召されました。わたしは妻を支持す
るために手を挙げただけでなく，妻のために祈り，そ
の後，妻を手伝う許可を求めました。女性の働きに対
する感謝と子供たちに対する主の愛について受けた
教えは，今でもわたしの家族と，わたしの生活に祝福
をもたらしてくれています。

最近，何年も前にビショップを支持したあの若者と話
しました。彼が主に支えられ，人々から支持されて，
宣教師として，ステーク会長として，そして父親として
召しを果たしてきたことを知りました。彼は最後にこう
言ってくれました。「今でもあなたのために毎日お祈り
しています。」

わたしたちは自分たちに仕えるよう神から召されてい
る人のために毎日祈ろうと決意することができます。
奉仕によって祝福をもたらしてくれた人に感謝するこ
とができます。自分の支持した人がだれかを必要とし
たときには名乗り出ようと決意することができます。

主の王国で主の僕たちを支持する人々は，主のたぐい
ない力によって支えられるでしょう。わたしたちは皆，
その祝福を必要としています。
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この単元をオンラインで見るには，lds.org/youth/learnにアクセスしてください。

単元の概要

「儀式によって神性の力が現れる。」（教義と聖約 84：20）

この単元のアウトラインは，若い男性が神権の儀式と聖約を理解するうえで役立つでしょ
う。この単元で彼らがする経験は，彼らがすでに交わした聖約をよく理解して尊ぶ助けと
なり，メルキゼデク神権への聖任や神殿の儀式を含め将来受ける儀式を待ち望むうえで役
立つでしょう。さらに，アロン神権者は聖餐の儀式，バプテスマの儀式，そして人々をアロ
ン神権の職に聖任する儀式を執り行うよう召されているので，彼らは特に福音の儀式を理
解する必要があります。

今月は以下のアウトラインから選んでください。

ほかの人にとって聖餐をより意義深いものにするにはどうしたらよいでしょうか（「神への務め」）
わたしの生活の中で，なぜ儀式は大切なのでしょうか
わたしの生活の中で，なぜ聖約は大切なのでしょうか
バプテスマを受けたとき，わたしはどのような聖約を交わしたでしょうか
聖霊の賜物はどのように受けるのでしょうか
神殿の儀式はなぜ大切なのでしょうか
神権の誓詞と聖約とは何でしょうか
イエス・キリストの御名を受けるとは，どういう意味でしょうか

ミューチャル

青少年が学んでいることと活動をどのように結びつける
か考えてください。青少年の活動計画サイトがあなたを
助けてくれます。これらのアウトラインの学習活動の多
くは，ミューチャルの活動として使うことができます。若
い男性が日曜日に学ぶことを強化するために，定員会会
長会とともに適切な活動を選んで計画してください。

「神への務め」

小冊子『神への務め』の以下の項は，この単元のレッス
ンに関連しています。

「神権の儀式を執り行なう」24 －25，48 － 49，72
－73 ページ

「教義を理解する」18 －20，42 － 44，66 － 68 ページ

7 月― 儀式と聖約





173

7月―儀式と聖約

「神への務め」

ほかの人にとって聖餐をより意義
深いものにするにはどうしたらよい
でしょうか
救い主は，主に従う者が毎週主を覚え，その神聖な聖約を更新するための方法と
して聖餐を定められました。聖餐はわたしたちのために贖罪を通して行われたイ
エス・キリストの肉と血の犠牲を象徴しています。これらの理由から，聖餐会は最
も神聖なものであり，敬虔に深く考え，霊的に力強く生まれ変わる時間であるべき
です。アロン神権者として，わたしたちは集会に集った教会員が聖餐に対して意義
深く霊的な経験を持てるよう助ける機会があります。わたしたちのふさわしさ，模
範，そして証は，聖餐会における会衆の経験に影響を与えます。

霊的に備える

定員会の集会の数日前に，定員会の会員に聖餐についてほかの人々を教えるため
に使うことができる短いアウトラインを準備してもらい，それを定員会の集会に
持って来てもらいます。（定員会の会員は，これを「神への務め」の聖約と儀式を
学び教える計画に含めることができます。『神への務めを果たす』の 18 ，42 ，66
ページを参照してください。）

定員会の会員がアウトラインを準備する際には，ビデオ「いつも御子を覚え」を参
照してもよいでしょう。マタイ26：26 －28 を読んでもらいます。その際，脚注や
聖句ガイドにある関連したジョセフ・スミス訳を含め，3 ニーファイ18：1－12 も
読み，救い主が聖餐を定められたときに与えられた目的を探すように言います。

アウトラインを作るときに以下の質問を検討してもよいでしょう。

• 聖餐の目的は何でしょうか。聖餐は
何を象徴していますか。

• どのようにすればいつも救い主を覚
えることができますか。

• 毎週，聖餐を受けることは，なぜ大
切だと思いますか。

• どのようにすれば聖餐を受けるため
により良く自らを整えることができます
か。

• どのようにすればアロン神権者は聖
餐を執り行う際に救い主の代理として
務めることができますか。

聖餐について学び，自分に
とっての聖餐の意味を深く
考え，学んだことをほかの
人々に教えることができる
方法を計画することによっ
て，このレッスンに対して自
らを霊的に整えるよう定員
会の会員に勧めます。少な
くとも 1 週間前から準備す
るように勧め，その週のうち
に準備を思い起こさせるた
めに定員会の会員に連絡す
ることが最も効果的です。

日曜学 校のアウトライン，
「どのようにして聖餐をもっ
と意義深いものにできるで
しょうか」を学ぶことはこの
レッスンのための良い準備
となります。定員会の会員
を担当している日曜学校の
教師と連携し，日曜学校で
聖餐について学んだ後，聖
餐について話し合うよう計
画してもよいでしょう。
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定員会の集会を進める

定員会会長会の一員（または祭司定員会におけるビショップの補佐）が定員会の
集会を進めます。あらかじめ定員会集会のアジェンダを記入しておくと助けになり
ます。

学ぶ経験を始める

今週のレッスンの導入をするために，以下のアイデアから選ぶか，自分自身でアイデ
アを考えましょう。

• 集会の初めに数分時間を取って，定
員会の会員に静かに聖餐の祈りを読ん
でもらいます（教 義と聖 約 20：77，
79）。また，好きな聖餐の賛美歌の言
葉について考えてもらいます。

• 定員会として，例えば教義と聖約 11：
21；12：8；42：14 などの聖句を読み
返し，キリストのように教えることの原
則を簡単に振り返ります。今日，聖餐に
ついて分かち合った気持ちとともに，こ
れらの原則を心にとどめるよう定員会
の会員に勧めます。

一緒に学ぶ

定員会の会員に，自ら準備したアウトラインを基に（小さいグループあるいは定員
会全体で）聖餐について互いに教え合ってもらいます。この活動が終わったら，
証を分かち合うとともに自らの経験について話してもらいます。学んでいることを
ほかの人 と々分かち合うことは，なぜ大切なのでしょうか。

アウトラインを準備しなかった若い男性がいる場合，定員会集会中に準備する時
間を与えます。その際，上記の「霊的に準備する」の指示に従ってもらいます。可
能であれば，その中の何人かに学んだことをお互いに分かち合えるよう時間を与え
ます。

行動するように勧める

学んだことを分かち合うよう定員会の会員に勧めるために，以下のアイデアについ
て考えます。



175

• 定員会の各会員に，聖餐の教義につ
いて自分が理解していることや証を分
かち合うことができる人々を特定しても
らいます。例えば，家族，定員会のあま
り活発でない会員，若い女性や初等協
会のクラス，またはホームティーチャー
として訪問する家庭で教えることがで
きるでしょう。だれを選んだかを定員
会に伝えるよう，定員会の各会員に依
頼します。直接分かち合うだけでなく，
ソーシャルメディアを通して分かち合う
こともできることを定員会の会員に提案
してもよいでしょう。

• 定員会の会員がワード内の幾つかの
家庭を訪問し，聖餐について教えること
ができるように時間を調整します。（ビ

ショップリックの一員またはワード伝道
主任が，例えば，新しい改宗者，パート
メンバーの家族，または定期的に聖餐
会に出席していない家族など，このよう
な訪問によって恩恵を受けるであろう家
庭を選択するのを助けてくれるかもしれ
ません。）定員会会長からの助けを借
りて，定員会の会員を二人組にして，そ
れぞれの同僚ごとにこれらの家族のい
ずれかを訪問するよう割り当てます。

（可能であれば，その週のうちに定員会
の活動と一致するようこれらの訪問を
予定します。青少年の活動ウェブサイト
の「学んだことを分かち合う」を参照し
てください。）移動が制限される場合，
定員会の会員には自分自身の家族を教
えるよう割り当てることができます。

今後の定員会の集会で，定員会の会員にその経験を分かち合ってもらいます。

救い主の方法で教える

救い主は主の弟子たちを信
頼しておられ，ほかの人々に
奉仕し，教える機会を与え
られました。聖餐について
学んでいる事柄をほかの
人々に教えるときに，どのよ
うにして定員会の若い男性
が祝福されるでしょうか。
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7月―儀式と聖約

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

わたしの生活の中で， 
儀式はなぜ大切なのでしょうか
儀式は神聖で，霊的な意味を持つ外形的な行為です。儀式は神権の鍵を持つ人の
指示の下，神権の権能によって執り行われます。儀式は，わたしたちがどのような
存在なのかを覚えさせ，わたしたちの神への務めを思い起こさせてくれます。わた
したちがキリストのもとへ来て，永遠の命を受けられるように助けてくれます。

霊的に備える

以下の聖文とリソースをよく祈って研究します。若い男性が儀式の重要性を理解す
るために，彼らと何を分かち合うように促されていると感じますか。

マタイ 3：13 －17（イエス・キリストの
バプテスマ）

使徒 19：1－ 6（正しい方法でバプテス
マを受けていなかった人々に，パウロが
もう一度バプテスマを施す）

3 ニーファイ11：21－26（イエス・キリ
ストがバプテスマを施す権能を与え，正
しい手順を指示される）

モロナイ 8：10 －12（モルモンがバプ
テスマについて教える）

教義と聖約 84：19 －21（神権の儀式
によって神性の力が現れる）

信仰箇条 1：3 － 5（儀式は救いに不可
欠である）

デビッド・A・ベドナー「いつも罪の赦
しを保つ」『リアホナ』2016 年 5 月号，
59 － 62

ゲーリー・E・スティーブンソン「あなた
の 4 分間」『リアホナ』2014 年 5 月号，
84 － 86

「神権の儀式と祝福」『手引き　第 2 部
―教会の管理運営』（2010 年）20.1

「儀式」『真理を守る』46

ビデオ―「神権の力に対する信仰」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（または祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の司
会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを達
成した経験を分かち合うよう励まし，アドバイザーまたは定員会の会員に福音の
レッスンを教えるように招きます。このための準備として，会長会集会の間に 定員
会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

あなたは福音のどの儀式を
受けたことがありますか。 
これらの儀式はあなたの生
活をどのように祝福してきた
でしょうか。 それらはあな
たにとってなぜ大切なので
しょうか。

若い男性はどの儀式を受け
たことがあるでしょうか。 
どの儀式を受けようと準備
しているでしょうか。 福音
の儀式の重要性を理解する
必要があるのはなぜでしょ
うか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分自身でアイデアを考えてください。

• 青少年に先週のレッスンに関連する
絵や写真または実物を見せ，若い男性
にそれがどのようにレッスンと関連して
いるのか説明してもらいます。彼らは学
んだことをどのように応用したでしょう
か。

• 若い男性に，福音の儀式を思いつく
限りたくさん挙げてもらいます。次に，
その儀式の中で昇栄に不可欠なものを

選んでもらいます。天の御父はなぜわ
たしたちにこれらの儀式をお与えに
なったのでしょうか。儀式など必要な
いと誰かに言われたら，若い男性であ
る皆さんはどう答えますか。（考えが浮
かばない場合は，『真理を守る』の「儀
式」の項またはデビッド・A・ベドナー
長老の「いつも罪の赦しを保つ」とい
う話の「聖霊と神権の儀式」の項を参
照してもらいます。）

一緒に学ぶ

以下に挙げる活動はそれぞれ，定員会の会員が儀式の大切さを理解するのに役立
ちます。御霊の導きに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選
んでください。

• デビッド・A・ベドナー長老 の「い
つも罪の赦しを保つ」という話の「儀
式を通して罪の赦しを得，保つ」という
項には，バプテスマと聖霊の賜物を授け
るための按手，聖餐というそれぞれの
儀式から得られる祝福が説明されてい
ます。 これらの儀式がどんな点でわた
したちの助けになっているかを学ぶた
めに，若い男性一人一人に儀式を一つ
選んでもらい，それについてこの項から
分かることを全て挙げてもらいます。
次に，分かったことを若い男性に独創
的な方法で定員会の他の会員に教える
ように勧めます。絵を用いたりゲームを
したりしながら教えるとよいでしょう。

• 偉業を成し遂げたことのある人（ス
カウト活動で賞を獲得したり，非常に優
秀な学業成績を収めたり，オーディショ
ンで劇の大役を射止めたりした人）を
一人，ゲストスピーカーとして招くか，ま
たはそのような若い男性がいればその

人に，それを成し遂げるために必要だっ
たことは何か，どうやってそれを成し遂
げたかを話してもらいます。 続いて，
ゲーリー・E・スティーブンソン長老の

「あなたの４分間」という話の中の「オ
リンピック選手には，」で始まる段落を
若い男性たちに読んでもらいます。 儀
式は，このゲストスピーカーまたは若い
男性が言った条件とどんな点が似てい
るでしょうか。また，スティーブンソン
長老の話の残りを読んで，長老が儀式
について他にどんなことを教えているか
探してもらってもよいでしょう。

• 若い男性にビデオ「神権の力に対す
る信仰」 を見てもらいます。彼らに，述
べられている儀式とそれぞれの儀式に
参加したことで受けた祝福をホワイト
ボードに書いてもらいます。若い男性
に，これらの儀式（あるいは他の儀
式，例えば父親の祝福や癒やしの祝
福）の一つを受けて証を得た経験を分

教師へのヒント

「レッスンの準備をするに当
たって，レッスンごとに様々
な教授法を用いる予定を組
むようにする。これは，ある
レッスンでは色彩豊かなポ
スターや図表を使い，別の
レッスンでは黒板に質問事
項を書き出しておくというよ
うな，簡単なことを意味して
いる。」（ 『教師，その大いな
る召し』89）
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かち合ってもらいます。 これらの経験
はどのように彼らを祝福し強めたでしょ
うか。

• 定 員 会 で，『手 引 き　 第 2 部』の
20.1 にある，儀式を施すための 4 つの
要件のリストを復習します。若い男性
に，3 ニーファイ11：21－26 を読み，
バプテスマに関する救い主の説明にお
いて，これらの要件がどのように満たさ
れているか確認するように勧めます。 
彼らの聖餐の執行は，この 4 つの要件
をどのように満たしているでしょうか。 
これらの要件を満たさずに儀式が行わ
れた場合，どうなるでしょうか。 若い
男性に，彼らが儀式について人々に教え
る備えをするうえで，これらの要件につ
いて知ることはなぜ大切なのか尋ねま
す。

• 若い男性に，異なる信仰を持つ人に
バプテスマについて教えていて，その人
が「わたしは自分の教会で，すでにバ
プテスマを受けました」と言う場面を想
像するように勧めます。 この人に，なぜ
もう一度バプテスマを受ける必要があ
るのかを理解してもらえるように，若い

男性は，思いやりのある方法でどのよう
に助けることができるでしょうか。 ど
んな聖文または経験を分かち合うこと
ができるでしょうか。 彼らに，『手引き
第 2 部』 20.1 にある要件のリスト， マ
タ イ3：13 －17； 使 徒 19：1－ 6；3 
ニーファイ11：21－26； モロナイ8：
10 －12 を参考にしてもらうこともでき
ます。 可能であれば，専任宣教師を招
き，求道者に儀式の重要性をどのように
説明するかについて，定員会に教えても
らいます（あらかじめビショップの許可
を得てください）。

• 定員会と，スペンサー・W・キンボー
ル大管長の以下の言葉を分かち合いま
す。「儀式は，わたしたちに大切なこと
を思い起こさせてくれます。 忘れない
ように，覚えていられるように助けるこ
と こ そ，聖 餐 の 真 の 目 的 で す。」

（Teachings of Spencer W. Kimball，
エドワード・L・キンボール編〔1982
年〕，112） 若い男性に，福音の儀式を
書き出してもらい（『真理を守る』46
ページにあるものなど），それぞれの儀
式がわたしたちに何を思い起こさせてく
れるのか話し合ってもらいます。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らは儀式の重要性を理
解しているでしょうか。 何を感じ，どんな印象を抱いたでしょうか。ほかに質問は
ないでしょうか。 この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下のことを行うことがで
きます。

• 福音の儀式に対する気持ちを分かち
合う。

• 神聖な儀式を執行するためにどのよ
うに霊的に備えるかについて，短い話し
合いを行う。

救い主の方法で教える

救い主は，御自分が教えら
れた人々を愛し，彼らのため
に祈られました（ヨハネ17
章参照）。 あなたが定員会
の若い男性を愛し，支えて
いることを，どのように示す
ことができるでしょうか。
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精選されたリソース

186

精選されたリソース

「全般的な指示」からの抜粋『手引き第 2 部－教会の
管理運営』（2010 年），20.1

20.1全般的な指示

儀式は，例えばバプテスマのように，神権の権能に
よって執行される神聖な行為である。バプテスマ，確
認，メルキゼデク神権への聖任（男性の場合），神殿
のエンダウメントと神殿の結び固めの儀式は，責任能
力のあるすべての人にとって昇栄のために必要なもの
である。これらは救いの儀式と呼ばれる。儀式を受
ける人は，それぞれの救いの儀式の一部として，神と
聖約を交わす。

救いの儀式を執行するには適切な鍵を持つ，あるい
はそのような鍵を持つ人の指示の下で働く神権指導者
の承認が必要となる。そのような承認は子供の命名
と祝福，墓の奉献，祝福師の祝福の授与，聖餐の準
備，祝福，およびパスを行う際にも必要となる。メル
キゼデク神権者であれば，事前に神権指導者の承認
を受けなくても，油を聖別し，病人への癒しの祝福を
施し，父親の祝福を与え，慰めと助言を与えるそのほ
かの祝福を施すことができる。

儀式と祝福を施す兄弟たちは，ふさわしく生活し，聖
なる御霊に導かれるよう努力することによって，自らを
備えるべきである。兄弟たちは威厳をもってそれぞれ
の儀式または祝福を施し，その儀式と祝福が以下の
要件を満たしていることを確認するべきである。

　1．イエス・キリストの名によって執行する。

　2．神権の権能によって執行する。

　3．特定の言葉を使う，あるいは聖別された油を用
いるなど，必要とされる手続きに従って執行する。

　4．本章で指示されているように，必要であれば
正当な鍵を持つ管理役員（通常はビショップまたはス
テーク会長）から承認を受ける。

儀式または祝福を監督する神権指導者は，執行者が
必要とされる神権の権能を持っていること，ふさわし
い状態にあること，正しい手続きを知っており，それ
に従っていることを確認する。指導者はまた，儀式ま
たは祝福が敬虔で霊的な経験となるように配慮する。

12323_300_AP-Unit7_jp.indd   186 14/01/27   15:30
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7月―儀式と聖約

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

わたしの生活の中で， 
聖約はなぜ大切なのでしょうか
わたしたちはバプテスマ，神権の授与，そして神殿の儀式などの儀式を受けるとき
に聖約を交わします。聖約とは，神と神の子供たちとの間で交わされる神聖な契
約です。神は特定の条件を定めて，わたしたちがその条件に従うならば祝福を与
えると約束されます。聖約を交わし，守るなら，わたしたちは神が約束された祝福
を受ける資格を得ます。聖約を守らないことを選ぶとき，祝福を受けることはでき
ません。聖約はわたしたちの選択を導き，誘惑に抵抗する助けとなります。

霊的に備える

以下の聖文とリソースをよく祈って研究します。若い男性が聖約を交わし，守りた
いと望むために，どのように助けることができるでしょうか。

出エジプト 19：5；教 義と聖 約 35：
24；90：24（聖約を守るときに祝福が
与えられる）

モーサヤ 5 章；アルマ 46：10 －37
（聖約を交わして守った人々のモルモン
書に登場する模範）

教義と聖約 82：10（わたしたちが従う
とき，主は義務を負われる）

ラッセル・M・ネルソン「聖約」『リアホ
ナ』2011 年 11 月号， 86 － 89

ジェフリー・R・ホランド「聖約を守る－
伝道に出ようとする人たちへのメッセー
ジ」『リアホナ』2012 年 1 月号，48 －
51

D・トッド・クリストファーソン「聖約の
力」『リアホナ』2009 年 5 月号，19 －
23

「聖約」『真理を守る』130 －131

ビデオ：「力強く進む」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（または祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の司
会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを達
成した経験を分かち合うよう励まし，アドバイザーまたは定員会の会員に福音の
レッスンを教えるように招きます。このための準備として，会長会集会の間に 定員
会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

聖約を交わし，守ることに
よってあなたはどのように祝
福されてきたでしょうか。
聖約があなたの決断を導い
た経験を思い出すことはで
きるでしょうか。

若い男性がこれまで交わし
た聖約と，これから交わす
聖約をより良く理解するため
に，どのように助けることが
できるでしょうか。聖約の
性質と重要性を理解するこ
とは，若い男性がさらに義
にかなった生活をするうえ
で，どのように影響するで
しょうか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分自身でアイデアを考えてください。

• 若い男性に，前回のレッスンについて
考え，そのレッスンから学んだことを要
約する文を一つずつ順番に分かち合っ
てもらいます。彼らは学んだことをどの
ように応用したでしょうか。

• 一人の若い男性に教室の前の方に出
て来てもらいます。彼に，何か簡単なこ
とをしてくれたら，見返りに何かをする
という簡単な約束（例えば，信仰箇条
のいずれか一つを暗唱したら，小さな

褒美をあげるという約束）をして，聖約
とは何かを実例を挙げて示します。そ
の若い男性に，自分が選択したことを
行ってもらうとともに，あなたも約束を
果たします。若い男性たちが聖約を定
義できるよう助け（ラッセル・M・ネル
ソン会長の説教「聖約」の第 3 段落を
参照），わたしたちが神と交わした聖約
がこの実例とどのような点で似ており，
またどのような点で異なっているかを彼
らに説明してもらいます。

一緒に学ぶ

以下の活動はそれぞれ，定員会の会員がバプテスマのときに交わした聖約を理解
するうえで役立つでしょう。御霊の導きに従って，定員会に最も適した活動を一
つ，あるいは幾つか選んでください。

• 定員会の会員の一人に，このレッスン
の一部を教えてもらいます。この活動を

「神への務め」の計画の一部として行
い，聖約と儀式について学習し，教える
ことができます（「教 義を理 解する」
18 ，42 ，または 66 ページ参照）。

• 若い男性に，異なる信仰を持つ友人
が聖約とは何かを理解できるように助
けているところを想像するように言いま
す。彼らに『真理を守る』の「聖約」の
項，またはこの概要に挙げてある聖文
を研究し，友人に聖約とは何かを説明
する方法を準備するように勧めます。
ロールプレーをして教え合うように勧
め，聖約が彼らにとって重要である理由
も説明に含めてもらいます。

• 若い男性に，各自でモーサヤ 5 章を
調べ，聖約を交わすことや守ることにつ
いて印象に残る言葉や節に印を付ける

ように勧めます。彼らに見つけたことを
ホワイトボードに書いてもらいます。ホ
ワイトボードに，「わたしにとって聖約を
守 る こ と は 重 要 で す。 な ぜ な ら
＿。」と書きます。それぞれの
若い男性に，この文章を完成してもらい
ます。

• 自由の旗を掲げている司令官モロナ
イの絵を見せます（『福音の視覚資料
集』79 参照）。若い男性に，絵の細部
を幾つか確認してもらい，絵に描かれ
ている物語を手短に話してもらいます

（アルマ 46：10 －37 参照）。ニーファ
イ人はどんな聖約を交わしたでしょうか

（20 －22 節参照）。危機に直面してい
たにもかかわらず，なぜ人々はこれらの
聖約を交わすことを選んだのでしょう
か。彼らの聖約は戦いの結果にどのよ
うに影響したでしょうか。若い男性に，

教師へのヒント

「関心を表情に表すことによ
り，耳を傾けていることを
表 現 することが で きる。
レッスンの資料や教室内の
ほかのものでなく，話してい
る人に目を向ける。途中で
遮らないようにして，自分の
考えを最後まで言うように
励ます。忠告を与えたり，判
断を下したりするのを避け
て，話を途切れさせることの
ないようにする。」（『教師，
その大いなる召し』66）
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自分がこれまで結んできた聖約を書き
出してもらいます。これらの聖約は困
難や誘惑を克服するうえで，どのように
わたしたちの助けとなるでしょうか。

• 定員会で，D・トッド・クリストファー
ソン長老の説教「聖約の力」の冒頭に
ある話を読むか，視聴するか，聴きます。
パメラの聖約は，彼女が直面した悲劇
に対処するうえでどのような助けとなっ
たでしょうか。それぞれの若い男性に，
この説教の残りの一部を一つずつ割り
当て，次の質問の答えを探してもらいま
す。「わたしの聖約はどのようにわたし
を強め，守ることができるでしょうか。」
若い男性に見つけたことを分かち合っ
てもらいます。次の 1 週間で直面する

かもしれない，聖約に力や守りを見いだ
せる具体的な状況について話し合うよ
うに勧めます。

• ホワイトボードに，「聖約」と「伝道の
業」という言葉を書きます。それぞれ
の若い男性に，ジェフリー・R・ホラン
ド長老の記事「聖約を守る― 伝道に
出ようとする人たちへのメッセージ」か
ら，一部ずつ読んでもらいます。聖約と
伝道の業との関係を探すように言いま
す。若い男性に，ホランド長老のメッ
セージから学んだことを互いに分かち
合うように勧めます。専任宣教師として
奉仕する準備をするうえで，ホランド長
老の勧告は彼らのこれからの行いにど
のように影響するでしょうか。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らは聖約をいっそう理解
しているでしょうか。どんな思いや印象を抱いているでしょうか。ほかに質問はな
いでしょうか。この教義にもっと時間を費やした方がよいでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 彼にとって聖約を交わすとは何を意
味するかについて話す。

• 家族とともに学んだことに対する印
象を話すよう定員会の会員に勧める。

救い主の方法で教える

救い主は，主に従う人々に，
信仰を働かせ，主が教えた
真理に基づいて行動するよ
うにお求めになりました（ル
カ 18：18 －25 参 照）。 あ
なたは，若い男性が儀式と
聖約に参加したいという望
みを持ち，義にかなった行
動を通して聖約を尊ぶため
に，どのように助けることが
できるでしょうか。
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D･トッド・クリストファーソン「聖約の力」からの抜粋，
『リアホナ』2009 年 5月号，19－23

2007年 8月15日，ペルーで大地震が発生し，沿岸
のピスコ市とチンチャ市はほぼ完全に壊滅しました。
チンチャのバルコンシト支部の会長ベンセスラオ・コ
ンデ兄弟は，教会の多くの指導者や会員が行ったよう
に，家が壊れた人々を直ちに助け始めました。

地震の 4日後，七十人のマーカス・B・ナッシュ長老
はチンチャを訪れ，教会による救援活動を調整してい
たときに，コンデ会長に会いました。被害状況と被災
者の救援活動について話し合っていると，コンデ会長
の妻パメラが幼い子供を抱いてやって来ました。ナッ
シュ長老が子供たちはどうしているか尋ねると，彼女
はほほえんで，神の恵みのおかげで皆無事だと答えま
した。ナッシュ長老は，家はどうかと尋ねました。

彼女はただ「なくなりました」と答えました。

ナッシュ長老は「家財道具はどうですか」と問いまし
た。

コンデ姉妹は「全部，瓦礫の下です」と答えました。

ナッシュ長老は「それでも，姉妹はほほえんでいます
ね」と言いました。

するとコンデ姉妹はこう答えました。「ええ，お祈りを
したので，平安なのです。必要なものは全部あるし，
夫もわたしも子供たちもここにいるし，神殿で結び固
められています。このすばらしい教会があり，主がお
られます。主の助けがあれば，またやり直せます。」

「聖約」『真理を守る』（2004 年）44

聖約とは神と人または人 と々の間で交わされる神聖な
合意のことです。神は特定の条件を定めて，人がその
条件に従うならば祝福を与えると約束されています。
戒めを守らなければ，祝福を受けることはできず，場
合によっては不従順の結果としての罰を受けます。

人に救いを得させるすべての神権の儀式には必ず聖
約が伴います。例えば，あなたはバプテスマを受けた
ときに聖約を交わし，聖餐を受ける度にこの聖約を
更新します（モーサヤ18：8－10；教義と聖約 20：
37，77，79 参照）。メルキゼデク神権を受けている
のならば，神権の誓詞と聖約を結んだことになります
（教義と聖約 84：33－ 44 参照）。神殿のエンダウ
メントと結び固めの儀式にも神聖な聖約が含まれて
います。

いつも主と交わした聖約を覚え，尊んでください。そ
うすれば，何をするにも命令されるという必要はなくな
ることでしょう（教義と聖約 58：26－28 参照）。聖
霊から霊的な促しを受け，キリストのような行いが自
分の性質の一部となることでしょう。主が約束されて
いるように，「啓示の上に啓示を，知識の上に知識を受
けて，数々の奥義と平和をもたらす事柄，すなわち喜
びをもたらし永遠の命をもたらすものを知ることがで
きるようになるで〔しょ〕う。」（教義と聖約 42：61）
あなたにとって最大の希望は，この神聖な導きからも
たらされる聖めを享受することであり，最大の恐怖は
これらの祝福を取り上げられることであるべきです。

その他の参照聖句－エレミヤ 31：31－34；モーサ
ヤ 5 章；モロナイ10：33；教義と聖約 82：10；97：
8；98：13－15
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7月―儀式と聖約

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

バプテスマを受けたとき， 
わたしはどのような聖約を 
交わしたでしょうか
バプテスマを受けたとき，わたしたちは神との聖約に入りました。イエス・キリスト
の御名を受け，主の戒めを守り，最後まで主に仕えると約束しました。天の御父は
わたしたちに罪の赦しを約束され，確認の儀式を通して聖霊の賜物を与えてくださ
いました。わたしたちは聖餐を受ける度に，この聖約を新たにします。

霊的に備える

若い男性が，バプテスマの聖約を覚え，守るうえで，どのような聖句や資料が助け
となるでしょうか。

ヨ ハ ネ 3：5；2 ニ ーファイ 31：4 －
13，17（バプテスマは，永遠の救いに
必要である）

モーサヤ 18：8 －10；教義と聖約 20：
37（バプテスマを受けるときにする決
意）

ウーゴ・モントヤ「試しや誘惑を受ける
とき，助けも受ける」『リアホナ』2015
年 11 月号，53 － 55

ロバート・D・ヘイルズ「バプテスマの
聖約 ―王国にあって王国のものとな
る」『リアホナ』2001 年 1 月号，6 － 9

キャロル・M・スティーブンズ「わたし
たちが喜ぶべきもっともな理由がありま
す」『リアホ ナ』2013 年 11 月号，115
－117

「バプテスマの聖約」「約束されたバプテ
スマの祝福」『真理を守る』156 －159

ビデオ―「同じユニフォーム」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（または祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の司
会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを達
成した経験を分かち合うよう励まし，アドバイザーまたは定員会の会員に福音の
レッスンを教えるように招きます。このための準備として，会長会集会の間に 定員
会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

あなたは自分のバプテスマ
について何を覚えています
か。バプテスマの聖約は，
あなたの生活にどのように
影響を与えてきたでしょう
か。

若い男性がバプテスマの聖
約をいっそう理解するため
に，どのように助けることが
できるでしょうか。これら
の聖約を守る決意を強める
ために，どのように助けるこ
とができるでしょうか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分自身でアイデアを考えてください。

• 定員会のそれぞれの会員に以下の文
章を完成してもらいます。「先週のレッ
スンで学んだことはわたしにとって重要
です。なぜなら　　　　。」彼らは学
んだことをどのように応用したでしょう
か。

• バプテスマの写真（『福音の視覚資
料 集』103 －104 など）を見せます。

あなたがバプテスマを受けた日の思い
出を，どう感じたかも含めて分かち合い
ます。若い男性に，彼らがバプテスマに
参加した，または見た経験を分かち合
うように勧めます。彼らがバプテスマを
受けたときに交わした聖約をホワイト
ボードに書き出してもらいます。レッス
ン中にバプテスマの聖約について学ん
だことをリストに加えるように勧めます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，定員会の会員がバプテスマのときに交わした聖約を理解する助け
となるでしょう。御霊の導きに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるいは
幾つか選んでください。

• 若い男性に モーサヤ 18：8 －10 を
読んでもらいます。バプテスマを受けた
ときにわたしたちが約束した他の人々に
対する接し方についてどんなことを学べ
るでしょうか。若い男性が，互いの重荷
を負い合う方法について学べるように，
彼らを幾つかのグループに分け，各グ
ループにウーゴ・モントヤ長老の説教

「試しや誘惑を受けるとき，助けも受け
る」の一部を研究するよう割り当てま
す。 各グループで学んだことをクラス
の他の生徒と分かち合ってもらいます。
学んだことをポスターにしても，適切な
個人の経験を分かち合っても，あるい
は同じ原則を教えてくれる聖典の物語
を話してもよいでしょう。

• 定員会の会員の一人に，このレッスン
の一部を教えてもらいます。この活動を

「神への務め」の計画の一部として行
い，聖約と儀式について学習し，教える
ことができます（「教 義を理 解する」
18 ，42 ，または 66 ページ参照）。

• 若い男性に，このアウトラインで提案
されている聖文を調べるように勧めま
す。彼らに，バプテスマのときに交わす
約束に印を付けてもらい，見つけたこと
をホワイトボードに書いてもらいます。
わたしたちはこれらの約束をどのように
守っているでしょうか。若い男性に，ホ
ワイトボードに書かれた約束を例証する
人々の模範（聖文の中の人々を含む）
を分かち合ってもらいます。これらの
約束を守ることは若い男性をどのように
祝福してきたでしょうか。

• 若い男性に，『真理を守る』にある
「バプテスマの聖約」を読み，バプテス
マを受けたときに交わした約束を確認
するように勧めます。若い男性に，ビデ
オ「同じユニフォーム」を見るか，キャ
ロル・M・スティーブンズ姉妹の説教

「わたしたちが喜ぶべきもっともな理由
があります」の冒頭を読んでもらいま
す。それから彼らに，バプテスマの聖約
を尊重している人々の模範を探してもら

教師へのヒント

「優れた教師は生徒の学習
や成長についてそれが自分
の功績であるとは考えな
い。苗を植え，それを育て
る庭師のように，彼らは学
習に最適の状況を作り出す
ための努力を惜しまない。
そして生徒の成長を見ると
きに神に感謝をささげる。」

（『教 師，その 大 いなる 召
し』62）
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います。定員会の会員に学んだことを
分かち合ってもらう時間を取ります。そ
れから，「いつでも，どこにいても，バプ
テスマの聖約をもっと忠実に守るために
自分にできること」というテーマで定員
会会長に話し合いをリードしてもらいま
す。

• 救い主のバプテスマの絵を見せ（『福
音の視覚資料集』35 参照），定員会の
会員に 2 ニーファイ31：4 －10 を読ん
でもらいます。若い男性に，イエス・キ
リストが御父との聖約をどのように守ら
れたかを示す模範を聖文の中から分か
ち合うように勧めます（『福音の視覚資
料集』36 － 48 の絵を参考にしてもよ

い）。彼らに，救い主の模範に従おうと
した経験を分かち合ってもらいます。

• 若い男性に，ロバート・D・ヘイルズ
長老の説教「バプテスマの聖約―王
国にあって王国のものとなる」の「バプ
テスマのときに，わたしたちは依然とし
てこの世で生活するにもかかわらず，
……」で始まる段落から 3 段落を読む
ように勧めます。バプテスマを受けると
きに交わす聖約を探してもらい，見つけ
たことをホワイトボードに書くように勧
めます。バプテスマを受けるとわたした
ちの生活はどのように変わるはずでしょ
うか。若い男性の生活はどのように変
わってきたでしょうか。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。バプテスマの聖約について
の理解が深まったでしょうか。何を感じ，どんな印象を抱いたでしょうか。ほかに
質問はないでしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• バプテスマの聖約を守ることが神権
を尊ぶうえでどのように助けとなるかに
ついて気持ちを話す。

• 定員会の会員に，バプテスマの聖約
にさらに忠実になるために，やめる必要
のあること，または始める必要のあるこ
とがあるかどうかを判断するために，生
活を省みるように勧める。

救い主の方法で教える

救い主は，独りで祈りと断
食の時を過ごすことによっ
て，教える備えをされまし
た。御自分だけのひととき
に，御父の導きをお求めに
なりました（3 ニーファイ 
19：19 －23 参 照）。 あ な
たは若い男性を教える準備
をするうえで，どのように救
い主の模範に従うでしょう
か。



187

精選されたリソース

194

精選されたリソース

「バプテスマ」『真理を守る』（2004 年）156 －157

あなたはバプテスマを受けたときに神と聖約を結び
ました。イエス・キリストの御名を受け，主の戒めを
守り，最後まで主に仕えると約束しました（モーサヤ
18：8 －10；教 義と聖 約 20：37 参 照）。 また 聖
餐を受ける度にこの聖約を更新します（教義と聖約
20：77，79 参照）。

イエス・キリストの御名を受ける。

イエス・キリストの御名を受けるときに，あなたは主の
ものとなります。自分の生活で主と主の業を優先しま
す。自分が望んでいること，あるいはこの世が自分に
望むよう教えていることよりも，むしろ主が望んでおら
れることを追い求めます。

モルモン書の中で，ベニヤミン王は救い主の御名を受
けることがなぜ大切かを説明しています。

「救いをもたらす名はほかに与えられていない。だか
ら，キリストの御名を受けて，神と聖約を交わしたあ
なたがたは皆，生涯の最後まで従順であってほしい。

そして，このとおりにする者はだれでも，自分がどのよ
うな名で呼ばれるか分かるので，神の右に見いだされ
るであろう。なぜならば，キリストの御名で呼ばれる
からである。

そして，キリストの御名を受けない者はだれでも，何か
ほかの名で呼ばれる。それゆえ，神の左にいる自分に
気づくであろう。」（モーサヤ 5：8 －10）

戒めを守る。

バプテスマの聖約とは神の王国に入り，この世を離れ，
「いつでも，どのようなことについても，どのような所に
いても」神の証人になる決意です（モーサヤ18：9）。
神の証人になる努力にはあなたのあらゆる言動が含
まれます。常に主の戒めを覚え，守るよう努力してく
ださい。あなたの思い，言葉，行動を清く保ってくださ
い。映画，テレビ，インターネット，音楽，本，雑誌，新
聞などの娯楽を求めるときに，精神を高揚させるもの
だけを見，聞き，読むように注意してください。慎み深

い服装を心がけてください。あなたが永遠の目標に
到達できるよう励ましてくれる友人を選んでください。
不道徳なこと，ポルノグラフィー，ギャンブル，たばこ，
アルコール，違法薬物に近づかないでください。神殿
に入るふさわしさを保ってください。

主に仕える。

この世的な事柄から離れるという戒めの意味は，周囲
の人々から孤立するということではありません。バプ
テスマの聖約の一つに，主に仕えるということがあり
ますが，主に仕える最善の方法は同胞に仕えることで
す。預言者アルマはバプテスマの聖約について教えた
ときに，わたしたちは「重荷が軽くなるように，互いに
重荷を負い合うことを望み . . . . . . 悲しむ者とともに
悲しみ，慰めの要る者を慰めることを望」むべきだと
語っています（モーサヤ18：8 － 9）。すべての人々
に親切にし，敬意を払ってください。イエス・キリスト
の模範に倣ってほかの人々に接してください。

キャロル・M・スティーブンズ「わたしたちが喜ぶべき
もっともな理由があります」『リアホナ』2013 年 11
月号，115 －117 から抜粋

わたしの義理の父が亡くなったとき，お悔やみに来て
くれた人たちにあいさつをするために，家族が集まり
ました。その晩は家族や友人たちと話し合って過ご
しましたが，その間しばしば，10 歳の孫息子のポー
ターがわたしの義理の母，つまりポーターのひいおば
あちゃんのそばにいるのに気づきました。後ろに立っ
て，見守っていることもありました。彼女の腕に自分
の腕をからませていることもありました。手にやさしく
触れたり，ちょっと抱きしめたり，隣に立っていること
もありました。

その経験から数日間，そのときの光景が頭から離れ
ませんでした。ポーターに E メールを送り，自分が目
にしたことを伝えようという思いに駆られました。わ
たしが見たことや感じたことを E メールに書きました。
彼がバプテスマを受けたときに交わした聖約を思い起
こさせ，モーサヤ書 18 章に書かれたアルマの言葉を
引用しました。
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「あなたがたは神の羊の群れに入って，神の民と呼ば
れたいと願っており，重荷が軽くなるように，互いに重
荷を負い合うことを望み，

また，悲しむ者とともに悲しみ，慰めの要る者を慰める
ことを望み，. . . . . . 永遠の命を得られるように，い
つでも，どのようなことについても，どのような所にい
ても，死に至るまでも神の証人になることを望んでい
る。

あなたがたが心からこれを望んでいるのであれば、主
からますます豊かに御霊を注いでいただけるように、
主に仕えて主の戒めを守るという聖約を主と交わした
証拠として、主の御名によってバプテスマを受けるのに
何の差し支えがあろうか。」〔モーサヤ18：8 －10〕

わたしはアルマの教えをポーターに説明しました。バ
プテスマを受けたいと思う人は，ほかの人に仕えること
によって，生涯にわたり，喜んで主に仕える必要がある
のです。わたしはこう言いました。「自分では気づか
なかったかもしれないけど，あなたがひいおばあちゃ
んに愛と関心を示したことは，聖約を守るということ

なのよ。人に親切にする，愛を示す，互いに思いやる
などの行いを通して，わたしたちは毎日聖約を守って
いるのよ。聖約を守っているあなたを誇りに思ってい
ることを伝えたかったの。バプテスマを受けたときに
交わした聖約を守るとき，神権を受ける備えができる
わ。バプテスマの次に交わすこの聖約により，ほかの
人々を祝福して奉仕を行う機会が増えて，神殿で交わ
す聖約に備える助けとなるのよ。こんなに良い模範を
わたしに示してくれてありがとう。聖約を守る人がど
んな人かを教えてくれてありがとう。」

ポーターから返事が来ました。「おばあちゃん，メッ
セージをありがとう。いつもひいおばあちゃんを抱き
しめるとき，それが聖約を守ることになってるなんて
知らなかった。でも心の中が温かくなって，いい気持
ちがしたよ。心の中に聖霊がいたんだね。」

わたしも心の中が温かくなりました。ポーターが聖約
を守るということを，「いつも御子の御霊を受けられ
る」〔教義と聖約 20：77〕という約束と関連づけて
理解したのが分かったのです。それは聖霊の賜物を
受けることによって可能となる約束です。

12323_300_AP-Unit7_jp.indd   195 14/01/27   15:31
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7月―儀式と聖約

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

聖霊の賜物は 
どのように受けるのでしょうか
バプテスマの後，わたしたちは確認の儀式を受けます。この儀式の中で，わたした
ちは「聖霊を受けなさい」と告げられます。これは，わたしたちが生活の中に聖霊
がいてくださるよう望み，聖霊を招いて，戒めを忠実に守るならば，常に聖霊を伴
侶とすることができるという意味です。

霊的に備える

聖霊の賜物が生涯を通してどのように助け，祝福するのかを若い男性が理解する
うえで，どのような聖文や説教が助けとなるでしょうか。

使徒 8：14 －17；教義と聖約 33：15；
信仰箇条 1：4（聖霊の賜物は按手に
よって授けられる）

1 ニーファイ2：9 －20（聖霊に敏感な
ニーファイの模範）

1 ニーファイ15：1－11（戒めに従わな
いことは聖霊を受ける妨げとなる）

1 ニ ー フ ァ イ16：14 －29；18：8 －
22；アルマ 37：38 － 46（リアホナの
事例）

教義と聖約 20：77（聖餐を受けること
によって，聖約を新たにし，いつも御霊
を受けられる）

教義と聖約 121：45 － 46（徳高く慈愛
があれば，聖霊は常に伴侶となってくだ
さる）

ヘンリー・B・アイリング「あなたの伴
侶としての聖霊」『リアホナ』2015 年
11 月号，104 －107

デビッド・A・ベドナー「聖霊を受けな
さい」『リアホナ』2010 年 11 月号，94
－ 97

「聖 霊 の 賜 物」『真 理を 守る』132 －
133

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（または祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の司
会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを達
成した経験を分かち合うよう励まし，アドバイザーまたは定員会の会員に福音の
レッスンを教えるように招きます。このための準備として，会長会集会の間に 定員
会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

聖霊の賜物はどのようにあ
なたを個人的に慰め，ある
いは助けてきたでしょうか。
御霊を近くに感じたときは
どんな時だったでしょうか。
若い男性とどのような経験
を分かち合うことができる
でしょうか。

若い男性は聖霊の賜物に関
する経験をしたことがある
でしょうか。聖霊を伴侶と
するのにふさわしくなるため
にしなければならないこと
を，彼らは理解しているで
しょうか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分自身でアイデアを考えてください。

• 若い男性に，彼らがこの 1 週間に経
験したことから先週のレッスンに関連す
ることを分かち合うように勧めます。

• 若い男性に，最近教会員として確認
された人について考えてもらいます。こ

の儀式の中でどのような言葉が話され
たでしょうか。「聖霊を受けなさい」と
はどういう意味でしょうか。若い男性
に，レッスン中も続けてこの質問につい
て考えるように勧めます。

一緒に学ぶ

以下の活動はそれぞれ，定員会の会員がバプテスマのときに交わした聖約を理解
するうえで役立つでしょう。御霊の導きに従って，定員会に最も適した活動を一
つ，あるいは幾つか選んでください。

• 若い男性に，ヘンリー・B・アイリン
グ管長の説教「あなたの伴侶としての
聖霊」を研究して，彼らがさらによく聖
霊を伴侶とする方法を理解するのに役
立つ言葉を見つけてもらいます。 聖霊
を伴侶とする必要がある理由と聖霊の
促しを感じたときの対処の仕方につい
て考えるよう励まします。若い男性が見
て，考えて，日々行う事柄は，御霊を感
じる能力にどのような影響を及ぼすで
しょうか。彼らに，自分たちの生活の中
で変える必要のある事柄を考えてもら
います。差し支えがなければ，思いつい
た事柄を分かち合ってもらいます。

• 若い男性に，1 ニーファイ 2：9 －19
と 1 ニーファイ 15：1－11を各自で読
んでもらいます。定員会を 2 グループに
分け，片方に，ニーファイが聖霊を受け
るためにしたことを探し，話し合うよう
に勧めます。もう片方に，レーマンとレ
ムエルがしたことで聖霊を受ける妨げ
となったことを探し，話し合うように勧

めます。見つけたことをホワイトボード
に書いてもらいます。これらの例から，
生活の中で聖霊を受ける助けとなるこ
とを学べるでしょうか。それは何でしょ
うか。

• 若い男性が各自『若人の強さのため
に』を持っているようにします。若い男
性に，それぞれ『若人の強さのために』
の項の一つを選んで読み，聖霊を受け
るためにしなければならないことと，し
てはならないことに印を付けるように勧
めます。彼らに，読んだことから聖霊に
ついて学んだことを分かち合うように勧
めます。彼らが生活の中で聖霊を受け
るうえで，これはどのように助けとなるで
しょうか。

• 定員会で，デビッド・A・ベドナー長
老の説教「聖霊を受けなさい」の中の

「聖霊の賜物」という見出しの部分の最
後の 3 段落を読みます。定員会の一人
の会員に，ベドナー長老の説教のおも

教師へのヒント

「聖霊は一人あるいは複数
の生徒に導きを与え，ほか
の生徒が聞く必要のある意
見を述べるよう促されるこ
とがある。あなたは御霊の
導きのままに生徒の意見を
求める必要がある。自分か
ら意見を言おうとしていな
い生徒に尋ねてみるよう導
か れ ることもある。」（『教
師，そ の 大 い なる 召 し』
63）
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救い主の方法で教える

救い主は初期の使徒たち
に，「わたしはあなたがたを
捨てて孤児とはしない」と
約 束 されまし た（ヨハ ネ 
14：18）。聖霊は，あなた
の召しにおいてあなたを教
え，導き，慰めてくださいま
す。生活の中で聖霊の影響
を求めるために，何ができ
るでしょうか。

なポイントを要約してもらいます。それ
ぞれの若い男性に，それに続く 三つの
部分の一つを読むように割り当て，以下
の質問に対する答えを探してもらいま
す。「聖霊を伴侶とするのにふさわしく
なるにはどうしたらよいでしょうか。」

「聖霊を受ける妨げとなり得るのは，ど
んなことでしょうか。」見つけた答えと，
ベドナー長老の勧告に従うために何を
するつもりかを分かち合ってもらいま
す。

• リーハイとリアホナの絵を見せ（『福
音の視覚資料集』68 参照），若い男性

にリアホナについて知っていることを分
かち合ってもらいます。定員会を二つの
グループに分け，片方に， 1 ニーファイ 
16：14 －29 を読むように勧め，残りの
片方に，1 ニーファイ 18：8 －22 を読
むように勧めます。彼らに次の質問に
対する答えを探してもらいます。「リア
ホナはどのような点で聖霊と似ているで
しょうか。」自分の考えを分かち合うよ
うに勧めます。若い男性は，リーハイの
家族の経験から，聖霊を受ける助けと
なりことについてどんなことを学べるで
しょうか。話し合いの一環として， アル
マ 37：38 － 46 を一緒に読みます。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らは聖霊を受けるとはど
ういう意味か理解しているでしょうか。どんな思いや印象を抱いているでしょう
か。ほかに質問はないでしょうか。この教義にもっと時間を費やした方がよいで
しょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 定員会の会員に，教義と聖約 121：
45 － 46 を個人学習で読み，聖霊を受
けることについてこれらの聖句から学
んだことを今後の定員会集会で分かち
合うように勧める。

• 定員会の会員に，聖霊を伴侶とする
ためにいっそうふさわしくなれるよう
に，今週することを一つ考えるように
チャレンジする。
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精選されたリソース

デビッド・A・ベドナー「聖霊を受けなさい」『リアホ
ナ』2010 年 11 月号，95 からの抜粋

教会の新しい会員を確認し，聖霊の賜物を授ける儀式
は，簡素でありながらも深遠です。ふさわしいメルキ
ゼデク神権者はその人の頭の上に手を置き，その人の
名を呼びます。それから，聖なる神権の権能と救い主
の御名によってその人を末日聖徒イエス・キリスト教会
の会員として確認し，次の重要な言葉を言います。

「聖霊を受けなさい。」

この儀式が簡素なために，わたしたちはその大切さを
見逃してしまうかもしれません。「聖霊を受けなさい」
という言葉は受け身でいるよう言い渡すものではあり
ません。むしろ，神権の命令，すなわち単に作用され
るものになるのではなく作用するものとなるように促
す，権威ある勧告なのです。（2 ニーファイ2：26 参

照）わたしたちの頭に手が置かれてあの言葉が発せら
れれば，それだけで聖霊が生活の中で働いてくださる
わけではありません。この儀式を受けるとき，わたし
たち一人一人は本当に聖霊を受け，それに付随する霊
的な賜物を得られるように望み，求め，努力し，ふさわ
しい生活をするという神聖で途切れることのない責任
を受けるのです。「ある人に贈り物が与えられても，彼
がそれを受け取らなければ，それは彼にとって何の益
があるだろうか。見よ、彼は与えられるものを喜ばず、
その贈り物の贈り主をも喜ばない。」（教義と聖約 88：
33）

神会の第 3 の御方を伴侶とするよう求めるというこの
権威ある勧告を常に実現するには何をするべきでしょ
うか。わたしの提案はこうです。（1）聖霊を受けた
いと心から望む。（2）適切な方法で生活に聖霊を招
く。（3）神の戒めを忠実に守る。
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7月―儀式と聖約

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

神殿の儀式はなぜ 
大切なのでしょうか
神殿の儀式は，天の御父の子供たちが得られる最も大いなる祝福をもたらします。
神殿の儀式は，この世を去った後，天の御父や家族とともに永遠に住めるようにわ
たしたちを備えます。この世においてもわたしたちを祝福し，霊的な力と導きを与
えてくれます。神殿では，自分自身の儀式を受ける機会がないまま亡くなった先祖
の代わりに，必要な儀式を受けることもできます。

