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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，若い女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，若い女
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女性の必要に応じた
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
若い女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，
若い女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，若い女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。クラスが始まる前に，一部の
話やビデオを若い女性に紹介してもよいでしょう。

話し合う
クラスの若い女性について，クラス会長会やほかの教
師および指導者と話し合ってください。若い女性はど
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べ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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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，若い女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，若い女性が神の娘としての自分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。

今月は以下のアウトラインから選んでください。

わたしたちは神会の御三方の本質についてどのようなことを知っているでしょうか
どうすれば天の御父を知ることができるでしょうか
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

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。ク

ラス会長会と話し合って，若い女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。

1 月―神会
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「成長するわたし」

「成長するわたし」の以下の活動は，この単元のレッスン
に関連しています。

「信仰」個人の徳質の体験 5

「神から受け継いだ特質」個人の徳質の経験 1，2 ，6

「個人の価値」の徳質の体験 1

教師へ

この単元を通じて，若い女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ように
若い女性に勧めてください。
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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御三方の 
本質についてどのような 
ことを知っているでしょうか
神会は永遠の父なる神，救い主イエス・キリスト，聖霊から構成されます。神会
の御三方は，別個の役割を持つ別個の御方ですが，目的においては一つです。
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

若い女性が神会の本質と自分の生活における御三方の役割を理解するのに，ど
のような聖句や話が役立つでしょうか。

創世 1：27（人は神の形に創造された）

マタイ3：16 －17；ヨハネ14：16；使徒 7：
55 － 56；3 ニーファイ11：4 －11；ジョ
セフ・スミス―歴史 1：17；信仰箇条 1：
1（神会は御三方から構成される）

ルカ 24：39；ヨハネ 1：14；教義と聖
約 130：22（御二方は骨肉の体を持っ
ておられる）

ヨハネ 17：21；1 ヨハネ 5：7；アルマ
11：44；教義と聖約 20：28（神会は完
全に一致しておられる）

「神会」『真理を守る』104 －105

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

ビデオ―「回復」；教義と聖約視聴覚
資料 DVD も参照

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって
個人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるよう
に助けることができます。

神会を理解することは自分
の受け継ぎを知るうえでど
のような助けとなるでしょう
か。 神会に関するわたした
ちの知識とほかの宗教で信
じられていることとの間に
はどのような違いがあるで
しょうか。

神会の御三方がともに働い
ておられることを若い女性
は理解しているでしょうか。 
神会の本質を理解すること
は若い女性にとってどのよう
な助けとなるでしょうか。
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教義を導入する

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。

• ホワイトボードに次のように書きます。
「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。」信仰箇条 1：1
または教義と聖約 130：22 を読み，こ
の質問への答えを探すように，若い女
性に勧めます。

• 教義と聖約 130：22 にある言葉をホ
ワイトボードに書きます。幾つかの鍵と
なる言葉の部分を空白にしておきます。
空白に入るのはどのような言葉か考え，

クラス全員でそれらの言葉を埋めるよう
に，若い女性に勧めます。

• 神会はそれぞれ独立した御三方から
構成されていることについて，宗教を
異にする人に教える方法をロールプレイ
するように，若い女性に勧めます。彼
らはどの聖句を用いるでしょうか。また
この知識はなぜ大切だと感じるでしょ
うか。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が，神会の性質を理解する助けとなるでしょう。御霊の
導きに従って，クラス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「父なる神」，「イエス・
キリスト」，「聖霊」と書きます。ボイド・K・
パッカー会長の説教「証人」の中から
若い女性が神会を理解するのに役立つ
部分を選びます。一つの段落を一人一
人の若い女性に割り当て，黙読し，自
分の言葉で要約してクラスの生徒に話
してもらいます。報告するとき，神会の
該当する御方について何を学んだかを，
ホワイトボードの適切な表題の下に書
いてもらいます。若い女性たちは，な
ぜ神会に関するこれらの真理を理解す
ることが大切だと感じたのでしょうか。 
彼女たちは神会について異なる概念を
持っている人々に自分たちの信念をどの
ように説明するでしょうか。

• 若い女性一人一人に『真理を守る』か
ら「神会」の項を読むように勧めます。
一人の若い女性に読んで学んだことを
分かち合ってもらいます。それから別の
若い女性に，最初の人が言ったことを
言い換え，その後で自分が学んだこと

を分かち合ってもらいます。一人一人の
若い女性が分かち合う機会を持つまで
繰り返します。 神会についてわたした
ちが持っている概念は他の宗教の人々
の概念とどのように異なっているか，若
い女性に尋ねます。神会について正し
い概念を持つことにより，若い女性は
どのような祝福を受けることができるで
しょうか。

• クラス全員で，ジェフリー・R・ホラ
ンド長老の説教「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」
にある，他のキリスト教諸派が神会に
ついて信じていることに関する説明を
読みます。若い女性に，ビデオ「回復」
の中から「最初の示現」の場面を見せ
るか，「最初の示現」の絵（『福音の視
覚資料集』，90 参照）を見せます ジョ
セフは神会について何を学んだでしょ
うか。彼が学んだことは，他のキリス
ト教諸派が信じていることと，どのよ
うに違っていたでしょうか。彼が学んだ

教師へのヒント

この部分の学習活動を使っ
て，若い女性が教義につい
てすでに知っていることは
何か，またまだ学ぶ必要の
あることは何か判断するこ
とができます。 必要ならば，
いつでも彼らの必要に合う
ようレッスンプランを調整し
ます。



5

ことはどうして大切だったでしょうか。
この経験によって彼が自分自身につい
て信じていたことはどのように変わった
と，若い女性は考えるでしょうか。

• ホワイトボードに次の 3 つの見出し
を書きます。「神会は御三方から構成
される。」「神会は完全に一致しておら
れる。」「御二方は骨肉の体を持ってお
られる。」 小さなカードに神会に関する
参照聖句（このアウトラインで挙げられ
ているようなもの）を書きます。順番に
カードを引き，聖文を声に出して読み，
ホワイトボードの該当する見出しの下に
その参照聖句を書くように，若い女性
に勧めます（聖文の中には二つ以上の
表題の下に書けるものある）。神会に関
するこれらの真理を知っていることで，
若い女性はどのような祝福を受けられ

るでしょうか。聖典の中にこれらの参
照聖句を書き留めるように，若い女性
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。

• 若い女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。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。神会の本質が理解できた
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した方が助けになるでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができます。

• 信仰箇条第 1 条を暗記し，その内容
について考え，だれかと分かち合う。

• 「成長するわたし」の「神から受け継
いだ特質」個人の特質の体験 2 を完成
する。

• 本レッスンで学んだ聖文を使って，
神会に関する家庭の夕べのレッスンを
教える。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

救い主の方法で教える

救い主は天の御父の導きを
求めることによって，教え
るために御自分を備えられ
ました。 御霊によって教
える備えをするうえで助け
となる天の御父の導きを求
めるにはどうすればよいで
しょうか。
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精選されたリソース

14

精選されたリソース

「神会」『真理を守る』（2004），104–105

信仰箇条第 1条にこう記されています。「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。」これらの御三方は神会を構成され
ます。神会はこの世界と天の御父のほかの創造物す
べてを管理されます。

神会にかかわる真の教義は，救い主の地上での教導
の業と使徒の死に続く背教の中で失われました。こ
の教義の回復は14 歳のジョセフ・スミスが最初の示
現を受けたときから始まりました（ジョセフ・スミスー
歴史 1：17 参照）。預言者の最初の示現に関する記
録やそのほかの教えから，神会はそれぞれ独立した
御三方から構成されているということが分かります。
御父と御子は触れることのできる骨肉の体を持ってお
られ，聖霊は霊の御方です（教義と聖約130：22 参
照）。

神会の御三方は，別個の役割を持つ別個の御方です
が，目的と教義において一つです。御三方は，天の御
父の神聖な救いの計画を実行するという点において
完全に一致しておられます。

ジェフリー・R・ホランド長老「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」から抜粋。
『エンサイン』（Ensign）または『リアホナ』2007年
11月号，40 － 42

紀元 325 年，ローマ皇帝の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）。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。

12325_300_YW-Unit1_jp.indd   14 14/01/27   15:54
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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。

どうすれば天の御父を知ることが
できるでしょうか
わたしたちは天の御父の娘であり，御父はわたしたちを愛し，わたしたちが御自分
に近づくよう望んでおられます。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。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

若い女性が天の御父を知るのに，どのような聖句や資料が役立つでしょうか。

ヨハネ17：3 （天の御父を知ることの大
切さ）

1ヨハネ 2：3 － 5；4：7－ 8；エノス
1：1－7；モーサヤ 4：9 －12；5：13；
教義と聖約 88：63 － 65；93：1（わた
したちはどのようにして天の御父を知る
ようになるか）

リチャード・G・スコット「祈りという天
与の賜物を用いる」『リアホナ』2007
年 5 月号，8 －11

ロバート・D・ヘイルズ「天の父なる神
と御子イエス・キリストを知るように努
める」『リアホナ』2009 年 11 月号，29
－32

ジェフリー・R・ホランド「偉大な神の
性質」『リアホナ』2003 年 11 月号，70
－73

ビデオ―“ He Knows Me,”「祈り」

「お父さまは生きています」『賛美歌』
190 番，「高きに栄えて」『賛美歌』180
番

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れた時の経験
について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個人
的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助け
ることができます。

天の御父と自分の関係につ
いて考えましょう。あなたは
どのようなときに，御父を最
も近くに感じますか。あな
たは何をしていたときに，御
父を近くに感じましたか。

あなたのクラスの若い女性
は，自分自身についてどのよ
うに感じているでしょうか。 
天の御父と強い関係を持っ
ていたら，自尊心はどのよう
に強められるでしょうか。
若い女性が御父との関係を
強められるように，あなたは
どのような助けができるで
しょうか。
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教義を導入する

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。

• 「お父さまは生きています」（『賛美
歌』190 番，または，「高きに栄えて」
(『賛美歌』180 番）を歌います。天の
御父について，またどのようにすれば御
父を知ることができるかについてこれ
らの賛美歌は何を教えているか，若い
女性と話し合います。

• ビショップの許可を得て，一人の若い
女性の父親を招き，父親であることにつ
いてどう感じているか話してもらいま
す。娘について感じていること，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について
話してもらうとよいでしょう。若い女性
に，彼が話したことと，天の御父が自分
たちについて感じていることを比べても
らいます。

• ホワイトボードに次の質問を書きま
す。あなたはどのようなときに，御父を
最も近くに感じますか。あなたは何をし
ていたときに，御父を近くに感じました
か。若い女性に，自分の答えを書かせ，
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。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が，天の御父をもっとよく知るためにはどうすればよいか
を理解するのに役立ちます。御霊の導きに従って，クラスに最も適した活動を 1
つ，あるいは幾つか複数選んでください。

• 祈り，聖霊，預言者の言葉を表すもの
（携帯電話，懐中電灯，地図など）を展
示します。これらはわたしたちが天の
御父をもっとよく知るために，御父が与
えてくださったものであることを若い女
性に伝えます。これらが何を表してい
るか，当ててみるように言います。ロ
バート・D・ヘイルズ長老の説教「天の
父なる神と御子イエス・キリストを知る
ように務める」をクラス全員で読みま
す。（若い女性に，クラスの前にこの説
教を読んでおくように勧めることを検討
します。）祈りと，聖霊と，預言者の言
葉が，天の御父を知るためにどのように
助けになるか教えている言葉を見つける
ように，若い女性に勧めます。この説教
の中に，天の御父をもっとよく知りたい
と思わせてくれた事柄がほかにあった
でしょうか。天の御父に対する気持ち