霊的に備える

準備をするとき，以下の聖文と資料をよく祈って研究します。神殿の儀式にふさわ
しくなり，儀式に参加するように若い男性を促すものは何でしょうか。

教義と聖約 84：19 －22（神権の儀式
によって神性の力が現れる）

教義と聖約 131：1－ 4（結婚の新しく
かつ永遠の聖約）

ケント・F・リチャーズ長老，「神性の
力」」『リア ホ ナ』2016 年 5 月 号，118
－120

トーマス・S・モンソン「神殿の祝福」
『リアホナ』2015 年 5 月号，91－ 93

クエンティン・L・クック「根と枝」『リア
ホナ』2014 年 5 月号，44 － 48

「神殿」『真理を守る』，112 －116

ビデオ―「神殿はかがり火です」 「サ
ム・ヘップワースの伝道への備えビデ
オ」） 

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（または祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の司
会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを達
成した経験を分かち合うよう励まし，アドバイザーまたは定員会の会員に福音の
レッスンを教えるように招きます。このための準備として，会長会集会の間に 定員
会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

神殿の儀式はあなたの生活
をどのように導き，祝福して
きたでしょうか。これらの
儀式に参加することで，あ
なたはどのように天の御父
にさらに近づくことができ
たでしょうか。

定員会の会員は神殿の儀式
に関してどのような経験をし
てきたでしょうか。 神殿の
儀式について学び，証を得
るうえで，彼らはどのように
助け合うことができるでしょ
うか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分自身でアイデアを考えてください。

• 実物か絵や写真をクラスに持って行
き，それが先週のレッスンとどう関連し
ているか尋ねます。先週学んだ教義を
一緒に復習します。

• 一人の若い男性に，神殿の写真を掲
げて，彼にとってなぜ神殿の儀式が重
要なのかを説明してもらいます。

一緒に学ぶ

以下の活動はそれぞれ，定員会の会員が神殿の儀式がなぜ大切なのかを理解す
るうえで役立つでしょう。 御霊の導きに従って，定員会に最も適した活動を一つ，
あるいは幾つか選んでください。

• 若い男性に次の文章を完成させて，
自分の答えを発表するよう勧めます。

「神 殿 に行く時，　　　　　　　　。」
ケント・Ｆ・リチャーズ長老の説教「神
性の力」の中の箇条書きリストから他に
どのような答えを見つけられるでしょう
か。また，若い男性にはこの話を調べて

「神殿の儀式はなぜ大切なのか」とい
う質問の答えを探してもらってもよいで
しょう。若い男性に，最近神殿に参入
したときのことを話してもらいます。彼
らは神殿の儀式からどんな祝福を受け
たでしょうか。この活動の一部として，

「サム・ヘップワースの伝道への備えビ
デオ」 を見せ，神殿活動によってビデオ
に登場する青少年が受けた祝福につい
て話し合ってもよいでしょう。 

• 若い男性に，トーマス・S・モンソン
大管長の説教「神殿の祝福」の中で，
神殿での礼拝からもたらされる祝福を
見つけてもらいます。 彼らが神殿に参
入し，神殿の儀式に参加するときに，ど

のような祝福がもたらされますか。神
殿の儀式がどのようにあなたを祝福し
てきたかを示す経験を分かち合っても
よいでしょう。

• 神殿の前に立つ夫婦の写真を見せま
す（『福音の視覚資料集』120 参照）。 
定員会の会員たちに全員で教義と聖約
131：1－ 4 を読んで，結婚の新しくか
つ永遠の聖約に入る人たちに約束され
ている祝福を探すように勧めてくださ
い。この聖約に入らない人たちは，どの
ような祝福を逃すことになるでしょう
か。結婚に対する主の考え方と，この
世の考え方にはどのような違いがある
でしょうか。若い男性たちに，彼らが神
殿の儀式を受ける備えをすることによっ
て，彼らと彼らの未来の家族に与えられ
る祝福について，あなたの証を分かち
合ってください。

• ビデオ「神殿はかがり火です」を見
せ，若い男性に，なぜマウ・サム家族は
進んでとてつもない犠牲を払ってまで

教師へのヒント

「福音の教義を学ぶために
集まるときは，敬虔な気持
ちを忘れないようにしてくだ
さい。……敬虔さを失わせ
ることは，まさしくサタンの
もくろみなのです。知性と
霊性の両方における啓示の
伝達経路を妨害することに
なるからです。」（ボイド・K・
パッカー『教師，その大いな
る召し』82）
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救い主の方法で教える

救い主はしばしば神殿でお
教えになりました。主は，主
の現代の預言者を通して，
神殿の儀式は贖いを通して
得られる最も大いなる祝福
にわたしたちを導くこともお
教えになりました。あなた
が神殿の儀式の重要性を
理解するなら，若い男性が
彼ら自身のために神殿の儀
式を受ける備えをするうえ
で，より効果的に励ますこと
ができます。

神殿に行ったと思うか尋ねます。神殿
に参入して神殿の祝福を受けるために，
若い男性が払った犠牲にはどのような
ものがあるでしょうか。またはほかの
人が払ったどのような犠牲を見たこと
があるでしょうか。

• 定員会を半分に分けます。半分の人
たちに，自分たちが残りの半分の人た
ちの亡くなった先祖であると仮定しても
らいます。また，バプテスマを受けるこ
となく死んでしまったが，霊界で福音を
受け入れたと仮定してもらいます。彼ら

に，生きている自分の子孫に宛てた
メッセージを書いて，それを残りの半分
の若い男性に渡してもらいます。定員
会の会員たちに，受け取ったメッセージ
を読み上げてもらいます。ホワイトボー
ドにこのレッスンのタイトルを書きます。
クエンティン・L・クック長老の「根と
枝」という話の「家族歴史に関するテク
ノロジー」という項の第 3 段落と第 4
段落を読みながら，この質問について
若い男性に考えてもらいます。考えたこ
とを発表してもらいます。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らは神殿の儀式の重要
性を理解しているでしょうか。何を感じ，どんな印象を抱いたでしょうか。ほかに
質問はないでしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 死者のためのバプテスマをするため
に神殿に行く計画を立てるうえで，定員
会を指導する。可能なら自分の親族の
名前を持って行く。一緒に神殿参入す
る備えをするよう，今日学んだことを
使って定員会のほかの会員を励ますよ
うに，定員会の会員に勧めてもよい。

• 定員会の会員に，今日学んだことか
ら彼らがすべきだと感じることを尋ね
る。



196

精選されたリソース

クエンティン・L・クック「根と枝」『リアホナ』2014
年 5 月号，46 からの抜粋

神殿と家族歴史の業は，わたしたちのためだけではあ
りません。幕の向こう側で霊の獄の束縛から解放して
くれる救いの儀式を待っている人たちのことを考えて
ください。獄とは「閉じ込められた，または捕らわれ
た状 態」という意 味 で す。〔Merriam- Webster’s 
C o l l eg i a t e  D i c t i ona r y,　11 版（ 2 0 0 3 年），

“prison”〕捕らわれている人たちは，「これからどう
なるのだろうか」という問いを発していることでしょ
う。

ある忠実な姉妹がソルトレーク神殿での特別で霊的
な経験を語ってくれました。確認の部屋で，身代わり

の確認の儀式が行われた後，姉妹はこのような言葉を
聞きました。「獄にいる者は解放される。」彼女はバ
プテスマと確認の儀式を待っている人たちのために急
がなければならないと強く感じました。家へ帰ると聖
典を開き，先ほど聞いた聖句を探しました。教義と聖
約 128 章にジョセフ・スミスの宣言を見つけました。

「心を喜び楽しませ，大いに喜んでください。地は声を
放って歌いなさい。死者は，王なるインマヌエルに向
かって永遠の賛美の歌を語り出しなさい。王なるイン
マヌエルは，わたしたちが死者を獄から贖えるように
する方法を，世界が存在する前に定められました。獄
にいる者たちは解放されるのです。」〔教義と聖約
128：22〕
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7月―儀式と聖約

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

神権の誓詞と聖約とは 
何でしょうか
わたしたちは「誓詞と聖約」によって聖なる神権を受けます。これは，わたしたち
が召しを尊んで大いなるものとし，戒めを忠実に守り，そして神の口から出る一つ
一つの言葉に従って生きるという聖約を天の御父と交わすなら，御父が神権の力
と祝福を授けるという誓詞，つまり誓いの言葉を与えてくださるという意味です。

霊的に備える

神権の聖約について聖文とリソースを研究するとき，若い男性が神権者として召し
と責任を尊んで大いなるものとする助けとなることを探します。

教義と聖約 84：33 － 44（神権の誓詞
と聖約を通して永遠の命を得る）

教義と聖約 121：34 － 40（召される者
は多いが選ばれる者は少ないのはなぜ
か）

教義と聖約 121：41－ 46（神権は義に
よってのみ行使されるべきである）

ヘンリー・B・アイリング「信仰と神権
の誓詞と聖約」『リアホナ』2008 年 5
月号，61－ 64

アンソニー・D・パーキンズ「自分自身
について気をつけなさい」『リアホナ』
2012 年 11 月号， 54 － 56

「メルキゼデク神権を受けるために備え
る」『神への務めを果たす』84 － 87

ビデオ―「あなたがたは身を清めなさ
い」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（または祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の司
会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを達
成した経験を分かち合うよう励まし，アドバイザーまたは定員会の会員に福音の
レッスンを教えるように招きます。このための準備として，会長会集会の間に 定員
会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分自身でアイデアを考えてください。

あなたが神権者として召し
を尊んで大いなるものとし
たときのことを考えます。そ
うしたとき，あなたはどのよ
うな祝福を受けたでしょう
か。召しを尊んで大いなる
ものとするように，あなたを
促すものは何でしょうか。

若い男性が神権を受けたと
きに交わした聖約を守る妨
げとなりかねないことには
何があるでしょうか。あな
たは若い男性が神権を尊ん
で大いなるものとするのを，
または神権を行使するの
を，どんなときに見たでしょ
うか。
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• それぞれの若い男性に，先週のレッ
スンから学んだことに関する絵を描い
てもらい，定員会と分かち合ってもらい
ます。彼らは学んだことをどのように応
用したでしょうか。

• 定員会集会に辞書を持って行き，若
い男性に「誓詞」に関連する語である

「誓い」「誓約」「誓言」「宣誓」（さらに英

語の oath）と「聖約」に関連する語で
ある「契約」「契約条項」（さらに英語の
covenant）の定義を調べるように勧め
ます。一人の若い男性に，ホワイトボー
ドにそれらの定義を短くまとめてもらい
ます。若い男性はこれらの言葉がなぜ
神権を受けることに関連すると考えてい
るでしょうか（教義と聖約 84：40 －
41 参照）。

一緒に学ぶ

以下の活動はそれぞれ，定員会の会員がバプテスマのときに交わした聖約を理解
するうえで役立つでしょう。御霊の導きに従って，定員会に最も適した活動を一
つ，あるいは幾つか選んでください。

• 定員会の会員の何人かは，『神への
務め』にあるメルキゼデク神権に備え
る活動（84 － 86 ページ参照）をすで
に終えているかもしれません。もしそう
であれば，彼らが神権について学んだ
ことを定員会のほかの会員に教えるよ
うに勧めるとよいでしょう。

• ホワイトボードに「神権の誓詞と聖
約」と書きます。その下に「人の約束」
と「神の約束」と書きます。人が神権
を受けるとき，神と交わす聖約があるこ
とを説明します。定員会会員に，教義と
聖約 84：33 － 44 を調べてもらい，神
権を受ける人がする約束と，その代わり
に神がされる約束に印を付けてもらい
ます。ホワイトボードの適切な項目の下
に，見つけたことを書いてもらいます。
神権を尊んで大いなるものとするときに
得られる祝福を定員会の会員が理解で
きるような，あなた個人の経験を分かち
合います。

• ビデオ「あなたがたは身を清めなさ
い」を見せ，若い男性に，神権を尊んで
大いなるものとすることにおいて，忠実
さが重要であることについて何を学ん

だか分かち合ってもらいます。ビショッ
プの許可を得て，定員会集会に数人の
姉妹（若い男性の母親など）を招き，
忠実な神権者が生活にどのような影響
をもたらしてきたか，若い男性と分かち
合うように依頼します。

• それぞれの若い男性に，ヘンリー・
B・アイリング管長の説教「信仰と神
権の誓詞と聖約」のコピーを渡し，アイ
リング管長が語った，信仰をもって召し
を尊んで大いなるものとする神権者が
受けるすべての祝福を確認するように
勧めます。見つけたことを分かち合って
もらいます。アイリング管長が挙げた祝
福の中で，彼らはどれをいちばん望むで
しょうか。またそれはなぜでしょうか。

• 若い男性と，アンソニー・D・パーキ
ンズ長老の説教「自分自身について気
をつけなさい」から『神権の誓詞と聖
約』という見出しの部分を分かち合い
ます。一人の若い男性に，パーキンズ長
老が述べている「天へ続く……道」を
ホワイトボードに描くように勧めます。
それから，それぞれの若い男性に，神
権者が避けるべき霊的な危険を警告す

教師へのヒント

「尊厳と礼儀を持って正しく
ない答えに対応する。生徒
がその後も気持ちよく参加
できるようにしなければな
らない。ある場合には，『す
みません。はっきりと質問し
ていなかったと思います。
もう一度，質問を言わせてく
ださい』などと言って，正し
くない答えの責任をあなた
が取っても良い。」（『教師，
その大いなる召し』69）
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救い主の方法で教える

救い主は，地上での務めを
果たしておられたとき，主の
弟子たちに信仰をもって行
動するように，また主が教
えた真理を実践するように
お求めになりました。主は
すべての教えの中で，主に
従う人々が心を尽くして福
音に添った生活をするよう
助けることに焦点を当てら
れました。若い男性が神権
の誓詞と聖約を理解し，心
を尽くしてそれに添った生
活をすることができるよう
に助ける方法を考えてくださ
い。

る標識を，その道に加えるように勧めま す。神権者として，これらの危険を避け
るために何ができるでしょうか。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らは神権の誓詞と聖約
についてよりいっそう理解しているでしょうか。どんな思いや印象を抱いているで
しょうか。ほかに質問はないでしょうか。この教義にもっと時間を費やした方がよ
いでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を司会します。彼は以下を行うことができま
す。

• 自分の神権の召しと責任を尊んで大
いなるものとするためにこれから行うと
計画していることを定員会に話し，定員
会の会員にも，彼ら自身の計画を立てる
ように勧める。

• 神権の義務を果たすときに天の御父
がどんな方法で祝福してくださるかを見
つけるように，定員会の会員にチャレン
ジする。
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精選されたリソース

207

精選されたリソース

ヘンリー・B・アイリング「信仰と神権の誓詞と聖約」
からの抜粋， 『リアホナ』2008 年 5 月号，61－ 64

信仰をもって努力するときに受ける祝福を幾つか挙げ
てみましょう。

第 1 に，皆さんに誓詞と聖約が提示されたという事実
は，神が皆さんの力と能力を知ったうえで皆さんを選
んでくださったことの証拠です。神は霊界で皆さんと
ともにいたときから皆さんを御存じです。皆さんの長
所を予知しておられる神は，イエス・キリストのまこと
の教会を見いだし神権を授かることを皆さんにお許し
になりました。神の信頼を受けているという証拠があ
るのですから，皆さんは自信を持つことができます。

第 2 に，聖約を守ろうと努力する皆さんに，救い主は
自ら助けると約束しておられます。皆さんが神権を尊
んで歩むことを条件に，主はこう言われました。「わ
たしもそこにいるであろう。わたしはあなたがたに先
立って行こう。わたしはあなたがたの右におり，また
左にいる。わたしの御霊はあなたがたの心の中にあ
る。また，わたしの天使たちはあなたがたの周囲にい
て，あなたがたを支えるであろう。」〔教義と聖約 84：
88〕

わたしも実行していることですが，自分にこの聖なる
神権の務めを果たす力があることを時々再確認する
必要があります。この再確認の必要性を予見してお
られた主はこう言われました。「だれでも忠実であっ

て，わたしが語ったこれら二つの神権を得て，自分の
召しを尊んで大いなるものとする者は，御霊により聖
められてその体が更 新される。」〔教義と聖約 84：
33〕. . . . . .

また皆さんは，証を述べる力が与えられ，証をする過
程で清められ，約束された永遠の命にふさわしい者に
なるとも告げられています。 . . . . . .

もう一つのすばらしい祝福は神権の聖約を守る励み
となるものです。神権者としての奉仕は，永遠の家族
で生活する準備となります。奉仕していくうちに，夫
や父親であること，息子であり兄弟であることの意味
についての考えが変わってきます。皆さんの信仰が
増し，メルキゼデク神権を通じて与えられている永遠
の命の約束が自分にとって現実味を帯びてくるにつれ
て，そのような変化が心に生じます。 . . . . . .

信仰をもって神権の奉仕を行うことが心と思いに変化
をもたらすことをわたしは目の当たりにしてきました。
今日わたしの話を聞いている若い男性は，自分の神権
を尊ぶことにより，この世界に蔓延している性的な罪
の誘惑から守られることを確信することができます。
今晩わたしの話を聞いているアロン神権者は，永遠の
神権を通して受ける永遠の命という確かな報いへの
信仰を強めていくに従って，神の娘たちの中に真の価
値を見いだし，子孫についての約束の中に清さを保た
なければならない理由を見いだせるようになるでしょ
う。

12323_300_AP-Unit7_jp.indd   207 14/01/27   15:31
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7月―儀式と聖約

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

イエス・キリストの御名を受ける 
とは，どういう意味でしょうか
わたしたちはバプテスマを受けたときに，イエス・キリストの御名を受けることを聖
約しました。わたしたちは聖餐を受けるときにこの聖約を新たにします（教義と聖
約 20：77 参照）。わたしたちは，生活の中で主を第一にすること，主がされるよう
に考え行動するように努めること，そして「いつでも，どのようなことについても，
どのような所にいても，……神の証人になる」ことによって，この聖約を守ります

（モーサヤ 18：9）。

霊的に備える

キリストの御名を受けるという自分が交わした聖約を若い男性が理解するうえで，
どのような聖文やリソースが助けとなるでしょうか。

モーサヤ 5 章（キリストの御名を受け
ることがなぜ重要なのか）

3 ニーファイ 27：27（わたしたちはイエ
ス・キリストのようになるように努める
べきである）

教義と聖約 20：37，77（キリストの御
名を受けることは，バプテスマの聖約の
一部であり，聖餐の儀式の一部である）

ロバート・D・ヘイルズ「クリスチャンと
して，キリストのような特質を高める」

『リアホナ』2012 年 11 月号， 90 － 92

マービン・B・アーノルド「わたしの名
前 で 何 をしてきた か 」『リアホ ナ』
2010 年 11 月号， 105 －107

ビデオ―「独りでも気高く立ち」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（または祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の司
会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを達
成した経験を分かち合うよう励まし，アドバイザーまたは定員会の会員に福音の
レッスンを教えるように招きます。このための準備として，会長会集会の間に 定員
会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分自身でアイデアを考えてください。

キリストの御名を受けると
はどういう意味だと思いま
すか。この聖約を守るため
にあなたは何をしているで
しょうか。

若い男性がキリストの御名
を受けるとき，どのような
課題と祝福があるでしょう
か。若い男性が生活で神を
第一にするために，どのよ
うに助けることができるで
しょうか。
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• 若い男性に，最近の経験から，定員
会集会または教会のほかのクラスで学
んでいることを思い起こさせてくれた，
あるいは強化してくれたことを分かち
合ってもらいます。

• 定員会の会員の一人に，聖餐のパン
の祈りを復唱する（または教義と聖約 
20：77 を読む）ように勧めます。彼ら
は「〔イエス・キリスト〕の御名を受け

〔る〕」ということが何を意味すると信じ
ているでしょうか。

一緒に学ぶ

以下の活動はそれぞれ，定員会の会員が，イエス・キリストの御名を受けるとはど
ういう意味かを理解するうえで役立つでしょう。御霊の導きに従って，定員会に最
も適した活動を一つ，あるいは幾つか選んでください。

• ビデオ 「独りでも気高く立ち」を見せ
ます。若い男性は，このビデオのモンソ
ン大管長のおもなメッセージは何だと
感じるでしょうか。このビデオで描かれ
ている青少年は，救い主の御名を受け
ていることをどのように示したでしょう
か。若い男性に，彼ら自身の似た経験
を分かち合うように勧めます。

• ヘンリー・B・アイリング管長の以下
の言葉を分かち合います。「〔わたした
ちは〕主の御名を受けると約束します。
すなわち，自分を主のものと見なすので
す。生活の中で主を最優先します。自
分の望みや，世の中で望むように教えら
れることではなく，主が望まれることを
求めるのです。」（「わたしたちが一つと
なれるように」『聖徒の道』1998 年 7
月号）定員会を 3 つのグループに分け，
各グループに以下の質問の一つについ
て話し合うように言います。「自分をキ
リストのものと見なすとはどういう意味
でしょうか。」「生活の中で主を最優先
するにはどうしたらよいでしょうか。」

「主が望まれることを求めるとはどうい
う意味でしょうか。」それぞれのグルー
プから一人に，グループが話し合ったこ
とを定員会全体と分かち合ってもらい
ます。

• 若い男性に，モーサヤ 5 章を読み，
以下のような質問の答えを探すように勧
めます。「キリストの御名を受けるとは
どういう意味でしょうか。」「キリストの
御名を受けることはなぜ重要でしょう
か。」見つけたことを分かち合ってもら
い，彼らが救い主の御名を受けたこと
を示すためにできることを具体的に書
き出してもらいます。

• 若い男性に，親がなぜ自分の名前を
選んだのか知っているか尋ねます。彼
らの名前は，彼らの人となりと，どんな
生き方をしようと努めるかということに
どう影響するでしょうか。若い男性の
何人かに，ヒラマン 5：6 － 8 を読むよ
うに勧め，ほかの若い男性に，マービ
ン・B・アーノルド長老の説教「わたし
の名前で何をしてきたか」の最初の 3
段落を読むように勧めます。読んだこと
を互いに要約してもらいます。ニーファ
イ，リーハイ，およびジョージ・アルバー
ト・スミスの名前は，どのように彼らが
義にかなった生活をするように鼓舞し
たでしょうか。イエス・キリストの御名
を受けるという聖約は，わたしたちをど
のように鼓舞するでしょうか。定員会で
この説教の最後の 2 段落を読み，アー
ノルド長老の課題をどのように実行する
か話し合うように勧めます。

教師へのヒント

「生徒に自分の言葉で原則
を言い直してもらう。あな
たはこれによってレッスンの
早い時期に生徒が特定の言
葉や概念を理解しているか
どうかを知ることができる。
もし理解していなければ，
それらの言葉や概念を説明
して，レッスンの残りの部分
を生徒にとって意味のある
ものにする。」（『教師，その
大いなる召し』73）
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救い主の方法で教える

救い主は御自分が教えた
人々のことを知っておられま
した。また，彼らがどのよう
な人物になり得るかも御存
じでした。彼らが問題を抱
えていても，主は彼らを見
捨てるようなことはされず，
彼らを愛し，教え導き続け
られました。あなたが教え
る若い男性に，どのように愛
を示し，助けを与えることが
できるでしょうか。

• ロバート・D・ヘイルズ長老の以下の
言葉を分かち合います。「クリスチャン 
という言葉には，キリストの御名を引き
受けるという意味があります。」ヘイル
ズ長老の説教「クリスチャンとして，キ
リストのような特質を高める」を幾つか
に分けて若い男性に割り当てます。そ

れぞれの若い男性に，割り当てられた
項を読んでもらい，「クリスチャンである
とはどういう意味でしょうか」という質
問に対する答えを探してもらいます。見
つけたことを分かち合ってもらい，ほん
とうのクリスチャンだと思う知人の例を
挙げてもらいます。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らはイエス・キリストの
御名を受けるとはどういう意味か理解しているでしょうか。どんな思いや印象を抱
いているでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。この教義にもっと時間を費や
した方がよいでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 救い主の名を受けたということには
どのような意味があるかについて，気持
ちを分かち合う。

• 定員会のほかの会員に，今日学んだ
ことを基に，生活の中で変える必要の

あることがあるかどうかを考えるように
勧める。
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精選されたリソース
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精選されたリソース

ロバート・D・ヘイルズ「クリスチャンとして，キリス
トのような特質を高める」からの引用， 『リアホナ』
2012 年 11 月号，90 － 92

主の無限の愛と恵みを通して，わたしたちはクリスチャ
ンとして，キリストのような特質をさらに高めることが
できると証します。次に挙げるキリストのような特質
について考えてください。わたしたちはどのようにして
自身の内で，そのような特質を養っているでしょうか。

クリスチャンらしい愛。救い主は一人一人を大切に
しておられます。すべての人に対して優しく憐れみ
深い主は，99 匹を残して迷い出た 1 匹を捜しに出
か けら れ ました。〔マタイ18：12 －14 参 照〕な
ぜなら，主にとっては，「〔わたしたちの〕頭の毛まで
も，. . . . . . 数えられている」〔ルカ12：7〕からです。

クリスチャンらしい信仰。誘惑や試練，迫害にもかか
わらず，救い主は天の御父を信頼し，忠実に御父の命
令に従う道を選ばれました。

クリスチャンらしい犠牲。生涯にわたり救い主は，御
自分の時間，労力，そして最後には贖いを通して御自
身をささげられました。神の子供たちが皆，復活し，
永遠の命を受け継ぐ機会を得るようにするためです。

クリスチャンらしい思いやり。良いサマリヤ人のように
救い主は，文化や宗教，境遇の違いにかかわらず，周
囲の人を救い，愛し，養うために，絶えず手を差し伸べ
られました。

クリスチャンらしい奉仕。救い主はほかの人に仕え
る，すなわち疲れた人を助け，弱い人を強めるために，
日々を過ごされました。例えば，井戸から水をくむ，魚
を料理する，汚れた足を洗うなどの奉仕をされました。

クリスチャンらしい忍耐。救い主は御自身の悲しみや
苦しみの中にあって，御父を待ち望まれました。わた
したちに対して忍耐心をもって，わたしたちが正しい道
を悟り，みもとへ帰るのを辛抱強く待っておられます。

クリスチャンらしい平安。救い主は教え導くときにい
つでも，理解し合うように強く勧め，平和を推進されま
した。特に弟子たちの間では，クリスチャンは互いの
相違にかかわらず，ほかのクリスチャンと争ってはなら
ないとお教えになりました。

クリスチャンらしい赦し。救い主は，自分をのろう者を
祝福するようにお教えになりました。主は，御自分を
十字架にかけた人々が赦されるように祈ることによっ
て，模範を示されました。

クリスチャンらしい改心。ペテロやアンデレのように，
多くの人は福音を聞くや否や，福音が真実だと分かり
ます。即座に改心するのです。でも，もう少し時間が
かかる人もいます。ジョセフ・スミスを通して与えられ
た啓示の中で，主はこう教えておられます。「神から
出ているものは光である。光を受け，神のうちにいつ
もいる者は，さらに光を受ける。そして，その光はます
ます輝きを増してついには真昼となる。」〔教義と聖約
50：24〕つまり，真昼のように完全に輝く改心に至る
のです。イエス・キリストは「世の光であり，世の贖い
主であり，. . . . . . 真理の御霊」です〔教義と聖約
93：9〕。

クリスチャンらしく最後まで堪え忍ぶ。救い主は生涯
を通して，御父の御心を行うのをおやめになることは
ありませんでした。この世の人生の終わりまで，正義，
善，慈悲，真理の道を歩み続けられました。

12323_300_AP-Unit7_jp.indd   211 14/01/27   15:32
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この単元をオンラインで見るには，lds.org/youth/learnにアクセスしてください。

単元の概要

「男女の間の結婚は神によって定められたものであり，家族は神の子供たちの永遠の行く
末に対する創造主の計画の中心を成すものである……。」（「家族 ―世界への宣言」『リア
ホナ』2010 年 11 月号，129）

この単元のアウトラインはアロン神権者が自分自身の人生と神の子供たちに対する天父の
計画の中で家族の大切さを理解するのに役立つでしょう。この単元で彼らが発見する真
理は，サタンの攻撃と欺きに対して彼らが結婚と家族を擁護するうえで役立つでしょう。ま
たこれらの真理は現在の家族を強め，シオンにふさわしい夫および父親として義にかなっ
た家族を育む備えをするという神権の義務を実行する助けにもなります。

「神への務め」を日曜日の定員会集会に取り入れるために，以下の「神への務め」のアウト
ラインをこの単元で教えるとよいでしょう。

今月は以下のアウトラインから選んでください。

どうすれば自分の家族を強められるでしょうか（「神への務め」）
純潔であることが大切なのはなぜでしょうか
神殿結婚が大切なのはなぜでしょうか
家族が大切なのはなぜでしょうか
なぜデートに関する教会の標準を守ることは重要なのでしょうか。
義にかなった夫や父親になるために，現在どのような備えをすることができるでしょうか
家族の中で夫と妻の役割がどのように補い合うのででしょうか

8 月―結婚と家族
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ミューチャル

青少年が学んでいることと活動をどのように結びつ
けるか考えてください。青少年の活動計画サイトが
あなたを助けてくれます。これらのアウトラインの
学習活動の多くは，ミューチャルの活動として使う
ことができます。定員会会長会と話し合って，若い
男性が日曜日に学ぶことを強化するのにふさわしい
活動を選択し計画してください。

「神への務め」

小冊子『神への務め』の以下の項はこの単元のレッ
スンに関連しています。

「人々に奉仕をする」，26 － 27， 50 － 51，74 － 75

「教義を理解する」，18 － 20，42 － 44，66 － 68

「家族と友達」，79 － 83
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8月―結婚と家族

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

「神への務め」

どうすれば自分の家族を 
強められるでしょうか

「家庭生活における幸福は，主イエス・キリストの教えに基づいた生活を送るとき
に達成されるに違いありません。実りある…家庭は，信仰と祈り，悔い改め，赦
し，尊敬，愛，思いやり，労働，健全な娯楽活動の原則にのっとって確立され，維持
されます。」（「家族─世界への宣言」『リアホナ』2010 年 11 月号，129）この目標
を達成できるように両親を助けるときに，天の御父がわたしたちに望んでおられる
幸福を家族にもたらすことができるのです。

霊的に備える

よく祈って以下の聖句とリソースを研究してください。若い男性が自分の家族を強
めるうえで役立つのはどれだと感じますか。

1 ニーファイ8：12（リーハイは家族に
も命の木の実を食べてほしいと思った）

1 ニーファイ 16：14 －32（ニーファイ，
自分の家族を強める）

2 ニーファイ 25：26（わたしたちは自
分の子孫にキリストのことを説教する）

『神への務めを果たす』，27，51，75，
82

「家族 ―世界への宣言」『リアホナ』
2010 年 11 月号，129

ディーター・F・ウークトドルフ，「救う
人々をたたえ」『リアホナ』2016 年 5
月号，77- 80

ボニー・L・オスカーソン「家族の宣言
の擁護者」『リアホナ』2015 年 5 月号，
14 －17

M・ラッセル・バラード「父と息子─ 
すばらしい関係」 『リアホナ』2009 年
11 月号，47－ 50；ビデオ「父と息子」
も参照

ビデオ─「兄弟の溝」「小さなことを通
して」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（あるいは祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の
司会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを成
し遂げた経験を分かち合うよう励まします。また，福音のレッスンを教えるよう，ア
ドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，会長会集
会の間に定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

あなたが家族と経験したこ
とで，幸福を感じたことは何
でしょうか。あなたが救い
主の教えに従ったとき，家
族の中でどのような祝福を
受けるのを見てきたでしょう
か。

あなたが教える若い男性の
家族生活についてどのよう
なことを知っているでしょう
か。救い主の教えに従う努
力をするとき，家族が一層
幸福になれることを若い男
性が理解できるように助け
るには，どうすればよいで
しょうか。



208

学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分でアイデアを考えてください。

• クラスの前に，定員会会長会の一人
に先週のレッスンに関連した賛美歌を
選ぶよう勧めます。彼に賛美歌の歌詞
を読んでもらい，この賛美歌が先週の
レッスンとどう関連しているのか分かち
合ってもらいます。

• 定員会の会員に，聖典に関する家族
の絵を示しながら，さまざまな家族の
行いがどのようにその家族に幸福ある
いは不幸をもたらしたかを分かち合っ
てもらいます（話し合いの対象にする
家族の中にリーハイ，ヤコブ，アダムなど
の家族を含めてもよいでしょう）。

一緒に学ぶ

このレッスンの目的は，若い男性一人一人が自分の家族を強めるために神権の義
務を果たせるよう励ますことです。このレッスンの中で定員会の会員は，「神への
務め」を使って家族に仕えるか，「家族と友人」のプロジェクトに取り組む計画を立
てるべきです。定員会集会の前に，若い男性に『神への務め』を教会に持ってくる
よう勧めてください。今後の定員会集会では，計画を達成する際に経験したこと
を分かち合うよう勧めます。

• 「救う人々をたたえ」の説教の中で，
ウークトドルフ管長は家族についてこの
ように教えました。「同じ遺伝子を分
け合っていても，全く同じではありませ
ん。別個の霊を持ち，……そのような
相違点を称賛することを選ぶことがで
きるのです。」若い男性一人一人は，ど
のような特質や強さを持っているでしょ
うか。若い男性は，自分の持っている
特有の強さを使って，どのように自分の
家族に祝福をもたらすことができるで
しょうか。定員会の会員に，小さなグ
ループに分かれてもらい，説教の一部
を研究し，重要だと思われる箇所を見
つけて分かち合ってもらうこともできま
す。定員会の会員に，この概要で提示
されているビデオの中から一つを視聴
し，家族関係を改善するためにその家
族が行ったことを探すよう勧めてもよい

でしょう。若い男性は，家族の中でそ
れぞれの相違点をどのように称賛する
ことができるでしょうか。家族関係を
強めるためのどのようなアイデアを分か
ち合うことができるでしょうか。

• 「家族の宣言の擁護者」という説教
の中で，ボニー・L・オスカーソンは「女
性も男性も，若者も子供も，独身者も既
婚者も，全ての人は主婦，つまり家庭を
築く人となる努力ができます。わたした
ちは，秩序があり，避けどころとなる，聖
く安全な場である『家庭を築く』必要
があります。」（『リアホナ』2015 年 5 月
号，17） オスカーソン姉妹は，教会員が
自分の家族を守り強めるために，他に
どのようなことを提案しているでしょう
か。若い男性は今，自分の家庭を，秩
序があり，聖く，安全な場所とするため
に何ができるでしょうか。

神への務めの計画

定員会集会の終わりに，若
い男性に『神への務め』の
冊子を使って計画を立てる
時間を与えてください。 こ
れらの計画は個人で行うも
のですが，定員会の会員は
助け合って計画のアイデア
を出すことができます。
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• 定員会の会員数名に，このレッスン
の一部を教えるよう招いてもよいでしょ
う。例えば，幸福をもたらすために自分
の家族がしていることを分かち合うか，
以下の活動の一つを使うこともできま
す。祭司であれば，『神への務め』（80
－ 82 ページ）の「家族」のプロジェク
トを達成済みで，自分の経験を分かち
合えるかもしれません。

• 若い男性に，家族がより幸福になろう
とするのを妨げる事柄を書きだすよう
勧めます。若い男性一人一人に「家族
―世界 へ の宣 言」（『神 へ の 務め』，
107 参照）のコピーを配付します。数
分時間を取り，定員会の会員が第７段
落を読んで家庭生活を幸福にする原則
に下線を引けるようにします。若い男性
一人一人に 1 ニーファイ16：14 －32 を

読んでリーハイの家族がこれらの原則
をどのように応用したかを分かち合って
もらいます。家庭生活でこれらの原則
の大切さを教えてくれた経験を分かち
合うよう勧めます。

• 若い男性に『若人の強さのために』
の「家族」の項を読み，自分たちの家
族を強めるために行えることを探し，分
かち合うように勧めます。若い男性一人
一人に『神への務め』の「人々に奉仕を
する」の項（執事，27；教 師，51；祭
司，75）を開いて，人々に奉仕すること
によって家族を強めるために自分が行
えることを書き留めるよう勧めます

（「わたしの奉仕活動計画」参照）。若
い男性数人に自分たちの計画を定員会
と分かち合ってもらいます。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らは神権者として自分た
ちがどのように家族を強めることができるか理解しているでしょうか。どんな思い
や印象を抱いたでしょうか。他に質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間
を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 若い男性に，家族との関係を強める
ために行えることを『神への務め』に書
き留めるよう勧める（まだそれを行って
いない場合は 82 ページ参照）。

• 定員会の会員に，自分の家族がより
幸福になるためにどのようなことを行っ
ているか分かち合うよう勧める。

• 自分の家族がより幸福になれるよう
若い男性一人一人に与えられている重要
な責任について証を述べる。

救い主の方法で教える

救い主は，御自分の弟子た
ちを愛し，彼らのために祈
り，絶えず彼らにお仕えに
なりました。救い主は，弟
子たちとともに過ごす機会
を見つけ，彼らに愛を示され
ました。主は弟子たちの興
味，希望，望み，そして，彼
らの人生でどんなことが起
きているか御存じでした。 
若い男性に， 愛を分かち合
い家族に仕える方法を見つ
けるよう勧めます。



210

精選されたリソース

ボニー・L・オスカーソン「家族の宣言の擁護者」『リ
アホナ』2015 年 5 月号，16 －17 からの抜粋

時折嘲笑の的となるある言葉の価値を高めなければ
なりません。それは，「主婦」という言葉です。女性も
男性も，若者も子供も，独身者も既婚者も，全ての人は
主婦，つまり家庭を築く人となる努力ができます。わた

したちは，秩序があり，避けどころとなる，聖く安全な
場である「家庭を築く」必要があります。家庭は，主
の御霊を豊かに感じ，聖文と福音を学び，教え，それ
を実践する場でなくてはなりません。全ての人が義に
かなった家庭を作ろうと努力するならば，世界は大き
く変わるでしょう。家庭を，神殿に次ぐ聖い場として擁
護しましょう。
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8月―結婚と家族

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

純潔であることが 
大切なのはなぜでしょうか
純潔とは性的な清さを意味し，思いや言葉や行いが道徳的に汚れていないことを
意味します。性的な交わりは，子供をもうけるためや夫婦間の愛を表現するために
神によって定められたものです。神は結婚するまで性的な交わりをしてはならない
と命じておられます。性的な清さを保っていれば，わたしたちは聖霊を伴侶とする
資格を得，性的な罪からくる情緒的および霊的な害悪から守られ，神権を持つふ
さわしさを身に付けていることになります。

霊的に備える

よく祈って以下のリソースを研究してください。 若い男性が純潔の大切さを理解し，
実感できるように助けるにはどうすればよいでしょうか。

創世 39：7－21（ヨセフは性的な罪か
ら逃げ出した）

1 ニーファイ 10：21（神とともに住むた
めには清くなければならない）

アルマ 39：1－13（性的な罪は忌まわ
しい行いである）

モロナイ 9：9（純潔は最も大切で貴い
ものである）

教義と聖約 46：33（主の御前では徳
高く聖くなければならない）

リンダ・S・リーブズ「約束された祝福
にふさわしくある」『リアホナ』2015 年
11 月号，9 －11

ボイド・K・パッカー「幸福の計画」『リ
アホナ』2015 年 5 月号，26 －28

デビッド・A・べドナー「わたしたちは
純潔を信じる」『リアホナ』2013 年 5
月号，41－ 44

ジェフリー・R・ホランド「同性に引か
れる問題に苦しむ人々を助ける」『リア
ホナ』2007 年 10 月号，42 － 45

「服装と外見」，「性的な清さ」『若人の
強さのために』，6 － 8 ，35 －37

「純潔」『真理を守る』97－102

ビデオ―「清くあることを選択する」
「真の自信」「純潔―どこまで許される
のか」

純潔の律法を守って生活す
ることで，あなたはどのよう
な祝福を受けてきたでしょ
うか。

若い男性が純潔の大切さを
感じるうえで最も役立つの
はどのような教義でしょう
か。 彼らがさらされている
誤った教えの中で，純潔の
大切さをないがしろにする
教えとはどのようなものがあ
りますか。
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若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（あるいは祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の
司会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを成
し遂げた経験を分かち合うよう励まします。また，福音のレッスンを教えるよう，ア
ドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，会長会集
会の間に定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分でアイデアを考えてください。

• 定員会の会員の一人に，前回の定員
会集会で学んだことを 2 分程度にまと
めて発表できるよう，準備してクラスに
参加するよう依頼します。その若い男
性がレッスンのはじめにそれを分かち
合えるよう時間を取ります。

• 若い男性の一人に，ヨセフがポテパ
ルの妻に抵抗している絵（『福音の視

覚資料集』11 参照）を持ってもらい，
自分の言葉でその物語をまとめるよう
勧めます。ヨセフの忠実さはどのような
結果をもたらしたでしょうか。もし彼が
純潔の律法を破っていたら，どうなって
いたでしょうか。なぜ純潔を保つこと
が重要なのでしょうか。

一緒に学ぶ

以下に挙げる活動はそれぞれ，定員会の会員が純潔の律法を理解するのに役立ち
ます。御霊の導きに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選ん
でください。

• 定員会の会員にこのレッスンの一部
を教えるように勧めます。彼はこの活
動を「神への務め」の計画の一部とし
て行い，純潔の律法について学習し，教
えることができます（「教義を理解す
る」18 ，42 ，または 66 ページ参照）。

• 何人かの若い男性に，純潔について
の聖句を読んでもらいます（例えば，こ
のアウトラインに提案されている聖句な
ど）。別の若い男性に『若人の強さの
ために』の「性的な清さ」の項を読ん
でもらい，さらに残りの若い男性に『真
理を守る』の「純潔」の項を読んでもら

います。「主にとって純潔はなぜ大切な
のでしょうか」という質問への答えを見
つけて，それを発表するように勧めま
す。これらの聖句やリソースが教える
原則は，世の中が純潔について教えて
いる事柄とどのように違うでしょうか。 
これらのリソースから学ぶ事柄の中で，
世の見方が間違っていることに気づか
せてくれるものは何でしょうか。

• ビデオ「純潔―どこまで許される
のか」を見せます。ビデオの後，純潔の
律法について，たとえ（滝や飛行機，ワ
ニなど）からどのようなことを学んだか

教師へのヒント

「レッスンが始まる前に質問
をホワイトボードに書き出し
ておくことによって，生徒に
レッスンが始まる前から，
テーマについて考えさせる
ことができる。」（『教師，そ
の大いなる召し』93）
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救い主の方法で教える

救い主は，あらゆる状況に
おいて良い模範であり，良
い指導者であられました。 
弟子たちとともに祈ることに
よって，祈りについて教えら
れました。 彼らを愛し，彼
らに奉仕することによって，
愛し，奉仕することを教えら
れました。主は福音を教え
ることによって，彼らに主の
福音を教える方法を教えら
れたのです。あなたはどう
したら，若い男性に純潔と
徳の模範を示せるでしょう
か。

若い男性に尋ねます。 このビデオから，
他にどのようなことを学んだでしょう
か。純潔の大切さを教える，他のたと
えを考えて分かち合うように勧めます。

• 定員会会員をグループに分けます。
各グループにボイド・K・パッカー会長
の説教「幸福の計画」，デビッド・A・
ベドナー長老の説教「わたしたちは純
潔を信じる」，またはリンダ・S・リーブ
ズ姉妹の説教「約束された祝福にふさ
わしくある」の一部を割り当てます。 
各グループに割り当てられた部分を研
究し，「純潔であることが大切なのはな
ぜでしょうか」という質問に答えてもら
います。意義深く重要であると分かっ
た言葉や真理を分かち合うよう勧めま
す。学んだことをどのように活用すれ
ば，彼らの友人は純潔が大切である理
由を理解することができるでしょうか。 

• 『若人の強さのために』の「服装と外
見」の項を使って，若い男性に以下のよ
うな質問に答えてもらいます。「慎み深
さに関する主の標準は何でしょうか。」 

「あなたがこれらの標準を守ることはな
ぜ大切なのでしょうか。」「慎み深さは，
どのような方法で純潔の律法に対する
わたしたちの態度を表したり，影響した
りするでしょうか。」 若い男性に自分の
意見を分かち合い，これらの標準を一
層完全に守るにはどうしたらよいか深く
考えるように勧めます。

• 同性に引かれる問題に苦しむ友人を
どのように助けるか，若い男性に尋ねま
す。ジェフリー・R・ホランド長老の記
事「同性に引かれる問題に苦しむ人々
を助ける」の中からアイデアを見つける
ように勧めます。その友人の助けにな
る手紙を書くように勧めます。ホランド
長老の記事から他にどのようなことを
学べるでしょうか。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らは純潔の律法をさらに
よく理解しているでしょうか。どんな思いや印象を抱いたでしょうか。他に質問は
ないでしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 純潔であることの大切さについて彼
が感じていることや道徳的な清さを保
つために彼がしようと思っていることを
分かち合う。

• ほかの定員会会員に思いや会話，行
いにおいて純潔であるよう促す。
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精選されたリソース

デビッド・A・べドナー「わたしたちは純潔を信じる」
『リアホナ』2013 年 5 月号，41－ 42 からの抜粋

わたしのメッセージは，霊にかかわる非常に重要で根
本的な問題です。純潔の律法が非常に重要なのはな
ぜか，という問題です。聖霊の導きにより，わたしが強
調する原則が真実であることが確認されるよう祈って
います。

御父が立てられた幸福の計画

純潔の永遠にわたる重要性は，天の御父が御父の子
供たちのために立てられた幸福の計画という広い視野
に立って初めて理解することができます。「すべての
人は，男性も女性も，神の形に創造されています。わた
したちは皆，「神の属性と神聖な行く末とを受け継いだ
……天の両親から愛されている霊の息子，娘です。」

（『家族 —世界への宣言』『リアホナ』2010 年 11 月
号，129）全ての人は地上へ来る前に，死すべき肉体
を持つ者として，神の霊の子供として神とともに住んで
いました。御父の計画により，神の霊の息子，娘たちは
肉体を得，地上での経験を積み，昇栄に向って進歩す
ることができます。

肉体の重要性

わたしたちは肉体があるおかげで，前世ではとうてい
得られなかった意義深く感動的な様々な経験をするこ
とができます。そこで，ほかの人との関係，真理を認め
真理に従って行動する能力，イエス・キリストの福音の
原則と儀式に従う力は，肉体を通してさらに強められ
ます。現世の学びの場において，永遠の生活に備えら
れるように，優しさ，愛，親切，幸福，悲しみ，失望，苦
痛，さらには肉体的な制約という苦難を経験します。
簡潔に言えば，聖文に書かれているように「肉におい

て」学ぶべき教訓があり，積むべき経験があるという
ことです（1 ニーファイ19：6；アルマ 7：12 －13）。

生殖の力

地球が創造された後，アダムはエデンの園に置かれま
した。しかし，重要なことに，神は「人が独りでいるの
は良くない」と言われました（モーセ 3：18；創世 2：
18 も参照）。そしてエバがアダムの妻となり助け手と
なりました。幸福の計画を実行するには，男性と女性
の霊と肉体，精神と情動の独特な結合が必要だったの
です。「主にあっては，男なしには女はないし，女なし
には男はない」のです（1コリント11：11）。男性と女
性は互いに学び，強め，祝福し，補うのです。

この世に命をもたらす手段は，神によって定められた
ものです。「神がアダムとエバに授けられた最初の戒
めは，彼らが夫婦として親になる能力を持つことに関
連したものでした。」（『リアホナ』2010 年 11 月号，
129）生めよ，増えよ，地に満ちよ，という戒めは現代
にも当てはまります。つまり，男女間の結婚こそが，前
世にいる霊をこの死すべき世にもたらすために神が承
認された経路なのです。この神聖な経路を汚さずに守
るには，結婚前の完全な純潔と，結婚後の完全な貞節
が必要です。

生殖の力には霊的に重要な意味があります。この力を
誤って用いるならば，御父の計画と現世の生活の目的
が損なわれます。創造主である天の御父と御子は，御
二方の創造の力の一部をわたしたち一人一人にゆだね
られました。命を生み出す力を正しく用いるための特
定の指針は，御父の計画の中で非常に重要な要素と
なっています。その神聖な力についてどう思うか，どう
用いるかによって，現世における幸福と永遠の世にお
ける行く末がほぼ決定されるのです。
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8月―結婚と家族

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

神殿結婚が大切なのは 
なぜでしょうか
天の御父の幸福の計画により，夫婦はこの世から永遠にわたって互いに結び固め
られます。神殿で結び固めを受けた夫婦は，自分たちが交わした聖約に忠実であ
るならば，その婚姻関係が永遠に続くことが保証されます。そのような夫婦は何も
のも，たとえ死であっても，永遠に二人を分かつことはできないということを知って
います。

霊的に備える

神殿結婚について以下の聖句や他の資料を研究するとき，主の神殿で結婚するこ
とがとても大切なことだと若い男性が感じられる事柄を探してください。

教義と聖約 49：16 －17（結婚によって
創造の目的が果たされる）

教義と聖約 131：1－ 4；132：15 －21
（昇栄には日の栄えの結婚が不可欠で
ある）

「家族 ―世界への宣言」『リアホナ』
2010 年 11 月号，129

L・トム・ペリー「世界中どこでも―
なぜ結婚と家族が大切なのか」『リアホ
ナ』2015 年 5 月号，39 － 42

デビッド・A・ベドナー「結婚 ―神の
永遠の計画に不可欠なもの」『リアホ
ナ』2006 年 6 月号，50 － 55

リチャード・G・スコット「結婚がもたら
す永遠の祝福」『リアホナ』2011 年 5
月号，94 － 97

「結婚」『真理を守る』，74 －77

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（あるいは祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の
司会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを達
成した経験を分かち合うよう励まし，アドバイザーまたは定員会の会員に福音の
レッスンを教えるように招きます。このための準備として，会長会集会の間に定員
会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

あなたにとって神殿結婚が
大切なのはなぜでしょうか。 
この儀式によってあなたや
家族にどのような祝福がも
たらされるでしょうか。

若い男性は神殿結婚につい
てどのような義にかなった
模範を見ているでしょうか。 
どのようにしたら彼らに神
殿で結婚しようというより大
きな望みを植えつけること
ができるでしょうか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分でアイデアを考えてください。

• 若い男性一人一人に先週のレッスン
で答えた質問について考えてもらいま
す。その後，定員会のほかの会員にそ
の質問をするよう勧めます。数分時間
をとって質問に答えます。

• 若い男性に重要な人生の決断のリス
トを作成してもらいます。自分たちの永

遠の行く末に最も大きな影響を及ぼす
と思う決断を選んでもらい，なぜそれら
を選んだのか説明してもらいます。可
能であれば，あなたと妻が神殿で結び
固められた日の写真を見せます。あな
たが妻について，そして神殿で結び固
められることの永遠の重要性について
感じることを分かち合います。

一緒に学ぶ

以下に挙げる活動はそれぞれ，定員会の会員が神殿結婚の大切さを理解するの
に役立ちます。 御霊の導きに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるいは
幾つか選んでください。

• 品質の差を示す物（あるいは，その
写真）を二つか三つ用意します（例え
ば，プラスチック製のスプーンと鉄製の
スプーンなど）。若い男性に，高品質の
物が低品質の物より良い理由について
話し合ってもらいます。このことは結婚
とどのように関連しているでしょうか。 
若い男性に，L・トム・ペリー長老の説
教「世界中どこでも―なぜ結婚と家
族が大切なのか」を読むか，または視
聴してもらいます。若い男性に，なぜ神
殿結婚がしたいのか尋ねます。

• 定員会の会員にこのレッスンの一部
を教えるように勧めます。この活動を

「神への務め」の計画の一部として，永
遠の家族について学習し，教えること
ができます（「教義を理 解する」18 ，
42 ，または 66 ページ参照）。

• デビッド・A・ベドナー長老はその説
教「結婚 ―神の永遠の計画に不可
欠なもの」で，結婚が重要である二つ
の理由と，永遠の結婚の教義に関する
3 つの指針となる原則を説明していま
す。定員会の会員一人一人に，その理
由あるいは原則から一つを読み，その
後，読んだことから結婚について学んだ
ことを定員会の他の会員に教えるよう
割り当てます。ベドナー長老の教えの
大切さを実証するために，彼らはどのよ
うな経験を分かち合うことができるで
しょうか。

• 定員会全体で教義と聖約 131：1－ 
4 および『真理を守る』（74 ページ）の

「結婚の新しくかつ永遠の聖約」の項を
読み，「神殿結婚が大切なのはなぜで
しょうか」という質問への答えを探しま
す。必要に応じて，若い男性になじみ
のない語句の意味を理解できるように

教師へのヒント

「物語を話すことによって生
徒の関心を呼び起こすこと
ができる。一つの原則につ
いて教える前に，その原則
を説明する物語を話すこと
によってレッスンの効果を
高めることができる。これ
は生徒の日常的な経験の中
で原則を理解させるのに役
立つ。」（『教師，その大いな
る召し』93）
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助けます。定員会の会員に，若い男性
を神殿結婚から妨げる事柄を挙げても
らいます。若い男性が確実に神殿結婚
をするために，今何をすることができる
でしょうか。