を分かち合うように，若い女性に勧めま
す。

• 一人一人の若い女性に次の聖句を一
つずつ割り当てます。 1ヨハネ 2：3 －
5；4：7－ 8；エノス 1：1－7；モーサ
ヤ 4：9 －12；5：13；教義と聖約 88：
63–65；93：1。若い女性にこれらの
聖句を研究し，天の御父を知る方法を
見つけてもらいます。見つけた内容を
分かち合うように，また，これらの方法
で天の御父を知ることができた経験に
ついて分かち合うように勧めます。

• 若い女性にヨハネ17：3 を読むよう
に勧め，ある人について知っていること
と，ある人を知っていることの違いに関
して説明してもらいます。自分たちがよ
く知っている人について考えるように勧
めます。その人をよく知るためにどのよ

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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うなことをしたでしょうか。答えをホワ
イトボードに列挙します。同じような方
法を使って天の御父を知るためにはど
うすればよいでしょうか。クラスの半分
にエノス 1：1－7，残りの 半 分 にリ
チャード・G・スコット長老の説教「祈
りという天与の賜物を用いる」から最初
の二つの部分を読むように勧めます。
若い女性に天の御父とのコミュニケー
ションを改善する方法を見つけてもらい
ます。見つけたことについて話し合った
後，自分たちと天の御父との関係につ
いて数分間考え，どうすればその関係
を改善できるか考えるように勧めます。

• ホワイトボードに次のように書きます。
「天の御父はわたしたちを愛し，わたし

たちが御自分に近づくことを望んでおら
れる。御父はわたしたちに祈る機会を
与えてくださった。」一人の若い女性に
この言葉を音読してもらい，クラス全員
に祈りについての経験を分かち合うよう
に勧めます。ビデオ「祈り」を見せま
す。モンソン大管長の証について，どの
ようなことが若い女性の心に残ったで
しょうか。オガンド姉妹と天の御父と
の関係について，どんなことに気づいた
でしょうか。そのような関係を築くうえ
で祈りはどんな役割を果たしたでしょう
か。若い女性に数分与えて，自分と天
の御父との関係と，その関係を改善す
る方法について思い巡らしてもらいま
す。

若い女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。天の御父をもっとよく知る方法が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。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができます。

• 日記に，天の御父との関係を改善す
るための計画を書き，その計画を実行
します。

• 「成長するわたし」の中から「個人の
価値」の徳質の体験 1を完了します。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

救い主の方法で教える

救い主は教える備えをする
ために，祈りと断食をしな
がら一人で過ごされました。
主は天の御父の導きを求め
られました。どのようにす
れば天の御父を知ることが
できるかについて若い女性
に教える備えをするときに，
救い主の模範に従って，祈
りと断食をしながら過ごし，
天の御父の導きを求めます。
準備の間，御父に近づく努
力をし，天の御父について
の自分の証を若い女性と分
かち合うようにします。
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精選されたリソース

18

精選されたリソース

リチャード・G・スコット長老「祈りという天与の賜物
を用いる」からの抜粋『エンサイン』（Ensign）また
は『リアホナ』2007年 5月号，8－11

祈りという賜物

「祈りは天の御父からわたしたち一人一人への，この上
ない贈り物です。考えてみてください。絶対で至高の
存在であり全知全能の御方が，取るに足りないわたし
たちに，御父として話しかけるよう励ましてくださって
いるのです。実際，わたしたちには御父の導きが何と
しても必要であることを御存じなので，「あなたは心の
中で祈るだけでなく，声にも出して祈りなさい。隠れ
て祈るだけでなく，世の人々の前でも祈り，ひそかに
祈るだけでなく，公にも祈りなさい」とお命じになって
いるのです（教義と聖約19：28）。

状況にかかわらず，また謙虚であろうと尊大であろう
と，貧富の差や学問の有無，自由の身かとらわれの身
かにも関係なく，愛情を受けて育ったか否かにもかか
わらず，わたしたちは神に語りかけることができるので
す。事前に予約を入れる必要もありません。願いの
言葉は，簡潔なものでも，必要なだけ時間をかけたも
のでもかまいません。愛や感謝を伝える祈りでも，必
死に助けを願い求める祈りでもよいのです。神は数
え切れないほどの宇宙を創造し，それらの世界に人を
送ってこられました。にもかかわらず，皆さんやわたし
は御父と直接話をすることができ，御父は常にこたえ
てくださるのです。

どのように祈るべきか

わたしたちは天の御父の愛子イエス・キリストの聖な
る御名により祈ります。ふさわしい動機をもって，清く
従順になろうと努めるとき，そして進んで御父の望まれ
るように行おうとするとき，祈りは効力を最大限に発
揮します。謙虚に，そして神を信頼して祈るなら，指示
と平安がもたらされます。

天の御父に気持ちを上手に伝えられないのでは，と心
配する必要はありません。哀れみと思いやりに満ちた
御父にただ話しかければよいのです。皆さんは御父
の大切な子供であり，御父は皆さんをこの上なく愛し，
助けたいと思っておられます。祈りながら，天の御父
が近くにいて耳を傾けておられることを心で感じてく
ださい。

よりよい祈りへの鍵は，正しい質問ができるようにな
ることです。欲しいものを願う祈りから，御父が自分
に望んでおられることは何かを誠実に求める祈りへと
変えてみてはどうでしょうか。御心が分かったら，次
に，御心を行う強さを得られるよう祈ってください。

御父との間に距離を感じたことがあるとすれば，それ
には多くの原因が考えられます。原因が何であれ，助
けを嘆願し続ければ，御父が近くにおられるという確
信を取り戻すためにするべきことを，御父は教えてくだ
さるでしょう。祈る気持ちになれないときでも祈って
ください。時には誤った振る舞いをしてしまい，子供
のように，問題のあるままでは御父に近づけない，と
感じることもあるでしょう。そういうときこそ祈る必要
があります。ふさわしくないから祈れないなどとは決し
て思わないでください。

12325_300_YW-Unit1_jp.indd   18 14/01/27   15:54
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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となるように選ばれました。 その贖罪によっ
て，わたしたちは復活し，悔い改め，赦され，天の御父のみもとに帰ることができま
す。 救い主イエス・キリストは，わたしたちを罪から救うだけでなく，試練のとき
に，わたしたちに平安と力を与えてくださいます。 わたしたちのために完全な模範
を示し，その教えは現世では幸福，来たるべき世では永遠の命の基となります。

霊的に備える

若い女性がイエス・キリストと自分たちの日々の生活に及ぼすイエス・キリストの
影響力を理解するのに，どのような聖句や資料が役立つでしょうか。

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）

ヨハネ15：4 － 5（イエス・キリストを
離れたら，わたしたちは何一つできな
い）

モ ー サ ヤ 3：17；ヒラマン 14：15 －
18；教義と聖約 18：11－12；76：41
－ 42（キリストは罪と死を克服された）

イザ ヤ 41：10，13； マタイ11：28 －
30； ヨ ハ ネ14：27； ピ リ ピ 4：13；
モーサヤ 24：14 －15；アルマ 7：11－
12；36：3，27；エテル 12：27（キリス
トの贖いは試練や誘惑のときに平安と
力を与えてくれる）

「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；『成長するわたし』
102 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

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

ビデオ―「埋め立て」, 「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」, 「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」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

救い主に関する自分の好き
な聖句を幾つか検討し，救
い主に関する自分の証につ
いて考えます。 どのように
して救い主を知りましたか。 
どのような経験をしたとき
に，イエス・キリストとその
贖いの犠牲に感謝しました
か。

イエス・キリストについての
証が強くなると，若い女性
はどのような祝福を受ける
でしょうか。 救い主の教え
と贖いにもっと完全に頼る
ために，若い女性はどのよう
なことをすればよいでしょう
か。
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教義を導入する

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。

• 周りの人を助けている救い主の絵を
展示します（『福音の視覚資料セット』
36 － 60 参照）。数分の間，救い主が
自分や自分の家族，自分の知っている
人々を助けてくださった様々な方法につ
いて，若い女性に考え，分かち合っても
らいます。彼らに救い主についての気
持ちを分かち合うように勧めます。

• イエス・キリストについての賛美歌
（例えば，「主は生けりと知る」『賛美歌』

75 番）を歌う，あるいは聞きながら，若
い女性に救い主の生涯や教えについて
深く考えてもらいます。 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」を視聴しても良いでしょう。一
人一人の若い女性に，次の質問に対す
る自分の答えを書くように勧めます。

「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。」

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が，天の御父をもっとよく知るためにはどうすればよいか
を理解するのに役立ちます。御霊の導きに従って，クラスに最も適した活動を 1
つ，あるいは幾つか選んでください。

• 若い女性に，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。

• 救い主の絵を掲げます。ホワイト
ボードに次の質問を書きます。「イエ
ス・キリストとはどのような御方でしょ
うか。」「イエス・キリストはわたしたち
のために何をしてくださったでしょう
か。」「イエス・キリストが今日も生きて
おられることを知るにはどうすればい

いでしょうか。」『生けるキリスト― 使
徒たちの証』を調べ，これらの質問へ
の答えを見つけるように，若い女性に勧
めます。彼らに見つけたことを分かち
合ってもらいます。数人の若い女性に，
どのようにしてイエス・キリストについて
の証を得たか説明するように勧めます。
その証は彼らにどのような影響を及ぼ
しているでしょうか。

• 『聖句ガイド』で「イエス・キリスト」
を引いて見出しの後の見出し語を読み
ます。 『賛美歌』の主題別索引で「イ
エス・キリスト―救い主」を見て，イ
エス・キリストがしてくださったことにつ
いて教えている賛美歌を探してもよい
でしょう。 キリストの役割と使命を表
している言葉を見つけてもらいます。こ
のリストを読んで彼女たちはイエス・キ
リストについて何を学ぶでしょうか。主
がわたしたちのためにしてくださったこ

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
自ら答えたりしてしまう教師
は生徒の参加を拒絶してい
ることになる。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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とを読んだ後で，彼女たちは主について
どのように感じるでしょうか。

• このアウトラインで提案されている聖
句の一つ，あるいはデビッド・A・ベド
ナー長老の説教「容易に重荷に耐えら
れるように」の一部を若い女性一人一
人に割り当てます。イエス・キリストは
御自分に従う人々にどのような助けを与
えてくださるかを自分の言葉で説明して
もらいます。若い女性に，自分の生活
や他の人の生活で救い主の平安や力を
どのような形で目にしたかについて，経
験を分かち合ってもらいます。

• 壁に最新の『リアホナ』大会号に掲
載されている大管長会によるイエス・キ
リストについての証を掲示します（これ
らの証は，通常，話の最後の方で述べ
られます）。救い主の特別な証人の証
を聞いたり読んだりするときに，どのよ
うに感じるか尋ねます。キリストについ
ての証が自分たちの日々の行動にどの
ような影響を及ぼしているか尋ねます。
時間を割いて，クラスの生徒にイエス・
キリストに対する愛と証を言い表しても
らいます。