• 若い男性一人一人にリチャード・G・
スコット長老の説教「結婚がもたらす

永遠の祝福」のコピーを渡します。ス
コット長老は永遠の伴侶に対してどのよ
うに思っていたでしょうか。スコット長
老と姉妹の関係について，若い男性が
感銘を受けたことは何ですか。スコッ
ト長老と姉妹のような関係を築くため
には何が必要か，深く考えてもらいま
す。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らは神殿結婚の大切さ
を理解しているでしょうか。どんな思いや印象を抱いたでしょうか。他に質問はな
いでしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 神殿結婚の大切さや神殿で結婚した
いという望みについて証を述べる。

• 定員会の会員にいつか神殿で結婚し
ようという決意を促す。

救い主の方法で教える

救い主が地上での務めを果
たしておられたとき，主の弟
子たちに深く考え感じさせ
る質問をされました。主は
彼らの答えに心から興味を
示し，彼らが示す信仰を喜
ばれました。若い男性が神
殿の儀式，とりわけ神殿結
婚について深く考え感じさ
せる質問を幾つか考えてみ
ます。彼らの答えに注意深
く耳を傾け，御霊の導きに
従って優しく応じます。
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精選されたリソース

227

精選されたリソース

リチャード・G・スコット「結婚がもたらす永遠の祝
福」からの抜粋， 『リアホナ』2011 年 5 月号，94 －
97

1953 年 7 月 16 日，愛するジェニーンとわたしは若い
夫婦としてユタ州マンタイ神殿の聖壇にひざまずきま
した。ルイス・R・アンダーソン神殿会長が結び固め
の権能を行使し，永遠の結婚を宣言しました。わたし
は主の宮で正しい神権の権能により行われた神聖な
儀式を受けたので，ふさわしい生活を続けるなら，愛
する妻ジェニーンと子供たちと永遠に結ばれることが
できると確信しています。その確信から得られる平安
と安らぎは，言葉では言い表せません。

我が家の 7人の子供は神殿の神聖な儀式によりわた
したち両親に結び固められています。かけがえのない
妻ジェニーンと 2 人の子供は幕のかなたにいます。彼
らは，現世に残っている家族一人一人に，神殿で約束
されたすべての永遠の祝福を家族で一緒に受けられ
るような生活をしようという，力強い動機付けを与えて
くれています。

天の御父の幸福の計画を支える非常に重要な二つの
柱は，結婚と家族です。サタンは家族を引き裂き，家
族を永遠に結ぶ神殿の儀式の意義を揺るがそうと執
拗な努力を続けていますが，このことからも結婚と家

族がいかに重要であるかが分かります。神殿におけ
る結び固めは，人生の旅路を歩むにつれて，いっそう
重要な意味を帯びてきます。結び固めを受けたこと
によって互いの結びつきがさらに深まり，現世の生活
に，より大きな喜びと充足感を覚えるでしょう。

かけがえのない妻ジェニーンのことばかり話したことを
ご容赦ください。わたしたちは永遠の家族です。妻は
いつも喜びにあふれていました。それはたいていほか
の人への奉仕の結果でした。病状が重かったときでさ
えも，妻は朝の祈りの中で，だれか自分が助けられる
人のところへ導いてくださいと天の御父に願い求めて
いました。そのような心からの祈りは幾度となくこた
えられました。多くの人の重荷が軽くなり，生活が明
るくなりました。妻は主に導かれ，神の御手に使われ
る者となることによって絶えず祝福されたのです。

義にかなった女性として輝きをいっぱいに放ち，優し
く献身的に生きた天の御父の娘を愛するのがどんな
ことかをわたしは知っています。将来，幕のかなたで
再び妻に会うとき，二人の愛がいっそう深まっている
ことにきっと気づくでしょう。幕で隔てられたこの時期
を過ごすからこそ，互いに対する感謝の念がいっそう
深まることでしょう。イエス・キリストの御名により，
アーメン。
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8月―結婚と家族

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

家族が大切なのは 
なぜでしょうか
家族は神によって定められたものであり，神の子供たちの永遠の行く末に対する
創造主の計画の中心を成すものです。この神聖な計画はわたしたちが個人として
神のみもとに帰り，また家族として永遠に一つとなることを可能にするものです。

霊的に備える

よく祈って以下の聖句やリソースを研究し，家族が大切であるという理由を若い男
性が理解するうえで役立つものを選んでください。

ローマ 8：16；ヘブル 12：9（わたした
ちは天の御父の子供である）

創世 2：18 －24；教 義と聖 約 131：1
－ 4；138：48（家族に関する福音の真
理）

モーサヤ 4：14 －15；教義と聖約 68：
25 ，27 － 29；93：40 ，43 ，48 － 50

（子供は両親から福音を学ぶ）

「家族 ―世界への宣言」『リアホナ』
2010 年 11 月号， 129（『真 理を守る』 
38 も参照）

キャロル・Ｍ・スティーブンズ「神様か
らの家族」『リアホナ』2015 年 5 月号，
11－13

D・トッド・クリストファーソン「なぜ結
婚，なぜ家族か」『リアホナ』2015 年 5
月号，50 － 53

L・トム・ペリー「善い親になる」『リア
ホナ』2012 年 11 月号，26 －28

ビデオ―「家族は永遠に」；「家庭は
神聖な場所です」

青少年のテーマ音楽「Nothing Can 
Separate Us（何があっても離れない
よ）」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（あるいは祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の
司会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを成
し遂げた経験を分かち合うよう励まします。また，福音のレッスンを教えるよう，ア
ドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，会長会集
会の間に定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

家族が天父の救いの計画の
中心を成すのはなぜだと思
いますか。 あなたはどのよ
うにして家族の大切さを知
るようになりましたか。

家族の大切さについて預言
者が語っていることと矛盾
する世の中から，若い男性
はどのようなメッセージを受
けているでしょうか。若い
男性が家族の永遠の重要性
を理解できるように，どのよ
うに助けることができるで
しょうか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分でアイデアを考えてください。

• 若い男性が二人一組になって先週の
レッスンで学んだことと，それを自分た
ちの生活でどのように応用することがで
きるか分かち合うように勧めます。

• 定員会集会の前に，若い男性に家族
との良い思い出を表す物を一つ持ってく

るように勧めます（例えば，家族の伝
統，休暇，ほかの活動など）。若い男性
一人一人に，持ってきた物を分かち合
い，自分にとってなぜ家族が大切なの
か話すよう勧めます。

一緒に学ぶ

以下に挙げる活動はそれぞれ，定員会の会員が家族の大切さを理解するのに役立
ちます。 御霊の促しに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるいは幾つか
選んでください。

• 若い男性に，D・トッド・クリスト
ファーソン長老の説教「なぜ結婚，な
ぜ家族か」を読むか，L・トム・ペリー
長老の説教「善い親になる」の最後の
8 段落を読み，「なぜ家族は大切なの
か」という質問に対する答えを見つけて
もらいます。定員会の会員に見つけた
答えを分かち合うよう勧めます。若い
男性が，家族の大切さを理解している
ことを示すために何ができるでしょう
か。彼らが家族の大切さを理解するこ
とによって，家族への接し方にどのよう
に影響するでしょうか。

• 定員会を 4 つのグループに分けます。 
それぞれのグループに，キャロル・Ｍ・
スティーブンズの説教「神様からの家
族」から一つの項（家族についての真
理が歌詞として書かれている箇所）を
研究してもらいます。各項から学んだこ
とを他のグループに教える準備をしても

らいます。家族や地域社会で，どのよう
にこれらの真理を教え，模範となること
ができるでしょうか。

• このアウトラインで提案されているビ
デオの一つを見せ，天の御父がわたし
たちに家族をお与えになった理由を探
すように言います。若い男性に，「なぜ
結婚しなければならないのか分からな
い」あるいは「年を取っても子供はほし
いと思わない」などと言う人にどのよう
に答えるか尋ねます。今，家族の状態
があまりよくない友人に何と言ってあげ
られるでしょうか。（「家族」『若人の強
さのために』14 －15 参照）

• 若い男性一人一人にこのアウトライン
で示された聖句を一つ割り当てます。 
定員会の会員に「家族 ―世界への宣
言」を調べ，読んだ聖句に関連している
箇所を探してもらいます。若い男性一人

教師へのヒント

「ある主題について何人か
の生徒が意見を持っている
場合は，次のように言うとよ
い。『最初にあなたの意見
を聞いて，次にあなたの意
見を聞きます。』 生徒は意見
を述べる機会が与えられる
ことを知っているため，整然
として順番を待つことであ
ろう。」（『教師，その大いな
る召し』69）
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一人に，割り当てられた聖句とそれに関
連する宣言の部分を分かち合うよう勧

めます。家族の大切さを教えてくれた
経験を分かち合ってもらいます。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らはなぜ家族が大切な
のか理解しているでしょうか。どんな思いや印象を抱いたでしょうか。他に質問
はないでしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 神の計画における家族の大切さにつ
いて自分の証を述べる。

• 定員会の会員に「家族―世界への
宣言」を家族や友人と分かち合うよう
に勧める。

救い主の方法で教える

救い主は御自分の弟子たち
に証するように勧め，弟子た
ちが証すると，御霊が彼ら
の心を動かしました。家族
が大切である理由を若い男
性に教えるとき，彼らに神
の救いの計画における家族
の重要性に関する証を分か
ち合うよう勧めます。
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精選されたリソース
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精選されたリソース

L・トム・ペリー「善い親になる」からの抜粋， 『リア
ホナ』2012 年 11 月号，26 － 28

堅 固な 家 族 の文化は，子 供 たちを「敵 対 する者
の . . . . . . 火の矢」から守ることでしょう（1 ニーファ
イ15：24）。そうした火の矢は，仲間内の文化，娯楽
や有名人の文化，「当然信用を受けて，当然したいこ
とをする権利がある」という文化，インターネットやメ
ディアの文化など，子供たちが絶えずさらされている
文化から放たれて来るのです。堅固な家族の文化は
子供たちが世にあっても「世のもの」にならないため
の助けとなるでしょう（ヨハネ15：19）。

ジョセフ・フィールディング・スミス大管長は次のよう
に教えています。「子供にイエス・キリストの救いの
原則を教えることは，親の義務です。親がその義務
を果たして初めて，子供はバプテスマを受ける理由を
学び，バプテスマの後も神の戒めを守り続けようとい
う望みを胸に抱き，やがては神のみもとへ帰ることが
できるのです。兄弟姉妹の皆さん，家族や子供ととも
に住みたいと思いませんか。先祖に結び固められた
いと思いませんか。 . . . . . .もしそう思うなら，ゆり
かごの傍らで教えることを始めなければなりません。
皆さんは訓戒と模範によって，子供を教えるのです。」

〔ジョセフ・フィールディング・スミス，Conference 
Report の中から引用，1948 年 10 月，153〕

「家族－世界への宣言」はこう述べています。

「夫婦は，互いに愛と関心を示し合うとともに，子供た
ちに対しても愛と関心を示すという厳粛な責任を負っ
ています。『子供たちは神から賜わった嗣業であり』

（詩篇 127：3）とあります。両親には，愛と義をもっ
て子供たちを育て，物質的にも霊的にも必要なものを

与え，また互いに愛し合い仕え合い，神の戒めを守り，
どこにいても法律を守る市民となるように教えるとい
う神聖な義務があります。 . . . . . .

. . . . . . 神の計画により，父親は愛と義をもって自分
の家族を管理しなければなりません。また，生活必
需品を提供し，家族を守るという責任を負っています。
また母親には，子供を養い育てるという主要な責任
があります。これらの神聖な責任において，父親と母
親は対等のパートナーとして互いに助け合うという義
務を負っています。」〔「家族－世界への宣言」『リアホ
ナ』 2010 年 11 月号，129〕

母親が果たすべき役割として次世代の子供を養い教
えることを強調するのは神の意図であると信じていま
す。しかし，夫と妻が心から協力し合ってそれぞれの
影響を融合させ，子供について，また子供に対して，
意思疎通を効果的に行う姿を見るのはすばらしいこと
です。

子供たちに向けられた悪の激しい攻撃は，かつてない
ほどさらに巧妙に，また目に余るものになっています。
堅固な家族の文化を築くことにより，守護壁をいっそ
う厚くして，子供たちを世の影響から守ることができ
ます。

シオンの善き母親と父親である皆さんを神が祝福さ
れますように。神は御父の永遠の子供たちの世話を
皆さんの手にゆだねておられます。親として，神と力
を合わせ，御父の子供たちの間に，主の業と主の栄光
をもたらすのです。全力を尽くすことはわたしたちの
神聖な務めです。以上をイエス・キリストの御名によ
り証します，アーメン。
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8月―結婚と家族

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

なぜデートに関する教会の標準を
守ることは重要なのでしょうか。
末日の預言者はデートに関する標準を与え，わたしたちを霊的な危険から守り，い
つの日かふさわしい永遠の伴侶を見いだす備えができるようにしてくださっていま
す。この標準には，16 歳になるまではデートをしないこと，同じ相手とばかり頻繁
にデートするのは避けること，高い標準を持つ人とだけデートをすることが含まれ
ます。

霊的に備える

以下の聖句とリソースをよく祈って研究してください。若い男性が若い女性と交際
を始めるときに最も役立つのはどれだと感じますか。

申命 7：3 － 4（聖約の民でない人と結
婚をしてはいけない）

教義と聖約 46：33（主の御前で徳高く
聖くなければならない）

「デート」『若人の強さのために』4 － 5

ゴードン・B・ヒンクレー「いつか結婚
する女性にふさわしく生活する」『聖徒
の道』1998 年 7 月号，56 － 58

ビデ オ―「真 新しい 年 2010 年 ―
デート」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（あるいは祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の
司会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを成
し遂げた経験を分かち合うよう励まします。また，福音のレッスンを教えるよう，ア
ドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，会長会集
会の間に定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分でアイデアを考えてください。

デートに関する主の標準に
従うことの大切さを教えてく
れた模範にはどのようなも
のがあるでしょうか。

若い男性のデートに関する
認識を形作っているのはど
のような経験や考えでしょう
か。 彼らはどのようなプ
レッシャーを感じているで
しょうか。主の標準に忠実
であり続けるために彼らが
知っておく必要のあること
は何でしょうか。
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• 若い男性一人一人に先週のレッスン
を一言で要約するよう勧めます。若い
男性に，この 1 週間の経験の中でレッ
スンに関連したことを分かち合いたい
か尋ねます。

• 若い男性に，デートに関する主の標
準について知っていることをホワイト
ボードに書いてもらいます。レッスンの
間も，これらの標準についてさらに学ぶ
ことがあればリストに加えます。

一緒に学ぶ

以下にあげる活動はそれぞれ，定員会の会員がデートに関する教会の標準の大切
さを理解するのに役立ちます。御霊の促しに従って，定員会に最も適した活動を
一つ，あるいは幾つか選んでください。

• 将来の妻に求める特質の個人的なリ
ストを若い男性一人一人に書いてもらい
ます。必要に応じて，作成したリストを
クラスで紹介してもらうように勧めます。 
一人の若い男性に，ロバート・D・ヘイ
ルズ長老の次の言葉を読んでもらいま
す。「健全で，魅力的で，正直で，幸せ
で，勤勉で，霊的な人と結婚したいと望
むなら，あなたがそのような人になって
ください。（「今日の世界のチャレンジ
に立ち向かう」『リアホナ』2015 年 11
月号，46）。若い男性が，自分たちが
作ったリストを見直している間，もし彼
らの将来の妻が彼らに対する同じよう
なリストを持っていたとしたらどのよう
に感じるか尋ねます。将来の妻が結婚
したいと望むような人物になるために，
今何ができるか考えてもらいます。今ど
のように個人的にこれらの特質を伸ば
すことができるか，また，これらの特質
はデートする相手を選ぶ際にどのように
影響するか話し合ってもらいます。

• 若い男性に，ゴードン・B・ヒンク
レー大管長の説教「いつか結婚する女
性にふさわしく生活する」を読んで，心
に留まったアドバイスについて話し合う
よう勧めます。ヒンクレー大管長は若
い男性がデートするときの選択につい
て何を教えているでしょうか。若い男
性に，将来の妻に身に付けてほしい特
質を書かせ，理想の伴侶になるために
自分たちが改善できる特質を少なくと

も一つ，そのリストから選択してもらい
ます。デートの経験は将来結婚する相
手の人となりにどのように影響があるで
しょうか。

• 「真新しい年 2010 年 ―デート」の
一部を視聴し，一時停止して，このビデ
オに登場する人々が述べているデート
の標準を若い男性に見つけてもらうた
めの時間を取ります。 若い男性に，『若
人の強さのために』の「デート」の項を
復習し，ビデオで述べられていなかっ
たその他の標準を探してもらいます。
若い男性に次のような質問に答えてもら
います。「デートに関する教会の標準は
何でしょうか。」「あなたにとって，これ
らの標準を守ることはなぜ大切なので
しょうか。」「デートの目的とは何でしょ
うか。」デートに関する主の標準と相反
することをするようにという周囲から圧
力を感じたとき，どのように対処できる
かについて話し合うよう若い男性に勧
めます。あなたが教会のデートの標準
を守ったことでどのような祝福を受けた
か例を挙げたり，他の人にも似たような
経験を分かち合ってもらったりしてもよ
いでしょう。これらの標準を守るため
に何を行うかを若い男性に分かち合っ
てもらいます。

• 定員会の会員に，『若人の強さのため
に』の「デート」の項目を読み，デート
について質問があれば書き留めるよう
勧めます。年上の若い男性と若い女性

教師へのヒント

「一人か二人の生徒に，……
レッスンの要点を述べるか，
レッスン全体を要約してもら
うよう依 頼する。」（『教師，
その大いなる召し』94）
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にその質問に答えて，デートの標準につ
いて話し合うよう勧めます。年上のグ
ループに，慎み深い服装をしたり，ふさ
わしい活動を選択したり，高い標準を

持つ人とデートをするなど，どのように
標準に従ってデートをしたかを例を挙
げて話すように励まします。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らはデートに関する教会
の標準を理解しているでしょうか。どんな思いや印象を抱いたでしょうか。ほか
に質問はないでしょうか。この教義にもっと時間を費やした方がよいでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 定員会の会員がデートに関する主の
標準に従うために目標を設定するよう
励ます。

• デートに関する主の標準に従うこと
からもたらされる祝福について自分の
証を述べる。 

救い主の方法で教える

救い主は御自分が教えた人
たちを知っていて，彼らがど
のような人物になれるのか
を御存じです。主は彼らが
学び成長するのを助ける独
特な方法，つまり彼らにだ
け意味のある方法を御存じ
でした。彼らが苦しんだと
き，主は彼らを見捨てること
をせずに，愛し教え続けら
れました。あなたが教えて
いる若い男性のことを知っ
て愛せるように祈ってくださ
い。そうすれば，永遠の伴
侶のために備え，見いだす
ことについて彼らに教える
ときに何が必要か知ること
ができます。
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8月―結婚と家族

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

義にかなった夫や父親になるため
に，現在どのような備えをすること
ができるでしょうか

「神の計画により，父親は愛と義をもって自分の家族を管理しなければなりませ
ん。また，生活必需品を提供し，家族を守るという責任を負っています。」（「家族
―世界への宣言」『リアホナ』2010 年 11 月号， 129）わたしたちは自分たちに与
えられた神権の義務を忠実に果たし，個人の啓示の受け方を学び，現在の家族を
愛し，家族に仕え，教育を受け，働くことを学ぶことによってこれらの責任に備える
ことができます。

霊的に備える

よく祈って以下の聖句とリソースを研究してください。 あなたが教える若い男性に
関係のあるものはどれだと感じるでしょうか。

アブラハム 1：1－ 4，18 －19（アブラ
ハムは自分と子孫が人生の中で神権を
もつことによって得られる祝福を理解
する）

1 ニーファイ 2：1－3（リーハイは自分
の家族の安全を求めて主から啓示を受
ける）

1 ニーファイ16：14 －32（ニーファイは
家族が荒れ野で飢えているときに家族
を助け敬意を示す）

教義と聖約 42：22（夫は妻に対して誠
実でなければならない）

教義と聖 約 58：26 －28；107：99 －
100（聖文は働くことの重要性を教えて
いる）

D・トッド・クリストファーソン，「父親」
『リアホナ』2016 年 5 月号，93 －  97

L・ホイットニー・クレートン「結婚 ― 
よく見て覚 えましょう」『リアホ ナ』
2013 年 5 月号，83 － 85

ラリー・M・ギブソン「父親の役割 ―
わたしたちの永遠の行く末」『リアホ
ナ』2015 年 5 月号，77－ 80

「家族 ―世界への宣言」『リアホナ』
2010 年 11 月号，129

ビデオ―「父親は神権を使って家族を
祝福することができる」；「地上の父，
天の父」

あなたが義にかなった夫や
父親になるうえで，若い男性
として行った神権の奉仕は
どのように備えとなったで
しょうか。他にどのような
備えをしましたか。もっとし
ておけばよかったと思うこと
は何でしょうか。

若い男性は，義にかなった
夫や父親になる備えとして，
今どのような経験をしておく
べきでしょうか。そのような
備えは将来の家族にどのよ
うな祝福となるでしょうか。
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若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（あるいは祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の
司会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを成
し遂げた経験を分かち合うよう励まします。また，福音のレッスンを教えるよう，ア
ドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，会長会集
会の間に定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分でアイデアを考えてください。

• 定員会の会員に先週のレッスンで覚
えていることを 2 人 1 組になって分かち
合ってもらいます。

• 定員会の会員にアブラハム 1：1－2
を読むように言い，自分がなりたい夫や

父親を思い描きながら，自分のための
それらの節を書き換えてもらいます。
何を書いたかを分かち合いたい人には
そうするように勧めます。レッスンの途
中で思いついたことも書き加えるように
勧めます。

一緒に学ぶ

以下にあげる活動はそれぞれ，定員会の会員がどのようにして義にかなった夫，父
親になるかを理解するのに役立ちます。 御霊の促しに従って，定員会に最も適し
た活動を一つ，あるいは幾つか選んでください。

• 若い男性に，D・トッド・クリスト
ファーソン長老の説教「父親」を調べ，
義にかなった父親の特質を見つけても
らいます。若い男性一人一人に，自分の
父親または父親のような存在の人物が，
クリストファーソン長老が紹介した特質
のうちの一つを体現してくれた時のこと
を思い出してもらいます。その時の経
験を絵に描いてもらい，その絵をクラス
の他の生徒たちに見せるよう勧めるこ
とで，若い男性が自分たちの経験を分
かち合うのを助けることができます。ま
た，クリストファーソン長老の説教から
幾つか文章を抜粋してホワイトボードに
書くこともできます。このとき，幾つか
の言葉を空欄にします。空欄に入る言

葉は何か考えてもらいます。若い男性
は，クリストファーソン長老が与えてい
る勧告にどのように従うことができるで
しょうか。 ( その他のアイデアについて
は ,『若人の強さのために』の「労働と
自立」と「教育」の項を参照 )

• 若い男性に，説教「父親の役割 ―
わたしたちの永遠の行く末」の「さて，
心から愛する若い男性の皆さん」で始
まる段落を読んでもらいます。（『リア
ホナ』2015 年 5 月号，79） 若い男性に
ギブソン兄弟が挙げた神権者の義務の
中から一つを選び，家庭でこの義務を
果たす方法をロールプレーしてもらいま
す。 アロン神権の義務を果たすことは，

教師へのヒント

「聖典と末日の預言者の教え
から答えを見つけさせるよう
な質問をする。」（『教師，そ
の大いなる召し』62）
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父親となるよう備えるためにどのような
助けとなるでしょうか。家庭で神権の
義務を果たすことについて具体的な目
標を一つか二つ立てるよう，若い男性に
奨励します。

• 若い男性に「家族 ―世界への宣
言」の第 7 段落を読み，彼らが夫や父
親になったときに自分たちの責任となる
ものを探すよう勧めます。定員会を少人
数のグループに分け，それぞれのグ
ループにこれらの責任の一つに備える
うえで，今行えることを考えてもらいま
す。各グループの中から一人に，話し
合ったことを定員会に分かち合ってもら
います。

• 定員会全員で 1 ニーファイ2：1－3
を読みます。その中でリーハイはエル
サレムの邪悪な人たちから逃げるよう
啓示を受けました。義にかなった父親
になることについて，リーハイの模範か
ら何を学べるでしょうか。リーハイが

持っていたふさわしさを身につけるため
に彼らが現在できることは何でしょう
か。若い男性に，1 ニーファイ16：14
－32 を読み，ニーファイが自分の家族
をどのように扱ったかを探してもらいま
す。このことは，ニーファイが夫や父親
としての役割に備えるうえでどのような
助けになったでしょうか。若い男性に，
夫や父親になる備えとして現在家族の
中で行っていることを尋ねます。

• 定員会会員一人一人に，L・ホイット
ニー・クレートン長老のお話「結婚 ―
よく見て覚えましょう」の中で述べられ
ている，結婚関係を強める 5 つの原則
の一つを読むように割り当てます。これ
らの原則の模範として，若い男性たちは
どんなことを見てきたでしょうか。彼ら
が模範としたい堅固な夫婦には，どの
ような特質があるでしょうか。今からこ
れらの原則に従って生活できることに
ついて，若い男性たちはどう感じるで
しょうか。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らは夫や父親としての将
来の役割にどのように備えるべきか理解しているでしょうか。どんな思いや印象を
抱いたでしょうか。他に質問はないでしょうか。この教義にもっと時間を費やすべ
きでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 定員会の会員に自分たちの家族を強
めるために何か行動を起こすよう勧め
る。

• 義にかなった夫や父親になる準備の
ために立てた目標を分かち合う。

救い主の方法で教える

救い主は，御自分の弟子た
ちを愛し，彼らのために祈
り，絶えず彼らにお仕えに
なりました。主は弟子たち
の興味，希望，望み，そし
て，彼らの人生でどんなこと
が起きているか御存じでし
た。あなたが仕えている若
い男性についてあなたは何
を知っているでしょうか。 
将来彼らが義にかなった夫
や父親になれるように，あ
なたは何をすることができ
るでしょうか。
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精選されたリソース

ラリー・M・ギブソン「父親の役割 —わたしたちの
永遠の行く末」『リアホナ』2015 年 5 月号，79 からの
抜粋

さて，心から愛する若い男性の皆さん，皆さんは御存
じのとおり，メルキゼデク神権を受け，聖なる神殿の儀
式を受け，専任宣教師として仕えるという義務と務め
を果たし，次にあまり長い時間を置かずに，神殿で神
の娘と結婚し，家族を持つという備えをしているところ
です。さらに皆さんは，霊的な面では聖霊に導かれる
がままに自分の家族を導くことになります（教義と聖
約 20：44；46：2；107：12 参照）。

これまでわたしは世界中の数多くの若い男性に「あな
たはなぜここにいるのですか」と尋ねてきました。

今日まで，一人として，こう答えた人はいません。「父
親になる方法を学び，天の御父がお持ちのあらゆるも
のを受ける備えをし，それにふさわしくなるためです。」

教義と聖約第 20 章に書かれている，皆さんのアロン
神権の義務について調べてみましょう。わたしが，そ
の義務を皆さんの家庭における働きに置き換えてみま
すから，皆さんがどう感じるかに注意をしてみてくださ
い。

「キリストのもとに来るように〔あなたの家族の〕すべ
ての人を招〔く〕」（59 節）

「常に〔彼らを〕見守り，彼らとともにいて，彼らを強め
る」（53 節）

「説き，教え，説き明し，勧め，〔あなたの家族に〕バプ
テスマを施〔す〕」（46 節）

「彼らが声に出して祈り，ひそかにも祈るように，また
家庭におけるすべての義務を果たすように勧める」

（47 節）

「〔あなたの家族の〕中に罪悪がないように，互いにか
たくなになることのないように，偽り，陰口，悪口のない
ように取り計らう」（54 節）

「〔あなたの家族が〕しばしば会合するように取り計ら
〔う〕」（55 節）

皆さんのお父さんが家長としての義務を果たせるよう
助けてください。お父さんがいないときには，皆さん
のお母さんを神権の力で支えてください（52 ，56 節参
照）。

依頼されたときには，家族の中で「他の祭司や教師，
執事を聖任」してください（48 節）。
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8月―結婚と家族

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

家族の中で男女の役割はどのよう
に補い合うのでしょうか
神の計画により，天の御父は男性と女性に別々の責任をお与えになり，夫と妻が互
いの役割を補い合えるようにしてくださいました。「父親は愛と義をもって自分の
家族を管理しなければなりません。また，生活必需品を提供し，家族を守るとい
う責任を負っています。また母親には，子供を養い育てるという主要な責任があり
ます。これらの神聖な責任において，父親と母親は対等のパートナーとして互いに
助け合うという義務を負っています。」（「家族―世界への宣言」『リアホナ』2010
年 11 月号， 129）

霊的に備える

よく祈って以下の聖句やリソースを研究してください。若い男性に何を伝えたいと
感じますか。

教義と聖約 121：41－ 43（神権を義に
かなって行使するための原則）

モーセ 3：21－24；5：1－ 4（アダムと
エバは対等のパートナーとしてともに働
いた）

リンダ・K・バートン「ともに高め合いま
しょう」『リアホナ』2015 年 5 月号，29
－32

L・トム・ペリー「永続する平安を見い
だし，永遠の家族を築く」『リアホナ』
2014 年 11 月号，43 － 45

D・トッド・クリストファーソン「道徳に
及ぼす女性の力」『リアホナ』2013 年
11 月号，29 －32

「家族 ―世界への宣言」『リアホナ』
2010 年 11 月号，129

ビデオ― 「真の男になる」「人生で出
会う女性たち」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（あるいは祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の
司会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを成
し遂げた経験を分かち合うよう励まします。また，福音のレッスンを教えるよう，ア
ドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，会長会集
会の間に定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

あなたはこれまで，母親と
父親が互いの役割を補い
合っていた例として，どのよ
うな場面を見たことがある
でしょうか。 これらの永遠
の役割について知っている
ことは，あなたの家族にど
のような影響を及ぼしてき
たでしょうか。

将来父親となる神聖な役割
について若い男性が理解で
きるよう，どのように助けら
れるでしょうか。この役割
のために彼らが今からでき
ることは何でしょうか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分でアイデアを考えてください。

• 定員会の会員に物あるいは絵を見せ
て，それが先週のレッスンとどのような
関連があるか説明してもらいます。

• 共通の目的を成し遂げるために一緒
に使う二つの物をもってきます（例え
ば，鉛筆と紙，あるいは金槌と釘）。そ
の二つの物の違いと，それがどのように

して一緒に使われるか説明するよう若
い男性に勧めます。男性と女性には，
神の目的を成し遂げるために互いに補
い合う（あるいは補完する）別々の責
任が与えられていることを説明します。
若い男性に，男性と女性が互いに補い
合うものであることを説明するよう勧め
ます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，定員会の会員が，家庭の中での男性と女性が役割を補い合うこと
を理解する助けとなるでしょう。 御霊の導きに従って，定員会に最も適した活動
を一つ，あるいは幾つか選んでください。

• ホワイトボードに次の見出しを書いて
ください。「父親の責任」「母親の責
任」若い男性に，父親と母親が果たす
よう主が期待しておられる責任のリスト
を作るように言います。リストを作る助
けとなるよう「家族 ―世界への宣言」

（『神への務め』，107 参照）の第 7 段
落と，L・トム・ペリー長老の説教「永
続する平安を見いだし，永遠の家族を
築く」と，D・トッド・クリストファーソ
ン長老の説教「道徳に及ぼす女性の
力」を関連のある部分を調べてもらい
ます。父親と母親の神聖な役割につい
て，これらのリソースから何を学ぶこと
ができますか。父親と母親の役割はど
のように互いに補い合うものとなってい
るでしょうか。これらの教えは，世の教
えとどのように異なっているでしょうか。
若い男性に，自らの役割を補い合って
いる両親を目にしたことがあるなら，そ

の模範的な振る舞いについて発表して
もらいます。

• 若い男性に，モーセ 5：1－12 を調
べ，ホワイトボードにアダムとエバが夫
婦としてともに行ったこと全てをリスト
に書き出すように勧めます（『福音の視
覚資料集』5 を参照）。若い男性に，夫
と妻が対等のパートナーとして協力す
べき事柄を考えて，リストに書き加えて
もらいます。

• ビデオ「人生で出会う女性たち」あ
るいは「真の男になる」を見せます。 
夫が妻を祝福することについて，若い男
性はビデオから何を学べるでしょうか。 
若い男性に，将来なりたいと思っている
夫像について考えてもらいます。そのよ
うな人になるために今から行えることは
何でしょうか。

教師へのヒント

「聖霊は一人あるいは複数
の生徒に導きを与え，他の
生徒が聞く必要のある意見
を述べるよう促されること
がある。あなたは御霊の導
きのままに生徒の意見を求
める必要がある。自分から
意見を言おうとしていない
生徒に尋ねてみるよう導か
れることもある。」（『教師，
その大いなる召し』63）
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• ビショップの許可を得て，1 組の夫婦
を定員会集会に招きます。リンダ・K・
バートンの説教「ともに高め合いましょ
う」の「補い合う役割において高め，助
ける」という見出しの部分をともに読み
ます。 家族において男性と女性が互い
に補い合うことについて，若い男性は何
を学ぶでしょうか。訪問してくれた夫
婦にどのようにして互いの役割を果た
せるよう助け合ってきたか話してもらい
ます。あなたや家族がより良くなるうえ
で，結婚がどのように役立ってきたか分
かち合うのもよいでしょう。

• 若い男性に，女性の特質の中で，良
い母親または良い養育者になるために

大切な特質を列挙してもらいます。サタ
ンは女性の影響力をどのように弱めよう
としているでしょうか。義にかなった女
性の影響力を擁護し，支持するために，
若い男性は何をすることができるでしょ
うか。若い男性は，夫や父親になる備
えをするうえで，義にかなった女性の影
響力からどのような導きを得られるで
しょうか。話し合いの一部として，D・
トッド・クリストファーソン長老の説教

「道徳に及ぼす女性の力」から，幾つか
の部分を読んでもらってもよいでしょ
う。例えば最初の 2 つの段落の中か
ら，道徳に対する女性の影響力を弱め
る最近の傾向を 3 つ見つけてください。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。家族において男性と女性
が役割を補い合っていることが理解できたでしょうか。どのような感情や印象を
抱いたでしょうか。他に質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やす
べきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 定員会の会員に，両親が神聖な役割
を果たしてくれたおかげで自分たちが
特別な方法で祝福を受けてきたことに
対して，両親に感謝を述べてもらう。

• 若い男性に将来自分の家族を管理
し，必要なものを与え，守るという役割
を果たすために行えることを探すよう勧
める。

救い主の方法で教える

救い主は，御自分の弟子た
ちを愛し，彼らのために祈
り，絶えず彼らにお仕えに
なりました。主は弟子たち
の興味，希望，望み，そし
て，彼らの人生でどんなこと
が起きているか御存じでし
た。あなたが仕えている若
い男性についてあなたは何
を知っているでしょうか。 
将来彼らが家族を管理し，
必要なものを与え，守る備
えができるように，あなたは
今何をすることができるで
しょうか。
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精選されたリソース

242

精選されたリソース

D・トッド・クリストファーソン「道徳に及ぼす女性の
力」『リアホナ』2013 年 11月号，29－32 から抜粋

有史のはるか以前から，社会は道徳のあり方を女性の
力に依存してきました。女性が支える道徳の基盤は，
社会において前向きな影響を及ぼしてきただけでは
ありません。広く社会全体にとって何より有益である
ことを立証してきました。恐らく，それがあまりにも浸
透しているために，女性が貢献してきたことが十分に
評価されてはいません。わたしは善良な女性の影響
力に感謝をお伝えしたいと思いますし，女性の強さや

立場を脅かす考え方や傾向を幾つか指摘して，女性
の心の中に存在する，生まれながらの道徳の力をさら
に養うようにお願いしたいと思います。

女性はある美徳を持ってこの世に生まれて来ます。そ
の神聖な賜物によって，女性は信仰，勇気，共感，優
雅さといった特質を，人間関係にも文化にも少しずつ
注ぎ込むことに熟達しています。テモテを「偽りのな
い信仰」を持っていると褒めたパウロは，その信仰が
「まずあなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケに宿っ
たものであ〔る〕」と記しています〔2テモテ1：5〕。

12323_300_AP-Unit8_jp.indd   242 14/01/27   15:31
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この単元をオンラインで見るには，lds.org/youth/learnにアクセスしてください。

単元の概要

「神の戒めを守る者の祝福された幸福な状態についても考えてほしい。」（モーサヤ 2：41）

この単元のアウトラインは，若い男性が天の御父の戒めを守ることによって与えられる祝福
について学ぶうえで役立つでしょう。若い男性が戒めを守って度々悔い改めることにより，
彼らは主への愛を表してこの世的な影響力から自分自身を守ることができるでしょう。

今月は以下のアウトラインから選んでください。

世にあって世のものとならないためにどうすればよいでしょうか（「神への務め」）
わたしが話す言葉は自分自身と周りの人たちにどのような影響を与えるでしょうか
どうすればポルノグラフィーに抵抗することができるでしょうか
なぜ断食をするのでしょうか
なぜ安息日を聖く保つように命じられているのでしょうか
なぜ什分の一を納めるのでしょうか
なぜ正直であることが大切なのでしょうか

ミューチャル

青少年が学んでいることと活動をどのように結びつける
か考えてください。青少年の活動計画サイトがあなたを
助けてくれます。これらのアウトラインの学習活動の多
くは，ミューチャルの活動として使うことができます。定
員会会長会と話し合って，若い男性が日曜日に学ぶこと
を強化するのにふさわしい活動を選択し計画してくださ
い。

「神への務め」

小冊子『神への務め』の以下の項は，この単元のレッス
ンに関連しています。

「ふさわしい生活をする」16 －17，40 － 41，64 － 65
ページ

「教義を理解する」18 －20，42 － 44，66 － 68 ページ

9 月―戒め
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9月―戒め

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

「神への務め」

世にあって世のものとならない 
ためにどうすればよいでしょうか

「かつては教会の標準と世の標準にほとんど差がありませんでしたが，今や大きな
溝ができていて，ますます深まるばかりです。」（トーマス・S・モンソン「神権の力」

『リアホナ』2011 年 5 月号，66）主はわたしたちが主の標準に忠実であり，世の
悪に染まらないように望んでおられます。同様に，主はわたしたちが周りの人々に
よい影響を及ぼすよう期待しておられます。

霊的に備える

以下の聖句と資料をよく祈って研究してください。あなたが教える若い男性にいち
ばん役立つと思われるのはどの資料ですか。

「ふさわしい生活をする」『神への務め
を 果 た す』16 －17（執 事），40 － 41

（教師），64 － 65（祭司）

創世 39：1－20（エジプトのヨセフは
ポテパルの妻の誘いを断った）

列王下 6：14 －17（エリシャの召し使
いは自分が一人ではないことに気づく）

マタイ26：41；教義と聖約 10：5（誘惑
に陥らないように目を覚まして祈りなさ
い）

ヨハネ15：19；1 ニーファイ8：24 －28
（キリストに従う者があざけりを受けた
り，憎まれたりすることは多い）

1コリント10：13（耐えられない誘惑に
会うことはない）

教義と聖約 3：6 － 8（人よりも神を信
頼するならば，神は敵対する者からわ
たしたちを助けてくださる）

教義と聖約 62：1（主は人の弱さと，誘
惑の際に人を助ける方法を知っておら
れる）

教義と聖約 87：8（聖なる場所に立つ）

ディーター・F・ウークトドルフ「恐れる
ことはない。ただ信じなさい」『リアホ
ナ』2015 年 11 月号，76 －79。ビデオ

「神を知識を与え」も参照

M・ラッセル・バラード「神が舵を取っ
ておられる」『リアホナ』2015 年 11 月
号，24 －27

ウリセス・ソアレス「勝つことのできる，
勝つはずの戦い」 『リアホナ』2015 年
5 月号，70 －77

トーマス・S・モンソン「一人でも気高く
立ち」『リアホナ』2011 年 11 月号，60
－ 67。

ビデオ―「今いる場所で／置かれた場
所で咲きなさい」「一人でも気高く立ち」

教会の標準に合わないこの
世の標準には，どのようなも
のがあるでしょうか。主の
標準に従うことによりどんな
祝福を受けてきましたか。 
あなたが自分の標準を保つ
ことがほかの人にどんな影
響を与えるでしょうか。

この世の中は若い男性が主
の標準を見る目にどのよう
な影響を与えようとしていま
すか。この世の標準が悪化
を続ける中，どうすれば若
い男性は主の標準を保ち続
けられるでしょうか。どう
すれば周りの人によい影響
を及ぼすことができるでしょ
うか。
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若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（あるいは祭司定員会のビショップリック補佐）が，定員会
集会の司会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性を
リードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への
務めを成し遂げた経験を分かち合うよう励まします。また，福音のレッスンを教え
るよう，アドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，
会長会集会の間に 定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

学ぶ経験を始める

先週のレッスンの復習をし，今週のレッスンの導入をするために，以下のアイデアか
ら選ぶか，自分自身でアイデアを考えます。

• 若い男性に先週のレッスンで学んだ
ことを要約する一つの文章を紙に書い
てもらいます。何人かの若い男性に，
書いた文章を読み上げてもらいます。

• 定員会の会員たちに一個のオレンジ
（またはそのほかの柑橘類）を見せま
す。「若人の強さのために」にある幾
つかの標準を挙げてもらいます。幾つ
か挙がったら，それらをオレンジの上に

書きます。オレンジを水の入った容器に
入れてください（すると浮きます）。オレ
ンジを水から出して皮をむき，再び水に
入れます。すると沈みます。このことが
主の標準を守ることについて何を教え
ているか分かち合うように勧めます。
標準を守ることによってあなたの生活
がどのように祝福されてきたかについ
て，具体的な例を分かち合ってくださ
い。

一緒に学ぶ

このレッスンの目的は，若い男性が世にあって世のものとならずにいる方法，また
そのことが神権を行使するふさわしさを保つうえでどのような助けとなるのかを理
解できるように助けることです。レッスン中に，定員会の会員は小冊子『神への務
め』を使って『若人の強さのために』に従った生活をする計画を立てる必要があり
ます。 定員会の集会の前に，自分の小冊子『神への務め』と『若人の強さのため
に』を教会に持って来るよう若い男性に勧めます。今後の定員会集会で，計画を
達成したときの経験を発表するように勧めます。

• この一週間，若い男性にダニエル 1
－2 章を読むか，ビデオ「神は知識を与
え」を見てもらい，邪悪な環境の中でも
忠実であり続けたために，神がダニエ
ルを祝福した方法を発表するよう準備

して来るように言います。クラスの最中
に，学んだことを発表する時間を取りま
す。定員会として，ディーター・F・ウー
クトドルフ管長の説教「恐れることは
ない。ただ信じなさい」から「わたした

神への務めの計画

定員会の集会の最後に，若
い男性が『神への務めを果
たす』を使って計画を立て
る時間を取ります。これら
の計画は個人で行うもので
すが，定員会の会員は助け
合って計画のアイデアを出
すことができます。
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ちはダニエルのようでしょうか」という
表題の部分を見直します。定員会をグ
ループに分け，各グループに，問題に直
面しながらもダニエルのように忠実であ
り続けられる状況をロールプレーするよ
うに言います。

• 若い男性に（個人で，または定員会
全体で）このアウトラインに挙げられて
いる聖句を読んでもらい，誘惑に打ち
勝つことについて学んだことを話し合っ
てください。世の中が，主の標準と反対
のことをするように誘惑したり，高い標
準を保っていることをからかったりする
中で，彼らはどのように主の標準に従っ
て生活しているのでしょうか。若い男
性は主の標準に従って生活し，誘惑を
遠ざけたときにどのような気持ちがした
でしょうか。どのような経験を分かち
合うことができるでしょうか。

• ウリセス・ソアレス長老の説教「勝
つことのできる，勝つはずの戦い」に
は，この世の良くない影響に対する人々
の積極的および消極的な例が幾つか挙
げられています。若い男性一人一人にこ
の説教を調べ，印象に残った例を見つ
けてもらい，定員会でその話を要約して
もらいます。若い男性一人一人に，世の
ものとなるという誘惑に打ち勝ちながら
この世で生活する方法について，自分
自身の話を分かち合うように言います。 

• 若い男性に『若人の強さのために』
の目次を開いて，話し合いたいと思う標
準を一つ，あるいは幾つか選んでもらい
ます。それぞれの若い男性に自分が選
んだ標準について数分間調べてから，
学んだことを分かち合ってもらいます。 
若い男性に冊子『神への務め』を開い
て，「行う」の項目にこの標準に従って
生活する計画を記入してもらいます（ 
17，41，または 65 ページ） もし適切な
らば，若い男性に各自の計画を分かち
合ってもらいます。この先，数週間にわ
たって計画に従い，それが「世にあって
世のものとならない」ためにどのように
助けとなったか分かち合う用意をしてお
くように若い男性に勧めます（ヨハネ
15：19 参照）。

• 定員会全員で教義と聖約 87：8 を読
み，若い男性に，聖なる場所に立つとは
どのような意味だと思うか尋ねます。
若い男性に，M・ラッセル・バラード長
老の説教「神が舵を取っておられる」
の一部を読むか，このアウトラインで提
案されたビデオの中の一つを見る際，こ
の質問について深く考えてもらいます。 
彼らは聖なる場所に立つことについて
他にどのようなことを考えたでしょう
か。若い男性は自分たちの家族や学
校，地域をもっと聖い場所にすることが
できるということについてどのように感
じるか尋ねてください。 

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。神権者として，世にあって
世のものとなってはならない理由が理解できたでしょうか。何を感じ，どんな印象
を抱いたでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。この教義にもっと時間を費や
すべきでしょうか。
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行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 主の標準に従って生活することの大
切さについて証を分かち合う。

• 小冊子『神への務め』の中の「ふさ
わしい生活をする」の項で立てた計画
を実行するように若い男性に勧める。

救い主の方法で教える

救い主は独りになって祈り
や断食をしながら時間を過
ごし，教える備えをされまし
た。独りのときに天の御父
の導きを求められました。
あなたが若い男性を教える
準備をする際は，祈る時間
を持ち，主の標準を守るこ
とによって祝福が得られる
ことを若い男性が理解でき
るようにどう助けるべきか，
天の御父に導きを求めてく
ださい。
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精選されたリソース

ウリセス・ソアレス「勝つことのできる，勝つはずの戦
い」『リアホナ』2015 年 5 月号，70，75 からの抜粋

聖典には，敵対する人々に囲まれていても，戦いに勝
利を収めた人の話が無数にあります。その一人がモル
モン書の司令官モロナイです。このすばらしい青年
は，多くの不和や戦争が起き，ニーファイ人の国全体が
存続の危機にあったその時代に，勇気をもって真理を
擁護しました。モロナイは自らの務めを果たす能力に
優れていましたが，謙遜さを失いませんでした。他に
も様々な特質を備えていた彼は，その時代に神の御手
に使われる者として，非凡な働きをしました。アルマ書
には，全ての人がモロナイのようであれば，「地獄の力
でさえもとこしえにくじかれてしまい，また悪魔は決し
て人の子らの心を支配する力を持たないであろう」と
説かれています。〔アルマ 48：17〕モロナイの特質は
全て，神と主イエス・キリストを信じる偉大な信仰と，
神とその預言者の声に聞き従う確固とした決意の結果
として身についたものでした。

悪との戦いに勝つために，わたしたちの誰もが比喩的
な意味で現代の司令官モロナイになる必要がありま
す。わたしは現代の司令官モロナイになった，とても

忠実な若い執事を知っています。両親や教会の指導
者の勧めに従おうと努めてきたために，彼は年が若く
ても信仰と決意を毎日試されてきました。ある日，思
いがけず非常に難しい，居心地の悪い状況に陥ったと
話してくれました。友 達が 携 帯電話でポルノグラ
フィーの画像を見ていたのです。この若い男性は瞬時
に，仲間からの評判か，義にかなった行動か，どちら
が最も大切か選ばなければなりませんでした。数秒
後，勇気に満たされ，友達に対し，彼らのしていること
は正しくないと言いました。そしてさらに，ポルノグラ
フィーを見る行為はやめるべきであり，さもなければの
めり込んでしまうと言いました。ほとんどのクラスメー
トは彼の言葉をあざ笑い，誰もがすることだから問題
ないと言いましたが，この若い男性の勧めを聞いて画
像を見るのをやめた子が一人いました。

この執事が示した模範は，少なくとも一人のクラスメー
トに良い影響を及ぼしました。その選択のおかげで，
彼とその友達は嘲笑され，いじめられたことでしょう。
しかし一方で，彼らはアルマが民に語った次の勧告に
従ったのです。「悪人から去り，離れ，彼らの清くない
ものに触れてはならない。〔アルマ 5：57〕
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9月―戒め

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

わたしが話す言葉は自分自身と 
周りの人たちにどのような影響を 
与えるでしょうか
わたしたちの話し方には，自分が神の子供であるということを理解しているかが反
映されます。言葉遣いで人を高めたり励ましたりすることもあれば，傷つけたり気
分を害したりすることもあります。心を高めるような言葉遣いをするとき，わたした
ちは，ともにいてくださるように聖霊を招いているのです。

霊的に備える

どのような聖句や説教が，若い男性がほかの人たちと接するときに使う言葉の大切
さを感じさせることができるでしょうか。

箴 言 15：1－ 4；16：24；1 テ モ テ 4：
12；ヤコブの手紙 3：2 －10；アルマ
31：5；教義と聖約 108：7（わたしたち
の言葉はほかの人に強い影響を与え
る）

マタイ12：36；15：11；エペソ4：29
－32；モーサヤ 4：30（自分が使う言
葉に注意するべきである）

ジェフリー・R・ホランド「天使の言葉」
『リアホナ』2007 年 5 月号，16 －18

W・クレーグ・ズウィック「何を思って
いるのですか」『リアホナ』2014 年 5
月号

「言葉遣い」『若人の強さのために』20
－21

「不敬」『真理を守る』171－172

ビデ オ―「汚 い言 葉 ゼロクラブ」；
“ Texting Truths”

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（あるいは祭司定員会のビショップリック顧問）が，定員会
集会の司会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性を
リードし，（聖文と小冊子『神への務め』 から）神権の義務について教え，神への
務めを成し遂げた経験を分かち合うよう励まします。また，福音のレッスンを教え
るよう，アドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，
会長会集会の間に定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

あなたが使う言葉は自分自
身についての理解をどのよ
うに表すでしょうか。人を
鼓舞し，教え，慰め，思いを
伝えるためにどのように言
葉を使ってきたでしょうか。
適切な言葉についての世の
中の標準は，あなたが生き
ている間にどのように変
わってきたでしょうか。

若い男性が使う言葉はほか
の人を高めたり，励ましたり
しますか。それとも傷つけ
たり，感情を害したりするで
しょうか。どうすれば若い
男性が自分の周りの人に御
霊を招くような言葉を使うよ
うに促せるでしょうか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンの復習をし，今週のレッスンの導入をするために，以下のアイデアか
ら選ぶか，自分自身でアイデアを考えます。

• 何人かの若い男性に先週のレッスン
で印象に残っていることについて分か
ち合ってもらいます。

• 次の言葉をホワイトボードに書きます
―「読む言葉」「聞く言葉」「書く言葉」

「話す言葉」 。若い男性にエペソ4：
29 －32 を読んで，この聖文がホワイト

ボードに書かれた 4 つの言葉にどのよ
うに当てはまるか説明するように言いま
す。若い男性に以下の質問について深
く考えてもらいます。「自分が読む言
葉，聞く言葉，使うような言葉について
どのように感じますか。」「言葉はどのよ
うに聖霊からの導きを招いたり，遠ざけ
たりするでしょうか。」

一緒に学ぶ

以下に挙げる活動はそれぞれ，若い男性が良い言葉を使うことの大切さを理解す
るのに役立ちます。御霊の促しに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるい
は幾つか選んでください。

• ホワイトボードに次のように書きます。
「もし人が舌を制御できるならば，その
人は　を制御することができる。」
若い男性にヤコブの手紙 3：2 －10 を
読んで空欄を埋めてもらいます。若い
男性を一人ずつ割り当て，ヤコブが使っ
たたとえを一つずつ読んでもらいます

（2 －3 節，馬のくつわ；4 節，船；5 －
6 節，野火；7－ 8 節，毒；10 －11 節，
泉）。若い男性にこれらのたとえが言
葉を制することについて教えていること
を定員会で教える準備をしてもらいま
す。言葉を制するためにできることにつ
いて分かち合うように勧めます。

• 若い男性に自分のお気に入りの心を
高める言葉を用意してきてもらうよう何
日か前に割り当てます。若い男性に一人
ずつ自分の選んだ言葉を紹介して，そ
の言葉が自分の人生に与えた影響につ
いて説明してもらいます。わたしたちの
言葉がほかの人たちに与える力強く前
向きな影響を表す聖典からの例を見つ
けるように定員会に促してください。