• ダリン・H・オークス長老の説教「イ
エスの教え」の中の表題「救い主はわ

たしたちのために何をしてくださった
か」の下の段落を読みます。「救い主
はわたしのために何をしてくださったの
ですか」という女性の質問に，若い女
性だったらどう答えるでしょうか。ホワ
イトボードにこの話の中から次の 9 つ
の表題（「世の命」から「贖罪」まで）
を書きます。若い女性にこれらの表題
の中から一つ，あるいは幾つか選び，救
い主が彼女のために何をしてくださった
のか教えるために使う二つ以上の文章
を準備するように勧めます。オークス長
老の説教，関連聖句（例えば，このアウ
トラインで提示されているようなもの），
自分の経験や証を用いることができま
す。準備したものを分かち合うように勧
めます。

• ビデオ「埋め立て」を見せます。若い
女性は，イエス・キリストが自分たちの
ために何をしてくださったのかを描いた
このビデオから何を学ぶでしょうか。
自分を赦すことがなかなかできない，あ
るいは自分は救い主の助けの届かない
所にいると感じている人を助けるため
に，このビデオに込められたメッセージ
をどのように利用することができるで
しょうか。（例えば，イザヤ 1：18；ア
ルマ 36：3，27；エテル 12：27；教義
と聖約 58：42 － 43 などを参照）

若い女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。イエス・キリストが自分たちの生活で大切な理由が理解できたでしょ
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。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• 『成長するわたし』の中の「信仰」の
徳質の体験 5 を完了する。

• 救い主のような生活を送るように努力
し，将来のクラスで自分の経験を分か
ち合います。
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• 救い主がわたしたちのために何をし
てくださったかを知ることで祝福を受け

る人について考え，その人と自分の証を
分かち合う方法を計画します。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

救い主は弟子たちに証する
ように勧められ，彼らがそう
したときに，御霊が彼らの
心を動かしました。 あなた
が若い女性にキリストと，彼
女たちの日々の生活におけ
るキリストの役割について
証するよう勧めるときに，御
霊が彼女たちに，自分が話
していることが正しいと証
します。 また若い女性の証
は，ほかの人 （々特に同世
代の人々）が救い主につい
て証するときに強くなりま
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，神会の中の御一方であり，天の御父とイエス・キリストについて証されま
す。聖霊は，個人に与えられる証と啓示の源であられます。決定を下すときにわた
したちを導き，物理的，霊的な危険からわたしたちを守る力を持っておられます。

「慰め主」として知られ，わたしたちの恐れを鎮め，わたしたちを希望で満たすこと
がおできになります。聖霊の力を通して，わたしたちは悔い改めるときに清めら
れ，救いの儀式を受け，聖約を守ります。天の御父とイエス・キリストについての
知識を受け，御二方の力，恵み，愛を感じるのは，聖霊の影響力によるものです。

霊的に備える

若い女性が聖霊の役割を理解するのに，どのような聖句や資料が役立つでしょう
か。

列王上 19：11－12；ヒラマン 5：30；
教義と聖約 85：6（聖霊は静かな細い
声で語られる）

ヨハネ14：26（慰め主はわたしたちに
教え，すべてのことを思い起こさせるこ
とができる）

ローマ 8：16（御霊はわたしたちが神の
子供であることを証する）

ガラテヤ 5：22 －23（パウロは御霊の
実について語っている）

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してくれる）

3 ニーファイ27：20（聖霊を受けること
でわたしたちは清められる）

モロナイ8：26（聖霊はわたしたちを希
望と愛で満たす）

モロナイ10：5（聖霊はわたしたちに真
理を教える）

教義と聖約 42：17；モーセ 1：24（聖
霊は御父と御子について証する）

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

「聖 霊 の 役 割」『真 理を 守る』131－
132

ビデオ―「御霊の声」

あなたはどのような経験か
ら聖霊の役割について学び
ましたか。

生活のあらゆる面で，聖霊
は若い女性にどのような助
けを与えることがおできに
なるでしょうか。彼女たち
が聖霊の影響力に気づける
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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経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

教義を導入する

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。

• 日々の生活で聖霊の影響力を感じた
時のことについて書くように，若い女性
に勧める。聖霊の影響力を受けるため
に，彼らは何をしたでしょうか。聖霊の
影響力はどのような違いを生み出すで

しょうか。適切ならば，何人かの人に経
験を分かち合ってもらいます。

• 若い女性に「みたまはわれに」『賛美
歌』82 番を歌い，この歌の歌詞が聖
霊の役割についてどのようなことを教え
ているか分かち合うように勧めます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が，天の御父をもっとよく知るためにはどうすればよいか
を理解するのに役立ちます。御霊の導きに従って，クラスに最も適した活動を 1
つ，あるいは幾つか選んでください。

• 若い女性をグループに分けて，各グ
ループにヘンリー・B・アイリング管長
の 説 教「あなた の 伴 侶としての 聖
霊」 またはロバート・Ｄ・ヘイルズ長老
の説教「聖霊」の一つの項を研究して
もらいます。各グループに，聖霊につい
て学んだことをクラスに分かち合っても
らいます。若い女性に，聖霊が助けてく
ださったときの経験，または聖霊がとも
にいてくださって感謝したときの経験を
分かち合ってもらいます。

• 『賛 美 歌』の「主題別索引」で「聖
霊」の項目の中から，わたしたちを助け
る聖霊の力について教えている賛美歌
を探すように，若い女性に勧めます。自
分が選んだ賛美歌の歌詞を分かち合っ
てもらいます。そのような賛美歌から

一つを選び，クラス全員で歌うとよいで
しょう。

• 若い女性を小人数のグループに分け
ます。各グループに聖霊に関する幾つ
かの聖文（例えば，本概要で提案され
ているようなもの）を読んでもらいま
す。各グループから一人の若い女性に，
自分たちのグループの聖文が聖霊の役
割についてどのようなことを教えている
か，クラスのほかの生徒と分かち合って
もらいます。これらのいずれかの方法
で聖霊から助けを受けた個人的な経験
を分かち合うように，若い女性に勧めま
す。