( 例えば司令官モロナイと自由の旗〔ア
ルマ 46：11－22 参照〕，姦淫の場で捕
まえられた女性と主〔ヨハネ 8：1－11
参照〕，アビナダイとアルマ〔アルマ 5：
9 －12 参照］)。これらの例は若い男
性が発する言葉がほかの人々に及ぼす
力について何を教えているでしょうか。

• 若い男性一人一人にこのアウトライン
の初めにある聖文から別々の聖句を割
り当てます。その聖句のメッセージを
表すような単純な絵か図表を描いても
らいます。そして自分が描いた絵を見
せて，その絵がほかの人とのコミュニ
ケーションについて何を教えているのか
を定員会の会員に尋ねてもらいます。
若い男性に聖句のメッセージに関連す
るような経験があれば分かち合っても
らいます。

• 若い男性一人一人にジェフリー・R・
ホランド長老の「天使の言葉」という説
教の一部分を手渡し，その中で中心と
なるメッセージに下線を引いてもらいま
す ( 若い男性に説教の名前を教えては

教師へのヒント

「祈りを込めて教える準備
をするとき，……特定の原
則を強調するように導かれ
るかもしれないし，特定の
概念を提示するための最善
の方法が思い浮かぶかもし
れない。また日々のごくあ
りふれた生活の中に，事例
や実物を用いたレッスン，霊
感に満ちた話などを発見す
ることもある。さらに，だれ
かを招いてレッスンの援助
をしてもらおうと思いついた
り，皆に話せる自分自身の
体験を思い出すかもしれな
い。」（『教師，その大いなる
召し』48）
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いけません )。若い男性一人一人に下線
を引いた部分とその理由を話してもらい
ます。彼らが中心的なメッセージであ
ると考えたことに基づき，定員会の会員
たちにこの説教のタイトルとして考えら
れるものを挙げてもらいます。何人か
の若い男性に自分の話した言葉がほか
の人を高め，ほかの人たちに高められた
経験について分かち合ってもらいます。

• このアウトラインにあるビデオを一つ
見せて，そこから学んだことを若い男性
に分かち合っててもらいます。主の御
霊を招く方法でコミュニケーションを取
ることについて，他の人たちに良い影響
を与えるために何ができるか深く考えて
もらいます。例えば，悪い言葉を使う習
慣のある友達を助けるために何ができ
るでしょうか。あるいは，他の人たちを
高めたり励ましたりするために，電子的
なコミュニケーションツールをどのよう
に使うことができるでしょうか。『若人

の強さのために』の「言葉遣い」の項
を読んで，答えを探すように勧めてくだ
さい。彼らに考えを分かち合ってもらい
ます。

• 若い男性たちに，1 ニーファイ5：1－
7 を読んで，サライアとリーハイの模範
から，わたしたちの言葉が自分自身とほ
かの人たちにどのような影響を与えるか
について学んだことを分かち合ってもら
います。 W・グレーグ・ズウィック長老
の「何を思っているのですか」という説
教の中から，サライアとリーハイのこの
話について長老が述べている言葉を読
むように言います。若い男性たちはこ
の説教から，どのようなことについて理
解を深めるでしょうか。家族やほかの
人たちと交わるリーハイの模範に従うた
めに，彼らにはどのような方法があるか
考えを分かち合うように勧めてくださ
い。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。清く心を高める言葉を使う
ことの大切さを理解しているでしょうか。どのような感情や印象を受けているで
しょうか。ほかに質問があるでしょうか。この教義にもっと時間を費やした方がよ
いでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 適切な言葉を使うことによりほかの人
を高めたり励ましたりし，聖霊がともに
いるように招くことができるということ
について，証を分かち合う。

• アロン神権者としての神聖な召しを
反映するような言葉を使うように若い男
性に勧める。

救い主の方法で教える

あらゆる状況において，救
い主はわたしたちの模範で
あり教師でした。主は一緒
に弟子たちと祈ることによっ
て，祈りを教えられました。
愛し仕えることにより，愛し
仕えることを教えられまし
た。また御自分が教えるこ
とにより，福音の教え方を
教えられました。教える備
えをするに当たり，主がどの
ように人 と々接しておられた
のかを考え，どうすればほ
かの人を高め，励まし，聖霊
を招いてともにいてくださる
のかを考えてください。
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精選されたリソース

253

精選されたリソース

「言葉遣い」『若人の強さのために』20 －21

言葉遣いには神の息子，娘であるあなたの人柄がよく
現れます。清い知性ある言葉は聡明で健全な心の持
ち主であることの証明です。人を高め，力づけ，称賛
する品位ある言葉を使えば，主の御霊がともにいてく
ださるでしょう。わたしたちの言葉はわたしたちの行
いと同様，信仰，希望，そして慈愛に満ちたものである
べきです。

品位ある言葉を使う友達を選んでください。あなた自
身が模範を示し，周囲の人が言葉遣いを改善できる
ように助けてください。彼らが不適切な言葉を使うと
きには，失礼のないようにその場を立ち去るか話題を
変えてください。

人に対して親切で肯定的な話をしてください。冗談で
も，人を侮辱したり，けなしたりするような言葉を使わ
ないでください。いかなるうわさ話も避け，どなったり
することがないようにしてください。人を傷つけるよう
な辛辣な言葉を口にしそうになったら，口を閉じたま
までいてください。

神とイエス・キリストの御名をいつでも敬虔に，敬意
を込めて用いてください。神の御名をみだりに用い
るのは罪です。祈るときには，敬虔かつ敬意のこもっ
た言葉で天の御父に呼びかけてください。救い主は
「主の祈り」でそのような言葉を使っておられます（マ
タイ6：9－12 参照）。

神聖さを汚す野蛮で粗野な言葉やしぐさは使わない
でください。また不道徳な行為について冗談を言った
り，話題にしたりしないでください。こうしたことは神
やほかの人々を傷つけます。

言葉遣いに関するこれらの標準は，携帯電話でメー
ルを作成したりインターネット上で情報を交換したり
する場合を含むあらゆる形の情報交換にも当てはまる
ことを忘れないでください。

仮にあなたにこれらの標準から外れた言葉遣い，例え
ば，汚れた言葉を使ったり，ばかにしたり，うわさ話を
したり，あるいは周囲の人に対してどなったりする習慣
があったとしても，その習慣は変えられます。助けを
求めて祈ってください。品位のある言葉遣いをすると
いうあなたの望みを家族や友人に支えてもらってくだ
さい。

12323_300_AP-Unit9_jp.indd   253 14/01/27   15:30
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教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

どうすればポルノグラフィーに 
抵抗することができるでしょうか

「低俗で卑わいなポルノグラフィーは， 恐ろしい津波のように世界を覆いつつありま
す。ポルノグラフィーは毒です。見たり読んだりしないでください。見たり読んだ
りすると自分を滅ぼしてしまいます。ポルノグラフィーは皆さんから自尊心を奪い，
人生の中の美しいものへの感覚を狂わせてしまいます。そして皆さんを堕落させ，
邪悪な思いと，そして多分に邪悪な行いの泥沼へと引き込んでしまうのです。ポル
ノグラフィーから遠ざかってください。嫌な病気を避けるように避けてください。
死に至ることがあるからです。」（ゴードン・B・ヒンクレー「神殿，改宗者の定着伝
道活動について」『聖徒の道』1998 年 1 月号，57）わたしたちが「神の武具で身を
固め」（エペソ 6：11－17 参照），主の力に頼るとき，わたしたちは徳に対する悪魔
の攻撃から自分を守り，思いと行いを聖く保つことができるのです。

霊的に備える

これらの聖文と資料をよく祈って研究します。若い男性がポルノグラフィーに抵抗
できるようにどのように励ますことができるでしょうか。

創世 39：7－21；ローマ 12：21；2 テ
モテ 2：22；アルマ 39：9；モロナイ
10：30； 教 義 と 聖 約 27：15 －18；
121：45 － 46（わたしたちは情欲への
誘惑に直ちに背を向け，その代わりに自
分たちの心を清い思いで満たさなけれ
ばならない）

イザヤ 1：18；ヒラマン 12：23；教義と
聖約 58：42 － 43（もし悔い改めるなら
ばわたしたちは赦しを受けられる）

マタイ 5：27－28；ローマ 6：12；アル
マ 39：9：教義と聖約 42：23（女性に
対して情欲を抱くことは重大な結果を
伴う罪である）

1 ニーファイ17：3；モーサヤ 24：14；
アルマ 26：12（戒めを守ろうと努力す
るときに神はわたしたちを強めてくださ
る）

ジェフリー・R・ホランド「わたしの敵
に場所を与えてはならない」『リアホナ』
2010 年 5 月号，44 － 46；ビデ オ―

「足元に注意する」も参照

クエンティン・L・クック「今でもそのよ
うに感じられるか」『リアホナ』2012
年 11 月号，6 － 9

リンダ・S・リーブズ「ポルノグラフィー
からの保護 ―キリストを中心とする
家庭」『リアホナ』2014 年 5 月号，15

『徳であなたの思いを飾るようにしなさ
い』

「ポルノグラフィー」『真理を守る』179
－180

「娯楽とメディア」『若人の強さのため
に』11－13

ビデオ―「見るべきでないものに」

ポルノグラフィーに抵抗する
ために，あなたは，どのよう
な健全で心を高めるもので
人生を満たしてきましたか。
ポルノグラフィーに抵抗する
ことが神権者として，夫とし
て，父親として，どのように
あなたを祝福してきました
か。

若い男性はどのような形で
ポルノグラフィーにさらされ
ているでしょうか。そのこ
とは神権の力にどのような
影 響を与えるでしょうか。
ポルノグラフィーに抵抗する
のを助けるために，健全で
心を高めるどのような影響
力について勧めることがで
きるでしょうか。
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若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（あるいは祭司定員会のビショップリック顧問）が，定員会
集会の司会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性を
リードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への
務めを成し遂げた経験を分かち合うよう励まします。また，福音のレッスンを教え
るよう，アドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，
会長会集会の間に 定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

学ぶ経験を始める

先週のレッスンの復習をし，今週のレッスンの導入をするために，以下のアイデアか
ら選ぶか，自分自身でアイデアを考えます。

• 先週のレッスンに出てきた言葉をホワ
イトボードに書き，一人の若い男性にそ
れが自分にとって何を意味するのかを
説明してもらいます。

• 白い布（ハンカチや手袋など）と泥
が入った小さい容器を見せます。もし
白い布を泥の中に入れたならどうなる

かを若い男性と話し合います。影響を
受けるのは泥と白い布のどちらでしょう
か。ポルノグラフィーはわたしたちの思
いや霊にどのような影響を与えるでしょ
うか。このレッスンの初めにあるヒンク
レー大管長の引用について話し合って
ください。

一緒に学ぶ

以下の活動は若い男性がポルノグラフィーにどのように抵抗したらよいかを理解す
るのに役立ちます。御霊の促しに従って，定員会にとって最も適した活動を一つ，
あるいは幾つか選んでください。

• 若い男性たちにビデオ「見るべきで
ないものに」を見せて，ダビデにとって
別の選択をすることができた箇所にさ
しかかったらビデオを止めるように言っ
てもらいます。この経験の後でダビデ
王に何が起きたでしょうか（サムエル下
11－12 章）。それは彼の家族にどの
ような影響を与えたでしょうか。ポルノ
グラフィーを見ることは，なぜそれほど
危険なのでしょうか。若い男性に，創
世 39：7－21を読んで，同じような状
況でヨセフはどのように反応したか見つ
けてもらいます。なぜポルノグラフィー
を見ることは神に対する罪なのでしょう

か。若い男性はポルノグラフィーを避け
るためにどのような防御策を使ってきた

（あるいは，ほかの人が使っているのを
聞いたことがある）でしょうか。不適切
な思いを切り替えるために，どのような
健全な活動や思いを活用することがで
きるでしょうか。

• 若い男性になぜポルノグラフィーは魂
にとって有害だと思うか尋ねます。定
員会として『真理を守る』の「ポルノグ
ラフィー」 の項を読んでください。各段
落の終わりごとに，皆で読んだことの大
切さについて時間を取って話し合ってく
ださい。（例えば，若い男性がポルノグ

教師へのヒント

「あなたの最大の関心は，
感動的なレッスンをすること
ではなく，生徒が福音を学
ぶように助けることに向け
られていなければならな
い。これには生徒が教え合
う機会を与えることも含ま
れる。」（『教師，その大いな
る召し』64）
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ラフィーに遭遇する可能性のある場所
や状況について話し合うことができま
す。ポルノグラフィーから身を守るため
に何ができるでしょうか。偶然に出くわ
してしまった場合にはどうするか計画を
立てるように勧めてください。）3 つ目
の段落を読んだ後で，悔い改めの過程
の中での贖いの力と，ビショップや支部
会長がどう関わるのかを話し合います。
もしポルノグラフィーを見てしまった場
合には，ビショップと会うように若い男
性に勧めます。

• 若い男性たちに，ポルノグラフィーが
なぜそれほど有害なのか，それを避け
るにはどうしたらよいかを，12 歳のなる
将来の自分の息子と話し合う場面を想
像してもらいます。定員会の半分にジェ
フリー・R・ホランド長老の「わたしの
敵に場所を与えてはならない」という説
教を，残りの半分にリンダ・S・リーブズ
姉妹の「ポルノグラフィーからの保護
―キリストを中心とする家庭」という
説教を割り当て，この話し合いに役立
つ情報や言葉を見つけてもらいます。 

（このアウトラインにあるビデオの一つ
を見てもよいでしょう。）彼らに分かっ
たことを分かち合うよう勧めます。ポル
ノグラフィーに対して彼らが今どのよう
な選択をするかが，彼らが将来夫や父
親になったときに感じる幸福な気持ち
にどのように影響するでしょうか。

• 若い男性に，今日の青少年がポルノ
グラフィーについて直面している課題に
関して，十二使徒定員会の会員に伝え
る機会があると想像してもらいます。
十二使徒はどんなことを言うでしょう
か。若い男性一人一人に，クエンティ
ン・L・クック長老の「今でもそのよう
に感じられるか 」という説教の「性的
不道徳と清くない思い」という箇所から
始まる 6 つの段落のコピーを配布しま
す。定員会の会員の半分に，クック長
老が 15 歳の若い男性から学んだこと
について探して分かち合ってもらい，残
りの半分にはクック長老が与えている
勧告を見つけて分かち合ってもらいま
す。若い男性は自分たちの家庭がポル
ノグラフィーから「逃れられる場所」と
なるように何かできるでしょうか。

• 若い男性に，ポルノグラフィーの問題
に苦しむ友人がいると想像してもらいま
す。その友人を助けるためにどんなこと
を話すでしょうか。若い男性に各自で

『若人の強さのために』の「娯楽とメ
ディア」の項，または小冊子『徳であな
たの思いを飾るようにしなさい』から

「罪を捨てる強さを見いだす」の項の一
部を読んでもらいます。若い男性たち
は，友人にこの項からどんなことを分か
ち合うことができるでしょうか。ポルノ
グラフィーに悩んでいる人に役立つ聖
句には他にどんなものがあるでしょう
か。（例として，この概要に提案されて
いる聖句を参照する。）

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。若い男性はどのようにポル
ノグラフィーを避けたらよいか理解できたでしょうか。どんな思いや印象を抱いた
でしょうか。ほかに質問はないでしょうか。この教義にもっと時間を費やした方が
よいでしょうか。
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行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 不適切なものを見ることを避けるた
めに自分がしていることを分かち合う。

• ポルノグラフィーを避け，それから逃
れるための個人的な計画を作るように
定員会の会員に勧める。

• もしポルノグラフィーについて苦しん
でいるならば，ビショップまたは支部会
長に相談するように定員会の会員に勧
める。

救い主の方法で教える

救い主は御自身に従う者た
ちに，信仰をもって行動し，
主が教えられた真理に従っ
て生活するように勧められ
ました。主はすべての教え
において，御自身に従う者
たちが真心から福音に従っ
て生活できるように，彼らを
助けることに注意を向けら
れました。どうすれば若い
男性が自分たちの聖約を理
解し，真心からそれに従っ
て生活できるように助ける
ことができるでしょうか。

アドバイザーへの注意―
多くの若い男性は個人的
に，あるいは家族や友人を
通してポルノグラフィーの影
響を受けています。定員会
集会ではポルノグラフィーに
かかわる経験や告白につい
て話し合わないでください。
このレッスンを教えるという
ことを両親に知らせて，家
庭においても話し合いを続
けるように勧めてもよいかも
しれません。もし若い男性
が助けを必要としているな
らば，両親やビショップまた
は支部会長と話すことを勧
めてください。
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精選されたリソース
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精選されたリソース

クェンティン・L・クック「今でもそのように感じられる
か」からの抜粋， 『リアホナ』2012 年 11 月号，6 －
9

性的不道徳と清くない思いは，救い主が定められた
標準から外れています。〔アルマ 39 章参照〕この
神権時代の初めに，性的不道徳は恐らく最大の課題
となるだろうとわたしたちは警告されました。〔エズ
ラ・タフト・ベンソン「器の内側を清める」『聖徒の
道』1986 年 7 月号，4 参照〕そのような行いをする
人は悔い改めないかぎり，霊的なものを感じられなく
なり，決意が揺らぎます。映画やテレビ，インターネッ
トには，よく有害なメッセージや画像が出てきます。
ディーター・F・ウークトドルフ管長とわたしは最近ア
マゾンのジャングルの村に行きましたが，小さく簡素
な小屋にも衛星放送受信アンテナが付いていること
に気づきました。こんな辺鄙な地でもすばらしい情報
が得られるのだと喜ぶと同時に，わいせつで不道徳
でみだらな画像から逃れられる場所が事実上地上に
はないことを思い知らされました。これは，ポルノグラ
フィーが今日疫病のように蔓延している問題になって
いる理由の一つです。

最近，15 歳のアロン神権者と話しました。彼の鋭い
意見を聞いて，だれもがインターネットを使う現代で
は，若者はほとんど無意識のうちに，清くない画像や
ポルノグラフィーにいともたやすくさらされてしまうとい
うことが理解できるようになってきました。彼はこう
指摘しています。教会で教えられているほとんどの原
則は，破ると健康や幸福がかなりむしばまれる危険性
があることを，少なくともある程度，社会全体が認識し
ています。若い人の喫煙や違法薬物の使用，飲酒が
そうです。しかし，ポルノグラフィーと不道徳について
は，同様の苦情はおろか，警告の声すら一般社会から
上がっていないのです。

愛する兄弟姉妹の皆さん，この少年の分析のとおりで
す。どんな解決策があるでしょうか。長年にわたって
預言者と使徒は，家庭で宗教的な規律を守ることの
大切さを教えてきました。

両親の皆さん，教会の集会やプログラムに家族と一緒
に積極的に参加することは非常に大切です。しかし，
道徳的で義にかなった生活をし，神の御前をまっすぐ
に歩むよう子供に教えるという皆さんの神聖な責任を
果たすためには，もはやこれだけでは不十分です。モ
ンソン大管長の今朝の発表を考えると，思いやりと赦
し，誠実さ，義に満ちあふれた家庭でこれを教えるこ
とが絶対に必要なのです。親はインターネットでアク
セスするサイトやテレビ番組，映画，音楽を精選し，
しっかり監督する勇気を持たなければなりません。勇
気をもって「だめ」と言い，真理を擁護し，力強い証を
述べなければなりません。皆さんが救い主を信じる
信仰を持っていて天の御父を愛しており，教会の指導
者を支持していることを子供は知る必要があります。
成熟した霊性が家庭になくてはなりません。今日，あ
る道徳の問題について家庭で話し合わなければなら
ないことを理解しないまま，この大会を後にする人が
いないことを望みます。ビショップと神権指導者，補
助組織の指導者は，家族を助け，霊的な原則が必ず
教えられるようにする必要があります。ホームティー
チャーと訪問教師は親を助けるとよいでしょう。特
に，子供を持つひとり親を助けてください。

先に述べた少年は，ポルノグラフィーや清くない思いに
ついて，どのくらい早く子供に教えてその悪影響から
守るべきか使徒たちは知っているのかと詰め寄って来
ました。少年は語気を強めて，場所によっては初等協
会を卒業する前に教えても早すぎることはないと言っ
たのです。

不道徳な画像にごく幼いころにさらされた青少年は，
自分にはもう伝道に出る資格も神聖な聖約を交わす
資格もないのかもしれないと恐れます。その結果，信
仰がかなり弱くなってしまうことがあるのです。若い
人たちに言いたいのですが，アルマが教えたように，
悔い改めることによって，すべての天の祝福を受ける
ことができるようになります。〔アルマ13：27 － 30；
41：11－15〕救い主の贖罪はそのためにあるので
す。親または信頼できるアドバイザーに話し，ビショッ
プと相談してください。

12323_300_AP-Unit9_jp.indd   257 14/01/27   15:30
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9月―戒め

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

なぜ断食をするのでしょうか
断食とは自分の意志で，ある一定の期間，食べ物と飲み物を取らないことを言いま
す。心からの祈りを伴う断食は，あなたとほかの人たちが神の祝福を受ける備え
をするうえで助けとなります。断食には助けを必要としている人のために惜しみな
く断食献金を納めることも含まれます。アロン神権者はビショップを助けるために
断食献金を集めることを依頼されることがあります。

霊的に備える

どのような聖句やそのほかのリソースが，若い男性が断食とその結果による祝福
を理解する助けとなるでしょうか。

エステル 4：10 －17；マタイ6：16 －
18；教義と聖約 59：12 －14（主は正
しい断食の方法を示され，それには断
食献金が含まれる）

イザヤ 58：3 －12；マタイ6：16 －18
（主は正しい断食の方法を示され，それ
には断食献金が含まれる）

マタイ17：14 －21（イエスは断食と祈
りによって，より大きな癒しの力を受け
ると弟子たちに言われた）

モ ー サ ヤ 27：18 －24；アル マ 6：6
（断食はほかの人たちを祝福する助けと
なる）

アル マ 5：45 － 46；17：1－3，9；ヒ
ラマン 3：35（断食は証を強める助けと
なる）

L・トム・ペリー「何か願いがあるの
か」 『リアホナ』2005 年 5 月号，84 －
87

ヘンリー・B・アイリング「『（これは）
わたしが選ぶところの断食……ではな
いか』」『リアホナ』2015 年 5 月号，22
－25 

ディーン・M・デイビーズ「断食の律法
─貧しい人や助けを必要とする人の世
話をする個人の責任」『リアホナ』2014
年 11 月号，53 － 55

「断食と断食献金」『真理を守る』141
－143

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（あるいは祭司定員会のビショップリック顧問）が，定員会
集会の司会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性を
リードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への
務めを成し遂げた経験を分かち合うよう励まします。また，福音のレッスンを教え
るよう，アドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，
会長会集会の間に 定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

これまでどのような理由で
断食しましたか。その結果
はどうでしたか。断食を意
義あるものとするために何
をしますか。

若い男性が断食の原則を理
解することはなぜ大切なの
でしょうか。断食に伴う祝
福を享受するうえで若い男
性が直面する最も大きな障
害とは何でしょうか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンの復習をし，今週のレッスンの導入をするために，以下のアイデアか
ら選ぶか，自分自身でアイデアを考えます。

• 若い男性に先週の定員会集会で読ん
だ聖句から覚えているものを分かち
合ってもらいます。

• 若い男性に，違う信仰を持つ友人が
断食の意味と断食する理由について知

りたがっていると想像してもらいます。
断食の原則について友人にどのように
説明するでしょうか。断食することと，
ただ食事を抜くことの違いについて話
し合います。

一緒に学ぶ

以下の活動は若い男性が断食とはどのようなことかを理解する助けとなります。 
御霊の促しに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選んでくだ
さい。

• 若い男性にヘンリー・B・アイリング
管長の説教「『（これは）わたしが選ぶ
ところの断食……ではないか』」をグ
ループで読むか，または視聴してもらい
ます。説教を小さな部分に分割しても
よいでしょう。それぞれの部分を読む
か，あるいは視聴するときに，次の質問
の答えを見つけるように言います。「断
食をするとはどういうことでしょうか。」 

「断食の目的は何でしょうか。」「断食の
祝福にはどのようなものがあるでしょう
か。」 若い男性に，断食によりどのよう
な祝福を受けたか，断食をさらに良い
ものとするために何をするか分かち合っ
てもらいます。

• 定員会全体で，若い男性がよく直面
するであろう課題のリストを作ります。 
若い男性にこのアウトラインに挙げられ
ているような，断食の祝福について書い
てある聖文を読んでもらいます。適切
な断食から得られる祝福をホワイト
ボードに書いてもらいます。このような
祝福は若い男性が人生のチャレンジに

打ち勝つうえでどのような助けになるで
しょうか。また若い男性が神権者とし
ての役割を果たすうえで，どのように助
けになるでしょうか。断食の祝福につ
いて証を宣べ，若い男性にも同じように
証するように勧めます。

• 若い男性に，紙を縦 3 つの欄に分
け，それぞれの欄に「するべきこと」 

「避けるべきこと」「神が約束された祝
福」という見出しを付けるように言いま
す。イザヤ 58：3 －12 から断食につい
て見つけた答えを書いてもらいます。 

（必要ならば，断食献金は「飢えた者に
パンを分け与える」方法の一つであり，
若い男性も断食献金を納めることが歓
迎されることを説明します。）若い男性
に，答えと，主の方法で断食することに
よって得られた祝福について分かち合
うように促してください。

• もしあなたのワードの若い男性がビ
ショップを助けて断食献金を集めてい
るならば（『神への務め』23 参照），ど

教師へのヒント

「あなたが答えを知らない
質問を受けるかもしれな
い。そのような場合，答え
を知らないことを率直に言
う。答えを見つけるように努
力するといってもよい。あ
るいは，生徒たちに調べ
させ，別のレッスンで発表
する機会を設けてもよい。」

（『教師，その大いなる召し』
64）
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救い主の方法で教える

救い主は独りになって祈り
や断食をしながら時間を過
ごし，教える準備をされまし
た。若い男性に断食につい
て教えるに当たって，どのよ
うに自分自身を備えること
ができるでしょうか。

教師への注意事 項― 健
康上の理由から断食ができ
ない若い男性がいるかもし
れません。断食の祝福を受
けるにはほかの方法もある
ことを教えてください ( 例え
ば，惜しみなく断食献金を
納めるなど ) 。

うすれば主に喜ばれるような方法でこ
の義務を果たすことができるかについ
て定員会会長に話し合いを進めても
らってもよいでしょう。例えば，定員会
の会長は，断食献金は何のためにあり，
この務めを果たす際に定員会の会員は
どのような態度で臨むべきか，またほか
の人に仕えることによりどのような祝福
を受けるかについて話し合ってもよいで
しょう。この話し合いの一環として，
ディーン・M・デイビーズビショップが
説教「断食の律法─貧しい人や助け

を必要とする人の世話をする個人の責
任」でアロン神権者に与えた勧告を読
んでもよいでしょう（『リアホナ』2014
年 11 月号，55）。ビショップリックの一
員を招いて，貧しい人や助けの必要な人
を助けるために断食献金がどのように
使われているのかを定員会に説明して
もらいます。断食献金を集めるという
神権の務めについて，定員会の会員が
初等協会のクラスを教えることも検討し
てもよいでしょう。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。断食するとはどのようなこ
とか理解しているでしょうか。どんな思いや印象を抱いたでしょうか。ほかに質問
はないでしょうか。この教義にもっと時間を費やした方がよいでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を司会します。彼は以下を行うことができま
す。

• 断食をしたときの経験を分かち合う。

• 定員会の会員たちが次に断食すると
きに今日学んだことを応用するように勧
める。

• 若い男性に断食献金を納めるように
勧める。
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9月―戒め

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

なぜ安息日を聖く保つように命じら
れているのでしょうか
主はわたしたちに恵みをもたらすために安息日を定め，聖く守るように命じられま
した。安息日を守ることで，わたしたちは主とわたしたちの家族により近づくこと
ができます。永遠の物の見方と霊的な力を受けることができます。また安息日によっ
て，わたしたちは肉体的な労働から休み，主を礼拝することができます。

霊的に備える

以下の聖句と資料をよく祈って研究してください。安息日について教えるために，
若い男性に最も適したものを選んでください。

創世 2：2（安息日の起源）

出エジプト20：8 －11（安息日を聖とせ
よ）

マルコ 2：27（安息日は人のためにある）

教義と聖約 59：9 －13（安息日を守る
なら，世の汚れに染まらないでいるこ
とができる）

ラッセル・M・ネルソン「安息日は喜び
の日」『リアホナ』2015 年 5 月号，129
－132

トーマス・S・モンソン「選びについて
の 3 つの R」『リアホナ』2010 年 11 月
号，67－70

ケビン・S・ハミルトン「しっかりつかまる」
『リアホナ』2013 年 11 月号，99 －101

「安息日」『真理を守る』10 －11

「安息日を守る」『若人の強さのために』
30 －31

ビデオ―「彼は少年時代に哀れみを
学んだ」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（あるいは祭司定員会のビショップリック顧問）が，定員会
集会の司会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリー
ドし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務
めを成し遂げた経験を分かち合うよう励まします。また，福音のレッスンを教える
よう，アドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，会
長会集会の間に定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

学ぶ経験を始める

先週のレッスンの復習をし，今週のレッスンの導入をするために，以下のアイデア
から選ぶか，自分自身でアイデアを考えます。

安息日を聖く保つことによ
り，あなたはどのような祝福
を受けているでしょうか。
安息日にふさわしいこと，ふ
さわしくないことは，どうす
れば分かるでしょうか。

安息日が与えられている理
由を若い男性が理解するこ
とはなぜ大切なのでしょう
か。安息日を尊びたいとい
う願いを彼らに植え付ける
ために，あなたはどのように
助けることができますか。
何をすることが安息日にふ
さわしいかを自分で判断で
きるように，あなたは若い男
性をどのように助けることが
できますか。
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• 先週のレッスンで出てきた絵や実物
を若い男性に見せ，先週学んだ内容と
どのような関係があるのかを説明しても
らいます。

• 安息日にふさわしくない活動を日曜日
に行うように友人から誘われたことが

あるか，若い男性に尋ねます。そんな
とき，安息日を守る理由について友人
にどのように説明したでしょうか。安息
日の大切さをほかの人たちに説明する
ための別の方法として，このアウトライ
ンの初めの段落を分かち合います。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い男性が安息日の目的を理解する助けとなるでしょう。御霊の
導きに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選んでください。

• 説教「安息日は喜びの日」を 3 つか
4 つに小さく分割します。若い男性に，
小さなグループまたは個人で，各部分
を読んでもらいます。彼らは安息日を喜
びの日とする方法についてどのようなこ
とを見つけましたか。若い男性たちは
安息日におけるの自分たちの行動が大
きな喜びにつながるものとなるように，
行動をどのようにすれば喜びと歓喜に
つながることになるでしょうかこれから
どのように生活するでしょうか。

• 若い男性を二人一組に分けます。各
ペアのうち一人の若い男性に教義と聖
約 59：9 －15 を読んで，安息日に行
うように勧められていることを書き出し
てもらいます。もう一人の若い男性には
16 －19 節を読んで，安息日を聖く保つ
ときに約束される祝福を探してもらいま
す。各自が見つけたことを分かち合い，
なぜ安息日を尊ぶことは大切なのかに
ついて話し合います。定員会全体で，
なぜ主は安息日を与えられたのかにつ
いて話し合ってください。若い男性が
自分の生活の中で安息日にかかわる主
の目的を達成するためにできることにつ
いて考えてもらいます。

• 若い男性に，特定の活動が安息日に
適切かどうかを判断する方法を尋ねま
す。教義と聖約 59：9 －13 と『若人の
強さのために』（30 － 31 ページ）を読
んで助けとなる原則を探し，見つけたこ

とをホワイトボードに書いてもらいます。
若い男性の一人一人に自分が日曜日に
行っている活動について考えて，これ
らの原則に従っているかどうかを自分
で考えてもらいます。彼らが安息日に
行っていることで変えた方がよいと感じ
ることについて，具体的な目標を持つ
ように勧めてください。

• ケビン・S・ハミルトン長老の説教「しっ
かりつかまる」の最初の 2 段落の中か
ら長老の父親の話の部分を大会のビデ
オで見せるか，あなたが要約して話し
ます。この話から，若い男性は，安息
日を守ることの大切さについて何を学
ぶでしょうか。若い男性に，ハミルト
ン長老の説教から，「安息日をどのよう
に守るかについて，一人一人が決断す
るべき多くの選択肢があります」で始
まる段落をコピーして渡します。その段
落を読んで，二人一組で，安息日の活
動として「良い」「より良い」「最も良い」
もののリストを作ってもらいます。自分
のリストをクラスの人たちに紹介するよ
うに勧めます。

• 『真理を守る』の「安息日」の項目を，
声を出して読み，若い男性に適切な安
息日の活動の例を見つけてもらいます。
日曜日の活動についての世間の考えは，
主がわたしたちに求めておられるものと
どのように異なるでしょうか。特定の活
動がどのように安息日の精神から心を

教師へのヒント

「聖典から教えるときにし
ばしば役に立つのは，生徒
に特定の物や事柄を見たり
聞いたりしてもらうことであ
る。」（『教師，その大いなる
召し』55）
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遠ざけるか考えてもらいます。安息日を
聖く保っているかどうか，どうすれば知
ることができるでしょうか。若い男性が

安息日の精神と調和して過ごしていると
感じたのは，どのようなときでしょうか。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。安息日の目的が理解できた
でしょうか。何を感じ，どんな印象を抱いたでしょうか。ほかに質問はないでしょ
うか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を司会します。彼は以下を行うことができま
す。

• 安息日を聖く保つことの大切さと，そ
うすることによって自分の生活がどのよ
うに改善したかについて証を分かち合
う。

• 安息日を聖く保つという良い模範を
示すことで，家族と周りの人々を強める
ように，定員会の会員に勧める。

救い主の方法で教える

救い主は御自身に従う者た
ちに，信仰をもって行動し，
主が教えられた真理に従っ
て生活するように勧められ
ました。主はすべての教え
において，御自身に従う者
たちが真心から福音に従っ
て生活できるように，彼らを
助けることに注意を向けら
れました。安息日を聖く守
ることによる祝福について
証してください。それから，
若い男性に，信仰を働かせ
て安息日を尊ぶことにより，
自分自身でそのことを学ぶ
ように勧めてください。
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トーマス・S・モンソン「選びについての 3 つの R」か
らの抜粋， 『リアホナ』2010 年 11 月号，67 － 70

最後に，人生の早いうちにゴールを定めた人の話を紹
介しましょう。教会員でありハーバード大学経営管理
学教授のクレートン・M・クリステンセン兄弟です。

16 歳のとき，クリステンセン兄弟は日曜日にスポーツ
は絶対にしないと決意しました。数年後，イングラン
ドのオックスフォード大学に進学したクリステンセン兄
弟は，バスケットボール部のセンターのポジションで
活躍しました。そのシーズン，チームは一度も負けるこ
となく勝ち進み，合衆国で言えば NCAA バスケット
ボールトーナメントに当たるイギリスの大会に出場しま
した。

無難に勝ち進んだチームはベスト 4 に名乗りを上げ
ました。日程を知ったクリステンセン兄弟は愕然とし
ます。決勝は日曜日だったのです。兄弟もチームも苦
しい練習の末にここまでたどり着いたのです。先発で
センターを任されることになっていたクリステンセン兄
弟はコーチに心の葛藤を打ち明けました。ところが，
コーチには理解してもらえず，試合に出場するようにと
言われました。

決勝の前に準決勝がありました。不運なことに，準決
勝で控えのセンターの選手が肩を脱臼してしまい，決
勝戦に出場するようにというクリステンセン兄弟への
圧力はますます強くなりました。彼はホテルの部屋に
入ってひざまずくと，この 1 回だけ，日曜日に試合に出
てもいいか天の御父に尋ねました。クリステンセン兄
弟は，祈りが終わる前に次のような答えを受けたと話
しています。「クレートン，なぜわたしに尋ねるのです
か。答えはあなたが知っています。」

クリステンセン兄弟はコーチのところに行き，決勝には
出られないこと，それを心から申し訳なく思っているこ
とを伝えました。チームは彼抜きで決勝を戦い，同じ
時間，クリステンセン兄弟は近くのワードに出席しまし
た。そして，試合に勝つように祈りました。チームは
優勝しました。

運命を変えるような難しい決断から 30 年以上がたち
ました。時がたった今，クリステンセン兄弟はあの決
断が人生で最も大切な決断の一つだったと語ってい
ます。別の決断をして，次のように言うことはとても簡
単だったでしょう。「安息日を聖く保つことは確かに
正しい戒めです。でも，この酌量すべき特殊な状況で
は，今回だけ守れなくても仕方のないことです。」しか
しクリステンセン兄弟は，結局のところ人生は最初か
ら最後まで特殊な状況の連続であり，一度でも例外
を作ってしまえば，この場合は仕方がないという切羽
詰まったことが次に起こったとき，いとも簡単にまた例
外を作ってしまっていただろうと話しています。彼が
得た教訓は，戒めは 98 パーセントの確率で守るより
も100 パーセントの確率で守る方が簡単だということ
です。〔クレートン・M・クリステンセン，“Decisions 
for  Which I’ve Been Grateful”（ブリガム・ヤン
グ大学アイダホ校でのディボーショナル，2004 年 6
月 8 日），www.byui.edu/presentations 参照〕

ケビン・S・ハミルトン「しっかりつかまる」『リアホ
ナ』2013 年 11 月号，99 －101 から抜粋

わたしの父は，彼の父親，母親，そして4 人の子供か
ら成る自分の家族が教会を離れたときのことを，その
日にちや時間まで正確に思い出すことができました。
家族の多くは生涯二度と教会に戻って来ませんでし
た。父は 13 歳で執事でした。当時，家族は午前中
に日曜学校に出席し，午後は聖餐会に出席していま
した。ある晴れた春の日のこと，父の家族は日曜日の
朝の礼拝行事を終えて帰宅し，一緒に昼食を取りまし
た。その後で，母親が父親の方を向いて，一言，こう
尋ねました。「ねえ，あなた，今日の午後のことだけ
ど，聖餐会に出た方がいいかしら。それとも田舎を家
族でドライブした方がいいかしら。」

父は，聖餐会に出るか出ないかという選択肢があるな
どと一度も考えたことがありませんでした。父と 3 人
いた 10 代のきょうだいは皆，姿勢を正し，一心に耳を
傾けました。その日の午後，田舎をドライブしたこと
は楽しい家族の活動だったかもしれません。しかし，
その小さな決定は新しい方向へ踏み出すきっかけとな

12323_300_AP-Unit9_jp.indd   264 14/01/27   15:30
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精選されたリソース

り，最終的に，父の家族は安全と安心感，祝福を与え
てくれる教会から離れ，異なる道へと進むことになっ
たのです。

安息日をどのように守るかについて，一人一人が決断
するべき多くの選択肢があります。「良い」時間の過
ごし方はいつでも必ずあります。しかしそれらは，教
会の集会に出席するという，より良い選択肢のために

犠牲にすることのできる，あるいは犠牲にするべきも
のです。「良い」ものは実際には，敵対者が「〔わた
したち〕をだまし，〔わたしたちを巧みに〕誘〔う〕」一
つの方法です〔2 ニーファイ28：21〕。サタンは「よ
り良い」もの，さらには「最も良い」ものの代用とし
て「良い」ものを使うのです〔ダリン・H・オークス
「良いこと，より良いこと，最も良いこと」『リアホナ』
2007年 11月号，104－108 参照〕
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9月―戒め

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

なぜ什分の一を納めるのでしょう
か
什分の一を納めることは神聖な特権です。什分の一を納めるときに，わたしたち
は神が下さったすべてのものへの感謝を表し，自分が受けたものの一部を神にお
返しします。什分の一は神殿や集会所の建設，聖典の翻訳や出版，伝道活動や家
族歴史活動，またそのほかの方法によって神の王国を地上に建てるために使われ
ます。

霊的に備える

若い男性が，什分の一を納める理由を理解するうえで，どのような聖句や資料が助
けとなるでしょうか。

マラキ 3：8 －10；3 ニーファイ24：8
－10；教義と聖約 64：23（什分の一
納める人に約束された祝福）

教義と聖約 119 章（什分の一の律法
に関する啓示）

デビッド・A・ベドナー「天の窓」『リア
ホナ』2013 年 11 月号，17－20

ヘンリー・B・アイリング「什分の一の祝
福」『リアホナ』2011 年 6 月号，4－5

カール・B・プラット「主の最も豊かな
祝福」『リアホナ』2011 年 5 月号，101
－103

「什分の一」『真理を守る』93 － 95

「什分の一と献金」『若人の強さのため
に』38 －39

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（あるいは祭司定員会のビショップリック顧問）が，定員会
集会の司会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性を
リードし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への
務めを成し遂げた経験を分かち合うよう励まします。また，福音のレッスンを教え
るよう，アドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，
会長会集会の間に 定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

学ぶ経験を始める

先週のレッスンの復習をし，今週のレッスンの導入をするために，以下のアイデアか
ら選ぶか，自分自身でアイデアを考えます。

什分の一を納めることによ
り受けてきた霊的および物
質的な祝福について考えて
ください。どのような経験
を若い男性と分かち合うこ
とができるでしょうか。

什分の一を納めることは若
い男性にとってなぜ大切な
のでしょうか。什分の一の
律法に従っうことの大切さ
をどのように教えることがで
きるでしょうか。
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• 先週のレッスンで尋ねた質問をホワ
イトボードに書き，先週学んだことを
使って，質問に答えられる人がいるかど
うか尋ねます。

• ホワイトボードに「なぜ什分の一を
納めるのか」と書き，ほかの信仰を持
つ友人がこの質問をしたと想像しても
らいます。どのように答えるでしょうか。
什分の一に関する自分あるいは家族の
経験を分かち合うように勧めます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い男性が什分の一の律法を理解する助けとなるでしょう。御霊
の導きに従って，定員会にとって最も効果的な活動を一つ，あるいは幾つか選んで
ください。

• 若い男性にマラキ 3：8 －10 と教義
と聖約 64：23 を調べて什分の一を納
める人に対する約束を発表するように
言います。若い男性に教義と聖約 119
章を読み，什分の一で主がわたしたち
に，何を納めることを期待しておられる
かを見つけるように言います。什分の
一の献金票を配って，若い男性が互い
に献金票の使い方について説明するよ
うにします。あなた自身が什分の一を
納めることで受けた祝福を分かち合っ
てください。

• ホワイトボードを縦 3 つの欄に分け，
それぞれに「祝 福」「献 金の使い道」

「態度」とテーマを書きます。定員会を
小グループに分けてテーマの一つを割
り当てます。割り当てられたテーマにつ
いて，『若人の強さのために』の「什分
の一と献金」の項を研究するように言
います。若い男性に，分かったことを
ボードの当てはまる欄に書いてもらいま
しょう。また，何人かの若い男性に什
分の一の律法に関する証をするように
勧めます。

• 「主の最も豊かな祝福」からプラット
長老の祖父についての話を読むか，ビ
デオを見せるか，要約して話します。こ
の説教のコピーを若い男性に配付し，
プラット長老が祖父から学んだことを
一つ見つけて分かち合ってもらいます。
若い男性に什分の一を納めることに
よって自分か家族が祝福された時のこ
とを話してもらいます（またはあなた自
身の経験を分かち合います）。

• 定員会を二つのグループに分けます。
一つのグループには，ヘンリー・B・ア
イリング管長の記事「什分の一の祝
福」を読んでもらい，もう一つのグルー
プには，デビッド・A・ベドナー長老の
説教「天の窓」の第２段落から１３段
落までを読んでもらいます。各グループ
に，什分の一を納めるときに受ける祝
福のリストを作り，それらの祝福をホワ
イトボードに書き出してもらいます。若
い男性に，什分の一を納めることによっ
て自分や家族にもたらされてきた祝福
について分かち合ってもらいます。什分
の一の律法に従うことは，将来の結婚

教師へのヒント

「尊敬と礼儀をもって正しく
ない答えに対応する。生徒
がその後も気持ちよく参加
できるようにしなければな
らない。」（『教師，その大い
なる召し』69）
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救い主の方法で教える

救い主は御自身の弟子たち
を信頼し，彼らを備えて，ほ
かの人を教え，祝福し，救う
という大切な責任を与えら
れました。どうしたら若い
男性へ信頼を示し，ほかの
人を教える機会を与えるこ
とができるでしょうか。

や家庭生活においてどのように助けに
なるか尋ねます。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。什分の一を納める理由が
理解できたでしょうか。何を感じ，どんな印象を抱いたでしょうか。ほかに質問は
ないでしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 什分の一を納めることが自分の生活
の中でなぜ大切なのかを分かち合う。

• いつも什分の一を納めるように定員
会の会員にチャレンジする。



262

精選されたリソース

269

精選されたリソース

デビッド・A・ベドナー「天の窓」『リアホナ』2013
年 11月号，17－20 から抜粋

ベドナー姉妹の母親は，信仰篤い女性であり，霊感
あふれる主婦です。結婚当初から，彼女は入念に家
計簿をつけてきました。何十年も，ありふれた帳簿を
使って，家族の収入と支出をきちんと記録してきまし
た。彼女が長年にわたって集めた情報は，広範囲に
及び，大変参考になるものです。

ベドナー姉妹が若い女性の年代だったころ，彼女の
母親は家計簿の情報に基づいて，賢明な生活と家庭
管理に関する基本的な原則を強調しました。ある日
のこと，様々な分野の支出について家族で検討してい
たとき，興味深いパターンに気づきました。医療費が
予想していたよりもはるかに少なかったのです。彼女
はこの発見をイエス・キリストの福音に関連づけ，娘
に次のような力強い真理を話して聞かせました。すな
わち，什分の一の律法に従った生活を送ると数多くの
祝福を受けるが，その祝福は重要でありながらもとら
えにくく，必ずしも自分たちの期待どおりのものではな
いので見逃しやすい，ということです。家族の収入が
急に，あるいは目に見えて増えるということはありませ
んでした。その代わり，愛にあふれる天の御父は単純
な祝福を，一見平凡に思える方法で授けてくださって
いたのです。ベドナー姉妹は，母親から教わったこの
大切な教訓，すなわち，旧約聖書のマラキ書で約束さ
れている，天の窓を通してわたしたちに与えられる助
けについての教訓をいつも覚えていました（マラキ3：
10 参照）。

什分の一の律法について教え，証するとき，わたした
ちは自分たちが受ける即座の，劇的な，またすぐにそ
れと分かる物質的な祝福を強調することがよくありま
す。確かに，そのような祝福を受けることもあります。
しかし，この戒めに従うときに受ける様々な祝福の中
には，重要でありながらもとらえにくい祝福もあるので
す。霊的に注意深く観察力を働かせなければ，そのよ
うな祝福は識別できません（1コリント2：14 参照）。

マラキが用いている天の「窓」というイメージは，実に
教訓的です。窓がなければ，自然の光が建物の中に

差し込むことはできません。同様に，わたしたちが什
分の一の律法を尊ぶときに，天の窓を通して，霊的な
目覚めや永遠の見地がわたしたちの生活にあふれる
ほど与えられるのです。

例えば，わたしたちが受ける，とらえにくくても重要な
祝福として，感謝という霊的な賜物があります。この
賜物があれば自分が持っているものを正しく評価し，
自分が欲しいものに対する欲求を抑えることができま
す。感謝しない人は，尽きることのない不満という貧
困の中で苦しみます（ルカ12：15 参照）。

わたしたちは，適切な仕事に就くための助けを求めて
祈ることがあります。しかし，ほかの多くの人たちが見
逃すかもしれない就職の機会を見いだす力を与える，
より優れた識別力という霊的な賜物，あるいはほかの
人の能力や意欲を上回るほどに熱心かつ根気強く勤
め口を探すための，より確固とした決断力という祝福
に気づくためには，信仰の目や耳（エテル12：19 参
照）が必要です。皆さんは就職先を望んだり，期待し
たりすることがあるでしょう。しかし，天の窓を通して
もたらされる祝福は，ほかのだれか，あるいは何かが
きっかけとなって自分の置かれている環境が変わる可
能性というよりはむしろ，自ら行動することによって自
分の環境を変える能力が増大するという祝福なのか
もしれません。

わたしたちは，給与を引き上げてもらい，生活必需品
を十二分に供給できるようになるために，望みを抱き，
適切な努力を払うかもしれません。しかし，自分の内
面において，より少ないお金でより多くの必要を満た
すための霊的，物質的な能力が高まったこと（ルカ
2：52 参照），優先順位を決め，簡素化する能力が研
ぎ澄まされたこと，すでに獲得した物質的所有物を
適切に管理する能力が増し加わったことに気づくため
には，信仰の目や耳が求められます。皆さんはより多
くの給与を望んだり，それを期待したりすることがある
でしょう。しかし，天の窓を通してもたらされる祝福
は，ほかのだれか，あるいは何かがきっかけとなって
自分の置かれている環境が変わる可能性というよりは
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9月―戒め

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

なぜ正直であることが大切なので
しょうか
正直であるということは，うそをつかない，盗まない，不正をしない，いかなる
方法でもだまさないという意味です。正直であるとき，わたしたちは強い人格を築
き，神と人に対して大きな貢献ができるようになります。わたしたちは祝福として
心の平安と自尊心が与えられ，主と人から信頼されるようになります。

霊的に備える

これらの聖文とリソースを祈りの気持ちで研究し，若い男性に正直さについて教
えるうえで最も当てはまるものを選んでください。

詩篇 101：7；箴言 12：22；2 コリント 4：2；
エペソ4：29；アルマ 27：27；信仰箇条 1：
13（すべてのことに正しく正直である）

使徒 5：1－10（神を欺くことはできない）

2 ニーファイ9：34；アルマ 12：1－ 5（不
正直とは深刻な結果をもたらす罪であ
る）

ジョセフ・スミス―歴史 1：21－25（迫
害の中でもジョセフが正直であったこ
と）

トーマス・S・モンソン「備えは祝福を
もたらす」『リアホナ』2010 年 5 月号， 
64 － 67

ロバート・C・ゲイ長老，「人はどんな
代価を払って，その命を買いもどすこと
ができようか」『リアホナ』2012 年 11
月号、34 －36

リチャード・C・エッジリー「3 本のタ
オルと 25 セントの新聞」『リアホナ』 
2006 年 11 月号，72 －74

「正直と高潔」『若人の強さのために』
19

「正直」『真理を守る』102

ビデオ―「正直―本気です」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（あるいは祭司定員会のビショップリック顧問）が，定員会
集会の司会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリー
ドし，（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務
めを成し遂げた経験を分かち合うよう励まします。また，福音のレッスンを教える

あらゆることに正直である
ということには，どのような
意味があると思いますか。
正直であることが大切だと
思うのはなぜですか。あな
た自身やあなたの知り合い
は，ほかの人の正直な，ある
いは不正直な決断によって
どのような影響を受けてき
たでしょうか。

若い男性が生活の中で正直
さを試されるのはどんな時
ですか。どんな状況でも正
直であれば祝福がもたらさ
れるということを若い男性
が理解できるように、どのよ
うに助けられるでしょうか。
どうすれば，彼らが正直な
選択をする勇気を持てるよ
うに助けることができるで
しょうか。
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よう，アドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，会
長会集会の間に 定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

学ぶ経験を始める

先週のレッスンの復習をし，今週のレッスンの導入をするために，以下のアイデア
から選ぶか，自分自身でアイデアを考えます。

• 若い男性に先週のレッスンに関連が
ある経験を分かち合ってもらいます。

• 若い男性に，不正直に振る舞うよう
に誘惑を受けた時のことを紙に（無記
名で）書いてもらいます（アイデアを得
るために『若人の強さのために』にあ

る標準を参照するとよいでしょう）。紙
を回収し，幾つかの事例について定員
会で分かち合います。このような状況
で彼らはどうするでしょうか。正直ある
いは不正直であることには，どのよう
な結果が伴うでしょうか。

一緒に学ぶ

以下の活動は，定員会の会員がなぜ正直であることが大切なのかを理解する助け
となります。御霊の導きに従って，定員会にとって最も効果的な活動を一つ，あ
るいは幾つか選んでください。

• 若い男性に，「正直―本気です」を
見るか，ロバート・C・ゲイ長老の説教

「人はどんな代価を払って，その命を買
いもどすことができようか」から映画
のチケットを買った話を読んでもらいま
す。このような状況が実際に起きたとき
に，不正直になる誘惑に打ち勝つため
にどんな備えができるか書き出してもら
います。定員会の残りの時間で思った
ことを分かち合ってもらうように勧めま
す。

• 定員会として『若人の強さのために』
から「正直と高潔」の項を読みます。
若い男性に，正直であることにはどの
ような祝福があるか尋ね，答えをホワ
イトボードに書きます。正直は，ほか
の人たちや主のために良いことを行う
能力にどんな影響を及ぼすでしょうか。
神権者として，息子，兄弟，友人，指
導者，従業員として，正直であること
は彼らにとってなぜ大切なのでしょう
か。

• ジョセフ･スミス―歴史 1：21- 25 を
定員会で一緒に読み，この話から正直
について何を学べるか尋ねます。ジョ
セフ･スミスが自分の経験と天の御父と
イエス･ キリストから命じられたことに
正直であったことにより，若い男性はど
のような祝福を受けているでしょうか。
若い男性にとって，正直であるために
勇気が必要だったのはどんな時でした
か。正直であることにより，どのような
祝福を受けたでしょうか。

• ホワイトボードの中央に線を引き，片
側に「もし正直であれば……」，そして
反対側に「もし不正直であるなら…」
と書きます。『真理を守る』の「正直」
の項と，トーマス・S・モンソン大管長
の説教「備えは祝福をもたらす」に出て
くる不正直な学生の話を読み，ホワイ
トボードに書いたそれぞれの文を完成
させる言葉を考えてもらいます。そのほ
かにどんなことを考えたでしょうか。自
分たちの生活でこのような状況を目にし

教師へのヒント

「誠実なあらゆる意見に対し
てあなたが肯定的に対応す
るならば，生徒が話し合い
に参加する自分の能力につ
いて自信を持つように助け
ることになる。例えば，次の
ように言うとよい。『答えて
くださったことを感謝してい
ます。とても深く考えられ
た意見です。』あるいは……

『よい例ですね。』『今日皆さ
んがお話ししてくださったす
べてのことに感謝していま
す。』｣（『教師，その大いな
る召し』64）
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た経験を若い男性に分かち合ってもら
います。人が不正直を時々正当化する
方法について，定員会に分かち合って
もらいます。正直であるべき理由につ
いて，若い男性はどのように説明するで
しょうか。

• 若い男性一人一人にこのレッスンで使
われる聖句を一つずつ割り当てます。
その聖句が正直について教えているこ
とを表す言葉を，一つから 4 つ書き出
すように言います。若い男性に自分が
書いた言葉を分かち合ってもらい，正
直であることについて感じていることと
自分の経験を分かち合ってもらいます。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。正直になることについて，
どんな思いや印象を抱いたでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。この教義
にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を司会します。彼は以下を行うことができま
す。

• 今日のレッスンで学んだことについて
証を述べる。

• あらゆることで正直であるように若い
男性に勧める。

救い主の方法で教える

救い主は模範により教えら
れました。主はともに祈る
ことによって祈りを教えられ
ました。主は愛し仕えるこ
とによって，愛し仕えること
を教えられました。主は自
ら教えることによって，福音
を教える方法を教えられま
した。若い男性は，あなた
が教えることや生活のしか
たが正直であるのを見ると
きに強められるでしょう。
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ロバート・C・ゲイ「人はどんな代価を払って，その命
を買いもどすことができようか」からの抜粋， 『リアホ
ナ』2012 年 11 月号，34 － 36

救い主はかつて弟子たちにこうお尋ねになりました。
「人はどんな代価を払って，その命を買いもどすことが
できようか。」〔マタイ16：26〕

これは何年も前に，よく考えるようにと父がわたしに
教えてくれた質問です。わたしが大きくなると，両親は
わたしに雑用を割り当て，その労働に対して小遣いを
くれました。わたしはしばしば，映画を見に行くため
に週に 50 セントと少し，そのお金を使いました。当
時 11 歳児の映画の入場券は 25 セントでした。チョ
コレート菓子 5 本と映画です。これほどすばらしいも
のはありません。

12 歳になるまですべてそんな感じでした。ある日の
午後，列に並んでいて，12 歳児の入場券は 35 セント
だと気づきました。つまり，チョコレート菓子が 2 本
少なくなるということです。その犠牲を払う心の備え
がまったくなかったので，自分に言い聞かせました。

「外見は 1 週間前と同じさ。」列が進んで，25 セントの
入場券を求めました。売り場の人は疑わず，わたしは
3 本ではなくいつもどおりチョコレート菓子を 5 本買
いました。

それができたことがうれしくて，わたしはその後，この
大きな成果について父に話すため急いで家に帰りまし
た。わたしがその次第を話すと，父は何も言わず，話
し終わったわたしをただ見ながらこう言いました。「5
セントのために魂を売ったのかい。」父の言葉が 12
歳のわたしの心に突き刺さりました。決して忘れない
教訓です。
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この単元をオンラインで見るには，lds.org/youth/learnにアクセスしてください。

単元の概要

「イエスは彼に言われた，『わたしは道であり，真理であり，命である。』」（ヨハネ14：6）

この単元のアウトラインは若い男性がキリストのような特質について学び，それらを伸ばす
うえで役立つことでしょう。イエス・キリストはわたしたちすべてにこう命じれおられます。

「わたしや天におられるあなたがたの父が完全であるように，あなたがたも完全になること
を，わたしは望んでいる。」（3 ニーファイ12：48 参照）キリストの特質を身に付けること
は，若い男性が聖なる神権を持つ者としての務めを果たすうえで役立つことでしょう。危
険な時代に生活するという試練に直面し，専任宣教師として奉仕する備えをし，将来，義
にかなった家族を養うときに，彼らはこれらの特質が必要となるでしょう。

今月は以下のアウトラインから選んでください。

人々にどのように奉仕ができるでしょうか (「神への務め」)
さらにキリストのようになるにはどうすればよいでしょうか
キリストのような愛を身に付けるにはどうすればよいでしょうか
さらに忍耐強くなるにはどうすればよいでしょうか
感謝することが大切なのはなぜでしょうか

ミューチャル

青少年が学んでいることと活動をどのように結びつける
か考えてください。青少年の活動計画サイトがあなたを
助けてくれます。これらのアウトラインの学習活動の多
くは，ミューチャルの活動として使うことができます。定
員会会長会と話し合って，若い男性が日曜日に学ぶこと
を強化するのにふさわしい活動を選択し計画してくださ
い。

「神への務め」

小冊子『神への務め』の以下の項は，この単元のレッス
ンに関連しています。

「ふさわしい生活をする」16 －17，40 － 41，64 － 65
ページ

「教義を理解する」18 －20，42 － 44，66 － 68 ページ

10 月―さらにキリストのようになる
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10月―さらにキリストのようになる

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

人々にどのように 
奉仕ができるでしょうか
イエス・キリストは，どのように人々を愛し，奉仕すればよいか，完全な模範を示さ
れました。神権者として，わたしたちは人々に奉仕する義務があります。救い主の
ように人々に奉仕する方法はたくさんあります。例えば，神権の儀式を執行した
り，人々に福音を伝えたり，日常のささやかな親切を行うことができます。

霊的に備える

奉仕に関する聖句やその他の資料を研究するときに，キリストのような奉仕を行う
よう若い男性を鼓舞する事柄を見つけます。

マタイ25：31－ 46；モ ーサ ヤ 2：17
（人々に仕えるとき，わたしたちは神に
仕えている）

ヨハネ13：34 －35（わたしたちは救い
主がわたしたちを愛されたように人々を
愛するべきである）

ヤコブの手紙 1：27（清い信仰とは，孤
児や夫に先立たれた人を見舞うことで
ある）

M・ラッセル・バラード「ヤングアダル
ト―最も偉大な世代の人 」々『リアホ
ナ』2015 年 5 月号 67－70

1 ニーファイ2：16 －18；3：1－7，28
－ 31；4：1 － 2；17：7 － 19 ，50 －

51；18：1－ 4（任務に対するニーファ
イ，レーマン，レムエルの態度）

モーサヤ 18：8 －10（わたしたちは慰
めの要る人々を進んで慰めるべきであ
る）

『神への務めを果たす』27，51，75，

ヘンリー・B・アイリング「人々の傷を
癒やす」『リアホナ』2013 年 11 月号，
58 － 61

「奉仕」『若人の強さのために』32 －33

ビデオ―「助けを必要とする人を救助
する」「デイトンの足」「標 準 ― 奉 仕
―自分を捨てる」「奉仕するとき―
若い男性」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（または祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の司
会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを成
し遂げた経験を分かち合うよう励まします。また，福音のレッスンを教えるように
アドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，会長会集
会の間に 定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

あなたが人々に奉仕した経
験について考えてください。
奉仕の結果はどうだったで
しょうか。若い男性が奉仕
の大切さを感じるのに役立
つ経験として，どのような経
験を紹介できるでしょうか。

若い男性が人々に奉仕する
のを見たのはいつのことで
しょうか。若い男性は互い
にどのような経験を紹介で
きるでしょうか。なぜキリス
トのような奉仕を行う方法
を学ぶのは大切なのでしょ
うか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分自身でアイデアを考えてください。

• 先週のレッスンのタイトルをホワイト
ボードに書き，若い男性一人一人に自分
がレッスンから学んだ，あるいは応用し
たことを短く書いてもらいます。

• 若い男性に最近周囲の人々に奉仕す
ることで経験したことを紹介してもらい
ます（可能であれば，『神への務め』の
一環として成し遂げた定員会または個
人の奉仕プロジェクトを発表してもら
う。）奉仕を通して，若い男性はどのよ

うな影響を受けましたか。周囲の人々
はどのような影響を受けましたか。若
い男性に，困難に遭っているときに物理
的に救い出された知人の経験を分かち
合ってもらいます。自分を助けてくれた
人に対して人は通常どのように感じるで
しょうか。ビデオ「助けを必要とする人
を救助する」を見て，救い主のように人
に仕えることについてモンソン大管長か
ら学んだことを，若い男性に話し合って
もらいます。

一緒に学ぶ

このレッスンの目的は，若い男性が人々
に奉仕するという神権の務めを果たす
方法を理解できるように助けることで
す。レッスン中に，定員会の会員は小
冊子『神への務め』を使ってこの務め
を果たす計画を立てる必要があります。
定員会集会の前に，自分の小冊子『神
への務め』を教会に持って来るよう若
い男性に勧めます。今後の定員会集会
で，計画を達成したときの経験を発表
するように勧めます。

• 若い男性に M・ラッセル・バラード
長老が「ヤングアダルト―最も偉大な
世代の人 」々というお話の中で，若い男
性に向けて尋ねている 9 つの質問のこ
コピーを渡してください。（または，バ
ラード長老が質問をしている部分を
ロールプレーで演じてもよいでしょう。） 
自分ならそれらの質問にどう答えるか
考えるように言い，自分の生活の中で
改善できる部分について考えてもらいま
す。 これらの質問は，キリストのような
特質の中からどの特質を伸ばすように

若い男性たちを助けてくれるでしょう
か。

• 以下の聖句を若い男性に一つずつ割
り当てます。マタイ25：31－ 46；ヨハ
ネ13：34 －35；モーサヤ 2：17；ヤコ
ブ の 手 紙 1：27；モ ー サ ヤ 18：8 －
10。これらの聖句から，人々に奉仕す
ることについて学べることを見つけ，書
き留めてもらいます（『神への務め』26
参照）。聖句の中から見つけたことを発
表した後で，人々への奉仕を通じて，こ
れまで受けた祝福について個人的な経
験を話してもらいます。

• 定員会会員に以下の聖句を読んで，
責任を果たす際のニーファイの態度と，
レーマンやレムエルの態度を比べてもら
います。 1 ニーファイ2：16 －18；3：1
－ 7，28 － 31；4：1－2；17：7－19，
50 － 51；18：1－ 4（若い男性に各自
の答えをホワイトボードに書いてもらっ
てもよい）。最近，人々に奉仕する機会
を与えられたときに，どのような態度で
果たしたか考えるように言います。若

「神への務め」の計画

定員会集会の最後に，若い
男性が小冊子『神への務
め』を使って計画を立てる
時間を取ります。これらの
計画は個人で行うものです
が，定 員会の 会員は 助け
合って計画のアイデアを出
すことができます。
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い男性に，小冊子『神への務め』50
ページの余白に，自分が学んだことに
基づいて，神権の責任を果たす際に執
るべき態度を示す言葉を幾つか書いて
もらいます。

• この概念で提案されているビデオの
一方または両方を見せ，定員会の会員
や，そのほかの人々に奉仕することに
よって得られる祝福を見つけるよう若い
男性に言います。定員会会員に小冊子

『神への務め』の中からアロン神権者と
して人々に奉仕する方法を見つけてもら
います（〔執事〕23 ページ，〔教師〕47

ページ，あるいは〔祭司〕71 ページ参
照）。若い男性に奉仕を通じて定員会
を強める方法について深く考えるように
言います。

• ヘンリー・B・アイリング管長の若い
男性のころの写真を見せます。アイリン
グ管長が祭司のころにビショップととも
に会員を訪問した経験について読みま
す。アイリング管長の経験から若い男
性は奉仕について何を学ぶでしょうか。
若い男性は自分の経験から何を分かち
合うことができるでしょうか。

若い男性が以上の活動の一つ，あるいは幾つかを完成させたら，以下の活動を行
います。

• 定員会会員に小冊子『神への務め』
の「人々に奉仕する」の項（〔執事〕26
－27 ページ，〔教 師〕50 － 51 ページ，
あるいは〔祭司〕74 －75 ページ）を開
いてもらいます。定員会の一人一人に
奉仕を行う個人的な計画を書いてもら
います。例えば，毎日人々に奉仕する機
会を求めて祈るというM・ラッセル・バ

ラード長老の勧告に従う計画でもよい
でしょう（「熱心に携わる」『リアホナ』
2012 年 11 月号，29 －31 参照）。それ
から，「人々に奉仕するために定員会が
できること」というテーマで定員会会長
に話し合いを導いてもらい，この計画を
各自の小冊子に書くよう若い男性に言
います。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• だれかに奉仕する自分の計画を発表
し，若い男性に自分たちの計画を達成
するよう勧める。

• 定員会の会員は，数週間のうちに奉
仕することでどのような経験をしたか話
すよう勧められていることを説明する。

救い主の方法で教える

イエス・キリストは地上で務
めを果たす間，周囲の人に
仕え助けることに時間を費
やされました。イエス・キリ
ストの真の弟子は同じよう
に行います。救い主は言わ
れました。「互に愛し合う
ならば，それによって，あな
たがたがわたしの弟子であ
ることを，すべての者が認
め るで あ ろう。」（ヨ ハ ネ 
13：35）若い男性を教え
るとき，機会をとらえて，ど
のように人々に奉仕してきた
か，また，何がきっかけで奉
仕を行ったのかを，分かち
合ってもらいます。
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10月―さらにキリストのようになる

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

さらにキリストのようになるには 
どうすればよいでしょうか
イエス・キリストはわたしたちのために完全な模範を示し，御自分のようになるよう
命じられました。信仰，希望，慈愛，忍耐，謙遜，純潔，勤勉，従順といった特質の
模範を示されました。キリストに学び，キリストの特質を身に付けようと努力すると
きに，キリストと天の御父が望んでおられるような神権者になることができます。

霊的に備える

以下の聖句と資料をよく祈って研究してください。 若い男性に何を伝えたいと感じ
ますか。

マタイ26：36 － 45；ルカ 7：11－15；
23：33 －34； ヨ ハ ネ13：4 －10（救
い主がその生涯において模範を示され
た特質）

モーサヤ 3：19（イエス・キリストの贖
いを通じて，わたしたちは聖徒となるこ
とができる）

3 ニーファイ27：27（わたしたちはキリ
ストのようになるよう命じられている）

スティーブン・W・オーウェン 「最も優
れた指導者は，最もよく従う人です」『リ
アホナ』2016 年 5 月号，70 －76

リチャード・J・メインズ「キリストを中
心 とし た 生 活 の 喜 び」『リア ホ ナ』
2015 年 11 月号，27－30

M・ラッセル・バラード「ヤングアダル
ト―最も偉大な世代の人 」々『リアホ
ナ』2015 年 5 月号 67－70

トーマス・S・モンソン「あなたの足の
道に気をつけよ」『リアホナ』2014 年
11 月号，86 － 88

「キリストのような特質を伸ばすにはど
うしたらよいでしょうか」『わたしの福音
を宣べ伝えなさい』115 －126

ビデオ―「日々の糧 ― 変化」「キリス
トのような特質」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（または祭司定員会のビショップの補佐）が定員会集会の司
会をします。彼は定員会ビジネスについて評議する際に若い男性を指導し，（聖文
と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，福音のレッスンを教え
るようにアドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，
会長会集会の間に定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

イエス・キリストの特質には
どのようなものがあります
か。これらの特質のうち，
あなたはどれを最も伸ばす
必要がありますか。あなた
の知っている人の中で，だ
れがこれらの特質の模範を
示していますか。

あなたが教えている若い男
性の一人一人に見られるキ
リストのような特質には，ど
のようなものがありますか。 
彼らがさらに忠実な神権者
となるために，今身に付ける
必要のある特質はどれで
しょうか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分自身でアイデアを考えてください。

• 定員会の各会員に，先週のレッスン
で学んだ教義に関する聖句を見つけ，
ほかの定員会会員と一緒に読んでもら
います。

• 若い男性一人一人に，『わたしの福音
を宣べ伝えなさい』の 126 ページにあ
る，特質を伸ばすための活動のコピー

を渡し，数分間で自己評価を完成する
ように言います。若い男性一人一人にこ
の活動から学んだことを発表してもらい
ます。何人かの若い男性に，定員会の
ほかの会員あるいは家族の一員に備
わっているキリストのような特質を発表
してもらいます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，定員会の会員がイエス・キリストの特質について学ぶ助けとなるで
しょう。御霊の導きに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選
んでください。

• わたしたちの生活の中心をイエス・キ
リストに置くべき理由を若い男性が理
解する助けとなるよう，物を中心とする
ゲーム（例えば，輪投げ，バランスを取っ
てブロックを高く積み重ねるゲームな
ど）を行ってもらいます。リチャード・
J・メインズ長老の説教「キリストを中
心とした生活の喜び」の最初の 4 分間
を見せます。この活動や説教から，救
い主を生活の中心に置くことの重要性
について，どのようなことを学べるで
しょうか。定員会のメンバーに，二人一
組となり，キリストを生活の中心とする
ときに得られる祝福を示す話をこの説
教から見つけるように言います。救い主
や主の教えをさらに生活の中心に置く
ために，どのようなことができるでしょ
うか。 

• 若い男性に M・ラッセル・バラード
長老が「ヤングアダルト―最も偉大な

世代の人 」々というお話の中で，若い男
性に向けて尋ねている 9 つの質問のこ
コピーを渡してください。（または，バ
ラード長老が質問をしている部分を
ロールプレーで演じてもよいでしょう。） 
自分ならそれらの質問にどう答えるか
考えるように言い，自分の生活の中で
改善できる部分について考えてもらいま
す。これらの質問は，キリストのような
特質の中からどの特質を伸ばすように
若い男性たちを助けてくれるでしょう
か。

• 若い男性一人一人が『わたしの福音
を宣べ伝えなさい』第 6 章のコピーを
持っていることを確認してください。 
若い男性に，この章で述べられている
キリストのような特質の中から，自分が
伸ばしたいと思うものを一つ選んでもら
います。その特質が自分にとって大切
な理由を話すように言います。若い男

教師へのヒント

「証は短く，簡潔で，率直に
語られたときに最も力強い
ことが多い。」（『教師，その
大いなる召し』43）
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性に定員会集会の中で時間を与え，自
分たちが選んだ特質について学んでも
らいます。その際に，『わたしの福音を
宣べ伝えなさい』の 123 ページにある

「キリストの持っておられるような特質
をはぐくむ」という見出しの下の提案に
従います。

• それぞれの若い男性に，トーマス・
S・モンソン大管長の説教「あなたの
足の道に気をつけよ」の中の一つの道
を選ぶように言います。若い男性に，そ
の道についてモンソン大管長が教えて
いることを発表してもらいます。また，
救い主がその道で示された模範につい
ての短いお話のアウトラインを作っても
らいます。 若い男性はそのアウトライン
の中に聖句や自分の経験や証を含むと
よいでしょう。ミューチャルの開会行事
や聖餐会，定員会集会，または家庭で
その話をする計画を立てるように，若い
男性を助けます。

• 若い男性に小冊子『神への務め』
（〔執 事〕23 ペ ー ジ，〔教 師〕46 － 47
ページ，〔祭司〕70 －71 ページ参 照〕
に書き出されている神権の義務を見つ
け，これらの義務を果たす際に自分た
ちが置かれる様々な状況について話し
合ってもらいます（例えば，福音を受け
入れようとしない家族にホームティーチ

ングをする，あるいは主の標準を擁護す
るなど）。キリストの特質はこれらの状
況に置かれた若い男性にとってどのよう
な助けとなるでしょうか。彼らは，ほか
の定員会会員がこれらの特質の一つを
模範で示すのをいつ目にしたでしょう
か。 若い男性は，スティーブン・W・
オーウェンの説教「最も優れた指導者
は，最もよく従う人です」を読んで，これ
までの生活で目にした神権指導者の模
範について話し合うことができます。キ
リストはどのような点で指導者としての
最高の模範となっておられるでしょう
か。神権の務めを果たすとき，わたした
ちはどのようにキリストのような指導者
となることができるでしょうか。

• 若い男性に，このアウトラインで提案
されている聖句を各自で読んで，救い主
の特質を表す言葉に印を付けるように
勧めます。ビデオ「キリストのような特
質」を見ながら，聖典に印を付けた特
質と救い主のその他の特質を見つける
ように勧めます。救い主と，救い主が示
してくださった特質について感じている
ことを話してもらうために，時間を与え
ます。若い男性が生活の中でそのよう
な特質を身に付けるにはどうしたらよい
でしょうか。若い男性に，キリストのよ
うな特質を表している身近な人につい
て話してもらってもよいでしょう。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。さらにキリストのようになる
方法が理解できたでしょうか。何を感じ，どんな印象を抱いたでしょうか。ほかに
質問はないでしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。
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行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 現在も将来も，神権の義務を果たす
のに役立つキリストのような特質を伸ば
すことの大切さについて証をする。

• 若い男性に目標を設定し，キリストの
ような特質を伸ばす計画を立てるよう

勧める。天の御父に助けを求めるよう
励ましてもよい。 

救い主の方法で教える

あらゆる状況において，救
い主は模範であり，良き助
言者であられました。さら
に救い主のようになり，救い
主の特質を伸ばそうと努力
することで，より良い教師と
なることができます。教え
る準備をするときに，若い
男性を教えるために必要と
なるキリストのような特質に
ついて考えてください。
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精選されたリソース

リチャード・J・メインズ「キリストを中心とした生活の
喜び」『リアホナ』2015 年 11 月号，27－28 からの抜
粋

日本の四国の小さな山村に住む七十人の青葉太一長
老は，あるユースカンファレンスで一つのクラスを教え
るように割り当てを受けました。「あなたがたは聖な
る場所に立ちなさい」という聖句が，そのカンファレン
スのテーマとして選ばれていました。そのテーマと何
を教えるべきかについて深く考えた青葉長老は，自分
の職業を教材として使うことにしました。彼は陶芸家
です。

青葉長老は，彼が手の中の粘土の塊を，皿や鉢や茶碗
へと魔法のように変えていく様子をクラスの青少年た
ちは目を輝かせて見ていたと話しています。実演の後
で，やってみたい人はいるか尋ねると，全員が手を挙
げました。

青葉長老は，数人を選び，前に来て彼らが新しく興味
を持った陶芸を試してみるように言いました。彼らは
長老が行ったことを見ていたので，ごく簡単にできるも
のと考えていました。しかし，誰一人として，簡単な鉢
一つさえ作ることができませんでした。彼らは次々に
叫びました。「できないよ。」「どうしてこんなに大変な
の？」「これ，すごく難しいよ。」そう叫ぶ頃には，部屋
中に粘土が飛び散っていました。

長老は，陶器を作るのがどうしてそんなに難しかった
のか尋ねました。するとさまざまな答えが返ってきま

した。「経験がないからだよ。」「何も訓練を受けてい
ないもの。」「自分には才能がないよ。」結果から見れ
ば，皆当たっています。しかし，失敗した一番大切な
理由は，粘土がろくろの中心に置かれていなかったこ
とです。彼らは，自分なりに粘土を中心に置いたつも
りでした。しかし，プロの目から見たら，厳密に中心に
置かれていなかったのです。その説明の後，長老は青
少年たちに言いました。

「もう1 回やってみましょう。」今度は，青葉長老が粘
土を正確に中心に置いて，ろくろを回し始め，粘土の真
ん中に穴を開けました。何人かの青少年が再び挑戦
しました。今度は，皆が拍手をしてこう言ったのです。

「すごい，揺れてないよ。」「ぼくにもできるぞ。」「やっ
たー！」もちろん，形は完璧ではありませんでした。し
かし，出来上がったものは，最初のものとは全く違って
いました。今回うまくいったのは，粘土が完全にろく
ろの中心に置かれていたからでした。

わたしたちが住んでいるこの世界は，陶芸家の使うろ
くろと似ています。そして，そのろくろの速度も速く
なっています。ろくろの上の粘土のように，わたしたち
も中心をしっかりと定める必要があります。わたした
ちの核，すなわちわたしたちの生活の中心は，イエス・
キリストとその福音でなければなりません。キリストを
中心とした生活とは，イエス・キリストとその福音につ
いて学び，次に，キリストの模範に倣い，その戒めに厳
密に従うことです。
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10月―さらにキリストのようになる

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

キリストのような愛を 
身につけるには 
どうすればよいでしょうか
慈愛として知られるキリストの純粋な愛は，最も気高く，高潔で，力強いたぐいの
愛であり，人にとって最も喜ばしいものです（1 ニーファイ11：23 参照）。イエス・
キリストは慈愛の完全な模範です。キリストは地上での務めにおいて，貧しい人，
病める人，悩める人に深い思いやりを示して「よい働きをしながら……巡回されま
した」（マタイ4：23；使徒 10：38 参照）。キリストのような愛を身につけるには，
そのような愛を求め，祈り，思いや言葉，行いにおいて，救い主の模範に従わなけ
ればなりません。

霊的に備える

次の聖句とリソースをよく祈って研究し，その中から若い男性に最もよく当てはまる
ものを選びます。

サムエル上 16：7（主は心を見られる）

ルカ10：30 －37（良いサマリヤ人のた
とえ）；聖書ビデオ「良いサマリヤ人の
たとえ」も参照

ルカ 23：33 －34（イエスは御自身を十
字架にかけたローマの兵士を赦され
た）

ヨハネ15：9 －13（キリストは命を捨て
ることによってわたしたちに対する愛を
示された）

1ヨハネ 4：7－11，18 －21（神 は 愛
であられる）

モロナイ 7：45 － 48（わたしたちは慈
愛，すなわちキリストの純粋な愛に満た
されるように祈ることができる）

トーマス・S・モンソン大管長「愛 ―
福音の真髄」『リアホナ』2014 年 5 月
号，91－ 94

ディーター・F・ウークトドルフ「憐れみ
深い人々は憐れみを受ける」『リアホナ』
2012 年 5 月号，70 －77

ダリン・H・オークス「違いがあっても
愛し，受け入れる」『リアホナ』2014 年
11 月号，25 －28

「慈愛」『真理を守る』85 － 86

ビデオ―「キリストの光を分かち合
う」「真の男になる」「デイトンの足」「い
じめ ―やめなさい！」

これまでどのようなときに，
ほかの人からキリストのよう
な愛を示されたでしょうか。
その愛によって，どのような
影響を受けたでしょうか。
キリストのような愛を感じた
のはいつのことでしょうか。
ほかの人に対してキリストの
ような愛を身に付けるには
どうすればよいでしょうか。

若い男性がキリストのよう
な愛を示す機会にはどのよ
うなものがあるでしょうか。 
キリストが愛されたように人
を愛する方法を学ぶこと
は，なぜ大切なのでしょう
か。
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若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（または祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の司
会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを成
し遂げた経験を分かち合うよう励まします。また，福音のレッスンを教えるように
アドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，会長会集
会の間に 定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分自身でアイデアを考えてください。

• 若い男性に，先週のレッスンから実
践したことを一つ考えて，それを定員会
と，あるいは小さなグループで話しても
らいます。

• 紙に，「わたしは　と
き，その人から最も愛を感じました」と

書きます。定員会集会が始まる前に，
これらの紙を若い男性一人一人に渡し
ます。空白にどのようなことを書き込む
か，考えるよう若い男性一人一人に言い
ます。レッスンを始めるに当たり，若い
男性に自分の考えを発表してもらいま
す。

一緒に学ぶ

以下に挙げる活動はそれぞれ，定員会の会員がキリストのような愛を身に付ける方
法を学ぶのに役立ちます。御霊の促しに従って，定員会に最も適した活動を一つ，
あるいは幾つか選んでください。

• 一人の定員会会員に，モロナイ 7：45 
を音読してもらいます。残りの若い男
性には，その聖句を目で追いながら，そ
こで述べられていて，自分が身に付け
たい特質の一つを見つけてもらいます。 
一人一人に自分が選んだ特質と，その
特質を選んだ理由を話すように言いま
す。それから 47 節から 48 節までを一
緒に読み，モロナイはこれらの特質を身
に付けるためにまず何をする必要があ
ると言っているか，若い男性に見つける
ように言います。これらの特質は若い

男性がより効果的な神権の僕となるうえ
でどのように役立つでしょうか。

• 若い男性に，ヨハネ15：9 －13；1ヨ
ハ ネ 4：7－11；1ヨ ハ ネ 4：18 －21 
の中から一つを読むように言います。 
若い男性は，これらの聖句からキリスト
のような愛について何を学ぶでしょう
か。若い男性に，これらの聖句から救
い主の愛を表している話を探して，互い
に紹介し合ってもらいます。あるいは，
若い男性にトーマス・S・モンソン大管
長の説教「愛 ― 福音の真髄」の中に
ある話を読んで，話し合ってもらっても

教師へのヒント

「耳を傾けることは一つの愛
の表現である。 耳を傾ける
にはしばしば犠牲を要求さ
れる。 人々の話に心から耳
を傾けるには，彼らの考え
ていることを表現させるた
めに自分の言いたいことを
抑えなければならないこと
がある。」（『教師，その大い
なる召し』66）
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よいでしょう。自分や誰かがキリストの
ような愛の行いによって祝福を受けた
ときの例を発表するように勧めます。

• 若い男性に，ルカ10：25 －29 を探
し，律法学者が救い主に尋ねた質問を
見つけてもらいます。これらの質問へ
の答えとして，救い主が良いサマリヤ人
のたとえを話されたことについて説明し
ます。 何人かの若い男性にこのたとえ
に登場する人物を演じるよう割り当て，
あなたがこの話を読んでいる間，それ
を劇のように表現するように言います

（30 －35 節）。時々，話を中断し，レビ
人，祭司，サマリヤ人を演じている人に，
なぜそのような演じ方をしたのか尋ね，
それぞれの答えについて定員会として
話し合います。 36 －37 節で救い主が
律法学者に命じられたことについて読
み，このたとえの状況に類似した，自分
たちが直面する可能性のある状況を話
し合ってもらいます。

• 定員会で，ディーター・F・ウークトド
ルフ管長の説教「憐れみ深い人たちは
憐れみを受ける」から「基本原則」と

「神の愛」の項，または，ダリン・H・

オークス長老の説教「違いがあっても
愛し，受け入れる」を読むか，視聴しま
す。若い男性に，違う状況にいる人を
愛するために助けとなる助言を探しても
らいます。若い男性に，生活の中で悪
い感情を持ちかねない相手について，
また，その人にもっとキリストのような愛
を示す方法はないかを，静かに考える
よう勧めます。

• このアウトラインで提案されているビ
デオを，一つ，あるいは幾つか視聴しま
す。若い男性は，これらのビデオからキ
リストのような愛について何を学ぶで
しょうか。こうしたビデオのメッセージ
は，男性であることの意味についてこの
世で教えられていることとどのように違
うでしょうか。若い男性に，誰かがした
奉仕の行いによって救い主の愛を感じ
た経験を話すように言います。その経
験は，彼らにイエス・キリストについて
何を教えてくれたでしょうか。若い男性
に，知人の中で主の愛を感じる必要が
ある人について考えてもらいます。その
人を助けるために何ができるでしょう
か。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。キリストのような愛を身に
付ける方法が分かったでしょうか。どんな思いや印象を抱いたでしょうか。ほか
に質問はないでしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• キリストのような愛と神権の奉仕を
達成することとの関係について自分の
気持ちを話す。

• キリストのような愛を身に付け，人々
との関係を改善するために，定員会集
会中に受けた印象に従って行動するよ
う若い男性に勧める。

救い主の方法で教える

救い主は模範を通して教え
られました。一緒に祈るこ
とによって弟子たちに祈るよ
う教えられました。福音を
教えることによって福音の
教え方を教えられました。 
弟子たちを愛し，弟子たち
に仕えることによって，愛し
仕えることを教えられまし
た。若い男性が自分たちに
対するあなたのキリストのよ
うな愛を感じるときに，あな
たはより効果的な教師とな
ることができます。
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精選されたリソース

288

精選されたリソース

ディーター・F・ウークトドルフ「憐れみ深い人々は憐
れ みを受ける」『リアホナ』2012 年 5 月号，70 －
76 からの抜粋

基本原則

人を裁くというテーマに関しては，実に簡潔な言葉で
教えることができます。憎しみ，うわさ話，無視，あざ
けり，悪意，傷つけたいという衝動を抑えるためには，
次の指示に従ってください。

やめなさい！

とても簡潔です。人を裁くのをやめて，批判的な思い
や感情を，神とその子供たちへの愛に満ちた心に置
き換えるだけでよいのです。神はわたしたちの御父で
す。わたしたちは神の子供です。皆，兄弟姉妹です。
人を裁かないというこの原則を心に刻みつけるため
に，どれほど雄弁に熱意と説得力をもって語ればよい
か分かりません。聖文を引用し，教義を説いてみるこ
ともできます。最近見かけた車のステッカーも紹介し
ましょう。多少武骨に見える男性が運転する車の後部
に張られていた言葉ですが，意義深い教えを伝えてい
ます。

「あなたとは違う罪を犯しているからと言って，わたし
を裁かないでください。」わたしたちは，皆が不完全で
あること，神の御前に物乞いであることを認識しなけ
ればなりません。わたしたちは皆，憐れみの御座に謙
虚に近づき，恵みを請うたことがしばしばあるのでは
ないでしょうか。自分が犯した過ちと罪を赦されよう
と，あらゆる力を尽くして憐れみを願ったことがあるの
ではないでしょうか。

神の憐れみに頼る身であるわたしたちが自分のため
に恵みを必死に願っていながら，その恵みを幾分でも
人に施すことを拒めるでしょうか。愛する兄弟姉妹の
皆さん，自分が赦されたいのと同じように，赦すべき
ではないでしょうか。

神の愛

それは難しいことでしょうか。

はい，もちろんです。

自分も他人も赦すことは容易ではありません。実際，
わたしたち大多数の者は，そうするために態度と考え
方を大きく変える必要があります。心の変化です。し
かし，うれしい知らせもあります。この心の「大きな変
化」〔モーサヤ 5：2〕こそ，イエス・キリストの福音が
わたしたちの人生にもたらすものなのです。

どのようにもたらされるのでしょうか。神の愛によっ
てです。

心が神の愛で満たされると，好ましく清い何かがわた
したちに起こります。わたしたちは「〔神の〕戒めを守
る . . . . . .。そして，その戒めはむずかしいものでは
ない。なぜなら，すべて神から生れた者は，世に勝つ
からである。」〔1ヨハネ 5：3 － 4〕

神の愛が頭と心を占めるようになればなるほど，天の
御父への愛が胸の中で膨らめば膨らむほど，キリスト
の純粋な愛で人を愛することが容易になります。わた
したちが心を開いて，光り輝くあけぼののような神の
愛を受け入れるなら，暗く冷たい悪感情とねたみは，
最終的には消えてなくなるでしょう。

キリストはここでもまたわたしたちの模範です。主は
その生き方と教えによって道を示されました。邪悪な
者，不道徳な者，御自分を傷つけ危害を加える者を赦
されました。

キリストの純粋な愛は，憤りと怒りのうろこをわたした
ちの目から落とします。天の御父がわたしたちを見て
おられるようにほかの人を見ることができるようにな
ります。わたしたちは欠点があり不完全でありながら
も，人には想像も及ばぬ可能性と価値を持つ者として
御父の目に映っているのです。神がわたしたちを深く
愛してくださっているので，わたしたちも互いに愛し合
い，赦し合わなければなりません。

12323_300_AP-Unit10_jp.indd   288 14/01/27   15:30
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10月―さらにキリストのようになる

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

さらに忍耐強くなるには 
どうすればよいでしょうか
忍耐とは，腹を立てることも，失望することも，気をもむこともなく，遅れや問題，反
対，あるいは苦痛に耐えることのできる能力です。わたしたちは神の御心を行おう
と努め，神が良しとされた時を受け入れようと努力し，また神はわたしたちと交わし
た約束をすべて果たされると信頼することで，忍耐力を身につけることができます。
小さなことに忍耐できるようになると，わたしたちはさらに大きな試練に忍耐を
もって臨む備えができます。

霊的に備える

これらの聖句とリソースをよく祈って研究してください。若い男性に何を伝えたい
と感じますか。

ヨブ 1 章；19：25 －26（ヨブの模範）

詩 篇 37：7－ 9；ルカ 21：19；ヘブル
10：35 －36；モーサヤ 23：21－22；
アルマ 26：27；教義と聖約 24：8（祝
福は忍耐する人にもたらされる）

ローマ 5：3；ヤコブの手紙 1：3（試練
を通じて忍耐強くなる）

ディーター・F・ウークトドルフ「忍耐し
続ける」『リアホナ』2010 年 5 月号，56
－ 59；ビデオ「忍耐し続ける」も参照

ロバート・C・オークス「忍耐の力」『リ
アホナ』2006 年 11 月号，15 －17

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（または祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の司
会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを成
し遂げた経験を分かち合うように励まします。また，福音のレッスンを教えるよう
にアドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，会長会
集会の間に 定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分自身でアイデアを考えてください。

（大きな試練やそれほど劇
的でない経験も含め）どの
ような経験から忍耐を学ん
だでしょうか。忍耐を身に
つけるのにどのような経験
が役に立ったでしょうか。
忍耐することによってどのよ
うな祝福を受けたでしょう
か。

今日の社会において，若い
男性に忍耐を失わせる影響
力にはどのようなものがあ
るでしょうか。若い男性は
忍耐の特質について何を理
解する必要があるでしょう
か。それは若い男性に，将
来，どのように役立つでしょ
うか。
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• 先週のレッスンで学んだことを要約
する文章を一つ，ホワイドボードに書く
よう若い男性一人一人に言います。

• この概要のタイトルをホワイトボード
に書き，最初の段落を読みます。若い
男性に，日々の生活で起こり得る忍耐
が必要となる状況（例えば，教育，結婚

あるいは職場）を言ってもらいます。忍
耐を示さなければならない人生の様々
な時期を象徴する幾つかの物（例え
ば，大学の卒業証書，結婚指輪あるい
は宣教師の名札）を見せます。それぞ
れの物が忍耐とどのような関係がある
のか想像してもらい，その後で，あなた
自身の経験を分かち合います。

一緒に学ぶ

以下に挙げる活動はそれぞれ，定員会の会員が忍耐の大切さを理解するのに役立
ちます。御霊の促しに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるいは幾つか
選んでください。

• ホワイトボードに「忍耐力が強い」，
「忍耐力が弱い」という見出しを書きま
す。この概要で挙げられている忍耐に
関する聖句を若い男性一人一人に一つ
ずつ与えます。若い男性に順番でそれ
ぞれの聖句を読み，そこで教えられて
いることについて話し合い，ホワイト
ボードに忍耐力が強いことによる祝福，
あるいは忍耐力が弱いことによる結果
を書いてもらいます。書き出された以
外に，どのような祝福や結果を付け加
えることができるでしょうか。若い男性
一人一人に 1 枚の紙を渡し，忍耐が必
要となる状況を書いてもらいます（大き
な苦しみだけでなく，日々のいらだちや
面倒なことについても書くように勧めま
す）。若い男性に，紙を交換し，忍耐を
示す答えを書き，その後で，自分たちが
書いたことを定員会全体で話し合って
もらいます。

• ロバート・C・オークス長老の説教
「忍耐の力」から，父親の忍耐の話を紹
介し，若い男性に忍耐について自分が
経験したことを話してもらいます。若い
男性一人一人にこの説教の中から役立
ちそうな部分を割り当てます。それを
定員会のために，読み，要約してもらい

ます。この説教では，主と主の時を信
頼するよう促されていますが，若い男性
はこの説教からどのようなことを学んだ
でしょうか。忍耐力が弱くなるのはな
ぜでしょうか。理由を幾つか挙げてく
ださい。どうすればこの傾向を克服で
きるでしょうか。

• 若い男性に，最近の『リアホナ』から
青少年向けのポスターを何枚か見せま
す。定員会を小さなグループに分け，忍
耐というテーマで自分たち独自のポス
ターを作ってもらいます。まず，忍耐に
関する聖句（例えば，本概要で挙げら
れているようなもの）を見つけ，その聖
句をポスターに表す創造的な方法につ
いて考えるとよいでしょう。自分たちの
ポスターを定員会に見せ，忍耐とはどの
ような意味と思うか説明するように言い
ます。（この話し合いの一環として，本
概要の最初に記されている忍耐の定義
について定員会と話し合うとよいでしょ
う。）

• ビデオ「忍耐し続ける」を見せ，マ
シュマロを使った実験から学んだことに
ついて若い男性に話し合ってもらいま
す。若い男性の忍耐力が弱くなる幾つ

教師へのヒント

「関心を表情に表すことによ
り，耳を傾けていることを
表 現 することが で きる。
レッスンの資料や教室内の
ほかのものでなく，話してい
る人に目を向ける。途中で
遮らないようにして，自分の
考えを最後まで言うように
励ます。忠告を与えたり，判
断を下したりするのを避け
て，話を途切れさせることの
ないようにする。」（『教師，
その大いなる召し』66）
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救い主の方法で教える

救い主は人々に深く考えさ
せたり感じさせたりする質
問をされました。救い主は
心から彼らの答えに関心を
抱き，彼らが信仰を表したこ
とに喜ばれました。救い主
は彼らにも質問の機会をお
与えになり，彼らの経験に
耳を傾けられました。若い
男性が深く感じられるよう
助けるためにはどのような
質問ができますか。レッス
ンの間，彼らの答えに関心
を持っていることをどのよう
に示すことができますか。

かの状況として，どのようなものがある
でしょうか。 若 い 男性一人一人に，
ディーター・F・ウークトドルフ管長の
説教「忍耐し続ける」から一部分を読
んでもらい，定員会のほかの会員のた
めに自分が読んだ部分から学んだこと
を要約するように言います。ウークトド
ルフ管長の勧告は若い男性がもっと忍
耐強くなるためにどのような助けとなる
でしょうか

• 一人の定員会会員にヨブの話を再現
してもらいます（ヨブ 1 章参照）。どう
してヨブはそれほど忍耐強く苦難に立
ち向かうことができたと若い男性は思
うでしょうか。救い主への信仰は彼を
どのように助けたでしょうか（ヨブ 19：
25- 26）。ヨブが直面したような大きな

逆境であれ，日常的で比較的小さな試
練であれ，忍耐力の弱さを克服するた
めにできることを具体的に提案してもら
います。

• 定員会として，ロバート・D・ヘイル
ズ長老の説教「主を待ち望む ―みこ
ころが行われますように」の 9 段落か
ら 17 段落を読み，「主を待ち望むとは
どういう意味か」という質問に対する答
えを見つけます。その他の洞察として，
若い男性にヘイルズ長老が引用してい
る聖句を調べ，これらの聖句が忍耐に
ついて教えていることを紹介してもらい
ます。希望を失いつつある人を助ける
のに，若い男性はヘイルズ長老の言葉
あるいはこれらの聖句をどのように活用
することができるでしょうか。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。忍耐の大切さが分かった
でしょうか。どんな思いや印象を抱いたでしょうか。ほかに質問はないでしょう
か。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は次のことを行うことができ
ます。

• 忍耐について自分の気持ちを話し，
定員会会員にこれからの 1 週間，家族
に対してさらに忍耐を示すように勧め
る。

• ほかの定員会会員に，忍耐すること
を思い出せるように，どこかに忍耐に関
する聖句または言葉（あるいは自分た
ちで作ったポスター）を掲示するよう勧
める。
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精選されたリソース

292

精選されたリソース

ロバート・D・ヘイルズ，「主を待ち望む－みこころが
行われますように」『リアホナ』2011 年 11 月号，71
－ 74 からの抜粋

では，主を待ち望むとはどういう意味でしょうか。聖
文では「待つ」とは望む，期待する，信頼するという意
味です。主を望み信頼するには，信仰と忍耐，謙遜，
柔和，寛容，戒めを守り最後まで堪え忍ぶことが必要
です。

主を待ち望むとは，信仰の種を植え，「非常な熱意と，
忍耐」をもって養うことです〔アルマ 32：41〕。

また，救い主が神である天の御父に祈られたように，
「御国がきますように。みこころが . . . . . . 行われ
ますように」と祈ることです〔マタイ6：10；ルカ11：
2〕。この祈りは，わたしたちの救い主イエス・キリス
トの御名によって全身全霊でささげるものです。

主を待ち望むとは，心の中でよく考え，「〔わたしたち
が〕なすべきことをすべて」分かるように「聖霊を受け
る」ことです〔2 ニーファイ 32：5〕。

聖霊の導きに従うとき，「患難は忍耐を生み出〔す〕」
〔ローマ 5：3〕ことが分かり，「完全になるまで忍耐し
続け〔る〕」ことを学びます〔教義と聖約 67：13〕。

主を待ち望むとは，「完全な希望の輝きを持ち」，信仰
に「しっかりと立〔って〕」「力強く進〔む〕」ことです

〔2 ニーファイ 31：20〕。

それは「キリストの功徳にだけ頼〔り〕」（モロナイ6：
4），「〔主の〕恵みをもって . . . . . .〔わたしたちを〕
助け，〔わたしたちが〕，『おお，主よ，わたしたちの思い
ではなく，御心が行われますように』と言えるように」
なることです。〔教義と聖約 109：44〕

わたしたちは主を待ち望むとき，「いつの日かあらゆる
苦難を離れて休める」と理解しながら，「確固として動
かずに神の戒めを守り」ます。〔アルマ 34：41〕

そして，「〔わたしたち〕を苦しめたすべてのことは，〔わ
たしたち〕の益のために . . . . . . ともに働く」ことを
信じ，「〔わたしたちの〕確信を放棄し」〔ヘブル 10：
35〕ないのです。〔教義と聖約 98：3〕

12323_300_AP-Unit10_jp.indd   292 14/01/27   15:30
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10月―さらにキリストのようになる

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

感謝することが大切なのは 
なぜでしょうか
主はわたしたちのすべての行いや言葉に感謝の気持ちが宿るよう願っておられま
す。感謝の心を込めて生活するなら，幸せで満たされた気持ちがいっそう強くな
ります。主から受けている影響や祝福に気づきます。

霊的に備える

これらの聖句とリソースをよく祈って研究します。感謝する態度を身に付けるうえ
で，どういうことが若い男性の役に立つと思いますか。

ルカ17：11－19（イエス・キリストは
10 人の重い皮膚病にかかっている者を
癒やされるが，そのうち一人だけが戻っ
て感謝する）

モーサヤ 2：20 －24（主に賛美と感謝
をささげる必要があるのはなぜかをベ
ニヤミン王は教えている）

教義と聖約 59：7，15 －21（わたした
ちはすべてのことについて感謝するべ
きである）

トーマス・S・モンソン「感謝という神
の賜 物」『リアホナ』2010 年 11 月号，
87－ 90

ディーター・F・ウークトドルフ「どんな
状況にあっても感謝する」『リアホナ』
2014 年 5 月号，70，75 －77

ラッセル・M・ネルソン「神に感謝しま
しょう」『リアホナ』2012 年 5 月号，77
－ 80。ビデオ―「感謝する」も参照

「感謝」『若人の強さのために』18

「わが主よ，わが神」『賛美歌』44 番；
「み恵み数えあげ」『賛美歌』153 番

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（または祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の司
会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを成
し遂げた経験を分かち合うよう励まします。また，福音のレッスンを教えるよう，ア
ドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，会長会集
会の間に 定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

あなたが最も感謝している
ことは何でしょうか。感謝
することでどのように幸福
が増したでしょうか。

感謝する姿勢を伸ばすため
に，若い男性は何ができる
でしょうか。感謝する態度
を持つことは，今，そして将
来若い男性にどのような祝
福をもたらしてくれるでしょ
うか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分自身でアイデアを考えてください。

• 一人の若い男性に，先週学んだこと
を思い起こさせる絵をホワイトボードに
描くよう言います。

• 若い男性一人一人に，平仮名の一字
を割り当て，その文字で始まる祝福を 1
分で思いつくかぎり書き出してもらいま
す。主から与えられた祝福を一見ささ

いなものとして見逃すことがあります
が，それはなぜでしょうか。教義と聖
約 46：32 または 59：21を定員会会員
に読むように言います。「〔わたしたち
に〕与えられる祝福が何であろうと」，
どうすればもっと感謝を示すことがで
きるでしょうか。

一緒に学ぶ

以下に挙げる活動はそれぞれ，定員会の会員が感謝の大切さを学ぶのに役立ちま
す。御霊の促しに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選ん
でください。

• 若い男性にルカ17：11－19 を読み，
10 人の重い皮膚病にかかっている者の
うち 9 人が救い主に感謝しなかった理
由について自分の考えを発表してもらい
ます。どのようなことが感謝の意を表
す妨げとなるでしょうか。若い男性に，
自分がこれまでに受けた祝福で，十分
に感謝の意を表していないかもしれな
いことについて考えてもらいます。なぜ
感謝の意を表すことは大切なのでしょ
うか。感謝を表すために若い男性は何
ができるでしょうか。

• ネルソン長老の説教「神に感謝しま
しょう」の中から魚の話を話すか読み
ます。若い男性に，この話の飼育係の
ように人を助けたけれども感謝されな
かったという経験があるかどうか尋ね
ます。話の残りを小見出しごとに分け，
若い男性一人一人に一つの項を読むよう
割り当てます。若い男性に感謝につい

て学んだこと，また学んだことに関連の
ある聖句を書き留めるように言います

（『聖句ガイド』を利用するように勧めま
す）。自分が書いたことを発表し，神か
らの賜物の一つに感謝したときのこと
について話してもらいます。

• トーマス・S・モンソン大管長の説教
「感謝という神の賜物」の中からゴード
ン・グリーンの家族に関する話を読む
か，話します。この家族はどのようなこ
とに感謝の気持ちを抱いたかを聞き取
るよう若い男性に言います。この話の
中で，グリーン家族の態度が変わった
のはなぜでしょうか。若い男性に，次の
ような質問について深く考えてもらいま
す。「わたしは感謝しない態度を持っ
たことについて罪悪感を抱いたことが
あるだろうか。」「受けているのに自分で
は気づいていない祝福が何かあるだろ
うか。」「感謝する態度を持つことが，わ

教師へのヒント

「熟練した教師は『今日の
レッスンで，わたしは何をし
ようか』ではなく，『今日の
レッスンで，生徒は何をする
だろうか』と，『今日は何を
教えようか』ではなく，『生
徒が知らなければならない
ことを，彼らが気づけるよう
に，どう助けられるだろう
か』と考えます。」（バージニ
ア・H・ピアス『教師，その
大いなる召し』61）
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救い主の方法で教える

救い主は周囲の人々に， 信
仰によって行動し，御自分
が教えた真理を実践するよ
うお勧めになりました。 印
象的な経験を通して学ぶ機
会を彼らにお与えになりま
した。 若い男性が感謝の
力を日々の生活で経験でき
るよう助けるために何がで
きるでしょうか。

たしにとって祝福となるのはなぜだろう
か。」何人かの若い男性に自分の考え
を話してもらいます。

• 定 員会の 会員一人一人に，ディー
ター・F・ウークトドルフ管長の「どん
な状況にあっても感謝する」という説
教の一つの項目を学ぶように割り当て
ます。項目のタイトルは教えないでくだ
さい。その項目にふさわしいタイトル

（その項目から学べることを要約した言
葉や文）を考えて，書いてもらいます。
自分で考えたタイトルを発表して，ウー
クトドルフ管長の感謝についての説教
から学んだことを話してもらいます。

ウークトドルフ管長が説明している感
謝の態度を育むために，若い男性たち
は何をすることができるでしょうか。

• 定員会として，このアウトラインで挙
げられているような称賛と感謝を題材と
する聖句を読み，またそのような賛美歌
を歌います。若い男性にも感謝したり
称賛したりしたいことがあるはずです。
そのようなことについて述べた語句を見
つけてもらいます。自分たちが選んだ
語句を紹介し，その語句を選んだ理由
を説明し，自分が感じている感謝の気
持ちを述べてもらいます。

今日学んだことを発表するよう若い男性に言ってください。感謝の大切さが理解
できたでしょうか。どんな思いや印象を抱いたでしょうか。ほかに質問はないで
しょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 自分が感謝していることを紹介し，
以前には感謝したことのないことについ
て天の御父に感謝するよう若い男性に
勧める。

• 若い男性に毎日感謝していることを
幾つか書き留めるように励ます。
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精選されたリソース

296

精選されたリソース

トーマス・S・モンソン，「感謝という神の賜物」，『リア
ホナ』2010 年 11 月号，87 － 90 からの抜粋

ゴードンは自分がカナダの農場でどのように育ったか
をつづっています。学校が終わると，ほかの子供たち
がボール遊びや水泳をしていても，ゴードンときょうだ
いは急いで帰宅しなければなりませんでした。それで
もゴードンの父親のおかげで，子供たちは働くことに
は大いに価値があるということを理解していました。
それは特に収穫の後，家族で感謝祭を祝うときに実
感できました。その日，父親は子供たちにすばらしい
プレゼントをします。家に何があるかをすべて調べる
のです。

感謝祭の朝，父親は子供たちを連れて地下室に行き
ます。そこにはリンゴの入った樽，甜菜の入った容器，
砂に詰めたニンジン，山積みされたジャガイモの袋が
あったほか，棚は豆，コーン，サヤエンドウ，ジャム，イ
チゴやそのほかの瓶詰めでいっぱいでした。父親は
子供たちにそれらをゆっくりと，一つ残らず数えさせま
した。次に納屋へ行ってどれだけの干し草があるか
を調べ，また穀物倉にどれだけの穀物があるかを確
認させました。牛，豚，鶏，七面鳥，ガチョウも数えま
した。父親は必要なものがあるか確認したいと言っ
ていましたが，ほんとうは，神がどれほど家族を祝福
し，長時間の労働に報いてくださったかを，その祝日
に実感してほしかったということが子供たちには分
かっていました。最後に，母親が作ってくれたごちそ
うのテーブルに皆で着いたとき，彼らの心は感謝で満
たされました。

しかし，最も感謝した感謝祭の思い出は，感謝するべ
きことが何もないと思われた年のことだったとゴード
ンは書いています。

その年は順 調に始まりました。 前年の干し草の
残りが あり，種も多く，生まれ た 豚も 4 頭いまし
た。 . . . . . .