• ビデオ「御霊の声」を見せて，若い女
性に次の質問の答えを聞き取ってもらい

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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ます。 わたしたちにはなぜ聖霊が必要
なのでしょうか。聖霊はどのようにして
わたしたちを助けることができるでしょ
うか。あなたが聖霊に耳を傾けた適切
な経験を分かち合い，若い女性にも同
じような経験を分かち合ってもらいま
す。若い女性が，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についての例を探
してもよいでしょう。 クラスで，聖霊の
促しにさらに耳を傾けるためにできるこ
とのリストを作ります。

• 『真理を守る』から「聖霊の役割」の
項（131－132 ページ）を読むように，
若い女性に勧めます。一人一人の若い
女性に聖霊の役割を一つ選ばせ，その
役割について教えている聖文または聖
文の物語を見つけてもらいます。見つ
けたことを互いに分かち合うように勧め

ます。そこで語られているような方法で
聖霊から助けを受けた経験を分かち合
うように励まします。若い女性が将来
聖霊の助けが必要になる状況として，
どのようなことが考えられるでしょうか。

• 最近の総大会の説教から，さまざま
な聖霊の役割を説明している話を探し
てください。（『リアホナ』2015 年 5 月
号の例は，悲しむ家族を慰めることに
ついて話したヘンリー・B・アイリング
管長の説教「慰め主」19‐20 ページ，
ガンに冒された男性の話「神権と個人
の祈り」87 ページがあります。） 若い女
性一人一人に，このうち一つの話を読
み，自分の言葉でクラスにその話をし，
聖霊がその話の中で担った役割を見つ
けてもらいます。若い女性にこれらの
方法のいずれかで聖霊が助けてくだ
さった経験を分かち合うように勧めま
す。

若い女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。聖霊の役割が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。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• 自らをよりよく備え，聖霊の静かな細
い声を聞くための方法を一つ決める。

•  1 週間を通じて聖霊から受けた印象
を書き留め，その印象に従って行動しま
す。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

救い主は御自分が教える
人々を愛されました。彼ら
のために祈り，彼らに仕え
続けられました。あなたは
どうすればあなたが教える
若い女性をもっと愛せるよ
うになるでしょうか。
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精選されたリソース

27

精選されたリソース

「聖霊の役割」『真理を守る』（2004），131− 132

聖霊は天の御父，イエス・キリストと完全に一致して
働き，人が義にかなった生活を送り，福音の祝福を受
けられるように幾つかの役割を果たされます。

聖霊は「御父と御子について証をされ」ます（2 ニー
ファイ 31：18）。また「すべてのことの真理」を明ら
かにし，お教えになります（モロナイ10：5）。聖霊の
力によらずに天の御父とイエス・キリストについての確
かな証を得ることはできません。聖霊から人の霊に伝
えられる情報は，肉体的な感覚を通して得られるいか
なる情報よりもはるかに深い確信をもたらします。

人が永遠の命にとどまろうと努力するときに，聖霊は
「あなたがたがなすべきことをすべてあなたがたに示
され」ます（2 ニーファイ 32：1–5 参照）。人が決定
を下すときに聖霊は人を導き，肉体的，霊的な危険か
ら守ることがおできになります。

聖霊を通して，人は自分と自分の愛し仕える人に恵み
をもたらす御霊の賜物を受けることができます（教義
と聖約 46：9–11 参照）。

彼は慰め主です（ヨハネ14：26）。愛にあふれる親
の優しい声が泣く子をなだめるように，御霊のささや
きは恐れを静め，心をさいなむ人生の不安を解消し，
悲しむときに慰めを与えてくれます。聖霊は人の心を

「希望と完全な愛」で満たし，「平和をもたらす事柄を
あなたに教え」てくださいます（モロナイ 8：26；教
義と聖約 36：2）。

悔い改め，バプテスマと確認の儀式を受け，聖約を続
けて守るときに，人は聖霊の力を通して聖められます

（モーサヤ 5：1 ー 6；3 ニーファイ 27：20；モーセ
6：64 ー 68 参照）。

聖霊は約束の聖なる御霊です（エペソ1：13；教義と
聖約 132：7，18 －19，26 参照）。この力によって
聖霊は，施された神権の儀式と交わされた聖約が神
に承認されるように結び固めてくださいます。あなた
が忠実であるかぎり，この承認は効力があります。
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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
わたしたちは天の両親の愛する霊の娘です。したがって，わたしたちは，神の属性
と神聖な行く末とを受け継いでいます。神の計画によって，わたしたちは，神の娘
としての行く末を全うするうえで役立つ他に類のない賜物と才能を受け継いでいま
す。わたしたちは自らの受け継ぎを知ることで，人生に目的を与えられ，正しい決
定を下しやすくなります。

霊的に備える

若い女性が自分たちの受け継ぎと可能性を理解するのに，どのような聖句や話が
役立つでしょうか。

創世 1：26 －27（わたしたちは神の形
に創造された）

詩篇 82：6；モーセ 1：39；アブラハム
3：22 －26（わたしたちの神聖な可能
性とは，永遠の命を受け継ぐことであ
る）

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）

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

ローズマリー・M・ウィクソム「内にあ
る神性を見つける」『リアホナ』2015 年
11 月号，6 － 8

ディーター・F・ウークトドルフ「喜んで
福音に生きる」『リアホナ』2014 年 11
月号，120 －123

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

「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

ビデオ―「とても大切なもの」「わたし
たちの真の姿」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

神の娘であるということは
あなたにとってどのような意
味があるでしょうか。 自分
が神の娘であると知ること
は，あなたはどのような祝福
をもたらし，あなたの下す決
定にどのような影響を与え
るでしょうか。

若い女性が自分は神の娘で
あると知ることの大切さを
理解することができるよう
に，あなたはどのような助け
ができるでしょうか。 この
ことを知ることは，彼女たち
の行う選択，自分自身に関
する思い，将来に対する展
望にどのような影響を及ぼ
すでしょうか。
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教義を導入する

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。

• 若い女性の名前を別々の用紙に書き
ます。一人一人の若い女性に，その用紙
の中から無作為で 1 枚を選び，自分が
選んだ用紙に名前の書かれている若い
女性が持っている神のような特質を見
つけてもらいます。その若い女性に具
わっているそのほかの神聖な特質を指
摘します。

• ホワイトボードにこう書きます。「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。」「若い女性」のテー
マにあるこの質問の答えを探すように，
若い女性に勧めます。このテーマを暗
誦するときに，若い女性は自分と天の御
父との関係についてどのように感じるで
しょうか。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が自分たちの受け継ぎ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，クラス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。

• 若い女性が，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，若い女性が目隠しを
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
女性一人一人に，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。

• 若い女性に，自尊心に苦しむ友人が
いると想像してもらいます。ローズマ
リー・M・ウィクソム姉妹の説教「内に
ある神性を見つける」を読んで，友人が
自分の価値を理解できるよう助ける方
法についてアイデアを探してもらいま
す。 ウィクソム姉妹は，わたしたちの神

の属性について何を教えているでしょう
か。わたしたちの神の属性に忠実であ
るため，何を変える必要があるでしょう
か。

• 若い女性に一粒の種を見せ，成長し
たらどんな植物になるか尋ねます。 そ
の種から育った植物（またはその植物
の写真／絵）を見せます。若い女性に，
神の子供であるわたしたちは，どのよう
な点でこの種に似ているか尋ねます。 
次の聖句から幾つか読み，自分たちの
受け継ぎと可能性について教えている
箇所を見つけて，分かち合うように勧め
ます。 1 ヨハネ 31：1 － 3；教義と聖
約 84：37－38；88：107；132：20 。 
それを知っていることが，自分の選び
と，同じく神の子供であるほかの人々に
対する接し方にどのような影響を及ぼ
すと思うか，考えを分かち合うように勧
めます。 この話し合いの途中で，ゴー
ドン・B・ヒンクレー大管長の次の言葉
を分かち合うと良いでしょう。「福音の
目的とするところは，わたしたちがより

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）



22

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，55）

• クラスが始まる前に，次の言葉をホワ
イトボードに書いておきます。「起源，
目的，行く末」（ウークトドルフ管長の説
教「喜んで福音に生きる」から）。皆で

「神の子です」（『賛美歌』189 番）を歌
います。この歌から自分たちの起源，
目的，行く末について何が学べるか，若
い女性に聞きます。 若い女性に，自分
たちが思うことを，ホワイトボードの言
葉の横に書いてもらいます。ウークトド
ルフ管長の説教から「神の娘たち」「喜
んで福音に生きる」の項を読んで，自分
たちの起源と目的と行く末についての
真理を探して書き加えるように勧めま
す。これらの真理は，あなたの選択に
どのように影響するでしょうか。

• 女性の本質と女性を重要たらしめる
特質についてこの世がどのようなメッ
セージを発信しているか，その幾つか
を若い女性に列挙してもらいます。ビ
デオ「とても大切なもの」または「わた

したちの真の姿」を見せ，若い女性にこ
の世のメッセージとこれらのビデオに含
まれるメッセージを比較対照してもらい
ます。 聖典の物語を含む，神の娘とし
ての価値について教えてくれる聖句

（例えば，このアウトラインに提案されて
いるような聖句）を見つけるように勧め
ます。 若い女性は，神の娘としての真
の姿にふさわしく生きようと努力するに
当たって，互いに支え合うために何をす
ることができるでしょうか。

• クラス全体で，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」の最初の２段落を読んで，神
が御自分の娘たちに与えられた賜物を
挙げます。ビショップの許可を得て，
ワードの数人の女性にその説教を読ん
でもらい，クラスに来て女性に対する消
極的な影響を克服し，自分に与えられ
た神聖な賜物を伸ばすために行ってき
たことを話してもらいます。若い女性
に，女性としての自分の役割を理解して
いることで経験したことや，義にかなっ
た道徳の影響力となるためにこれから
行おうと思うことを話してもらいます。

若い女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。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。
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救い主の方法で教える

救い主は人々が学び，霊的
に成長し，福音に帰依する
ことができるように助けら
れました。彼らの受け継ぎ
と可能性を御存じでした。 
若い女性を教えるときに，
彼女たちが自分たちは神の
娘であり，神のようになり，
再び神とともに住めること
を理解できるように助けま
す。

• 『成長するわたし』の中の「神から受
け継いだ特質」の徳質の体験 1，2 ま
たは 6 を完了する。

• 詩篇 82：6 を暗記し，自分たちの神
聖な可能性を忘れないように，何度も繰
り返します。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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

31

精選されたリソース

ディーター・F・ウークトドルフ管長「末永い幸せ」か
らの抜粋『エンサイン』（Ensign）または『リアホナ』
2010 年 5月号，124 ー127

福音は末永い幸せへの道です。

時として，なぜ教会の集会に参加するのか，いつも聖
文を読み，天の御父に毎日祈ることがなぜそんなに大
切なのかと思う人がいることを，わたしは理解してい
ます。そのような疑問を持つ人に，わたしはこう言いま
す。それらのことは，皆さんのために神が用意された
道の一部です。この道を行けば，皆さんの目的地「末
永い幸せ」に着けるのです。

「末永い幸せ」は，おとぎ話の中だけのものではあり
ません。あなたにも訪れるのです！　あなたもたどり
着けるのです！　しかし，そのためには天の御父の地
図に沿って進まなければなりません。

姉妹の皆さん，どうかイエス・キリストの福音を心か
ら受け入れてください！ 天の御父を，心と，勢力と，
思いを尽くして愛する方法を学んでください。徳に満
ち，善を愛してください。自分や周りの人から最善の
ものを引き出すように努力してください。