作物が土から顔を出し始めると，すぐに大雨になりま
した。水はようやく引いたものの，植物は完全に流さ
れていました。また種を植えましたが，さらなる大雨
で地中の作物はだめになってしまいました。ジャガイ
モは泥の中で腐っていました。手放すつもりのなかっ
た牛を数頭，豚やそのほかの家畜をすべて売りました
が，大した金額にはなりませんでした。ほかの農家も
皆同じ状況だったからです。その年彼らが収穫でき
たのは，嵐の中で生き残ったカブだけでした。

そしてまた感謝祭の季節が来ました。母親が言いま
した。「今年は感謝祭はできないわ。ガチョウ1 羽さ
えいないのだから。」

しかし感謝祭の朝，ゴードンの父親は野ウサギを持っ
て来て，母親に料理するように言いました。母親は，
ウサギの肉は固くて料理に時間がかかると言いなが
ら，不承不承料理を始めました。ウサギの肉と嵐を生
き抜いたカブがようやくテーブルに並びましたが，子
供たちは食べたくないと言いました。母親は泣きまし
た。すると父親は奇妙なことをしました。屋根裏から
オイルランプを持って来ると，テーブルに載せて火をと
もし，子供たちに電気を消すように言ったのです。以
前のようにランプの明かりだけになったとき，皆，以前
はこれほど暗かったということが信じられませんでし
た。電気の明るい光がなかっころ，どうやって物を見
ていたのだろうと，皆不思議に思うほどでした。た

食事を祝福し，皆で食べました。食事が終わると皆で
静かに座りました。ゴードンはこう書いています。

「古いランプの薄明かりの中で，わたしたちは再びはっ
きりと見ることができるようになった。 . . . . . .

すばらしい食事〔だった〕。野ウサギは七面鳥のよう
においしかったし，カブもこれまでで最高の味だった。

. . . . . . 乏しかったが，. . . . . . 我が家は . . . . . . 
とても豊かだった。」 （H・ゴードン・グリーン “The 
Thanksgiving I Don’t Forget, ”Reader’s Digest,  
1956 年 11 月号を基に編集。）

12323_300_AP-Unit10_jp.indd   296 14/01/27   15:30
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この単元をオンラインで見るには，lds.org/youth/learnにアクセスしてください。

単元の概要

「人は自らの内に力があり，それによって自ら選択し行動する者だからである。」（教義と聖
約 58：28）

この単元のアウトラインはアロン神権者が霊的および物質的に自立することの大切さを理
解するうえで役立つでしょう。青少年であるにもかかわらず，この若い男性たちは選択の自
由という賜物に恵まれ，イエス・キリストの福音の中に自分自身の進む道を定め，自分の問
題に対する答えを見つける方法を学んでいます。彼らは自立すればするほど，自由を享受
するようになります。彼らは神権における自分の召しを大いなるものにし，家族を強め，夫
および父親としての将来の役割を果たすうえでさらによく備えられます。

今月は以下のアウトラインから選んでください。

教育を受け，技術を伸ばすことはなぜ大切なのでしょうか（「神への務め」）
自立するとはどういう意味でしょうか
自分が改心していることをどのように知ることができるでしょうか
働くことはなぜ重要な福音の原則なのでしょうか
主はなぜわたしたちの健康を望まれるのでしょうか
貧しい人や困っている人を助ける主の方法とはどのようなものでしょうか
どうすれば自分の試練や問題の解決策を見いだせるでしょうか

ミューチャル

青少年が学んでいることと活動をどのように結びつける
か考えてください。青少年の活動計画サイトがあなたを
助けてくれます。これらのアウトラインの学習活動の多
くは，ミューチャルの活動として使うことができます。定
員会会長会と話し合って，若い男性が日曜日に学んでい
ることを補強するのにふさわしい活動を選択し計画して
ください。

「神への務め」

小冊子『神への務め』の以下の項は，この単元のレッス
ンに関連しています。

「教義を理解する」18 －20，42 － 44，66 － 68 ページ

「教育」55 － 59 ページ

11 月―霊的・物質的な自立
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11月―霊的・物質的な自立

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

「神への務め」

教育を受け，技能を伸ばすことは
なぜ大切なのでしょうか
天の御父の計画において，教育はわたしたちがさらに天の御父に似た者となるよう
に助ける重要な役割を果たします。教育を受けることで，わたしたちは自立し，将
来の家族を養い，教会と世の中により多大な貢献をするのに役立つ理解力と技能
を伸ばすことができます。

霊的に備える

よく祈って，これらの聖文とリソースを研究してください。若い男性が教育の大切
さを理解するうえで役立つことは何ですか。

2 ニーファイ9：29（神の勧告に聞き従
うならば，学識のあることは良いことで
ある）

教義と聖約 88：76 － 80（わたしたち
は霊的なこと，物質的なことについて学
び教えなければならない）

教義と聖約 88：118（研究と信仰によっ
て学びなさい）

教義と聖約 90：15（わたしたちは良い
書物に通じ，もろもろの言語と国語と民
族に通じるようにしなければならない）

教義と聖約 130：18 －19（わたしたち
がこの世において得る英知の一切は，
復活の時にわたしたちとともによみがえ
る）

D・トッド・クリストファーソン「兄弟た
ちのなすべき務め」『リアホナ』2012
年 11 月号， 47－ 50

「教育」『神への務めを果たす』55 －
59

「教育」『若人の強さのために』9 －10

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（または祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の司
会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを成
し遂げた経験を分かち合うように励まします。また，福音のレッスンを教えるよう，
アドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，会長会集
会の間に 定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

あなたが受けた教育は，人
生経験に備えるうえでどのよ
うに役立ちましたか。どの
ような知識や教育，技術が，
あなたと家族にとって最も
有益でしたか。今でも学び
たいと思っていることは何
ですか。

若い男性は教育や学習に対
してどのような考えを持って
いるでしょうか。彼らの現
在と将来の責任において，
教育はどのような祝福をも
たらすでしょうか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンの導入をするために，以下のアイデアから
選ぶか，自分自身でアイデアを考えてください。

• 若い男性に，前回のレッスンで学ん
だことを応用した経験を分かち合うよう
に勧めます（例えば，『神への務め』の
中で立てた計画を成し遂げるために
行っていることを分かち合ってもよい）。

• 若い男性に，友人が学校を辞めよう
と思うと打ち明けてくれたと想像するよ
うに言います。若い男性は，教育を受

け続けるようどのように友人を励ますこ
とができますか。それぞれの答えを紙
に書いてもらいます。その紙を集めて，
クラスで答えを読み上げ，それについて
話し合います。レッスンの終わりに，
レッスンで学んだことに基づいてさらに
答えを付け加える機会を若い男性に与
えます。

一緒に学ぶ

このレッスンの目的は，若い男性が教育を受けるよう，あるいは将来の家族を養う
備えとして技能を高める計画を立てるよう助けることです。このレッスンの一部と
して，定員会の会員は小冊子『神への務め』の「教育」の項にあるプロジェクトを
計画し始めなければなりません。定員会集会の前に，小冊子『神への務め』を教
会に持参するよう，若い男性に勧めます。今後の定員会集会で，彼らが自分のプロ
ジェクトに取り組む中で経験していることを分かち合うよう勧めます。

• 教義と聖約 88：77－ 80，118 と『若
人の強さのために』の「教育」の項を
調べるよう，若い男性に勧めます。 (A)
主は彼らに何を学ぶことを望んでおら
れるか，(B) 主はなぜ彼らに学ぶことを
望んでおられるか，(C) 主は彼らにどの
ような方法で学ぶことを望んでおられ
るかを若い男性に特定してもらいます

（『神への務め』55 参照）。若い男性
に，『神への務め』の 56 － 58 ページを
開き，教育を受けることについて学んだ
ことを応用できるプロジェクトを計画す
るよう勧めます。定員会全員で，若い男
性が教育を受けることの重要性を理解
できるようなミューチャルの活動を計画
します。

• この概要に提示されている聖文の一
つを読み，その聖文が知識と教育を得

ることについて教えていることを探すよ
う，定員会の会員一人一人に割り当てま
す。若い男性それぞれが学んだことを
ほかの定員会の会員と分かち合うよう
勧めます。若い男性一人一人に，自分が
就こうと考えている実現可能な職業を
ホワイトボードに書いてもらいます。そ
れらの職業に備えるに当たって，彼らは
これらの聖文からどんな役立つ事柄を
学んだでしょうか。

• 定員会全員で，「家族 ―世界への
宣言」を読み，夫および父親の役割に
ついて述べている語句を探します（そ
の宣言は『神への務め』の 107 ページ
に掲載されている）。彼らに以下の質
問への答えをホワイトボードに書いても
らいます。 (a) 教育を受けることと，夫
および父親としての役割を果たせるよう

「神への務め」の計画

定員会集会の最後に，若い
男性が小冊子『神への務
め』の計画を立てる時間を
取ります。これらの計画は
個人で行うものですが，定
員会の会員は助け合って計
画のアイデアを出すことが
できます。
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になることはどのように関連しているで
しょうか。 (b) これらの役割を理解する
ことは，職業に関するあなたの計画に
どのような影響を与えますか。 (c) 職業
に備えるために，現在あなたにできるこ
とは何ですか。『神への務め』の 56 －
58 ページを開き，将来の職業の選択肢
について調べ始める助けになるプロ
ジェクトを計画するよう，若い男性に勧
めます。定員会全員で，若い男性が職
業の選択肢を検討するうえで役立つ
ミューチャルの活動を計画します。

• ビショップの許可を得て，定員会の会
員の父親を数名招き，家族を養うため
にどのように教育を受けたか，あるいは

どのように技術を習得したかを分かち
合ってもらいます。彼らはどのような犠
牲を払わなければなりませんでしたか。
彼らは自分たちの経験を有益なものと
するために何をしましたか。彼らがもっ
と別の行動を取ればよかったと思って
いることは何でしょうか。

• 若い男性一人一人に，D・トッド・ク
リストファーソン長老の説教「兄弟たち
のなすべき務め」の 6 － 8 段落を読む
よう勧めます。教育の大切さについて
学んだことを定員会で分かち合ってもら
います。教育に関する現在の決断は，
彼らの将来の機会にどのような影響を
及ぼしますか。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。どんな思いや印象を抱いた
でしょうか。彼らは，なぜ教育が大切なのかを理解しているでしょうか。ほかに質
問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やした方がよいでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 学校でさらに成功をおさめるために
できる事柄のリストを作成し，それらを
その週のうちに実行し始めるよう，若い
男性に勧める。

• 自分の伝道と将来受ける教育のため
に貯金を始めるよう，若い男性を励ま
す。

• 個人の聖文研究の時間に，このアウ
トラインに挙げられている教育に関する
聖文を研究し，学んだことを今後の定
員会集会で分かち合うよう，定員会の
会員に勧める。

救い主の方法で教える

救い主は御自身が教える
人々を御存じでした。主は
人々の学びと成長を助ける
ために独自の方法を用いら
れました。教育の大切さを
理解するよう若い男性一人
一人を助けるうえで，あなた
はどのような独自の方法を
見いだせるでしょうか。
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11月―霊的・物質的な自立

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

自立するとは 
どういう意味でしょうか
自立するとき，わたしたちは神が与えてくださった祝福や能力を活用して，自分自身
と家族の必要を満たし，問題の対処法を見いだします。自立するにつれ，ほかの
人々に仕え，世話できるようにもなります。主はわたしたちが霊的にも物質的にも
自立するよう望んでおられます。

霊的に備える

これらの聖文とその他のリソースを研究するとき，自立することの大切さを若い男
性にどのように教えればよいか分かるよう御霊の導きを求めてください。

マタイ25：1－13（10 人のおとめのた
とえ）

ルカ 2：52（イエスはますます知恵が加
わり，背たけも伸び，そして神と人から
愛された）

1 テモテ 5：8（人はその親族をかえり
みるべきである）

教義と聖約 83：2 ，4（女たちは夫に扶
養を要求する権利がある。子供たちは
その親に扶養を求める権利がある）

ヘンリー・B・アイリング「霊的な備え
―早くから始め，絶えず積み重ねる」

『リアホナ』2005 年 11 月号，37－ 40

ロバート・D・ヘイルズ「物心両面で賢
い養い手となる」『リアホナ』2009 年
5 月号，7－10；ビデオ―「賢い養い
手となる」も参照

「家族 ―世界への宣言」『リアホナ』
2010 年 11 月号，129

「自立する」『真理を守る』169

「自立」『手引き　第 2 部 ―教会の管
理運営』6.1.1

ロバート・D・ヘイルズ「今日の世界の
チャレンジに立ち向かう」『リアホナ』
2015 年 11 月号，44 － 47

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（または祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の司
会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを成
し遂げた経験を分かち合うように励まします。また，福音のレッスンを教えるよう，
アドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，会長会集
会の間に定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

あなたにとって自立とはどう
いうことですか。自立する
ことはあなたと家族をどの
ように祝福してきましたか。

若い男性はなぜ自立を学ぶ
必要があるでしょうか。彼
らがもっと自立するようにな
るのを妨げるのは，どのよう
な影響力ですか。自立は，
彼らが試練の時を耐え忍ぶ
うえでどのような助けになり
ますか。自立によって，彼ら
の将来の家族はどのような
祝福を受けるでしょうか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンの導入をするために，以下のアイデアから
選ぶか，自分自身でアイデアを考えてください。

• 若い男性に，先週のレッスンで学ん
だことを応用した経験について分かち
合い，教え，証を述べるよう勧めます。

• ホワイトボードに「自立」と書き，自
立するとはどういうことだと思うか若い
男性に尋ねます。彼らに考え，答えるた
めの時間を与えます。定員会全員で

『真理を守る』の 169 ページの「自立す
る」を読みます。読んだ事柄に基づい
て，彼らが自立の定義に加えたいと思う
ことは何でしょうか。独り立ちし，夫お
よび父親になるとき自立できるようにな
る備えとして，現在何ができるか若い男
性に尋ねます。

一緒に学ぶ

以下にあげる活動はどれも，定員会の会員が自立について学ぶうえで役立ちます。
御霊の促しに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選んでくだ
さい。

• 若い男性をグループに分けて，各グ
ループに次の自立に関する側面の一つ
を割り当てます。教育，財政管理，デー
ト，霊的な強さ。各グループに，ロバー
ト・D・ヘイルズ長老の説教「今日の
世界のチャレンジに立ち向かう」の中
でこれらの話題について触れている部
分を読んでもらいます。そこから学んだ
ことと，これらのうち一つの分野でさら
に自立するために実行しようと思うこと
を分かち合ってもらいます。

• 以下の自立に関連するテーマを別々
の紙に書きます。「健康」，「教育」，「職
業」，「家庭貯蔵」，「財政管理」，「霊的
な力」。若い男性一人一人に興味のある
テーマを選んでもらい，『手引き　第 2
部』6.1.1 の項にあるテーマについて読
むよう勧めます（34 ページ）。若い男
性一人一人に，自分が選んだテーマにつ
いて学んだこと，それが自立とどのよう
に関連するか，これらの分野で自立に
備えるうえで現在自分に何ができるか

について手短かにクラスで教えるよう頼
みます。若い男性が青少年時代に払っ
た努力は，彼らが夫や父親になるとき，
どのような祝福を家族にもたらすことが
できますか。

• 定員会集会の前に，一人または数人
の定員会会員に，司令官モロナイがレー
マン人と戦うに当たって自身の軍隊をど
のように備えさせたかについて教える
準備をするよう勧めます（アルマ 46 －
49 参照）。レッスンのアイデアには，物
質的な備え（アルマ 43：18 －21，37
－39； 48：8 － 9 参照）と霊的な備え

（ア ル マ 46：11－21，48：7，11－13
参照）を含めるとよいでしょう。この備
えは，ニーファイ人が自分たちの命と自
由と家族を守るに当たって，どのような
効力を及ぼしましたか。この範例から，
若い男性は自立について何を学ぶで
しょうか。若い男性が今後直面するか
もしれない試練に備えるために，今でき
ることは何ですか。

教師へのヒント

「優れた教師は生徒の学習
や成長についてそれが自分
の功績であるとは考えな
い。苗を植え，それを育て
る庭師のように，彼らは学
習に最適の状況を作り出す
ための努力を惜しまない。
そして生徒の成長を見ると
きに神に感謝をささげる。」

（『教 師，その 大 いなる 召
し』62）
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• ホワイトボードの左側に「依存」，右
側に「自立」と書きます。若い男性に二
つの言葉を定義するように言います（助
けが必要であれば，『真理を守る』の
169 ページを参照させる）。彼らに，自
分たちが人に依存する方法および自立
する方法をそれぞれ挙げてもらいます。
主はなぜわたしたちに自立するよう望ん
でおられるのでしょうか。ビデオ「賢い
養い手となる」を見せます。（あるいは
ロバート・D・ヘイルズ長老の説教「物
心両面で賢い養い手となる」にあるこ
の話について読むよう，若い男性に勧め
る）。若い男性に，ヘイルズ長老が自立
する方法について教えている事柄を特
定するように言い，それぞれの答えをホ
ワイトボードに書き出してもらいます。
若い男性に，将来の家族を養うために，
彼らは現在どのような習慣や規範を身
に付ける必要があるか尋ねます。彼ら
はどのような行動を避ける必要がありま
すか。この話し合いの一環として，ヘイ
ルズ長老の説教の第 3 段落を読むよう
勧めてもよいでしょう。

• 若い男性を二人一組あるいは小さな
グループに分けます。各グループに，こ
の概要にあるような自立に関する聖文
を割り当てます。割り当てられた聖文
を読んだ後，自立についてのポスターを
作成するよう，若い男性に勧めます。

『リアホナ』から見本となるポスターを
見せるのもよいでしょう。若い男性に，
定員会で自分たちのポスターを紹介す
る機会を与えます。

• 若い男性に，自然災害（地震やハリ
ケーンなど）への備えとして，自分や家
族にできることは何か尋ねます。クラス
全員で，ヘンリー・B・アイリング管長
の説教「霊的な備え―早くから始め，
絶えず積み重ねる」の最初の 3 段落を
読みます。わたしたちが直面するかも
しれない「霊的な災害」あるいは試練
にはどのようなものがありますか。これ
らの試練に霊的に備えるために何がで
きますか。若い男性一人一人に，アイリ
ング管長の説教の残りから一部を割り
当て，これらの質問への答えを探しても
らいます。彼らに見つけたことを分かち
合うよう勧めます。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。どんな思いや印象を抱いた
でしょうか。彼らは自立について，だれかに説明できるほどよく理解しているで
しょうか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やした方が
よいでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 自立することの大切さについての自
身の証や，このレッスンを受けて感じた
ことを定員会で分かち合う。

• 定員会の若い男性に，定員会集会で
感じたことに従って行動し，もっと自立
するように励ます。  

救い主の方法で教える

救い主は弟子たちを信頼
し，備えさせ，彼らに人々を
教え，祝福し，奉仕するとい
う重要な責任をお与えにな
りました。主の目的は，人々
への奉仕を通して彼らが改
心し，成長するよう助けるこ
とでした。従順と奉仕が自
立する備えとなることを若
い男性が理解できるよう助
けてください。
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精選されたリソース

306

精選されたリソース

「福祉」『真理を守る』168

各人の社会面，情緒面，霊的面，肉体面，経済面にお
ける福利に対する責任は，第 1に本人，第 2に家族，
そして第 3に教会が負います。主の霊感の下に，また
自分自身の労働を通して，自分自身と自分の家族の霊
的，物質的必要を満たすべきです。

自立すると自分自身と自分の家族の世話をする能力
が増します。他人に依存することなく，逆境の時を乗
り切る備えができます。

（1）教育の機会を利用し，（2）健全な栄養と衛生の
原則を励行し，（3）適切な雇用に備え，就職し，（4）
法律上許される範囲で食糧と衣類を備蓄し，（5）什
分の一と断食献金を納め，負債を避けることを含め

て，賢く自分の財産を管理し，（6）霊的，情緒的，社
会的能力の向上を図ることによって，自立することが
できます。

自立するためには，喜んで働かなければなりません。
主はわたしたちに働くよう命じておられます（創世 3：
19；教義と聖約 42：42 参照）。ふさわしい職業は，
幸福，自尊心，そして繁栄の原点となります。

自分自身の努力，あるいは家族の援助にもかかわら
ず，一時的に，基本的な必要を満たすことができない
場合，教会から助けを受けることができます。このよ
うな状況において，教会は本人とその家族が再び自立
できるように，しばしば生活支援のための手段を提供
します。

12323_300_AP-Unit11_jp.indd   306 14/01/27   15:28
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11月―霊的・物質的な自立

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

自分が改心していることを，どのよう
に知ることができるでしょうか。
改心とは，イエスキリストの贖いを通して，さらにキリストのようになるという過程
です。これは生涯にわたって続きます。改心には，行いだけでなく，望みや態度，
そして性質そのものの変化が含まれます。それが非常に大きな変化であるため，
主は改心のことを「再び生まれる」，「驚くべき心の変化」と呼んでおられます

（モーサヤ 27：25；アルマ 5：14 参照）。わたしたちは，罪を望まないようになり，
愛に満たされ，人 と々福音を分かち合いたいと願うようになるときに，自分が主に
対して改心していることが分かります。

霊的に備える

定員会の会員が，自分自身が主に改心していると理解する上で，どの聖句やその
他のリソースが役に立つでしょうか。

エノス 1：1－19，26 －27；モーサヤ
5：1－ 5；27：23 －27；アルマ 23：6
－7；ヒラマン 3：35；4 ニーファイ1：1
－ 4，15（改心の例）

ボニー・L・オスカーソン，「わたしは信
じているだろうか」『リアホナ』2016 年
5 月号，87- 89

デビッド・A・べドナー「主に帰依する」
『リ ア ホ ナ』2012 年 11 月 号，106 －

109

ドナルド・L・ホールストロム「どのよう
な人物であるべきか」『リアホナ』2014
年 5 月号，53 － 55

ボニー・L・オスカーソン「あなたがた
は改心しなさい」『リアホナ』2013 年
11 月号，76 －78

「改心」『真理を守る』34 －37

ビデオ―「ダマスコに行く途中でとど
まる」，「大きな変化－改宗，改心」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（または祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の司
会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを成
し遂げた経験を分かち合うよう励まします。また，福音のレッスンを教えるよう，ア
ドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，会長会集
会の間に定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

どのような経験があなたの
改心を深めましたか。福音
に忠実に生活するよう熱心
に努めたとき，あなたの生
活はどのように変化したで
しょうか。

若い男性が改心しているこ
とは，どのようなことから分
かるでしょうか。改心につ
いて，どのようなことを理解
する必要があるでしょうか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンの導入をするために，以下のアイデアから
選ぶか，自分自身でアイデアを考えます。

• 若い男性に先週のレッスンで覚えて
いることを分かち合ってもらいます。そ
れらは，なぜ記憶に残っているのでしょ
うか。

• 若い男性に，時が経つにつれて変化
するもののリストを作ってもらいます

（種が木になる，オタマジャクシがカエ
ルに変化するなど）。改心について他の
人に教えるために，これらの例をどのよ
うに使うことができるでしょうか。

一緒に学ぶ

以下の活動はそれぞれ，定員会の会員が改心について学び，自分が改心している
か気づくのに役立ちます。御霊の導きに従って，定員会に最も適した活動を一つ，
あるいは幾つか選んでください。

ボニー・L・オスカーソン姉妹の説教
「わたしは信じているだろうか」には，ミ
シェル・カーネセッカの息子イーサンが
重病にかかった時の経験が紹介されて
います。レッスンの数日前に，定員会の
会員に，次の定員会集会でその話を分
かち合えるように準備して来るよう勧め
ます。ホワイトボードに次の質問を書い
てもよいでしょう。「わたしは信じてい
るのだろうか。信じていないのだろう
か。」若い男性に，わたしたちが信じて
いることについてのオスカーソン姉妹の
描写を読みながら，この質問について
深く考えるよう勧めます。定員会集会
の最後に，若い男性が，この説教に書
かれている福音の教えについて自分た
ちが信じていることを証する機会を設
けます。どのようにして彼らは自分自身
でこれらのことを信じるようになったの
でしょうか。

• 「改心」という言葉をホワイトボード
に書いてください。若い男性にモーサ

ヤ 27：25 －26 から，改心とは何かを
理解するのに役立つ言葉や聖句を探す
ように勧めます。これらの言葉や文の
中から改心について学んだことを話し
合うように勧めます。

• 若い男性に，このアウトラインで提示
されている説教の一つ，または一部を
読むように勧めます。その説教の中の
情報を用いて，「改心していることをどの
ように知ることができるか」という質問
の答えとなるポスターを作ってもらいま
す。若い男性にそのポスターと研究し
た説教を使って，改心について互いに
教えてもらいます。

• 若い男性に，『真理を守る』の中の
「改心」または，このアウトラインで提示
されている聖句を学ぶよう勧め，改心の
度合いを評価するための質問のリスト
を作成してもらいます。時間をとって，
どのような質問をリストに入れたか分か
ち合ってもらいます。彼らが，この質問
について深く考えるように励まします。

教師へのヒント

「耳を傾けることは一つの愛
の表現である。耳を傾ける
にはしばしば犠牲を要求さ
れる。人々の話に心から耳
を傾けるには，彼らの考え
ていることを表現させるた
めに自分の言いたいことを
抑えなければならないこと
がある。」（『教師，その大い
なる召し』66）
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• このアウトラインにあるビデオの一つ
を見せます。このビデオから改心につ
いてどのようなことを学んだか分かち合
うように，若い男性に勧めます。あなた

がさらに深く改心するのに役立った経
験を定員会の会員に分かち合い，また
彼らに自分の経験を分かち合うように
勧めます。

定員会の会員に今日学んだことを分かち合ってもらいます。どのような思いや印象
を持ったでしょうか。生活の中で，改心していることがどのように分かるか理解を
していますか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やすべ
きでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 改心をさらに深めることの大切さに
ついて自分が感じていることを分かち
合う。

• 定員会の会員に，改心を深めるため
に具体的なことを選んで行うように勧
める。

救い主の方法で教える

主は弟子たちを信頼して，
彼らに人々を教え，祝福する
という大切な責任をお与え
になりました。 主の目的は，
人々への奉仕を通して彼ら
が改心するよう助けることで
した。あなたは自分が教え
るアロン神権者に，どのよう
な奉仕と成長の機会を与え
ることができるでしょうか。
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精選されたリソース

312

精選されたリソース

「改心」『真理を守る』34 － 37 からの抜粋

改心した人々の性格

モルモン書には主に帰依した人々の様子が紹介され
ています。

善を行う望みを持つ。ベニヤミン王の民はこう宣言し
ています。「全能の主の御霊〔は〕わたしたちが悪を
行う性癖をもう二度と持つことなく，絶えず善を行う
望みを持つように，わたしたちの中に，すなわちわたし
たちの心の中に大きな変化を生じさせてくださいまし
た。」（モーサヤ 5：2）アルマは「罪を見て忌み嫌うの
を禁じることができなかった」人々について語ってい
ます（アルマ13：12）。

主に逆らわない。かつては邪悪で流血を好む民でし
たが「主に帰依した」レーマン人の一団について，モ
ルモンは語っています（アルマ 23：6）。彼らは自分
たちの名前をアンタイ・ニーファイ・リーハイ人という
名前に変え，「義にかなった民となったので〔す。〕まこ
とに，彼らは謀反に使う武器を捨てて，もはや神と戦
わず，同胞のだれとも戦〔いませんでした。〕」（アルマ
23：7）

福音を分かち合う。エノス，父アルマ，息子アルマ，
モーサヤの息子たち，アミュレク，ゼースロムは主に帰
依した後，献身的に福音を宣べ伝えました（エノス 1：
26；モーサヤ18：1；モーサヤ 27：32 － 37；アル
マ10：1－12；15：12 参照）。

愛に満たされる。復活した救い主がアメリカ大陸を
訪れられた後，「ニーファイ人もレーマン人もともに皆，
地の全面で主に帰依し〔まし〕た。そして，彼らの中
にはまったく争いがなく，論争もなく，皆，互いに公正
に振る舞〔いまし〕た。 . . .. . .

そして，民の心の中に宿っていた神の愛のために，地
の面にはまったく争いが〔ありませんでし〕た。

また，ねたみや紛争，騒動，みだらな行い，偽り，殺人
もなく，どのような好色もなく，神の手によって造られ
たすべての人の中で，彼ら以上に幸せな民は確かにあ
り得〔ませんでし〕た。

強盗も人殺しもおらず，レーマン人とか何々人とか言わ
れる者もなく，彼らは一つであり，キリストの子であり，
神の王国を受け継ぐ者で〔し〕た。」（4 ニーファイ1：
2 ，15 －17）

より偉大な改心を目指して努力する

自分自身の改心に対しておもな責任を負うのはあなた
です。だれもあなたに代わって改心することはできま
せん。またあなたに改心するよう強いることもできま
せん。しかし，改心の過程で助けを受けることはでき
ます。家族，教会の指導者や教師，聖文に登場する
人々の義にかなった模範から学んでください。

大きな心の変化を経験する能力は，救い主の完全な
模範に従おうと努力するときに高められます。聖文を
読み，信仰をもって祈り，戒めを守り，聖霊がともにい
てくださるように願い求めてください。改心の過程を
歩み続けるならば，御霊が「大きな変化を生じさせて
くださ〔っ〕た」ベニヤミン王の民のようにあなたも

「非常に大きな喜び」を受けることでしょう（モーサヤ
5：2 ，4 参照）。また「確固として揺らぐことなく，い
つも多くの善い行いをして，全能者である主なる神，キ
リストから御自分のものとして印を押されるように，ま
た天に招き入れられて，永遠の救いと永遠の命にあず
かるようにしてほしい」というベニヤミン王の助言に従
うことができるようになることでしょう（モーサヤ 5：
15）。

AP_11.indd   312 2015/03/13   19:44
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11月―霊的・物質的な自立

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

働くことはなぜ重要な福音の原則
なのでしょうか
主はわたしたちに怠惰にならないよう戒めてこられました。労働への意欲や必要
な能力を高めることで，わたしたちは自分たちが暮らす世の中に貢献できるように
なります。労働は自尊心を強めてくれます。労働は，現在と未来にわたって，わた
したち自身と家族に祝福をもたらします。

霊的に備える

よく祈って，これらの聖文とその他のリソースを研究してください。働くよう鼓舞す
るのはどれですか。

創世記 3：19（わたしたちは自活するた
めに働かなければならない）

マタイ25：14 －30（タラントのたとえ
話）

ガラテ ヤ 6：3 － 5；1 テ サロニケ 4：
11；モーサヤ 10：4 － 5（わたしたちは
働くよう命じられている）

アルマ 38：12；教 義と聖 約 58：27； 
60：13；75：29；107：99 －100（怠
惰であってはならない）

ディーター・F・ウークトドルフ「いかな
る経済状況にも当てはまる二つの原則」

『リアホナ』2009 年 11 月号，55 － 58

H・デビッド・バートン「労働の祝福」
『リアホナ』2009 年 12 月号，37－ 40

「労働と自立」『若人の強さのために』
40 － 41

ビデオ―「途絶えない記録」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（または祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の司
会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを成
し遂げた経験を分かち合うよう励まします。また，福音のレッスンを教えるよう，ア
ドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，会長会集
会の間に定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

あなたは働くことによって，
これまで何を得てきました
か。労働によってあなたと
家族は，物心両面でどのよ
うな祝福を受けてきました
か。

若い男性が一生懸命働くこ
とによって充実感を得たの
はいつだったでしょうか。
彼らが労働によってもたら
される多くの祝福に気づき，
働きたいという望みを強め
るよう，どのように助けるこ
とができますか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンの導入をするために，以下のアイデアから
選ぶか，自分自身でアイデアを考えてください。

• 前回のレッスンから二つの質問をホ
ワイトボードに書き，若い男性に答えて
もらいます。

• 若い男性に，何かを得たり達成した
りするために一生懸命働いたことにつ

いて話してもらいます。彼はどのような
犠牲を払わなければなりませんでした
か。目標を達成したとき，彼はどのよう
に感じたでしょうか。彼は自分の経験
から何を学びましたか。

一緒に学ぶ

以下の活動はどれも，定員会の会員が労働の価値を理解するうえで役立つでしょ
う。御霊の促しに従って，定員会に最も適した活動を一つ、あるいは幾つか選ん
でください。

• 「わたしは何を学んだだろうか。」「な
ぜそれが重要なのだろうか。」そして

「わたしには何ができるだろうか。」以上
の質問をホワイトボードに書きます。

『若人の強さのために』を若い男性一人
一人に配り，各自で「労働と自立」の項
のどれか 1 段落を読むよう割り当てま
す。割り当てられた段落を研究し，ホワ
イトボードに書かれた 3 つの質問に答
える準備をするよう勧めます。あなた自
身の人生から，労働の大切さを学んだ
経験を分かち合ってください。

• 一人一人の若い男性に，この概要に
提示されている聖句の一つを読むよう
割り当てます。若い男性に一人ずつ教
室の前に出て来てもらい，(a) 割り当て
られた聖文から学んだこと，(b) それが
重要である理由，(c) これまでに自分が

目にした，その聖文の教えをよく表して
いる実例を分かち合ってもらいます。

• 定員会全員でマタイ25：14 －30 を
読みます。労働と労働の結果に関する
聖句に下線を引き，怠惰と働かないこと
の結果に関する聖句を丸で囲むよう，若
い男性に提案します。若い男性に，何
かに一生懸命取り組んだことで分かっ
たことやその経験を分かち合うよう勧
めます。彼らの努力は，どのような結果
をもたらしたでしょうか。

• ディーター・F・ウークトドルフ管長
の説教「いかなる経済状況にも当ては
まる二つの原則」から「第１の原則 ―
労働」の項を読みます。若い男性に，こ
の説教から覚えるとよい一節，あるいは
毎日読むことで働く努力をするよう霊が
鼓舞される一節を選んでもらいます。
若い男性にビデオ「途絶えない記録」

教師へのヒント

「聖典と末日の預言者の教
えから答えを見つけさせるよ
うな質問をする。」（『教師，
その大いなる召し』62）
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を見せ，ウークトドルフ管長の教えの範
例を見つけてもらいます。タイラーの模
範から，彼らは労働について何を学べる

でしょうか。彼が行ったことを，彼ら自
身の目標を達成するためにどのように
応用できますか。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。どんな思いや印象を抱いた
でしょうか。彼らはなぜ労働が大切なのか理解しているでしょうか。ほかに質問
はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やした方がよいでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 今日学んだことに基いて，行うよう促
しを受けたことを分かち合う。

• ビショップが特定したワードの必要
事項を，幾つか定員会で分かち合い，
それらの必要を満たすのに役立つよう
な定員会の活動を計画する。

救い主の方法で教える

救い主は御自身の弟子たち
に簡単な物語やたとえ話，
実例を分 かち合われまし
た。主は彼らが自分の経験
の中で福音の教えを見いだ
せるように助けられました。
あなたは労働に関して，ど
のような実例を分かち合う
ことができますか。若い男
性は労働について何を学ん
できましたか。
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精選されたリソース

310

精選されたリソース

「労働と自立」『若人の強さのために』40 － 41

労働は称賛すべきことです。職業能力を高めることで
地域社会に貢献することができます。また自尊心が
増します。自分と家族を現在と将来にわたり祝福しま
す。

働き方を最初に学ぶ場所は家庭です。家庭生活を営
むうえで必要な家事を自分から進んで行うことによっ
て家族を助けてください。若いときからお金を賢明に
扱い，収入の範囲内で生活する方法を学んでくださ
い。什分の一を納め，借金を避け，将来のために貯蓄
することにより，預言者の教えに従ってください。

自分で高い目標を設定し，その目標を達成するために
熱心に努力してください。自制心を身に付け，信頼さ
れる人物となってください。教会の召し，学業，雇用，
そのほかの価値ある努力において全力を尽くしてくだ
さい。若い男性は専任宣教師としての奉仕に備えるた
めに必要なことは喜んで行うべきです。天の御父はあ
なたに賜物と才能を授けておられ，あなたがどんなこ
とを達成できるか御存じです。目標を達成するため
に働くとき，主の助けと導きを求めてください。

主はわたしたちに怠惰にならないよう命じておられま
す。怠惰が原因で，不適切な行動を取ったり，人間関

係を傷つけたり，罪を犯したりすることがあります。イ
ンターネット，テレビゲーム，テレビなどに時間を使い
すぎて，生産的な仕事ができなくなるのも一種の怠惰
です。

ギャンブルに時間とお金を浪費しないでください。
ギャンブルは誤った行為であり，娯楽の一種と見なす
べきではありません。ギャンブルには常習性があり，
最終的には，機会を失ったり，生活を台なしにしたり，
家庭が崩壊したりすることもあります。何の努力もな
しに何かが得られると信じるのは間違っています。

働くことによってもたらされる祝福の一つは自立する
ということです。自立すると，あなたは神から授かっ
た祝福と能力を使って，自分自身と自分の家族を養
い，自分の問題については自分で解決策を見つけられ
るようになります。自立とはあらゆることを自分一人の
力で処理できるという意味ではありません。真の意味
で自立するには，人 と々ともに働くと同時に，主に頼り
主の助けと力を求めることができるようにならなけれ
ばなりません。

神はあなたがなすべき偉大な業を準備しておられま
す。このことを忘れないでください。神はその業を達
成しようとするあなたの努力に対して祝福を与えてくだ
さいます。

12323_300_AP-Unit11_jp.indd   310 14/01/27   15:28
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11月―霊的・物質的な自立

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

主はなぜわたしの健康を望まれる
のでしょうか
健康であることは自立するうえで重要な要素です。健康を守ることで，わたしたち
は神から受け継いだ力を十分に発揮し，より効果的にほかの人々に仕えることが
できます。自分の体をどのように扱うかによって，わたしたちの霊的な健康および
聖霊からの導きを受ける能力は影響を受けます。健康を維持するには，知恵の言
葉に従い，栄養のある食物を取り，定期的に運動し，十分な睡眠を取る必要があり
ます。

霊的に備える

「知恵の言葉」に関する聖文やその他のリソースを研究するとき，若い男性が自分
の心と体によく注意を払うことが大切だと感じ，なぜ主が自分たちにそうするよう
望んでおられるかを理解するうえで役立つ事柄を探してください。

ダニエル 1：3 －20（ダニエルとその友
は特定の食物に関するヘブライ人の律
法に従ったことによって祝福を受けた）

教義と聖約 88：124（主は労働と睡眠
に関する習慣について勧告された）

教義と聖約 89 章（主は知恵の言葉と
それに従うことによる祝福を明らかに
された）

ボイド・K・パッカー「知恵の言葉 ―
その原則と約束」『聖徒の道』1996 年
7 月号，21－23

M・ラッセル・バラード「おお，悪しき
者のあの狡猾な策謀よ」 『リアホナ』
2010 年 11 月号，108 －110 ；ビデ オ
―「あなたは自由を得る」も参照

「心身の健康」『若人の強さのために』 
25 －27

「知恵の言葉」『真理を守る』 144 －145

ビデオ―「神は知識を与え」；旧約聖
書視覚資料 DVD も参照

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（または祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の司
会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを成
し遂げた経験を分かち合うように励まします。また，福音のレッスンを教えるよう，
アドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，会長会集
会の間に 定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

心身の健康と霊的な健康に
はどのような関連がありま
すか。あなたは健康を維持
することで，どのようにより
効果的に主に仕えてきまし
たか。健康な生活を送るよ
う努力したとき，ほかにどの
ような祝福を受けてきまし
たか。

若い男性は，心身の健康を
害する恐れのあるどのよう
な誘惑に直面するでしょう
か。彼らが主の健康の律法
に従って生活することによ
る祝福を理解するよう，どの
ように助けることができま
すか。これらの律法に従っ
た生活は，彼らの神権の奉
仕にどのような影響を及ぼ
しますか。



307

学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンの導入をするために，以下のアイデアから
選ぶか，自分自身でアイデアを考えてください。

• 先週のレッスンのテーマをホワイト
ボードに書き，若い男性に覚えているこ
とを分かち合うよう勧めます。

• ホワイトボードに「主はなぜわたした
ちの健康を望まれるのでしょうか」と書
きます。考えられる答えを若い男性に
分かち合ってもらい，レッスンを通して
ほかの答えも探すよう勧めます。 

一緒に学ぶ

以下の活動はどれも，定員会の会員が健康に関する主の律法を理解するうえで役
立つでしょう。御霊の促しに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるいは幾
つか選んでください。

• 若い男性に小冊子『神への務め』の
31－32 ページを開いてもらい，定員会
の時間にステップ 1と 2 を完了するよう
勧めます。定員会の会員が，肉体の健
康を維持するうえで助けになる活動を，
個人だけでなく定員会のプロジェクトと
しても計画するよう励まします。すでに
プロジェクトを完了した若い男性に，自
身の計画を実行することでどのような
効果があったかを分かち合ってもらい
ます。若い男性に，今後数 週間にわ
たって，彼らが立てた計画を実践しよう
とするときの経験を分かち合ってもらう
ことを伝えます。

• 可能であれば，釣りの疑似餌か毛針
を定員会集会に持って来ます。あるい
はその写真かビデオ「あなたは自由を
得る」を見せます。釣りの疑似餌や毛
針が魚をだますうえでどのように役立つ
かを若い男性に説明してもらいます。
サタンは，知恵の言葉を破るよう若い男
性を欺き，だますためにどのような手口
を使いますか。定員会を二つのグルー
プに分けます。一つのグループには教
義と聖約 89：5 －15 を読んで，主が禁
じておられるもの，あるいは控えめに用

いるよう望んでおられるものを特定して
もらいます。別のグループには 10 －
20 節を読んで，主が人が利用するため
に定められたものを特定してもらいま
す。耳慣れない語句をすべて定義づけ
るか明確にします（『真理を守る』の

「知恵の言葉」144 －145 参照）。若い
男性に，自分たちがだまされたり誘惑を
受けたりする可能性のある状況を避け
るためにできることを分かち合ってもら
います。

• ホワイトボードに次の二つの見出しを
書きます。「霊的な祝福」と「肉体の祝
福」教義と聖約 89：18 －21を読んで，
祝福を探してから，ホワイトボードの該
当する見出しの下に書き出すよう，若い
男性に勧めます。若い男性は自分たち
の生活におけるこれらの祝福について，
どれだけ理解しているでしょうか。書
き出された祝福のうち，若い男性がす
でに受けている祝福はどれですか。
( 青少年がこれらの約束を理解するうえ
で助けが必要であれば，ボイド・K・
パッカー会長の説教「知恵の言葉 ―
その原則と約束」にある説明を参照す
るよう提案する。 )

教師へのヒント

「必要以上に話したり，あな
たの意見を出しすぎたりす
ることのないように注意す
べきである。このような行
動は生徒に興味を失わせる
原因となる。あなたは学習
という旅のガイドであると考
えなさい。生徒が正しい道
を歩き続けるように適切な
言葉をかけるのがあなたの
役割である。」『教師，その
大いなる召し』64）
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• ビデオ「神は知識を与え」を見せ，ダ
ニエルと友人が自分たちの健康の律法
に従ったことでどのように祝福を受けた
かを若い男性に探してもらいます。（若
い男性がそれらの祝福を見つけたとき
にビデオを止めて，見つけた事柄につい
て話し合ってもよい。）次のような質問
をします。知恵の言葉に従うことによっ
てどのような祝福を受けてきましたか。
知恵の言葉に従うことは，神権の義務
を果たすうえでどのような助けになりま
すか。青少年が知恵の言葉に従って生
活しようと努めるうえで，今日彼らが直
面する問題にはどのようなものがありま
すか。その問題を克服するために，彼
らにできることは何ですか。生活の中

で御霊を留めるには知恵の言葉に従う
ことが大切であるということについて，
あなたの証を述べてください。

• 若い男性に，『若人の強さのために』
の「心身の健康」を読むよう勧めます。
若い男性数人に，見つけた助言を幾つ
かホワイトボードに書き出してもらい，
残りの若い男性には，この助言に従っ
た人たちに約束されている祝福を挙げ
てもらいます。自分たちの体の扱い方
が霊にどのような影響を及ぼすかにつ
いて話し合ってもらいます。ほかの宗
教を信じている友人に自分たちの標準
を説明する際に，ホワイトボードに書き
出された事柄をどのように活用すること
ができますか。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。どんな思いや印象を抱いた
でしょうか。彼らは主がなぜ自分たちに健康であるよう望んでおられるか理解し
ているでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費や
した方がよいでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 知恵の言葉に従って生活する中で，
今週気づいた祝福のリストを作成する
よう，若い男性に勧める。

• 小冊子『神への務め』にある，健康
を維持するのに役立つプロジェクトを

計画し（31－34 ページ参照），そのプ
ロジェクトを実施した際の経験を分か
ち合うよう，若い男性を励ます。

救い主の方法で教える

イエス・キリストは地上で教
え導いておられたとき，弟子
たちに信仰をもって行動す
るように，また御自身が教え
られた真理に従って生活す
るよう勧められました。主
はそのすべての教えにおい
て，御自身に従う人々が心を
尽くして福音に従った生活
をするよう助けることに焦点
を当てられました。その目
的を達成するために，主は
力強い経験を通して学ぶ機
会を彼らにお与えになりま
した。若い男性に教えると
き，彼らが「知恵の言葉」に
従って生活をしてきた経験
を分かち合うように勧めてく
ださい。
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精選されたリソース

314

精選されたリソース

ボイド・K・パッカー「知恵の言葉－その原則と約束」
『聖徒の道』1996 年 7 月号，21－ 23

知恵の言葉の原則を遵守すれば，約束された祝福
を受けるでしょう。「これらの言葉を守って行うこ
とを覚え，数々の戒めに従順に歩むすべての聖徒
たちは，そのへそに健 康を受け，その骨に髄を受
け. . . . . . 走っても疲れることがなく，歩いても弱る
ことはない」と約束されるのです（教義と聖約 89：
18 ，20）。

知恵の言葉は，完全な健康を約束しているのではな
く，皆さんの持って生まれた体を最も良い状態に保
ち，皆さんの心が御霊の繊細なささやきに反応できる
ようにする方法を教えています。 . . . . . .

知恵の言葉にはさらに大いなる祝福が約束されて
います。知恵の言葉に従う人々は，「知恵と，知識の
大いなる宝，すなわち隠された宝さえ見いだす」の
です（教義と聖約 89：19）。これは個人的な啓示
であり，それによって，姿の見えないワニや隠され
た地雷，そのほかの危険なものを知ることができま
す。 . . . . . .

この啓示には，最後の約束が記されています。主はこ
れらの戒めに従う人々についてさらにこう言われまし
た。「. . . . . . わたしは彼らに一つの約束を与える。
すなわち，滅ぼす天使はイスラエルの子らを過ぎ越し
たように彼らを過ぎ越して，彼らを殺すことはない。」

（教義と聖約 89：21）これはすばらしい約束です。

理解を深めるためには，モーセの時代に戻らなけれ
ばなりません。イスラエルの民は 400 年間奴隷の状
態にありました。そこにモーセが解放者として現れま
した。彼はエジプトに様々な災いを呼び寄せました。
パロはその度に，イスラエルの民が出て行くのに同
意しますが，すぐに約束を翻しました。ついに，主は
モーセに言われました。「わたしは，なお一つの災を，
パロとエジプトの上に下し，その後，彼はあなたがたを

ここから去らせるであろう。 . . . . . . エジプトの国の
うちのういごは . . . . . . みな死ぬであろう。」（出エジ
プト11：1，5）

モーセはイスラエルの民にこう告げました。「小羊
を取らなければならない . . . . . . 小羊は傷のな
い . . . . . .1 歳の雄で . . . . . . その骨を折ってはな
らない。」（出エジプト12：3，5，46；ヨハネ19：33
も参照）

主はさらに言われました。主の祭りの子羊を用意し，
「その血を取り. . . . . . 家の入口の二つの柱と，か
もいにそれを塗らなければならない。 . . . . . . そ
の夜わたしはエジプトの国を巡って，エジプトの国
におる . . . . . .すべてのういごを打〔つ〕であろ
う。 . . . . . . わたしはその血を見て，あなたがた
の所を過ぎ越すであろう。 . . . . . . 災が臨んで，
あなたがたを滅ぼすことはないであろう。この日
は . . . . . . 代々，永久の定めとしてこれを守らなけれ
ばならない。」（出エジプト12：7，12 －14）「もし，
あなたがたの子供たちが『この儀式はどんな意味で
すか』と問うならば，あなたがたは言いなさい，『これ
は主の過越の犠牲である。』」（出エジプト12：26 －
27）

若人の皆さん，過越における預言的な象徴が分かる
と思います。キリストは，傷のない初子，「神の小羊」
でした（ヨハネ1：29，36）。兵士たちがその場にい
たにもかかわらず，骨を折られることなく，殺されまし
た。

しかし，これらの戒めに従順に歩むわたしたちが，そ
のような過越において免れるのは，肉体の死ではあり
ません。すべての人はいつか死ぬからです。皆さんが
受ける必要がないのは，霊の死です。もし従順である
なら，霊の死は皆さんを過ぎ越すでしょう。啓示が教
えているように，「過越の小羊であるキリストは，すで
にほふられた」からです（1コリント 5：7）。

12323_300_AP-Unit11_jp.indd   314 14/01/27   15:28
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11月―霊的・物質的な自立

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

貧しい人や困っている人を助ける
主の方法とはどのようなもので
しょうか
イエス・キリストは地上に来られたとき，その教導の時間の多くを貧しい人や困っ
ている人の世話をするのに費やされました。主は御自身の教会を通して，わたした
ちに困っている人たちの世話をする方法を教えてくださっています。主は，わたし
たちが受けた教えに従い，惜しみなく与えるよう求めておられます。「助けの必要
な人を世話するための主の方法は世の方法とは異なります。主は「〔貧しい人の世
話は〕わたし自身の方法で行われなければならない」とおっしゃっています。 [ 教
義と聖約 104：16；15 節も参照。 ] 主はわたしたちの目先の必要だけでなく，永
遠の進歩に関心を寄せておられます。そのような理由から，主の方法には貧しい
人の世話に加えて，自立と隣人への奉仕が常に含まれてきました。」（ディーター・
F・ウークトドルフ「主の道にかないて助けをなす」『リアホナ』2011 年 11 月号，
54）

霊的に備える

主が貧しい人や助けが必要な人に必要なものをお与えになる方法を若い男性が理
解するうえで，どの聖文やその他のリソースが役立つでしょうか。

イザヤ 58：6 －11；マラキ 3：8 －10；
マタイ25：35 － 40；教義と聖約 82：
18 －19（貧しい人の世話をする方法）

ヤコブの手紙 1：27；モーサヤ 18：27－
28；教義と聖約 42：29 －30（貧しい
人々や助けの必要な人々を世話するこ
との大切さ）

アルマ 34：27－28；モルモン 8：35 －
37；教義と聖約 56：16 －18；70：14

（貧しい人々を世話しない人々に対する
主の警告）

教義と聖約 104：15 －18（主の道で貧
しい人たちに与える）

パトリック・キアロン，「嵐をしのぐ避け
所」『リアホナ』2016 年 5 月号，111- 14

リンダ・K・バートン，「わたしが旅人で
あったときに」『リアホナ』2016 年 5 月
号，13- 15

ジェフリー・R・ホランド「わたしたちは
皆，物乞いではないだろうか」『リアホ
ナ』2014 年 11 月号，40 － 42

「貧しい人や助けの必要な人を世話し，
奉仕をする会員の取り組み」『手引き　
第 2 部 ―教 会 の 管 理 運 営』（2010
年）6.1.2

「奉仕」『若人の強さのために』(2011)，
32- 33

ビデオ―「キリストの光を分かち合
う」「わたしが旅人であったときに―互
いに愛し合いなさい」「わたしたちが旅
人であったときに」

ほかの人に必要なものを与
えることにおいて，あなたは
どのように救い主の模範に 
従おうとしてきましたか。 
どのような経験を若い男性
に分かち合うことができる
でしょうか。

主の方法で与えることにつ
いて，若い男性はどのような
原則を理解する必要があり
ますか。これらの原則を理
解することで，彼らの神権者
としての奉仕にどのような
影響が及びますか。
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若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（または祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の司
会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを成
し遂げた経験を分かち合うように励まします。また，福音のレッスンを教えるよう，
アドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，会長会集
会の間に 定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンの導入をするために，以下のアイデアから
選ぶか，自分自身でアイデアを考えてください。

• 若い男性に，先週のレッスンで学ん
だことを思い起させるような最近の経験
を分かち合ってもらいます。

• ビショップを定員会集会に招き，断
食献金，人道支援基金，永代教育基金
などの神聖な教会基金がどのように活

用されているかを若い男性に説明して
もらいます（『教会手引き　第 1 部 ―
ステーク会長とビショップ』14.4 参
照）。助けの必要な人たちがさらに自
立できるように，どのように助けている
かについて話してくれるよう頼みます。

一緒に学ぶ

以下の活動はどれも，若い男性が貧しい人や助けが必要な人に必要なものを与え
る主の方法について学ぶのに役立つでしょう。 御霊の促しに従って，定員会に最
も適した活動を一つ，あるいは幾つか選んでください。

• 「嵐をしのぐ避け所」の説教の中で，
パトリック・キアロン長老は，次のよう
に言っています。「今日，世界には推定
6,000 万人の難民がいます。……巻き
込まれている人々の数について考え，
個々の生活に及ぼされる影響に思いを
巡らせると，大変な衝撃を受けます。」
難民の危機を知り，彼らをどのように助
けることができるかを若い男性が理解
するのを助けるため，このアウトライン
に提示されているビデオを一つかそれ
以上見せます。難民が直面している試
練について，彼らはどのように感じてい
るでしょうか。定員会の会員を小さなグ

ループに分けて，キアロン長老の説教，
もしくはリンダ・K・バートン姉妹の説教

「わたしが旅人であったときに」を読み
直し，難民を助けるために自分たちがで
きることを見つけるよう勧めます。若い
男性がこれらの提案を行動に移す計画
を立てるのを助けます。

• 定員会の会員に，『若人の強さのため
に』の 「奉仕」の項を全員で読み，な
ぜ主はわたしたちに仕えるよう望んでお
られるのか話し合ってもらいます。定
員会の会員に，『神への務めを果たす』
の「人々に奉仕をする」の項（26- 27，

教師へのヒント

「生徒から質問を受けたら，
あなた自身が答えるのでは
なく，ほかの生徒に答えさ
せることを考えなさい。例
えば，このように言うことが
できる。『興味深い質問で
す。ほかの人はどう思いま
すか。』あるいは『この質問
に答えてくれる人はいます
か。』」 （『教師，その大いな
る召し』64）
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50- 51，または 74- 75 ページ）を研究
し，この項の学習活動を基に話し合い
を進められるように備えてもらいます。 
定員会集会の中で，若い男性が助けの
必要な人々に仕えるための個人として
の計画および定員会としての計画を立
てる時間を取ります。 今後の定員会集
会で，それぞれの計画を実施したこと
で得られた経験を分かち合ってもらい
ます。

• 若い男性を二人一組にします。 各組
の一人に貧しい人や助けが必要な人の
世話をすることの大切さを教える聖文
を読むよう割り当て，もう一人には貧し
い人や助けが必要な人の世話をしない
人に警告を与えている聖文を読むよう割
り当てます（アイデアとして，このアウト
ラインに提示されている聖文を参照す
る）。 若い男性に，割り当てられた聖
文を研究し，学んだことをそれぞれの
パートナーに分かち合うよう勧めます。 
貧しい人や助けが必要な人の世話をす
ることが，なぜ天の御父にとってそれほ
ど大切なのか，彼らに尋ねます。 若い
男性に，自分の家族やワード，地域社会
で助けが必要な人を助ける方法につい
て話し合うよう勧めます。

• 定員会の会員たちに，ジェフリー・
R・ホランド長老の説教「わたしたちは
皆，物乞いではないだろうか」のコピー
を渡します。それぞれの若い男性に，
ホランド長老が引用した貧しい人や助
けを必要としている人を助けることに関
する聖句を一つずつ選んでもらいます。 
それぞれの若い男性に，自分が選んだ
聖句を紹介して，自分にとってその聖句
はどのような意味があるか話してもらい

ます。 定員会全員で，ホランド長老の
勧告を考えます。「自立しようとしな
い，あるいはいつも自立できるわけでは
ない人に対する責任を皆さん一人一人が
どのように果たすべきかについて，具体
的な考えがあるわけではありません。 
しかし，神は御存じであり，……神は皆
さんを弟子としての哀れみ深い行動へ
と導いてくださるでしょう。」定員会の
会員に少し時間を与えて，神が自分にど
のような方法で貧しい人や助けを必要と
している人を世話するように望んでおら
れるか考えてもらいます。自分の気持
ちを定員会の会員たちに分かち合うよ
うに勧めます。

• 若い男性にビデオ「キリストの光を
分かち合う」を見せ，これらの実例につ
いて印象に残ったことを分かち合っても
らいます。これまでにほかの人を助け
た経験や，助けが必要な人を助けるた
めに自分たちにできることを分かち合う
よう勧めます。

• 定員会の会員に，人が物質的および
霊的に必要としていると思われる事柄
を幾つか挙げてもらいます。ホワイト
ボードに「貧しい人や助けが必要な人を
助ける主の方法とはどのようなもので
しょうか」と書きます。 若い男性に，こ
のアウトラインの初めにあるディー
ター・F・ウークトドルフ管長の言葉を
分かち合います。その際，ホワイトボー
ドに書かれた質問への答えがないか注
意深く聞くように言います。彼らに分
かったことを分かち合うよう勧めます。 
貧しい人や助けが必要な人が自立でき
るように，わたしたちはどのように助け
られるでしょうか。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。何を感じ，どんな印象を抱
いたでしょうか。 彼らは，主の方法で助けが必要な人に必要なものを与えるとは
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救い主の方法で教える

救い主は模範であり，指導
者であられました。主はと
もに祈ることによって，弟子
たちに祈ることを教えられま
した。御自身が彼らを愛し
仕えるその方法によって，彼
らに愛し仕えるよう教えら
れました。御自身が教える
その方法によって，弟子たち
に福音を教える方法を教え
られました。あなたはどの
ように主の模範に従うこと
ができますか。

どのようなことか理解しているでしょうか。 ほかに質問はないでしょうか。 この
教義にもっと時間を費やした方がよいでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 神の子供たちに仕え，彼らを高める
という神権の義務について自分の証を
述べる。

• トーマス・S・モンソン大管長からの
次のような招きを受け入れるよう，定員

会の会員に勧める。「周りの人々の必
要が分かるよう，霊感を求めて祈ること
ができますように。そして，出て行って，
助けの手を差し伸べることができます
ように。」（「神よ，また逢うまで」『リア
ホナ』2012 年 11 月号，110）
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精選されたリソース

ジェフリー・R・ホランド「わたしたちは皆，物乞いで
はないだろうか」『リアホナ』2014 年 11 月号，40 －
41 からの抜粋

この世の不公平に対処するという途方もない試練を目
の前にして，一人の個人に何ができるでしょうか。主御
自身がその答えを与えておられます。裏切りと十字架
上の死の前に，マリヤがイエスの頭に非常に高価な香
油を注ぎかけました。イスカリオテのユダはその浪費
に抗議し，彼女を「きびしくとがめ」ました。〔マルコ
14：3 － 5 参照。マタイ26：6 － 9；ヨハネ12：3 －
5 も参照〕

イエスは次のように言っておられます。

「……なぜ女を困らせるのか。わたしによい事をしてく
れたのだ。…………

この女はできる限りの事をしたのだ。」

彼女はできる限りのことをしたのです！ 何と簡潔な方
法でしょう！ かつて，あるジャーナリストが，カルカッ
タで貧しい人々を助けていたマザーテレサに問いかけ
ました。「統計的に見ると，あなたは何も成し遂げて
いませんね。」この小柄な驚くべき女性はこう答えまし
た。「わたしの仕事は統計ではなく，愛なのです。」自
分の手の及ばない人は大勢いるが，自分の手の及ぶ人
に対してできることを行うならば，神と隣人を愛すると
いう戒めを守ることができると，彼女は言いました。
また，別の折にこう言いました。「わたしたちがしてい
ることは大海の一滴にすぎませんが，それをしなけれ
ば，大 海 はそ の 一 滴を 失うことになるので す。」

〔 Mother Teresa of Calcutta,　My Life for the 
Poor, ホセ・ルイス・ゴンザレス・バラード，ジャネッ
ト・N・プレイフット共編（1985 年），20〕そのジャー
ナリストは目が覚めた思いで，キリスト教の精神は統計
とはまったく無関係であると結論づけました。悔い改
めを必要としない 99 人のためよりも，悔い改めをした
一人の罪人のために，天において大きな喜びがあると
するならば，神が数字そのものにそれほど興味を持た
れないのは明らかであると，彼は述べています。〔マ
ルコム・ムゲリッジ，Something Beautiful for God

（1986 年），28 －29，118 －119 参照。ルカ15：7 も
参照〕

では，わたしたちはどうすれば「できる限りのこと」が
できるでしょうか。

一つは，ベニヤミン王が教えたように，貧しい人たちは
自分でその不幸を招いたのだと考えて助けを差し控え
ることのないようにすることです。自分で困難を招い
た人もいるでしょうが，それはわたしたちも同じではな
いでしょうか。だからこそ，この哀れみ深い王は「わた
したちは皆，物乞いではないだろうか」と問うているの
ではないでしょうか。〔モーサヤ 4：19〕わたしたちは
皆，助けや希望や祈りの答えを乞い求めてはいないで
しょうか。自分の犯した過ちや問題について赦しを求
めていないでしょうか。恵みによって自分の弱点が補
われるように，少なくとも自分の場合には憐れみが正
義に勝ってくれるようにと願っていないでしょうか。哀
れみ深い神に願い求めることで罪の赦しを受けること
ができるけれども，罪の赦しを保つためには自分に助
けを願い求めてくる貧しい人々に哀れみ深く応じる必
要があるとベニヤミン王が教えているのも，不思議なこ
とではありません〔モーサヤ 4：11－12 ，20，26 参
照〕。

貧しい人のために憐れみ深い行いをするだけでなく，
彼らのために祈る必要もあります。ゾーラム人の中で
同胞から，聖文の言葉で言えば「汚れ」や「かす」の
ように見なされていた人々は，「衣服が粗末であるため
に」会堂から追い出されていました。モルモンは彼ら
を「この世のものに関して貧しく，心が謙遜であった」
と述べています〔アルマ 32：2 －3〕。この二つはたい
てい共存します。宣教師の同僚であるアルマとアミュ
レクは，粗末な衣服のために拒絶された人たちに，た
とえどのような特権を奪われようと，畑でも，家でも，
家族といるときも，心の中でも，いつも祈ることができ
ると教えました〔アルマ 34：17－27〕。
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11月―霊的・物質的な自立

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

どうすれば自分の試練や問題の 
解決策を見いだせるでしょうか
自立には，自分自身の試練や問題の解決策を見いだす能力も含まれます。その解
決策の多くは，回復されたイエス・キリストの福音の中に見いだすことができます。
天の御父は，わたしたちが直面する問題を御存じです。天父はわたしたちを愛し，
助けたいと望んでおられます。わたしたちは聖文や預言者と使徒の言葉の中に自
身の問題への答えを求めるとき，導きを祈り求めなければなりません。

霊的に備える

福音がどのように人生における問題の助けになるかを若い男性が理解するには，
どの聖句やその他の資料が役立つでしょうか。

箴言 3：5 － 6；マタイ11：28 －30；マ
ルコ 4：36 －39；アルマ 7：11－13；
アルマ 37：35 －37；38：5（試練や問
題があるときには主の助けを求めなさ
い）

リチャード・G・スコット「信仰を行使
することを最優先とする」『リアホナ』
2014 年 11 月号，92 － 95

ジェフリー・R・ホランド「破れた器の
ように」『リアホナ』2013 年 11 月号，
40 － 42

「心身の健康」『若人の強さのために』
25 －27

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（または祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の司
会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを成
し遂げた経験を分かち合うように励まします。また，福音のレッスンを教えるよう，
アドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，会長会集
会の間に 定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

あなたはこれまでの試練の
とき，福音によってどのよう
に問題の解決策を見いだ
し，慰めを得てきたでしょう
か。

若い男性たちはどのような
問題や試練に直面している
でしょうか。将来直面する
可能性のある試練は何で
しょうか。彼らがこれらの
試練に対処するうえで，福音
のどの原則が役立つでしょ
うか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンの導入をするために，以下のアイデアから
選ぶか，自分自身でアイデアを考えてください。

• 若い男性が自立について今月学んで
きたことに従って生活しようとした，そ
の週の経験を分かち合ってもらいます。

• 若い男性に，同年代の青少年が直面
している試練や問題を挙げてもらい，
その答えをホワイトボードに書くよう勧

めます。これらの問題に立ち向かう際
に，若い男性はしばしば，どんな不健全
な，または無益な行動を取るでしょう
か。レッスンを通して，福音の真理が助
けとなる方法を探すよう若い男性に勧め
ます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，定員会の会員が自分自身の問題の解決策を見つける方法を学ぶ助
けとなるでしょう。 御霊の導きに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるい
は幾つか選んでください。

• 若い男性に，今日の若者が直面する
試練や問題について考えるよう勧めま
す。その問題に対処するうえで助となる
テーマを，『リアホナ』総大会号の最新
版にあるテーマ別索引から探すように
勧めます。そのテーマに関する説教を
一つ調べ，若者が問題を克服するうえ
で助けとなる言葉を定員会全員に紹介
してもらいます。若い男性に，自分自身
の試練に対処する方法を見つけるため
に，テーマ別索引を活用するように勧め
ます。

• 『若人の強さのために』にある「心身
の健康」 の最後の 2 段落を読んで，自
分や知人の助けとなる助言を探すよう，
若い男性に勧めます。問題を抱えてい
るとき，わたしたちが求めるべき「健全
な解決策」にはどのようなものがありま
すか。イエス・キリストの福音はどのよ
うな解決策を提供してくれますか。あ
なた自身の人生から，特定の問題や試

練に対して福音が答えや助けを与えてく
れた経験を分かち合ってください。若
い男性に，彼ら自身の生活から同様の
経験を分かち合うよう勧めます。

• トーマス・S・モンソン大管長の次の
言葉を分かち合ってください。「兄弟
姉妹の皆さん，回復されたイエス・キリ
ストの福音があることは，何と大きな祝
福でしょうか。この福音は，人生最大
の疑問に答えてくれます。人生に意味
と目的と希望をもたらしてくれるので
す。 わたしたちは荒れた時代に生きて
います。天の御父はわたしたちが取り
組んでいる問題を御存じです。御父は
わたしたち一人一人を愛しておられ，祝
福し，助けたいと願っておられます。」

（「今大会を閉じるに当たり」『リアホ
ナ』2012 年 5 月号，115）。 若い男性
一人一人に，このアウトラインにある聖
句の一つを読み，その聖句が今日の青
少年に共通の試練や問題に直面してい

教師へのヒント

「準備したレッスンの内容を
すべて提示しようとするあま
りに，よい話し合いを急い
で終えてしまうことのないよ
うに注意する。用意した資
料をすべて教えることも大
切ではあるが，生徒が御霊
の影響を感じ，疑問に思っ
ていたことの答えを受け，福
音に対する理解を深め，戒
めを守る決意を強めること
の方がはるかに大切であ
る。」（『教師，その大いなる
召し』 64）
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る人をどのように助けられるかを分かち
合ってもらいます。助けが必要なときに
主を信頼する，あるいはキリストのもと
に来るとはどういうことでしょうか。特
定の試練や問題の助けになり得る聖句
で，若い男性が思い浮かべることので
きるものがほかにありますか。

• 若い男性に，精神的または情緒的な
問題に苦しんでいる知人を思い浮かべ
るように言います。若い男性一人一人に
ジェフリー・R・ホランド長老の説教

「破れた器のように」のコピーを渡しま
す。「皆さんや皆さんの愛する人が精
神的または情緒的問題に直面したとき，
どのように対応するのが最も良いので
しょうか」というホランド長老の質問に

対する答えを探してもらいます。若い男
性に学んだことを分かち合ってもらい，
先ほど思い浮かべた知人を助けるため
にそれらの教えはどのように助けになる
か話し合うように勧めます。

• 定員会の会員に，自分が直面してい
る試練や問題について考えるよう勧め
ます。リチャード・G・スコット長老が
説教「信仰を行使することを最優先と
する」の中で話した 4 つの手段をホワイ
トボードに書き，定員会の会員に，自分
の試練に対処するために役に立つと思
う手段について学ぶように勧めます。 
スコット長老の勧告から学んだことを
分かち合うように彼らに勧めます。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。人生の問題の解決策をイ
エス・キリストの福音から見いだす方法が理解できたでしょうか 何を感じ，どんな
印象を抱いたでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。この教義にもっと時間を
費やした方が助けになるでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は次の事を行うことができま
す。

• 福音を理解し，それに従って生活す
ることが，試練を克服するうえでどのよ
うに役立つかを分かち合う。

• 定員会の会員に，今日学んだことを
活用して情緒的な問題に苦しんでいる
人を助け励ますよう勧める。

救い主の方法で教える

救い主は御自身に従う人々
に，聖文を自分自身に当て
はめて考えるよう，また聖文
を使って自らの質問に対す
る答えを見つけるよう教えら
れました。若い男性が問題
に対する答えを求めるとき，
どうすれば聖文や預言者の
言葉に心を向けたいと思う
ようになるでしょうか。
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この単元をオンラインで見るには，lds.org/youth/learnにアクセスしてください。

単元の概要

「神の王国が進み行きますように。それによって，天の王国が来……ますように。」（教義と
聖約 65：6）

あなたの定員会にいるアロン神権者は，この特別なときに，この世を救い主の再臨に備え
る助け手として地上に送られました。彼らは特別な賜物と才能を持っています。主は，彼
らが主の王国を築く手助けをし，主の福音を分かち合うためにそれらを使うよう望んでおら
れます。この単元のレッスンは，彼らが教会と神の王国で指導者および教師になる備えを
するときに，彼らの賜物を伸ばすうえで役立つでしょう。

「神への務め」を日曜日の定員会集会に取り入れるために，以下の「神への務め」のアウト
ラインをこの単元で教えるとよいでしょう。

今月は以下のアウトラインから選んでください。

どうすれば今宣教師になれるでしょうか（「神への務め」）
どうすればよりよいホームティーチャーになれるでしょうか
天の御父はわたしが霊的な賜物をどのように使うことを望んでおられるのでしょうか
どうすればキリストを中心とした家庭を築く備えができるでしょうか
教会の新会員を助けるために何ができるでしょうか
活発に集っていない友人が教会に戻るためにどのように助けられるでしょうか
シオンとは何ですか
主の業を速めるために，わたしはどのように参加できるでしょうか

12 月―末日に神の王国を築く
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ミューチャル

青少年が学んでいることと活動をどのように結びつける
か考えてください。青少年の活動計画サイトがあなたを
助けてくれます。これらのアウトラインの学習活動の多
くは，ミューチャルの活動として使うことができます。定
員会会長会と話し合って，若い男性が日曜日に学ぶこと
を強化するのにふさわしい活動を選択し計画してくださ
い。

「神への務め」

小冊子『神への務め』の以下の項は，この単元のレッス
ンに関連しています。

「教義を理解する」18 －20，42 － 44，66 － 68 ページ

「キリストのもとに来るようにすべての人を招く」28 －
29，52 － 53，76 －77 ページ
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12月―末日に神の王国を築く

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

「神への務め」

どうすれば今宣教師に 
なれるでしょうか
主はアロン神権者一人一人に，キリストのもとに来るようにすべての人を招くという
義務をお与えになりました（教義と聖約 20：59 参照）。主の預言者たちも，ふさ
わしく，能力がある，教会のすべての若い男性に専任宣教師として奉仕するよう勧
めてきました。キリストのもとに来るようにすべての人を招くというアロン神権の義
務を果たすことは，将来専任宣教師として奉仕するための準備をするうえで助けと
なります。このような方法で，わたしたちは神の王国を築く助けをします。

霊的に備える

以下の聖句と資料をよく祈って研究してください。 若い男性に何を伝えたいと感じ
ますか。

『神への務めを果たす』28－29，52－
53，76 －77

アルマ 17：2 －3（モーサヤの息子たち
は断食，祈り，そして熱心に聖文を調べ
ることによって伝道のために備えた）

使徒 2 章，16 章；モーサヤ 18 章（ペ
テロ，パウロ，アルマは，キリストのもと
へ来るように人々を招いた）

M・ラッセル・バラード「主に信頼を寄
せる」『リアホナ』2013 年 11 月号，43
－ 45

デビッド・A・ベドナー「宣教師になる」
『リアホナ』2005 年 11 月号，44 － 47

デビッド・A・ベドナー「きてごらんな
さい」『リアホナ』2014 年 11 月号，107
－110

ビデオ―「神への務めを果たす」「宣
教師の意識」「神権の義務 ― 福音を
宣べ伝える」

福音を分かち合った経験が
ありますか。それはどのよ
うなものでしたか。ほかの
人々はどのように福音をあ
なたと分かち合ったでしょう
か。専任宣教師として奉仕
したのであれば，そのため
にどのような準備をしました
か。今振り返ってみて，ほ
かにどのような準備ができ
たでしょうか。

福音を分かち合うことは，
若い男性にどのような影響
を及ぼすでしょうか。彼ら
が今，そして将来の伝道の
業に備えられるように，あな
たは彼らをどのように助け
られるでしょうか。
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若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（あるいは祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の
司会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを成
し遂げた経験を分かち合うように励まします。また，福音のレッスンを教えるよう，
アドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，会長会集
会の間に 定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分自身でアイデアを考えてください。

• 若い男性に，先週のレッスンで学ん
だことを応用した経験について発表し，
教え，証するように勧めます。

• 若い男性に，キリストのもとに来るよ
うに招くことのできる友達，家族，また
は定員会のあまり活発に集っていない
会員について，よく祈って考えてもらい

ます。そして，その名前を小冊子『神へ
の務め』に書くように勧めます（28－
29，52－ 53，76 －77 ペ ー ジ 参 照）。
若い男性に，これらの人 と々福音を分か
ち合うのにできることについてレッスン
中に受ける印象に敏感になるように励ま
します。

一緒に学ぶ

このレッスンの目的は，若い男性が宣教
師として生涯奉仕するために備えられる
ように助けることです。 若い男性に，
定員会集会中に小冊子『神への務め』
に計画を書くための時間を与えます。 
互いに計画を分かち合うよう励ましま
す。今後の定員会集会で，伝道活動の
ために準備をした経験とキリストのもと
へ来るように人々を招いた経験を発表
するように勧めます。

• 若い男性にスーツケースを見せます。
そして彼らに，伝道に行くときに何を

持って行く必要があるか話し合うように
勧めます（白いシャツ，スーツなど）。 
彼らに，伝道に持って行く必要はある
けれども，スーツケースには入れること
のできないもののリストを作成するよう
に勧めます。アルマ 17：2 －3 と教義
と聖約 4 章にあるその答えをリストに
追加するように言います。若い男性に，
伝道活動のための備えをするに当たっ
てそれらの特質を伸ばすために何がで
きるか尋ねます。

教師へのヒント

「準備したレッスンの内容を
すべて提示しようとするあま
りに，よい話し合いを急い
で終えてしまうことのないよ
うに注意する。用意した資
料をすべて教えることも大
切ではあるが，生徒が御霊
の影響を感じ，疑問に思っ
ていたことの答えを受け，福
音に対する理解を深め，戒
めを守る決意を強めること
の方がはるかに大切であ
る。」（『教師，その大いなる
召し』 64
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救い主の方法で教える

救い主は，御霊が人々の心に
触れるように，学んだことが
真実であることを人々に証す
るように勧められました。主
は弟子たちに「あなたがた
はわたしをだれと言うか」と
尋ねられました。「あなたこ
そ，生ける神の子キリストで
す」とペテロが答えたとき，
ペテロの証は強められました

（マタイ16：15 －16）。福音
を分かち合うことで，定員
会の若い男性は自らの証を
どのように強めることがで
きるでしょうか。

• 定員会集会の前に，福音が自分の生
活をどのよう祝福しているかを表す物
や絵や写真を持ってくるように，若い男
性一人一人に伝えておきます。定員会集
会の中でデビッド・A・ベドナー長老の
説教「きてごらんなさい」に出てくるベ
ドナー長老の息子たちの話を一緒に読
みます。なぜ弟は，あれほど熱心に友
人たちの腕にばんそうこうを貼ってあげ
たのでしょうか。 若い男性たちに，持っ
てきた物や絵や写真を見せて，それら
が表している祝福について説明するよ
うに言います。彼らがよく知っている人
の中でそれらの祝福をまだ得ていない
人について思い浮かべてもらいます。
それから，その人たちに福音を分かち
合う計画を立てるように勧めます。

• 若い男性に，M・ラッセル・バラード
長老が「主に信頼を寄せる」という説
教の中で，わたしたちに勧めている言葉
を，定員会全体で読んでもらいます（そ
の言葉は，「最も大切なのは，皆さんが
神の霊感を受けることであり」から始ま
る段落と，その次の段落の中にありま
す）。この勧めに従うことであなたが得
た経験を話し，若い男性にも経験を分
かち合うよう勧めてください。若い男性
に時間を与えて，自分が手を差し伸べ
てキリストのもとに来るように招くこと
ができる人について考えてもらいます。

• ホワイトボードに，「専任宣教師とし
て奉仕するために，最も効果的に備え
るには何ができるでしょうか」と書きま
す。若い男性に，この質問に対する答
えを提案してもらいます。彼らに，デ
ビッド・A・ベドナー長老が説教「宣
教師になる」の中で，この質問にどのよ
うに答えているかを見つけるように勧め
ます。彼らにこの説教を読んで，自分た
ちが伝道に出る前に，すなわち今，宣教
師になる方法を探してもらいます。この
アウトラインで提案されているビデオの
一つを見せ , 定員会の会員に，ビデオで
見たような経験が，伝道活動に備えるう
えでどのように役立つと思うか，意見を
発表するように勧めます。若い男性に
今日学んだことを分かち合ってもらいま
す。

• 若い男性に，聖典（このアウトライン
で提案されている聖句など）に記され
ている伝道活動の模範を発表する準備
をしてから集会に出席するように，定員
会集会の前に勧めておきます。彼らが
話を紹介するときに，福音を分かち合う
ことについて何を学んだか尋ねます。 
これらの話の中に出てくる人々は，福音
を分かち合うために何をしたでしょう
か。彼らの教えは人々にどのような影
響を及ぼしたでしょうか。これらの宣
教師の模範に従うために，若い男性は
何をしたいと感じるでしょうか。

若い男性に今日学んだことを発表してもらいます。将来の伝道活動のために今で
きる備えについて理解できたでしょうか。さらに何を感じ，どんな印象を抱いたで
しょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。



324

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• それぞれの若い男性に，キリストのも
とに来るようにだれかを招くために行う
ことを小冊子『神への務め』に書くよ
うに勧め（28 －29，52 － 53，76 －77

ページ参照），それから定員会の数人の
会員に書いたことを発表してもらう。

• 将来の伝道活動の準備のために自
分がこれから行おうとしていることを発
表する。
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12月―末日に神の王国を築く

どうすればよりよいホーム 
ティーチャーになれるでしょうか
神権者として，わたしたちは「自分の義務を学び，……まったく勤勉に遂行するよ
うに」命じられています（教義と聖約 107：99）。アロン神権者の最も重要な義
務の一つは，キリストのもとに来るようにすべての人を招くことです（教義と聖約
20：59 参照）。祭司と教師にはさらに，「各会員の家を訪れて，……常に教会員を
見守り，彼らとともにいて彼らを強める」という義務もあります（教義と聖約 20：
47，53）。これらの義務を果たす方法の一つは，ホームティーチャーとして仕える
ことです。わたしたちは教えるよう割り当てを受けた人々を愛し，見守り，そして強
めるときに，ホームティーチャーとして最も効果的に仕えることができます。

霊的に備える

以下の聖句と資料をよく祈って研究します。どうすれば若い男性はより良いホーム
ティーチャーになるよう促しを受けるでしょうか。

『神への務めを果たす』28 －29，52
－ 53，76 －77

アルマ 18：12 － 40；22：4 －18（アン
モンとアロンの模範）

教義と聖約 20：46 － 59（アロン神権
者はキリストのもとに来るようにすべて
の人を招く義務がある）

トーマス・S・モンソン「まことの羊飼
い」『リアホナ』2013 年 11 月号，61－
68

「ホームティーチャーの責任」『手引き　
第 2 部 ―教会の管理運営』7.4.1

「ホームティーチングで教える」『教師，
その大いなる召し』145 －146

ビデオ―「ホームティーチング―アロ
ン神権者を励ます」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（または祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の司
会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを成
し遂げた経験を分かち合うように励まします。また，福音のレッスンを教えるよう，
アドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，会長会集
会の間に 定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

あなたは，より良いホーム
ティーチャーになるためにど
んなことをしてきましたか。
ホームティーチングはあなた
とほかの人々の生活をどの
ように祝福してきたでしょう
か。どのような経験を若い
男性と分かち合うことがで
きるでしょうか。

若い男性はホームティーチン
グについてどのように感じ
ているでしょうか。どのよう
な経験を彼らはお互いに話
すことができるでしょうか。

注 ―このレッスンを準備
するに当たり，ホームティー
チャーとして奉仕している
定員会の会員に，自分たち
のホームティーチングの同僚
がこの定員会集会に出席す
るよう招き，より良いホーム
ティーチャーになることにつ
いての話し合いに参加して
もらうとよいでしょう。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分自身でアイデアを考えてください。

• 先週のレッスン中に受けた割り当て
を達成するために何をしたか，報告する
よう若い男性に勧めます。

• 若い男性に，ホームティーチャーとし
ての経験，またはホームティーチャーに

訪問してもらった経験を話すように勧め
ます。なぜ主は神権者にホームティー
チャーとして家族を訪問するように求め
ておられるのでしょうか。

一緒に学ぶ

このレッスンの目的は，若い男性がよりよいホームティーチャーになるための計画を
立てられるように助けることです。若い男性に，定員会集会中に小冊子『神への
務め』に計画を書くための時間を与えます。彼らに互いに計画を分かち合うように
勧めます。今後の定員会集会で，彼らに，ホームティーチャーとして奉仕したとき
の経験を発表するように勧めます。

• 一緒に教義と聖約 20：53 を読み，
若い男性に，ホームティーチャーが「常
に教会員を見守り，彼らとともにいて彼
らを強める」方法のリストを作成する

（または絵を描く）ように勧めます。若
い男性はホームティーチャーとしてどの
ように成長できるでしょうか。ビショッ
プ，大祭司グループリーダー，または長
老定員会会長を招待し，良いホーム
ティーチャーになる方法について定員
会に話してもらってもよいでしょう（『神
への務め』52 ，76 参照）。若い男性
に，これらの指導者にホームティーチン
グについて尋ねたい質問を前もって考
えてきてもらうとよいでしょう。若い男
性に，小冊子『神への務め』の「行う」
の項（55 または 77 ページ）を開き，よ
りよいホームティーチャーになるための
計画を立てるように勧めます。

• 若い男性一人一人に，トーマス・S・
モンソン大管長の説教「まことの羊飼
い」から，一つの話を読んでもらいま
す。一人一人に，部屋の前に出て来て，
自分が読んだ話の内容を要約し，その
話からより良いホームティーチャーにな
ることについて学べることを話してもら
います。

• 定員会を二つのグループに分け，そ
れぞれ のグループに，ホームティー
チャーとして改善できる方法のリストを
作成してもらいます。数分後，一つのグ
ループに『教師，その大いなる召し』の
145 －146 ページにある「ホームティー
チングで教える」を読んでリストに追加
することを勧めます。もう一つのグルー
プに，『手引き　第 2 部』の 7.4.1 の項
を読み，リストに追加するよう勧めます。
両方のグループにリストを発表してもら
い，若い男性に各々，次のホームティー

教師へのヒント

「誠実なあらゆる意見に対し
てあなたが肯定的に対応す
るならば，生徒が話し合い
に参加する自分の能力につ
いて自信を持つように助け
ることになる。例えば，次の
ように言うとよい。『答えて
くださったことを感謝してい
ます。とても深く考えられ
た意見です。』あるいは……

『よい例ですね。』『今日皆さ
んがお話ししてくださったす
べてのことに感謝していま
す。』」（『教師，その大いなる
召し』64）
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チングの訪問の前に改善する点をリスト
から一つ選ぶように励まします。定員
会の会員に，効果的なホームティーチン
グのロールプレイをするように勧めま
す。

• ビデオ「ホームティーチング―アロ
ン神権者を励ます」を見せ，若い男性
に，アロン神権者がホームティーチング
に参加できる方法を探してもらいます。
ビデオで見たことと似ていて，若い男性
が紹介できる経験にはどのようなもの
があるでしょうか。このビデオから，若
い男性はホームティーチャーとして向上
するために役立つどのようなことが学べ
るでしょうか。

• 定員会の半分にアルマ 18：12 － 40
のアンモンについて，また，もう半分に
アルマ 22：4 －18 のアロンについて読
んでもらいます。彼らに，より良いホー
ムティーチャーになるのに，アンモンと
アロンから学べることを探し，発表して
もらいます。例えば，御霊に従い，愛を
込めて教えたこと，必要を満たせるよ
う，教えを適応させたこと，証を述べた
こと，聖文を用いたこと，質問をしたこ
となどです（この活動は『わたしの福音
を宣べ伝えなさい』の 193 ページにあ
る個人学習の活動から取ったもので
す）。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。より良いホームティー
チャーになる方法が理解できたでしょうか。何を感じ，どんな印象を抱いたでしょ
うか。ほかに質問はないでしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょう
か。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 定員会が今日学んだことを基にした，
ホームティーチングについての短いプレ
ゼンテーションを準備するのを助ける。
今後の定員会集会で，それを長老定員
会と分かち合ってもよい。

• 数週間のうちに，自分たちが経験し
ていることを話すよう勧められているこ
とを説明する。

救い主の方法で教える

あらゆる状況において，救
い主は教えを受ける人々に
とって，模 範であり，指 導
者であられました。ホーム
ティーチャーとしての自らの
義務を果たそうと努めると
き，若い男性はあなたやほ
かのメルキゼデク神権者の
模範からどのように学ぶこ
とができるでしょうか。
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教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

天の御父はわたしが霊的な賜物を
どのように使うことを望んでおられ
るのでしょうか
霊的な賜物とは，聖霊の力によって与えられる祝福または能力です。天の御父の
子供として，わたしたちは皆霊的な賜物を持っています。神はわたしたちが人々に
仕え，主の王国を築く助け手となるために賜物をお与えになります。主はわたした
ちに霊的な賜物を熱心に探し求め，伸ばすように命じられました。

霊的に備える

霊的な賜物に関する以下の聖句とほかの資料を研究するとき，若い男性が自分の
持っている賜物を認識し，人々を祝福するためにそれらを使うことができるように
助ける方法を探してください。

1コリント12：3 －27；モロナイ10：8
－18；教義と聖約 46：8 －29（御霊の
賜物）

デビッド・A・ベドナー「観察が鋭い」
『リアホナ』2006 年 12 月号，15 －20

「霊 的 な 賜 物」『真 理を 守る』193 －
195

「御 霊 の 賜 物」『福 音 の原 則』125 －
132

ビデオ―「特別な賜物」,「心を込め
て」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（または祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の司
会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを成
し遂げた経験を分かち合うように励まします。また，福音のレッスンを教えるよう，
アドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，会長会集
会の間に 定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

あなたはどのような霊的な
賜物を持っていますか。そ
れらの賜物はあなたと人々
を，特に神権の奉仕におい
て，どのように祝福してきた
でしょうか。ほかの人々が
持っている霊的な賜物は，
あなたをどのように祝福して
きたでしょうか。 自分 の
持っている賜物が何である
か，あなたはどのようにして
見つけましたか。

若い男性が自分の持ってい
る霊的な賜物について知る
ことは，な ぜ 大 切なので
しょうか。彼らは，神権の
義務を果たすとき，それら
の賜物をどのように使うこと
ができるでしょうか。彼ら
が自分たちの将来の役割，
家庭，そして家族のために
備えるうえで，これはどのよ
うに彼らの役に立つでしょ
うか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分自身でアイデアを考えてください。

• それぞれの若い男性に，先週のレッ
スンを最もよくまとめた文章を一つ書い
てもらい，定員会と分かち合ってもらい
ます。

• クラスにギフト用の包装がされた箱
を持って来ます。その中に「教義と聖
約 46：8 ― 9」と書かれた紙切れを入

れておきます。若い男性に，箱の中身は
何か想像するように勧めます。若い男
性の一人に，箱を開け，聖句を読んでも
らいます。「最善の賜物」とは何でしょ
うか。それらを受けるために，わたした
ちは何をしなければならないでしょう
か。若い男性に，レッスン中にこれらの
質問について考えるように励まします。

一緒に学ぶ

以下の活動は，定員会の会員が御霊の賜物について学ぶ助けとなるでしょう。御
霊の導きに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選んでくださ
い。

• 定員会をグループに分け，それぞれ
のグループに，この概念に挙げてある
聖句の一つを割り当てます。各グルー
プに，自分たちが読む文章の中で述べ
られている霊的な賜物のリストを作成
し，神がわたしたちに霊的な賜物をお
与えになる理由を探してもらいます。各
グループから一人の若い男性に，自分
のグループが見つけたことを発表しても
らいます。若い男性はこれらの賜物の
どれを持っているでしょうか。（もし若
い男性のだれかが祝福師の祝福をすで
に受けているのであれば，自分に与えら
れている霊的な賜物が何かを知るため
に，後で祝福文を読むように提案しま
す。）彼らはどの賜物を得たいと望んで
いるでしょうか。彼らが神権の義務をよ
り効果的に果たすうえで，これらの賜物
はどのように彼らの助けとなるでしょう
か。

• 若い男性に，1コリント12：8 －10；
モロナイ10：9 －16；または教義と聖
約 46：13 －25 の中にある霊的な賜物

のリストを読み，興味があってもっと知
りたいと思う賜物を見つけるように勧め
ます。彼らが選んだ賜物を研究する時
間を与えます。以下のような資料を使う
とよいでしょう。『福音の原則』の「御
霊の賜物」（125 －132 ページ），『真理
を守る』の「霊的な賜物」（193 －195
ページ），または『聖句ガイド』。彼らに
見つけたことを発表してもらいます。こ
れらの賜物をどのように使えば，神の王
国を築く手助けができるでしょうか。

• 若い男性に，スポーツチーム（サッ
カーまたは野球チームなど）の異なる
ポジションを挙げてもらいます。それぞ
れの選手はどのようにチームの勝利に
貢献するでしょうか。彼らに，パウロが
教会を体と比較している，1コリント
12：12 －21を読んでもらいます。神の
王国を築く手助けをするために自らの
霊的な賜物をどのように使うかについ
て，これらのたとえは若い男性に何を
教えているでしょうか。定員会の会員
の中で，あなたが気づいた霊的な賜物

教師へのヒント

「質問や意見を決してあざ
けったり，批判したりしては
ならない。最高の礼儀と愛
をもって対応すべきである。
人々は自分の意見が大切に
扱われていると感じると，自
分の経験や考え，証を率直
に分かち合うようになるもの
である。」（『教師，その大い
なる召し』64）
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の例を紹介します（例としては，8 －10
節，またはデビッド・A・ベドナー長老
の説教「観察が鋭い」の冒頭にあるリ
ストを参照してください）。「人々に仕
え，神の王国を築く助けをするために，
定員会が協力して自分たちの賜物を使
う方法」というテーマで，定員会会長に
話し合いを導いてもらいます。

• 若い男性に，『真理を守る』の 193 －
195 ページにある霊的な賜物のリスト
を各自で復習し，自分が伸ばしたいと
思う賜物を一つ，あるいは幾つか選ぶ
ように勧めます。彼になぜそれらの賜
物を選んだのか説明してもらいます。
わたしたちはどのように霊的な賜物を
伸ばすことができるでしょうか。若い男
性に，教義と聖約 46：7－12 と『福音
の原 則』の 130 －131 ページ に ある

「賜物は伸ばすことができる」を調べる
ように勧めます。彼らに見つけたことを

発表してもらいます。どんな人が霊的
な賜物を得る資格を持つのかについ
て，教義と聖約 46：9 は若い男性に何
を教えているでしょうか。

• このアウトラインにあるビデオを見せ
て，定員会会員一人一人に見られる才能
や賜物について考え，分かち合ってもら
います（すべての若い男性の良い特質
を分かち合うようにしてください）。若
い男性にマタイ25：14‐30 を読んでも
らうか，または定員会の一人にタラント
のたとえを話してもらいます。このたと
えは神がわたしたちに与えてくださった
賜物とどのように関連していますか。 
神権者として人に仕え，神権の務めを
果たすため，どのように自分の才能を使
うことができるでしょうか。考えを書き
留めてもらい，何人かに書いたことを定
員会で分かち合ってもらいます。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。霊的な賜物に対する理解
が深まったでしょうか。何を感じ，どんな印象を抱いたでしょうか。ほかに質問は
ないでしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 若い男性に，今週，彼らが持ってい
る霊的な賜物の一つを使って，知人の
だれかを祝福するように勧める。

• 霊的な賜物を伸ばすための計画を紹
介し，定員会の会員に，自分たちの計画
も作るように勧める。

救い主の方法で教える

救い主は弟子のことを御存
じでした。 主は彼らが学
び，成長できるための，その
人に特有の方法を見いださ
れました。彼らが困難な状
態にあっても，主は彼らを
見捨てることなく，続けて愛
し，教え導かれました（マル
コ 9：24 参照）。若い男性
が，自分は何者なのかを理
解し，彼らが持っている賜
物を理解できるように彼ら
を助けます。自分が持って
いる賜物を使って人々に奉
仕する方法を探すよう彼ら
を励まします。
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精選されたリソース

335

精選されたリソース

デビッド・A・ベドナー「観 察が 鋭い」『リアホナ』
2006 年 12 月号，15 － 20 からの抜粋

1987 年 10 月の総大会で，十二使徒定員会のマービ
ン・J・アシュトン長老は霊的な賜物について話しまし
た。わたしは当時，長老のメッセージから大きな影響
を受けました。そして，その影響は今も続いています。
メッセージの中でアシュトン長老は，あまり目立たない
霊的な賜物，すなわちわたしたちの多くがあまり認識

していない属性や能力について例を挙げて説明しまし
た。 . . . . . . 例えば，人に質問をする，人の話によく
耳を傾ける，静かな細い声に聞き従う，人のために嘆
き悲しむ，争いを避ける，人当たりがよい，むなしい言
葉を繰り返さない，義を追い求める，神に導きを求め
る，キリストの弟子としてふさわしい生活をする，人々
に関心を向ける，物事を深く考える，力強い証を述べ
る，聖霊を受ける，などがあります（「多くの賜」『聖徒
の道』1988 年 1 月号，20 参照）。
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12月―末日に神の王国を築く

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

どうすればキリストを中心とした 
家庭を築く備えができるでしょうか
神の王国を築くには，まず義にかなった家庭と家族を築く必要があります。家族
は教会の最も大切な単位です。教会員として，わたしたちは御霊を感じられる家
庭を築くべきです。キリストを中心とした家庭は，罪から守ってくれる場所，俗世の
ものからの避け所，そして献身的で誠実な愛の場をもたらしてくれます。家庭は，
その大小にかかわらず，「祈りの家，断食の家，信仰の家，学びの家，栄光の家，秩
序の家，神の家」となります（教義と聖約 88：119）。

霊的に備える

キリストを中心とした家庭を築く備えをするうえで彼らに役立つ聖句や説教にはど
んなものがあるでしょうか。

1 ニーファイ1：1；エノス 1：1－3；
モーサヤ 27：14（義にかなった父親が
及ぼす影響）

詩篇 127：3；モーサヤ 4：14 －15；教
義と聖 約 68：25 －28；88：119；93：
40（両親は子供たちを教え，養うよう
に命じられている）

「家族 ―世界への宣言」『リアホナ』
2010 年 11 月号，129

ヘンリー・B・アイリング「わたしの孫
たちへ」『リアホナ』2013 年 11 月号，
69 －72

リチャード・G・スコット「平安に満ち
た家庭を築くために」『リアホナ』2013
年 5 月号，29 －31

デビッド・A・ベドナー「天の力」『リア
ホナ』2012 年 5 月号，48–51

「家族」『若人の強さのために』14 －15

ビデオ―「真の父親」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（または祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の司
会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを成
し遂げた経験を分かち合うように励まします。また，福音のレッスンを教えるよう，
アドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，会長会集
会の間に 定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

家庭を罪から守ってくれる
場所，俗世のものからの避
け所とするためにあなたは
何をしていますか。自分の
子供と家族に福音を教える
ために，あなたは何をしてい
ますか。

若い男性の家庭について考
えます。彼らは今，将来義に
かなった自分の家族を築く
助けになるような経験をして
いるでしょうか。それはどの
ようなものでしょうか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分自身でアイデアを考えてください。

• ホワイトボードに先週のレッスンの題
名から質問を書き，若い男性に自分だっ
たらその質問にどう答えるか尋ねます。

• 若い男性に，音楽（または映画やス
ポーツ）が好きな人によって築かれる
家庭はどのようなものになるかを説明す
るように勧めます。若い男性はその家
庭の中に何を見るでしょうか。彼らはそ
こで何を感じるでしょうか。そして，彼

らにキリストを中心とする家庭とはどの
ようなものだと思うか尋ねます。その
家庭はどのようにほかの家庭と異なる
でしょうか。彼らはそこに何を見るで
しょうか。彼らはそこで何を感じるで
しょうか。彼らに，「どうすればキリスト
を中心とする家庭を築く備えができるで
しょうか」という質問に対する答えを
言ってもらいます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，定員会の会員がキリストを中心とした家庭を築く方法を理解する
助けとなるでしょう。御霊の導きに従って，定員会に最も適した活動を一つ，ある
いは幾つか選んでください。

• 定員会として，モーサヤ 4：14 －15
を読み，これらの聖句の中にある，若い
男性がキリストを中心とした家庭を築く
助けとなる原則のリストを作成します。
この概念に挙げられているビデオの一
つ，または両方を見せます。若い男性
に，ビデオを見るときに自分自身を父親
だと思って見るように指示を与えます。
それぞれのビデオを見た後，若い男性
に，おもなメッセージは何か，そしてキリ
ストを中心とした家庭を築く助けとなる
ほかの原則は何かを話し合ってもらい
ます。これらの原則をホワイトボードの
リストに追加するとよいでしょう。彼ら
に，自分の家族または他人の家族に見
られる，これらの原則の模範を話すよう
に言います。

• 一人の若い男性に，教義と聖約 88：
119 を声に出して読み，義にかなった
家庭の原則をホワイトボードに書いても
らいます。若い男性に，これらの原則
の一つを選び，その原則が義にかなっ

た家庭ではどのように実践されている
と思うか，意見を言うように勧めます。
また，自分たちが今まで見てきた模範
を紹介するように励まします。若い男
性は，自分の現在の家庭および将来の
家庭でこれらの原則を築くために，何
ができるでしょうか。この話し合いの
一環として，若い男性に，デビッド・A・
ベドナー長 老の説教「天の力」から

「夫が理解できるように助けてくださ
い」の項を読むように勧めます。若い男
性に，家庭で神権指導者になるとはど
ういう意味だと思うか尋ねます。

• 若い男性に，モルモン書の中の影響
力のある父親の模範について考えても
らいます（幾つかの模範に関しては，こ
の概念で提案されている聖句を参照し
てください）。若い男性に，彼らが見習
いたいと思う自分の父親または他人の
父親の特質を挙げるように言います。
神の王国を築くうえで，父親はどのよう
な役割を担っているでしょうか。これら

教師へのヒント

「小グループによる話し合
いは，興味や集中力が薄
れ始めている生徒を即座に
参加させることができる。」

（『教師，その大いなる召し』
72）
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の父親はどのようにして子供たちに良い
影響を与えたでしょうか。若い男性は
どうすればそのような父親の模範に従
うことができるでしょうか。

• 若い男性に，これから結婚しようとし
ているカップルのために最適なアドバイ
スのリストをホワイトボードに書いても
らいます。ヘンリー・B・アイリング管
長の説教「わたしの孫たちへ」を幾つ
かに分け，それぞれの若い男性に読む
部分を渡します。アイリング管長の説
教から見つけたアドバイスをリストに書
き加えてもらいます。キリストを中心と
した家庭を築く準備として，今できる事
柄を話し合うように勧めます。

• 定員会をグループに分け，それぞれ
のグループにリチャード・G・スコット
長老の説教「平安に満ちた家庭を築く
ために」を割り当てます。グループに，
説教の割り当てられた部分を研究し，キ
リストを中心とした家庭の描写または
特徴を探してもらいます。キリストを中
心とした家庭の様子を絵に描くことに
よって，自分たちが見つけたことを紹介
するように勧めます。若い男性の家庭
がもっとキリストを中心とした家庭にな
るために，若い男性は今何ができるで
しょうか。将来キリストを中心とした家
庭を築くために，彼らはどのように備え
られるでしょうか。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。キリストを中心とした家庭
を築く方法が理解できたでしょうか。何を感じ，どんな印象を抱いたでしょうか。
ほかに質問はないでしょうか。この教義にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• キリストを中心とした家庭を築くため
の備えをするために自分が何をしてい
るか紹介する。

• 定員会の会員に，彼らの家庭を強め
ることを何かするように勧める。

救い主の方法で教える

救 い主は，御自身に従う
人々が深く考え，感じるよう
な質問をされました。主は
彼らを信頼し，備えられまし
た。 若 い 男性 が，義 にか
なった子孫を育て，キリスト
を中心とした家庭を築く備
えをすることの大切さを理
解できるようになるには，ど
のように助けたらよいか考
えましょう。
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精選されたリソース

339

精選されたリソース

ヘンリー・B・アイリング「わたしの孫たちへ」『リアホ
ナ』2013 年 11 月号，69 － 72 から抜粋

御父は一人一人の人を個性的な者とされました。二人
としてまったく同じ経験をする人はおらず，二つとして
同じ家族はありません。ですから当然，幸福な家族
生活を選ぶ方法に関する助言は簡単ではありません。
しかし，御父はすべての子供たちに，幸福へ通じる一
つの道を備えられました。個性や経験がどうあれ，幸
福の計画は一つしかありません。その計画とは神のす
べての戒めを守ることです。

結婚について考えているわたしの孫にとって，そしてす
べての人にとって，困難に立ち向かいながらも幸福な
家族を作るための最も重要な戒めがあります。それ
は状況にかかわらず，すべての人間関係に当てはまる
ものです。それは聖文や現代の預言者の教えの中で
繰り返されてきたものです。愛と幸福の中で永遠にと
もに生活したいと望むすべての人に向けられた主の助
言が，聖書の中にこう記されています。

「そして彼らの中のひとりの律法学者が，イエスをため
そうとして質問した，

『先生，律法の中で，どのいましめがいちばん大切な
のですか。』

イエスは言われた，『「心をつくし，精神をつくし，思い
をつくして，主なるあなたの神を愛せよ。」

これがいちばん大切な，第一のいましめである。

第二もこれと同様である， 「自分を愛するようにあなた
の隣り人を愛せよ。」

これらの二つのいましめに，律法全体と預言者とが，
かかっている。』」（マタイ 22：35 － 40）

この言葉から始めるならば，家族を幸福へ導く選択に
ついてのわたしの経験を要約するのは難しくありませ
ん。まず，こう自問します。「どのような選択が，心を
尽くし，精神を尽くし，思いを尽くして主を愛するよう
にわたしを導いただろうか。」わたしにとってそれは，
主の贖いによる赦しの喜びを感じられるような選択を
したときでした。

「家族－世界への宣言」からの抜粋

家族は神によって定められたものです。男女の間の
結婚は，神の永遠の計画に不可欠なものです。子供
たちは結婚のきずなの中で生を受け，結婚の誓いを
完全な誠意をもって尊ぶ父親と母親により育てられる
権利を有しています。家庭生活における幸福は，主イ
エス・キリストの教えに基づいた生活を送るときに達
成されるに違いありません。実りある結婚と家庭は，
信仰と祈り，悔い改め，赦し，尊敬，愛，思いやり，労
働，健全な娯楽活動の原則にのっとって確立され，維
持されます。神の計画により，父親は愛と義をもって
自分の家族を管理しなければなりません。また，生
活必需品を提供し，家族を守るという責任を負ってい
ます。また母親には，子供を養い育てるという主要な
責任があります。これらの神聖な責任において，父親
と母親は対等のパートナーとして互いに助け合うとい
う義務を負っています。心身の障害や死別，そのほ
か様々な状況で，個々に修正を加えなければならない
ことがあるかもしれません。また，必要なときに，親
族が援助しなければなりません。
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12月―末日に神の王国を築く

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

教会の新会員を助けるために何が
できるでしょうか
多くの人々にとって，教会員になることが困難な場合があります。それまでの友人
と離れたり，新しい生活に適応したりしなければならないかもしれません。新会員
はそれぞれ，友人，責任，そして「神の善い言葉で養われ〔る〕」必要があります

（モロナイ6：4）。友人になり，ともに奉仕し，証を分かち合うことによって新会員
を助けることができます。

霊的に備える

以下の聖句とリソースをよく祈って研究してください。若い男性に何を伝えたいと
感じますか。

ルカ 22：32；ローマ 15：1－2；モロナ
イ6：4 － 5；教義と聖約 81：5；108：
7（聖徒たちを強める）

ニール・F・マリオット，「わたしたちは，
どうしたらよいのでしょうか」『リアホ
ナ』2016 年 5 月号，10 －12

ニール・L・アンダーセン，「だれでも
〔彼ら〕を……受けいれる者は，わたし

を受けいれるのである」『リアホナ』
2016 年 5 月号，49 － 52

「友 達」『若人の強さのために』16 －
17

ビデオ―「伝道と定 着 ―ジョージ
ア・エライアス」「新会員が神殿に名前
を提出するのを助ける」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（または祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の司
会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを成
し遂げた経験を分かち合うように励まします。また，福音のレッスンを教えるよう，
アドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，会長会集
会の間に 定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

新会員を強める助けをする
うえで，あなたはどんなこと
をしてきましたか。あなた
がバプテスマを受けた後，
周りの人はあなたを助ける
ために何をしてくれたでしょ
うか。

定員会の若い男性の中に，
新会員はいるでしょうか。
彼らはどのように教会員とな
ることに順応したのでしょ
うか。ほかの若い男性はど
のように新会員を助けてき
たでしょうか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分自身でアイデアを考えてください。

• 若い男性に二人一組になってもらい，
数分間時間を取って，先週のレッスンか
ら覚えていることを話してもらいます。
一組に，彼らが覚えていることを定員会
に話してもらいます。

• 若い男性に，授業の初日，クラブや
チームに入る，または新しい仕事を始め

るなど，新しい経験をするとき味わう気
持ちを説明するように勧めます。彼ら
に，そのような気持ちと新会員が経験
する気持ちがどのように似通っているか
話し合ってもらいます。彼らに，新会員
であれば自身の経験を，そうでなけれ
ばほかの新会員との経験を話すように
勧めます。

一緒に学ぶ

以下の活動はそれぞれ，定員会の会員が新会員をどのように強められるかを学ぶ
うえで役立つでしょう。御霊の導きに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あ
るいは幾つか選んでください。

• 若い男性に，会員とは異なった環境
から改宗した人々に手を差し伸べる一
人の教会員を思い浮かべてもらいます。
若い男性に，新しく改宗した人々が歓
迎されていると感じられるように，この
教会員がした方が良いこと，しない方が
良いことを，ホワイトボードに書いても
らってもよいでしょう。 ニール・L・ア
ンダーセン長老は，「だれでも〔彼ら〕を
……受けいれる者は，わたしを受けい
れるのである」の中で新会員に手を差
し伸べた人々の話をしています。また，
ニール・F・マリオット姉妹は，「わたし
たちは，どうしたらよいのでしょうか」
の中で，新会員のときに夫の義理の祖
母から受けた歓迎について話しました。 
若い男性が，これらの話を学んで，この
リストに付け加えられるものは何でしょ
うか。

• ホワイトボードに，聖徒たちを強める
という，わたしたちの責任についての参
照聖句（この概要に挙げてあるものな
ど）を書きます。それぞれの若い男性

に，その参照聖句の一つを読み，それ
が新会員にどのように当てはまるか考え
てもらいます。また，その聖句を短く要
約してホワイトボードに書き，それが教
える原則の例を発表してもらいます。
若い男性に，なぜ新会員を強めること
は大切なのかを尋ねます。

• 若い男性に，ビデオ「伝 道と定 着
―ジョージア・エライアス」を見て，
ジョージアがバプテスマを受けた後に
福音の道にしっかりととどまれるよう彼
女の新しいワードがした事柄を探すよう
に勧めます。新会員を強めることに関し
て，彼らはジョージアの経験からほかに
何を学ぶことができるでしょうか。若
い男性に自分たちのワードの新会員に
ついて考えるように言います。新会員に
はどのような質問があるでしょうか。定
員会の会員は新会員をどのように助け
ることができるでしょうか。この話し合
いの一部として，ビデオ「新会員が神殿
に名前を提出するのを助ける」を見せ
て，話し合うのもよいでしょう。

教師へのヒント

「レッスンが始まる前に，一人
か二人の生徒に，レッスンを
注意深く聞いて，レッスンの
要点を述べるか，レッスン全
体を要約してもらうよう依頼
する。」（『教師，その大いなる
召し』94）
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• 若い男性に，『若人の強さのために』
にある「友達」の項を読み，「真の友に
なるということはどういう意味か」とい
う質問に対する答えを探すように勧めま
す。彼らに見つけた事柄を発表し，自
分にとって真の友であった人との経験
を話してもらいます。新会員と良い友達
になることがわたしたちにとってとりわ
け大切なのはなぜでしょうか。若い男
性に，自分たちの知っている新会員のリ

ストを作成し，彼らと友達になるために
『若人の強さのために』の中の勧告をど
のように応用できるか話し合うように言
います。

• 定員会に『わたしの福音を宣べ伝え
なさい』の 222 ページにある，「個人学
習」の 2 つ目の活動，または「同僚との
勉強会」の 3 つ目の活動の一つを終え
るように言います。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らは新会員を助け強める
方法を理解しているでしょうか。どんな思いや印象を抱いているでしょうか。ほか
に質問はないでしょうか。この教義にもっと時間を費やした方がよいでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 新会員と友達になることの大切さに
ついて証を述べる。

• 若い男性に，新会員と友達になるた
めの個人の目標を小冊子『神への務
め』の中で立てるように勧める（「キリス

トのもとに来るようにすべての人を招
く」28 －29，52 － 53，76 －77 ペ ー
ジ参照）。

救い主の方法で教える

救 い主は，御自身に従う
人々が力強い経験を通して
学ぶことができる機会を見
いだされました。主は，ニー
ファイ人に御姿を現された
とき，彼らが自分自身で主を
見，感じ，知ることができる
ように，一人ずつ主のもとへ
来るようおっしゃいました。
若い男性を教えるとき，新
会員と友達になり，奉仕し，
そして証を分かち合うため
の方法を見つけるように勧
めてください。
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精選されたリソース

ニール・F・マリオット「わたしたちは，どうしたらよい
のでしょうか」『リアホナ』2016 年 5 月号，10 からの
抜粋

わたしが生まれたとき，両親はモクレンの木を裏庭に植
えました。先祖代々集ってきたプロテスタント教会でわ
たしが結婚式を挙げるときに，モクレンの花を飾れるよ
うにするためです。しかし，わたしの結婚式に両親は
おらず，モクレンの花もありませんでした。この教会に
改宗してまだ 1 年だったわたしは，神殿のエンダウメン
トを受け，婚約者のデビッドと結び固められるために，
ユタ州ソルトレーク・シティーへ向かったのです。

ルイジアナ州をたち，ユタ州に近づくにつれ，自分には
故郷がないという思いに駆られました。結婚式までの
間，わたしはキャロルおばさんという愛称で知られる
デビッドの義理の祖母の家に泊まることになっていま
した。

ユタ州ではよそ者のわたしが，よく知らない家族との
永遠にわたる結び固めを前にして，見知らぬ人の家に
泊まろうとしていたのです。（幸いなことに，わたしは
将来の夫と主を愛し，信頼していました。）

キャロルおばさんの家の玄関前に立ったとき，わたし
は足がすくみました。ドアが開くと，キャロルおばさん
は何も言わず，腕を広げ，おびえたウサギのように立っ
ていたわたしを抱き締めてくれました。子供のいない
彼女は，そして人を養い育てる心を持っていた彼女
は，知っていました。わたしは居場所を必要としてい
たのです。なんと慰めと喜びに満ちたときだったで
しょうか。恐れは次第に消え，霊的に安全な場所にい
ると感じました。

愛とは，キャロルおばさんがしてくれたように，自分の
生活に他の誰かを受け入れる場所を設けることです。
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12月―末日に神の王国を築く

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

活発に集っていない友人が教会に
戻るために，どのように助けられる
でしょうか
教会に集っていない定員会の会員や友人に手を差し伸べることも，神権者としての
義務です。モンソン大管長はわたしたちに「救助に向かう」ように頻繁に勧めてき
ました（「救助に向かう」『リアホナ』2001 年 7 月号，57）。その友人たちがわた
したちの心からの愛と関心を感じられるよう確かめたり，言葉と行いを通して証を
伝えたり，活動に参加してもらったりすることによって，わたしたちは活発に集って
いない友人を助けることができます。

霊的に備える

以下の聖句と資料をよく祈って研究します。若い男性と何を分かち合いたいと感じ
ますか。

ルカ15 章（行方の知れない羊，なくし
た銀貨，放蕩息子のたとえ）

アルマ 31：34 －35；教義と聖約 18：
10，14 －16（人の価値は大いなるもの
である）

教義と聖約 20：46 － 47，53 － 55（ア
ロン神権の義務）

マービン・B・アーノルド，「救助に向か
う―わたしたちはできます」『リアホ
ナ』2016 年 5 月号，53 － 55

トーマス・S・モンソン「人が将来なり
得る姿を見る」『リアホナ』2012 年 11
月号，68 －71

ディーター・F・ウークトドルフ「ともに
集いましょう」『リアホナ』2013 年 11
月号，21－24

ビデオ―「わたしたちは兄 弟です」
「人々が教会に戻ってこれるように助け
る」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（または祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の司
会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを成
し遂げた経験を分かち合うように励まします。また，福音のレッスンを教えるよう，
アドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，会長会集
会の間に 定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

あなたが活発に集っていな
い人を助けた経験にはどの
ようなものがありますか。 
それらの経験からあなたは
何を学びましたか。それは
若い男性が活発に集ってい
ない友人に手を差し伸べる
うえでどのような助けとなる
でしょうか。

定員会の会員の中で定期的
に出席していない会員はだ
れでしょうか。 定員会の会
員は彼らについて何を知っ
ているでしょうか。 定員会
の会員が彼らに手を差し伸
べるように，あなたは彼らを
どのように促すことができる
でしょうか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分自身でアイデアを考えてください。

• 若い男性に，先週のレッスン中に自
分たちが受けた割り当てを果たすため
に何をしたか報告してもらいます。

• この概念で提案されているビデオの
一つを見せるか，あまり教会に来ていな
い友人か家族が教会に戻れるように助

けたあなたの経験について話します。
若い男性に，アルマ 31：34 －35 と教
義と聖約 18：10，14 －16 を読むよう
に勧めます。これらの聖句や話は，天
の御父が御自分の子供たちに対してど
のように感じておられるかについて何を
教えているでしょうか。

一緒に学ぶ

以下の活動は，定員会の会員が活発に集っていない友人を強める方法について学
ぶ助けとなるでしょう。 御霊の導きに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あ
るいは幾つか選んでください。

• 若い男性に，何かとても大切な物を
無くしたときのことを考えてもらいます。 
それを見つけるために，彼らは何をした
でしょうか。定員会の会員一人一人に，
ルカ15 章にある 3 つのたとえの一つを
読むように割り当てます。 また，自分の
言葉でそのたとえを話し，救い主が教え
ておられたことを要約する語句を一つ
たとえの中から言ってもらいます。 若
い男性は，これらのたとえに出てくる羊
飼い，女，そして父親の行動から何を学
ぶでしょうか。 若い男性は，定員会か
ら「いなくなった」人を助けようとする
とき，どうすればたとえに出てくる人た
ちの模範に従うことができるでしょう
か。若い男性に，教会に来なくなった
が後に戻って来た友人や家族の経験を
紹介してもらいます。

• 若い男性に，教義と聖約 18：10 －
13 を読んで，次の文章を完成させる方
法を発表してもらいます。「人の価値は
大いなるものである。なぜなら……。」
若い男性に，教義と聖約 20：46 － 47，
53 － 55 を調べ，自分たちに与えられて

いる神権の義務を表す言葉や語句をホ
ワイトボードに挙げてもらいます。 活
発に集っていない定員会の会員を助け
る方法を表しているのはどの言葉で
しょうか。「活発に集っていない定員
会の会員に手を差し伸べるために若い
男性ができること」というテーマで，定
員会会長に話し合いを導いてもらいま
す。

• 前もって，一人の定員会会員にマービ
ン・B・アーノルド長老の説教「救助に
向かう―わたしたちはできます」を読
んでもらいます。説教の中から印象に
残った話を一つか二つ選び，分かち合う
ように依頼してください。若い男性たち
に，これらの話が定員会にどのように当
てはまるか  話し合うように勧めます。 
彼らが知っている人の中で，誰が教会
に集っていないでしょうか。その人が
救い主に近づけるよう助けるために，彼
らは定員会として何ができるでしょう
か。アーノルド長老の説教から，主要な
4 つの原則を見つけるように勧めること
もできます。彼らが知っている人の中

教師へのヒント

「耳を傾けることは一つの愛
の表現である。 耳を傾ける
にはしばしば犠牲を要求さ
れる。人々の話に心から耳
を傾けるには，彼らの考え
ていることを表現させるた
めに自分の言いたいことを
抑えなければならないこと
がある。」（『教師，その大い
なる召し』66）
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で，これらの原則を体現している人はい
るでしょうか。これらの人々のようにな
るために，彼らは何ができるでしょう
か。

• ホワイトボードに人々が教会に来ない
理由を書きます。「教会の教えはわた
しには信じられません」「わたしは教会
員の中に溶け込むことができません」

「自分が教会の標準に従って生活でき
るとは思えません」「わたしの知ってい
る教会員は偽善者です」など。 ディー
ター・F・ウークトドルフ管長の説教

「ともに集いましょう」の中で，ウークト
ドルフ管長はこれらの不安にどのよう
に答えているか，若い男性に探してもら

います。 若い男性に，これらの不安を
持っている友達にどのように話すことが
できるか，ロールプレーをする機会を与
えます。

• 若い男性に，トーマス・S・モンソン
大管長の説教「人が将来なり得る姿を
見る」の中の話の一つを各自で読むよ
うに勧め，活発に集っていないわたした
ちの友人が教会に戻って来るのを助け
る方法についてその話が何を教えてい
るかを発表してもらいます。 定員会に，
モンソン大管長の勧告を自分たちに当
てはめる方法について話し合うように
勧めます。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。 活発に集っていない友人
を強めるうえで助けとなる方法が理解できたでしょうか。 何を感じ，どんな印象を
抱いたでしょうか。 ほかに質問はないでしょうか。 この教義にもっと時間を費や
すべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 活発に集っていない会員を教会と
ミューチャルに誘う具体的な方法につ
いて定員会と評議する。

• 若い男性に，活発に集っていない会
員に手を差し伸べ，次の週に報告する
ようにチャレンジする。

救い主の方法で教える

救い主は御自身に従う人々
を愛し，彼らのために祈り，
彼らに絶えず仕えてこられま
した。 定員会でもっと関心，
愛，そして祈りを必要として
いる人はだれでしょうか。 
彼らに手を差し伸べるため
にあなたには何ができるで
しょうか。
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精選されたリソース

トーマス・S・モンソン「人が将来なり得る姿を見る」
『リアホナ』2012 年 11 月号，68 － 69 からの抜粋

現在は証がほとんど，あるいは全くない人たちも，わた
したちが証を伝え，彼らが変われるよう進んで助ける
なら，彼らが証を得ることは可能であり，彼らはきっと
証を得るでしょう。このような人は，数えきれないほど
います。時には，変わるための励ましを与えるのがわ
たしたちであることもあります。では最初に，会員では
あっても，福音に従う決意がそれほど強くない人たち
についてお話ししましょう。

何年も前に，フィンランドのヘルシンキで開かれた地域
大会の「母親と娘のための部会」で聞いたメッセージ
は，意欲をかきたてられるような，力強く，忘れられな
いものでした。あれからほぼ 40 年経った今でも覚え
ています。話者は多くの真理を語りましたが，とりわけ
こう言ったのです。「女性は人から『あなたは美しく，
価値があり，注目に値します』と言ってもらう必要があ
ります。」

兄弟の皆さん，この点については，男性も女性とほとん
ど同じです。男性も人から「あなたは価値があり，有
能で，注目に値します」と言ってもらう必要があります。
奉仕の機会が必要です。活発ではない，または積極
的に活動するのをためらっている人のために，手を差
し伸べる方法を祈りの気持ちで探さなくてはなりませ
ん。何らかの奉仕をするよう依頼することが，活発に
なるためにまさに必要な励ましとなるかもしれません。
しかし，奉仕の召しを与える立場にある指導者が，召
しを与えることに消極的な場合があります。人は変わ
れるということを忘れてはいけません。悪い習慣を捨
て去り，罪を悔い改めることができます。ふさわしい
神権者になり，勤勉に主に仕えることができます。少
し例を挙げましょう。

わたしは十二使徒定員会の会員になった当初，デビッ
ド・O・マッケイ大管長の顧問であった N・エルドン・
タナー管長に同行し，カナダのアルバータで行われた
ステーク大会に出席する機会がありました。集会の途
中でステーク会長が，長老に聖任される資格のある 4
人の兄弟の名前を読み上げました。その兄弟たちのこ
とをタナー管長は知っていました。管長はかつてその
地域に住んでいたからです。ただし，管長は彼らの過
去の姿を覚えていましたが，彼らが生活を改め，長老
になるふさわしさを十分身に付けたことを知りませんで
した。

ステーク会長が最初の男性の名前を読み上げ，立って
くださいと言いました。タナー管長はわたしにささや
きました。「あの人だがね。まさかこうなるとは思って
もみなかったよ。」ステーク会長が 2 番目の男性の名
前を読み上げ，その人が立ちました。タナー管長は再
びそっとわたしのひじを突き，驚きを表しました。 4 人
の兄弟たち全員について同じことをしたのです。

集会後，タナー管長とわたしは 4 人の兄弟にお祝いを
言う機会がありました。人は変われることを実際に示
した人たちです。

1940 年代から 50 年代にかけて刑務所長を務めたア
メリカ人クリントン・ダフィーは，囚人たちを更正させ
たことで知られています。ある批判的な人がこう言い
ました。「ヒョウが体の斑点を変えられないことは御
存じですよね。」

ダフィー所長はこう答えました。「わたしの相手はヒョ
ウではなく，人間です。人間は毎日変わるものです。」

〔ビル・サンズ，The Seventh Step（1967 年），9 で
引用〕
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12月―末日に神の王国を築く

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

シオンとは何ですか
主はわたしたちに「シオンの大義を起こして確立するように」と命じられました

（教義と聖約 6：6）。シオンとは，心と思いを一つにし，義のうちにともにとどまる
主の民のことを指します。わたしたちは霊的に強く一致した家庭，ワードまたは支
部，そして地域社会を築くことによってシオンを確立することができます。

霊的に備える

以下の聖句とリソースをよく祈って研究します。シオンを建てるように若い男性を
促すものは何でしょうか。

モーサヤ 18：21；教義と聖約 38：27
（わたしたちは一致を求めるべきであ
る）

4 ニーファイ1：1－18（シオンのような
状態でともに住むニーファイ人とレーマ
ン人）

教義と聖約 6：6；11：6；12：6；14：6
（シオンの大義を確立することを求め
る）

教義と聖約 97：21；モーセ 7：18（シ
オンとは何か）

ヘンリー・B・アイリング「一つに結ば
れた心」『リアホナ』2008 年 11 月号，
68 －71

D・トッド・クリストファーソン「シオン
に来たれよ」『リアホナ』2008 年 11 月
号 37－ 40

「シオン」『真理を守る』86 － 87

ビデオ―「デイトンの足」；「キリストの
光を分かち合う」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（または祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の司
会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，福音のレッスン
を教えるよう，アドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備と
して，会長会集会の間に定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

生活の中で，また家族の中
で，あなたはどのようにシオ
ンの原則に従って生活しよ
うとしていますか。ワードの
中で，または家族の中で，ど
んなときに一致した気持ち
を感じたことがありますか。

あなたの定員会の若い男性
は一致しているでしょうか。
シオンを築くために彼らは
何ができるでしょうか。彼
らが直面する障壁はどんな
ものでしょうか。
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学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンを導入するために，以下のアイデアから選
ぶか，自分自身でアイデアを考えてください。

• 定員会のそれぞれの会員に次の文章
を完成してもらいます。「先週学んだこ
とはわたしにとって大切でした。なぜ
なら………。」

• ホワイトボードに「シオン」と書き，
若い男性に，シオンについて考えるとき

に思いつく言葉を書き出してもらいま
す。彼らに，『真理を守る』の 86 － 87
ページを読み，そのリストに言葉を追加
するように勧めます。シオンを築くうえ
で，わたしたちは神権者としてどのよう
な役割を担っているでしょうか。

一緒に学ぶ

以下の活動はそれぞれ，定員会の会員がシオンについて学ぶうえで役立つでしょ
う。御霊の導きに従って，定員会に最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選ん
でください。

• 一緒にモーセ 7：18 －19 を読み，シ
オンのもう一つの名前を探します。若
い男性に，「聖なる都」とはどんなもの
か想像するように言います。それはわ
たしたちが今住んでいる世の中とどのよ
うに異なっているでしょうか。彼らに，
聖なる都に恐らくあるもの，それから恐
らくないものを挙げるように勧めます。
また，4 ニーファイ1：1－18 を読み，
そのリストに追加できるものを探すよう
に励まします。シオンを建てるために，
個人として変わらなければならないこと
は何でしょうか。自分の家族の中でシ
オンを建てるために，若い男性は何が
できるでしょうか。定員会の中ではどう
でしょうか。

• 若い男性に，教義と聖約 6：6；11：
6；12：6；14：6 を読んでもらい，それ
ぞれに共通する言葉を見つけてもらい
ます。若い男性はシオンの大義を確立
するとはどういう意味だと思っているで
しょうか。この概要で提案されている
ビデオの一つを見せ，定員会の会員に，
ビデオの中の若い男性がシオンの大義
を起こして確立するために，どのような

努力を払っているか探してもらいます。
ビデオの中のこれらの若い男性の特質
や望みに関して，どんなことが若い男性
に良い印象を与えるでしょうか。シオン
を築く手助けをするために，若い男性は
どうすればビデオの中の若い男性の模
範に従うことができるでしょうか。

• 定員会として，D・トッド・クリスト
ファーソン長老の説教「シオンに来た
れよ」の最初の５段落を読み，「バビロ
ンから逃れてシオンに来るとはどういう
意味か」という質問に対する答えを探
します。定員会を 3 つのグループに分
け，それぞれのグループに説教の「一
致」「聖さ」「貧しい人の世話をする」の
項を読むように割り当てます。また，定
員会および家族の中にシオンを建てる
うえで，これらの原則を当てはめるため
に自分たちができる事柄についてグ
ループで話し合うように勧めます。そし
て話し合ったことを定員会全体に発表
してもらいます。

• 定員会を二つのグループに分けます。
一つのグループには，モーサヤ 18：21

教師へのヒント

「資料を提示するときに，出
典を確認せずにそれを教会
指導者の言葉であると言っ
てはならない。聖文を引用
するときには，聖文の文脈
に合った方法で使用する。」

（『教 師，その 大 いなる 召
し』53）
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と教義と聖約 38：27，もう一つのグ
ループには，教義と聖約 97：21とモー
セ 7：18 を読んで，話し合ってもらいま
す。両方のグループに，自分たちが聖
句から学んだことをクラス全体に教える
ために使うことのできる実物を用いた
レッスンを計画するように勧めます（助
けが必要な場合は，彼らに『教師，その
大いなる召し』の 163 ― 164 ページの

「比較と実物を用いたレッスン」を紹介
します）。彼らにお互いにアイデアを発
表し合うように勧めます。家族として，
定員会として，ワードまたは支部として
一致することにより，どのような祝福を
受けられるでしょうか。

• 定員会として，教義と聖約 38：27 を
読みます。なぜ主はわたしたちに一つ

になることを望んでおられるのでしょう
か。ヘンリー・B・アイリング管長の説
教「一つに結ばれた心」の項を若い男
性の中で割り振り，家族や定員会でさ
らなる一致を達成する助けとなる，アイ
リング管長が教えている原則を見つけ
てもらいます。若い男性に見つけた原
則をホワイトボードに書くように勧めま
す。一致を達成するうえで若い男性を
妨げている障壁にはどんなものがある
でしょうか。彼らはこれらの障壁をどの
ように乗り越えることができるでしょう
か。若い男性に，これらの原則の一つ
を当てはめて，家族の一致を増し加える
ための個人の目標を立てるように励まし
ます。定員会としてもっと一致するため
に，協力して同様の目標を立てます。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らはシオンとは何かを理
解しているでしょうか。どんな思いや印象を抱いているでしょうか。ほかに質問は
ないでしょうか。この教義にもっと時間を費やした方がよいでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は次の事を行うことができま
す。

• 定員会に，定員会または友達同士の
輪に入っていないと感じている人に手
を差し伸べるように勧める。

• シオンと定員会の一致の大切さにつ
いて自分が感じていることを話す。

救い主の方法で教える

救い主は天の御父の導きを
求めて，一人で祈り，断食す
る時間を過ごすことによっ
て，教えるために御自身を
備えられました。若い男性
の家庭，定員会，そして地
域社会の中でシオンを築く
ことについて彼らに教える
ための準備をするときに，
あなたはどのように救い主
の模範に従いますか。
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12月―末日に神の王国を築く

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

主の業を速めるために，わたしは
どのように参加できるでしょうか
わたしたちは，主が次の約束を果たそうとしておられる末日に生きています。「見
よ，わたし は，時が 来れば わたし の 業を 速やか に 行う。」（教義と聖約 88：73）ア
ロン神権者は，この業の中で重要な役割を果たします。福音を分かち合い，キリス
トのような奉仕を行い，神権の儀式を正しく執行し，新会員を強め，教会にあまり
活発に集っていない会員を救助し，死者のための儀式に携わることにより，わたし
たちは，キリストのもとに来るようにすべての人を招くという業に参加することがで
きるのです。

霊的に備える

どのような聖句や資料が，主の業に参加し，それを速めるよう若い男性を促すで
しょうか。

イザヤ 11：9；1 ニーファイ13：37；14：
14（主の業についての預言）

モーサヤ 28：1－3（モーサヤの息子達
は，福音を伝えたいと望んだ）

モーセ 1：39（神が御自身の業を説明さ
れる）

教義と聖約 20：46 － 60（神権者の義
務）

教義と聖約 138：56（神の信仰深い子
どもたちは，主の果樹園で働くため，前
世で備えられた）

トーマス・S・モンソン「奉仕する意志
とふさわしさ」『リアホナ』2012 年 5 月
号，66 － 69

ディーター・F・ウークトドルフ「回復の
業が進む間ずっと眠っていますか」 『リ
アホナ』2014 年 5 月号，58 － 62

S･ ギフォード・ニールセン「主の行動
計画を速める！」『リアホナ』2013 年
11 月号，33 －35

救いの業を速める

ビデオ―「霊的なパスポート」

若い男性に指導する機会を与える

定員会会長会の一員（または祭司定員会のビショップ補佐）が，定員会集会の司
会をします。彼は定員会のビジネスについて評議する際に若い男性をリードし，

現在，主が業を速めようと
されていることはどんなこと
から分かりますか。 若い男
性が主の業に活発に参加す
る者となれるよう霊感を与
えるために，どのような経験
を分かち合うことができま
すか。

若い男性が持っている才能
や賜物で，特に主の業を速
めるのに効果的だと思われ
る才能や賜物にはどんなも
のがありますか。 主の業に
参加するために，彼らがす
でに実行していることは何
ですか。
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（聖文と小冊子『神への務め』から）神権の義務について教え，神への務めを成
し遂げた経験を分かち合うように励まします。また，福音のレッスンを教えるよう
にアドバイザーまたは定員会の会員に依頼します。このための準備として，会長会
集会の間に 定員会集会アジェンダを記入するとよいでしょう。

学ぶ経験を始める

先週のレッスンを復習し，今週のレッスンの導入をするために，以下のアイデアから
選ぶか，自分自身でアイデアを考えます。 

• 若い男性に，先週のレッスンで学ん
だことを応用した経験について分かち
合い，教え，証するように勧めます。

• ホワイトボードに「神の業とは何です
か」と書きます。定員会の会員にホワイ

トボードの所に来て，この質問の答えだ
と思うことを書くように勧めます。レッ
スンの間，彼らが学んだことをこのリス
トにつけ加えるよう，励まします。

一緒に学ぶ

以下の活動はそれぞれ，主が業を速められるときに，若い男性がどのようにその業
に参加できるかを見いだすのに役立ちます。御霊の導きに従って，定員会に最も
適した活動を一つ，あるいは幾つか選んでください。

• ホワイトボードに「速める」と書き，
教義と聖約 88：73 を読んでもらいま
す。何かを速めるとはどういう意味か，
話し合うよう定員会に勧めて下さい（必
要に応じて，その言葉の意味を辞書で
調べてもよいでしょう）。若い男性に，
なぜ今日，主の業を速める必要がある
のかたずねます。このアウトラインで提
示されている聖句や自分たちで考えら
れる聖句の中から，この質問の答えを
探すように勧めます。

• あらかじめ数日前に，若い男性に
LDS.org の「救いの業を速める」のサ
イトを見て，そこにある資料を幾つか読
んでもらいます。サイトの資料の中で，
さらに熱心に主の業に参加するように
強く促されたものを，クラスで全員と分
かち合えるように準備してきてもらいま
す。

• このアウトラインにある総大会の説
教の一つを読んで，さらに熱心に主の
業に参加するように強く促された言葉を
探すよう若い男性に勧めます。その言
葉と，強く促された理由を説明してもら
います。

• ホワイトボードに次のように書きます。
アロン神権者は主の業に参加するため
に何ができるだろうか。この業に対す
る喜びと，これが差し迫ったことである
と感じるために何が助けとなるだろう
か。どのような経験が業に参加する準
備となっているだろうか。若い男性に，
このアウトラインに提案されている聖句
を読むか，ビデオ「霊 的なパスポー
ト」 を見てもらい，これらのうち一つ以
上の質問に答えられるようにしてもらい
ます。分かったことを分かち合ってもら
います。

教師へのヒント

「関心を表情に表すことによ
り，耳を傾けていることを
表 現 することが で きる。
レッスンの資料や教室内の
ほかのものでなく，話してい
る人に目を向ける。途中で
遮らないようにして，自分の
考えを最後まで言うように
励ます。忠告を与えたり，判
断を下したりするのを避け
て，話を途切れさせることの
ないようにする。」（『教師，
その大いなる召し』 66）
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• 定員会で，S・ギフォード・ニールセ
ン長老の「主の行動計画を速める！」と
いう説教の中の「行動計画」の記述を
読んでください。定員会会長に，福音
を分かち合う，定員会の会員を救助す

る，神殿，家族歴史の業を進めるといっ
た主の業に，さらに熱心に参加するた
めの「作戦」についての話し合いをリー
ドするよう勧めてください。

若い男性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。どんな思いや印象を抱いた
でしょうか。主の業を速めることにどのように参加できるか理解したでしょうか。
ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める

司会をしている若い男性が閉会行事を行います。彼は以下を行うことができます。

• 主の業を行うことがどのように自分
の証を強めているか，またこのレッスン
の結果，行うようにという印象を受けた
ことを定員会で分かち合う。

• 定員会の会員に，定員会として，また
個人として神の業を速めるために行う
具体的なことを選ぶように勧める。

救い主の方法で教える

救い主は弟子たちに深く考
え感じさせる質問をされま
した。彼らは主が自分たち
を愛しておられることを知っ
ていたので，安心して自分
の考えや個人的な気持ちを
分かち合いました。定員会
の会員の答えや深い考えに
耳を傾け，関心を示すこと
により，あなたは彼らが救い
主の愛を感じられるように
助けることができます。



350

精選されたリソース

S･ ギフォード・ニールセン「主の行動計画を速める！」
『リアホナ』2013 年 11 月号，33 －35

フットボールをしていたとき，わたしは作戦について考
えました。正しいプレーを準備して臨めば，わたした
ちのチームは試合に勝てるということに疑いはありま
せんでした。しかし最近，BYU の伝説のコーチ，ラベ
ル・エドワーズ氏と作戦について話したところ，彼は

「タッチダウンにつながれば，どんなプレーだっていい
と思った」と言いました。彼のクォーターバックの一人
だったわたしは，そんな単純な話ではないと思いまし
たが，そのような単純な哲学のおかげで，彼の名前の
付いたスタジアムがあるのかもしれません。

わたしたちは皆，主のチームの一員ですが，勝つため
の作戦を各自が持っているでしょうか。プレーする準
備はできているでしょうか。わたしたち会員が，家族
や友人，同僚をほんとうに愛しているなら，回復された
福音についての自分たちの証を分かち合いたいと思う
のではないでしょうか。 …

わたしが祈り，『わたしの福音を宣べ伝えなさい』の第
13 章を読み，そして，過去の経験について思い巡らせ
た後に，実行したいと強く感じた行動計画を話したい
と思います。皆さんが自分自身の行動計画を考える際
に，次の 3 つの点を考えるように勧めます。

第 1 に，毎日だれかを救い主と救い主の福音に近づけ
られるよう，具体的に祈ります。これは，周りの人を皆
天の家に戻れるよう助け合っている神の息子と娘であ
ると見なせば実行できます。これからできる新しい友
達のことを考えてみてください。

第 2 に，皆さんの地域で奉仕している宣教師とその求
道者のために，名前を挙げて祈ります。これを実行す
る唯一の方法は，宣教師とあいさつを交わし，名札を
見て，名前で呼び，どのような人たちを教えているか尋
ねることです。ラッセル・M・ネルソン長老は次のよう
に洞察のある言葉を述べました。「名前と顔を覚える
までは，主は，皆さんが人の心を知ることができるよう
に助けてくださいません。」

わたしは，証を分かち合ってくれたあるすてきな姉妹
のバプテスマ会に出席しました。彼女の言葉をいつま
でも忘れません。「これほどたくさんの人がわたしの
ために祈ってくれ，こんなにたくさんの愛を感じたのは
初めてです。わたしはこの業が真実であると分かりま
す。」

3 番目に，皆さんの家庭の内外の活動に友人を誘いま
しょう。どこに行こうと，あるいは何をしようと，その
ことを楽しみそうな人はだれか考え，御霊の導きに耳
を傾けてください。
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これらのアイデアをオンラインで見るには lds.org/youth/learnにアクセスしてください。

付録

学び教えるためのアイデア 

救い主は聖文を使って教え，御自身の使命について証されました。また人々に，聖文につ
いて深く考えるよう教え，彼らの質問に答える際にも聖文を用いられました。人 と々かかわ
りのあるたとえ話を用いることによって，彼らが自分自身の経験や周囲の世の中に福音の
教えを見いだせるように助けられました。人々に，ほかの人々を教え，証することで主の教
えの証人になるよう勧められました。こうして人々の福音への理解を深められたのです。

青少年の教師であるあなたの責任の一つは，救い主が模範を示してくださった原則に従っ
た学習活動を準備することです。この付録に含まれているアイデアや，教えるためのほか
の技術のうち，青少年が預言者の言葉を調べ，学んでいる原則の例を見つけ，福音をほか
の人と分かち合ううえで助けとなると思うものを用いてください。これらのアイデアはすべ
てのレッスンのテーマに合わせて用いることができます。

活動を計画するとき，青少年を教える際の重要な目的の一つは，彼らが学んだことを分か
ち合うよう励ますことであるのを心に留めてください。青少年が福音の真理を伝えるとき，
聖霊の力によってそれらの真理が彼らの心と思いに強く印象づけられます。福音をほかの
人と分かち合うことによって，青少年は互いを強め合うことにもなります。すなわち，仲間
から福音の真理について聞くことで，時には指導者や教師から聞くよりもさらに力強い影
響を受けるものなのです。
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教義を導入するための活動 

以下の活動をすることができます―

• 青少年が前回のレッスンで学んだ教義を復習する
のを助け，彼らが正しく理解していることを確認する。

• 青少年がクラスまたは定員会集会で学ぶ予定の教
義を導入する。

青少年はこれらの活動に，個人や小さなグループで，またはクラスや定員会として参加することができます。あな
たが教える青少年の必要についてよく考えるとき，最善のアイデアを知ることができることを心に留めてくださ
い。

青少年が教義を復習するのを助け，彼ら
が正しく理解していることを確認する

覚えていることを分かち合う

青少年に覚えていること，または先週のレッスンで学
んだことを分かち合ってもらいます。

ホワイトボードに要約文を書く

学んだことの要約文をホワイトボードに書くように，青
少年に勧めます。

学んだことを絵に描く

青少年に，学んだことを絵に描くように勧めます。

どんなことが印象に残りましたか。

レッスンについて印象に残ったことを分かち合うよう
に，何人かの青少年に勧めます。

一語または一文に要約する

学んだことを一語または一文に要約するように， 青少
年に勧めます。

物または絵になぞらえる

青少年に，ある物か絵を見せて，それが前回のレッス
ンとどのように関連しているか尋ねます。

応用したことを分かち合う

先週のレッスンで教わったことを応用するために，あ
なたが行ったことを分かち合います。青少年に，自分
が行ったことを分かち合うように勧めます。

質問をする

青少年に，先週のレッスンで取り上げた質問に答えて
もらいます。

聖句を分かち合う

先週のレッスンから覚えている聖句を分かち合うよう
に， 青少年に勧めます。

知っていることを教える

先週教わった教義について覚えていることを，クラス
または定員会のほかのメンバーに教えるように，青少
年に頼みます。

言葉について説明する

先週のレッスンから一つの言葉をホワイトボードに書
き，それについて青少年に説明してもらいます。

青少年がクラスまたは定員会集会で学ぶ
予定の教義を導入する

聖文の中で教義を見つける

聖文の中からレッスンで取り上げている教義を教えて
いる聖句を探すように，青少年に勧めます。

質問をする

教義についての質問に答えるように， 青少年に勧めま
す。

賛美歌を歌う

教義に関連する賛美歌を歌うように，青少年に勧めま
す。
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レッスンの表題にある質問に答える

レッスンの表題にある質問をホワイトボードに書き，
その質問にどのように答えればよいかを深く考えるよ
うに， 青少年に勧めます。

ロールプレー

青少年に，教義についてだれかから質問されたときの
状況をロールプレーしてもらいます。彼らはどのよう
に答えればよいでしょうか。

知っていることを説明する

クラスの生徒に，教義について知っていることを説明
してもらいます。

教義を幾つかの部分に分ける

教義を幾つかの部分に分けて，別々の青少年に各部
分が何を意味するか説明するよう割り当てます。

絵または物について説明する

青少年に，今週のレッスンに関連する絵または物を見
せて，それについて説明してもらいます。

絵を描く

青少年に，これから話し合おうとしている教義につい
て，自分が理解している事柄を表す絵を描くように勧
めます。

聖文を見つけて分かち合う

青少年に，レッスンの表題にある質問に答えるのに役
立つ聖句を探してもらいます。

知っていることを要約する

教義について知っていることや経験したことを，短い
言葉や文章に要約するように，青少年に勧めます。

無記名のアンケート

青少年に，教義について感じていることや経験したこ
とについて尋ねる短い無記名のアンケートを実施しま
す。

クイズ

教義について青少年がすでに知っていることを調べ
るために，簡単なクイズをします。

語句のリストを作る

話し合おうとしている教義に関連した語句について考
えるように，青少年に言います。彼らはどの語句や節
について質問があるでしょうか。

一緒に学ぶための活動 

以下の活動は青少年に役立ちます―

• 聖文と預言者の言葉を調べ，その意味をよく考え
る。

• 話し合っている教義に関する模範を参照する。

• 教義について自分の考えや思いをほかの人と分か
ち合う。

青少年はこれらの活動に，個人や小さなグループで，またはクラスや定員会として参加することができます。あな
たが教える青少年の必要についてよく考えるとき，最善のアイデアを知ることができることを心に留めてくださ
い。
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聖文と預言者の言葉を調べ，その意味を
よく考える

質問への答えを探す

青少年に，あなたの質問または教義についての自分た
ちの質問への答えを探し，見つけた事柄について話し
合うように勧めます。

語句を探す

教義を理解するのに役立つ語句や模範を見つけるよ
うに，青少年に勧めます。

短く要約する

青少年に，聖句や預言者からのメッセージを短く要約
してもらいます。

リストを作る

聖文や預言者の言葉から学んだ教義の重要な点につ
いて，青少年にリストを作ってもらいます。見つけた
事柄を分かち合うように勧めます。

聖句を合わせる

幾つかの参照聖句と，各聖句が教えている事柄の簡
単な要約文を青少年に提示します。聖句を読み，そ
れぞれ適した要約文と合わせてもらいます。

絵を合わせる

青少年に，何枚かの絵と聖句を合わせてもらいます。
その聖句と絵から得た洞察について分かち合うように
勧めます。

空欄を埋める

ホワイトボードに，一部言葉を抜かした要約文を書き
ます。文を完成させるのに適した語句を聖文から探
すように，青少年に勧めます。

模範を比較する

聖文から二つ以上の話や聖句を読んで，それらが教
義について教えている事柄を比較するように，青少年
に勧めます。

絵を描く

聖文や預言者の言葉を読んで，書かれている事柄を
表す絵を描くように，青少年に勧めます。

聖句を見つける

教義について書かれた聖句を見つけて，その意味を
分かち合うように，青少年に勧めます。

聖句を関連づける

青少年が教義に関連する聖句のリストを作成し，それ
らの聖句を読み，自分の聖典の余白に参照事項を書
き込むのを手伝います。

賛美歌を見つけて歌う

教義に関連する賛美歌を見つけて一緒に歌うように，
青少年に勧めます。

あなたが教えている教義と原則の模範を
参照する

ほかの人々から話を聞く

青少年に，ほかの人々から教義にまつわる経験を聞い
てもらいます。

聖文にある模範を参照する

聖文に登場する，教義に従って生活した人物について
読んだり，聞いたりするように，青少年に勧めます。

ほかの末日聖徒の模範を参照する

教義に従って生活している，ほかの末日聖徒について
読んだり，聞いたりするように，青少年に勧めます。

模範を分かち合う

あなた自身が知っている教義に従って生活している人
の模範について分かち合い，青少年にもそれぞれ模
範について分かち合ってもらいます。

物語について話し合う

ある話（聖文や預言者の言葉から）が，どのように教
義の模範となっているかを説明するように， 青少年に
勧めます。

思い浮かべる

青少年に，だれか教義に従って生活している人を思い
浮かべてもらいます。

ロールプレー
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教義を明確に表している状況をロールプレーするか
想像するように，青少年に勧めます。

メディアを視聴する

教会制作のメディア（LDS.org から選んだ DVD やビ
デオクリップなど）を視聴するように，青少年に勧め
ます。

パネルディスカッションを聞く

承認されたゲストを数人招き，青少年の質問に答えた
り，テーマに添って話し合ったりしてもらいます。

招いた話者の話に耳を傾ける

承認された話者を招いて，教義について話してもらい
ます。

教義について，自分の考えや思いをほか
の人 と々分かち合う

話の準備をする

青少年に，教義について話をするよう準備してもらい
ます。

レッスンを教える

クラスや定員会のメンバーに，レッスンの一部を教え
てもらいます。

ほかのクラスを教える

青少年に，教義について簡単なレッスンを準備し，ほ
かのクラスで教えてくもらいます （ビショップからの
承認を得て） 。

だれかを教える

青少年がだれかほかの人に教義を教える方法につい
て考えるのを助けます。

教義について証する

クラスや定員会のメンバーに，教義についての証を分
かち合うように勧めます。

教義について書く

クラスの生徒に，教義について学んだこと，または教
義についての自分の考えや思いを書いてもらいます。

意味を説明する

青少年に，その教義は自分にとってどのような意味が
あるか尋ねます。

質問について話し合う

教義の意味と大切さに関する質問について話し合う
ように，青少年に勧めます。

質問をする

青少年に，教義について考え，それに関連した質問を
してもらいます。一緒に答えを考えましょう。

絵または物について説明する

ある絵や物が，教義をどのように示しているかを説明
するように，青少年に勧めます。

絵を描く

青少年に，教義を示す絵や図を描くか，ポスターを作
成してもらいます。

「成長するわたし」または「神への務め」を通して得
た経験を分かち合う

その教義に関連する『神への務め』や『成長するわた
し』にある事柄のうち，これまでに実践したことを分
かち合うか，教えるように，青少年に勧めます。

青少年に行動するよう促すための活動 

以下の活動は青少年が自分たちの生活に福音をどのように応用するかを理解する助けになります。一般的に，青
少年は学んだことを実践するために自分自身で計画を立てるよう奨励されるべきです。これらの活動は，青少年
がアイデアを得るうえで役立つでしょう。
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青少年はこれらの活動に，個人や小さなグループで，またはクラスとして参加することができます。あなたが教え
る青少年の必要についてよく考えるとき，最善のアイデアを知ることができることを心に留めてください。

教義に従って生活するよう計画を立てる

行うべきことについて深く考える

教義を応用するためにできることについて深く考える
よう， 青少年に勧めます。

行うべきことを書く

教義を応用するために行おうと思うことを書き留める
ように，青少年に勧めます。

クラスまたは定員会で話し合う

教義を応用する方法について，クラスや定員会で一緒
に話し合うように，青少年に勧めます。

感じていることや証を分かち合う

教義について感じていることや証を分かち合い，なぜ
その教義が自分にとって大切なのか説明するように，
青少年に勧めます。

教えるための概要を作成する

教義について教えるための概要を作成するように，青
少年に勧めます。

教義の大切さについて話し合う

青少年に，自分の生活における教義の大切さについ
て話し合うように勧めます。

証を記録する

教義についての証を記録するように，青少年に言いま
す。

ほかの人々から話を聞く

教義に関連する経験や考えについて知るために，ほか
の人々から話を聞くように，青少年に勧めます。

リストを作る

教義を応用することによって受けた祝福のリストを作
成するように，青少年に勧めます。

試練や問題を克服する

青少年に，これまでに経験した試練や疑問について，
また教義や聖文がどのような助けになったかについて
分かち合うように勧めます。

なぞらえる

青少年に，聖文や生ける預言者の言葉から得た事柄
を自分の生活に応用するように言います。

「神への務め」または「成長するわたし」にある活動
をする

冊子『神への務め』または『成長するわたし』から
一つの活動を実施するように，青少年に勧めます。



アロン神権 2017
わたしに従ってきなさい

青少年のための学習リソース

わ
た
し
に
従
っ
て
き
な
さ
い

ア
ロ
ン
神
権
2 
0  
1  
7


	1 月―神会
	どうすれば天の御父を知ることができるでしょうか
	わたしたちは神会の本質について何を知っているでしょうか
	イエス・キリストはなぜわたしの人生にとって大切なのでしょうか
	聖霊にはどのような役割があるでしょうか
	わたしにはどのような受け継ぎと可能性があるでしょうか

	2 月―救いの計画
	天の御父の計画を遂行するためのわたしの役割は何ですか
	救いの計画とは何ですか
	前世でどんな出来事がありましたか
	人生の目的とは何ですか
	選ぶことが大切なのはなぜですか
	なぜわたしたちは逆境を経験するのでしょうか
	大切な人を亡くしたとき，どのように慰めを見いだせるでしょうか
	自分の体を神殿のように扱わなければならないのはなぜですか

	3 月―イエス・キリストの贖い
	人々が救い主の贖いの祝福を受けられるよう，どのように助けることができるでしょうか。
	イエス・キリストの贖いとは何でしょうか
	イエス・キリストを信じる信仰を持つとはどういう意味でしょうか
	悔い改めるとはどういう意味でしょうか
	恵みとは何でしょうか
	なぜ人を赦す必要があるのでしょうか
	復活とは何でしょうか
	試練に遭うとき，救い主はどのように助けてくださるでしょうか

	4 月―背教と回復
	どのようにキリストのもとに来るようにすべての人を招くことができるでしょうか
	なぜ回復が必要だったのでしょうか
	神権はどのようにして回復されたのでしょうか
	回復におけるジョセフ・スミスの役割は何だったのでしょうか
	最初の示現はなぜ大切なのでしょうか
	なぜわたしたちにはモルモン書が必要なのでしょうか

	5 月―預言者と啓示
	なぜ聖文を研究することは大切なのでしょうか
	生ける預言者に耳を傾け，従うことはなぜ大切なのでしょうか
	個人の啓示を受けるにはどうすればよいでしょうか
	どうすれば祈りをもっと意義深いものにできるでしょうか
	どうすれば証を強めることができるでしょうか
	モンソン大管長はアロン神権者に何を教えているでしょうか
	祝福師の祝福からどのような助けが得られるでしょうか

	6 月― 神権と神権の鍵
	ふさわしさは神権の力にどのように影響するでしょうか
	神権とは何でしょうか
	神権の鍵とは何でしょうか
	アロン神権者としての自分の義務とは何でしょうか
	なぜ伝道に出るべきでしょうか
	教会の指導者を支持するとは，どのような意味でしょうか。

	7 月― 儀式と聖約
	ほかの人にとって聖餐をより意義深いものにするにはどうしたらよいでしょうか
	わたしの生活の中で，儀式はなぜ大切なのでしょうか
	わたしの生活の中で，聖約はなぜ大切なのでしょうか
	バプテスマを受けたとき，わたしはどのような聖約を交わしたでしょうか
	聖霊の賜物はどのように受けるのでしょうか
	神殿の儀式はなぜ大切なのでしょうか
	神権の誓詞と聖約とは何でしょうか
	イエス・キリストの御名を受けるとは，どういう意味でしょうか

	8 月― 結婚と家族
	どうすれば自分の家族を強められるでしょうか
	純潔であることが大切なのはなぜでしょうか
	神殿結婚が大切なのはなぜでしょうか
	家族が大切なのはなぜでしょうか
	なぜデートに関する教会の標準を守ることは重要なのでしょうか。
	義にかなった夫や父親になるために，現在どのような備えをすることができるでしょうか
	家族の中で男女の役割はどのように補い合うのでしょうか

	9 月― 戒め
	世にあって世のものとならないためにどうすればよいでしょうか
	わたしが話す言葉は自分自身と周りの人たちにどのような影響を与えるでしょうか
	どうすればポルノグラフィーに抵抗することができるでしょうか
	なぜ断食をするのでしょうか
	なぜ安息日を聖く保つように命じられているのでしょうか
	なぜ什分の一を納めるのでしょうか
	なぜ正直であることが大切なのでしょうか

	10 月―さらにキリストのようになる
	人々にどのように奉仕ができるでしょうか
	さらにキリストのようになるにはどうすればよいでしょうか
	キリストのような愛を身につけるにはどうすればよいでしょうか
	さらに忍耐強くなるにはどうすればよいでしょうか
	感謝することが大切なのはなぜでしょうか

	11 月―霊的・物質的な自立
	教育を受け，技能を伸ばすことはなぜ大切なのでしょうか
	自立するとはどういう意味でしょうか
	自分が改心していることを，どのように知ることができるでしょうか。
	働くことはなぜ重要な福音の原則なのでしょうか
	主はなぜわたしの健康を望まれるのでしょうか
	貧しい人や困っている人を助ける主の方法とはどのようなものでしょうか
	どうすれば自分の試練や問題の解決策を見いだせるでしょうか

	12 月―末日に神の王国を築く
	どうすれば今宣教師になれるでしょうか
	どうすればよりよいホームティーチャーになれるでしょうか
	天の御父はわたしが霊的な賜物をどのように使うことを望んでおられるのでしょうか
	どうすればキリストを中心とした家庭を築く備えができるでしょうか
	教会の新会員を助けるために何ができるでしょうか
	活発に集っていない友人が教会に戻るために，どのように助けられるでしょうか
	シオンとは何ですか
	主の業を速めるために，わたしはどのように参加できるでしょうか

	付録