若い女性の徳質を受け入れ，それに従って行動する
ようになってください。『若人の強さのために』にあ
る標準を守って生活してください。これらの標準は，
皆さんが自分の「末永い幸せ」にたどり着けるよう教
え，導いてくれます。これらの標準に従って生きるこ
とで，皆さんは神殿で神聖な聖約を交わす備え，そし
てそれぞれの状況で善の受け継ぎを確立する備えが
できます。誘惑や問題にかかわらず，「聖なる場所に
立ち，動かされないように」してください（教義と聖約
87：8）。将来の世代は皆さんに感謝し，人生のきわ
めて大切な時期にあって勇気を持ち，忠実であった皆
さんの名前をたたえることをわたしは皆さんに約束し
ます。

若い姉妹の皆さん，真理と義を守る皆さん，善を求め
皆さん，バプテスマの水をくぐり，主の道を歩んでいる
皆さん，天の御父は皆さんが「わしのように翼をはっ

て，のぼることができる。走っても疲れることなく，歩
いても弱ることはない」と約束しておられます（イザヤ
40：31）。皆さんは「惑わされることがない」のです
（ジョセフ・スミスーマタイ1：37）。神は皆さんを祝
福し，栄えさせてくださいます。「地獄の門もあなたが
たに打ち勝つことはない……。そして，主なる神はあ
なたがたの前から闇の力を追い払い，また，あなたが
たのためと，神の名の栄光のために天を震わせるであ
ろう。」

姉妹の皆さん，わたしたちは皆さんを愛しています。
皆さんのために祈っています。強く，また雄 し々くあっ
てください。皆さんは，王国における全能の神の霊の
娘なのです。皆さんは女王になるよう定められたプリ
ンセスなのです。皆さん自身の驚くべき物語はもう始
まっています。「昔 」々で始まる皆さんの物語は今，進
んでいるのです。

主イエス・キリストの使徒として，皆さんに祝福を残し
ます。イエス・キリストの回復された福音にある徳質
と原則を受け入れて生活するなら，「家庭と家族を強
め，神聖な聖約を交わして守り，神殿の儀式を受け，
昇栄の祝福にあずかる備えができるようになる」と約
束します（『若い女性ー成長するわたし』3）。やが
て，皆さん自身の栄光ある物語の最後のページを開
き，「末永く幸せに暮らしました」という祝福されたす
ばらしい言葉を読む日，そしてその言葉が成就したこ
とを実感する日が来ることでしょう。このことを，イエ
ス・キリストの聖なる御名により証します，アーメン。

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
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精選されたリソース

32

精選されたリソース

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〕。
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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）

若い女性が救いの計画をよく理解できれば，彼女たちが直面する多くの難しい選択が簡単
になります。生まれる前に天の御父とともに住んでいたこと，そして御父が神聖な目的のた
めに自分を地上に送ってくださったことが理解できれば，永遠の観点から試練や問題を見
られるようになるからです。女性であることは自分が持つ永遠の属性の一部であることが
理解できれば，自分に与えられた神聖な賜物を養い，将来に備えることができます。また，
選択の自由が神から送られた賜物であり，自分の選択に対して責任を負わなければならな
いことを理解するなら，永遠の原則に即した決定をするように霊感されるでしょう。

今月は以下のアウトラインから選んでください。

救いの計画とは何ですか
わたしが前世にいたとき，どのような出来事がありましたか
人生の目的とは何ですか
選ぶことが大事なのはなぜでしょうか
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。クラ
ス会長会と話し合って，若い女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。

「成長するわたし」

「成長するわたし」の以下の活動は，この単元のレッスン
に関連しています。

「個人の価値」徳質の体験 1

「選択と責任」徳質の体験と徳質のプロジェクト

2 月―救いの計画



28

「徳」徳質の体験 1，2

教師へ

この単元を始めるに当たり，若い女性たちに救いの計画
の図表を書くように勧めるとよいでしょう。この単元を通
じてその図表を見直し，救いの計画について学ぶにつれ
て，聖句や理解したことを書き加えるとよいでしょう。
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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。

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。 
その計画には地上の創造や堕落，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。若い女性が救いの計画
をよく理解するのに，どのような聖句や話が役立つでしょうか。

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 20：12 －13；2 ニーファイ9：10
－11；アルマ 5：15 －21（全人類が復
活し，神の前に立って裁かれる）

2 ニーファイ2：22 －25（アダムの堕落
によって死すべき体になった）

アルマ 34：32 －33（現世は悔い改め
をするときである）

アルマ 40：11－14（死後の人の状態）

アルマ 42：5 －15（アルマ，息子コリア
ントンに救いの計画について教える）

教義と聖約 76：30 －113（栄光の王国
についての記述）

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』（2004
年），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。

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

教義を導入する

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。

天の御父の計画について知
ることは，あなたの選択や
人生の見方にどのような影
響を及ぼしてきたでしょう
か。あなたが救いの計画に
ついてもっと学びたいと思
うのはどのような側面です
か。

救いの計画を理 解すると
き，若い女性は重要な決意
をする際に，どのような助け
を得られるでしょうか。
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• ホワイトボードに「救いの計画とは何
ですか」と書きます。この質問の答え
を幾つか若い女性に挙げてもらいます。
今日のレッスンで救いの計画について
学ぶ間，それらの答えについて考えるよ
うに勧めます。

• 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。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，若い女性が救いの計画について学ぶのに役立ちます。御霊の導き
に従って，クラスに最も適切な活動を一つ，あるいは幾つか選んでください。

• レッスンの数日前に若い女性何人か
に割り当てをし，『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 救いの計画の一部（前世，現
世，霊界など）についてクラスで教える
準備をしてきてもらいます。救いの計画
の図表をホワイトボードに書き（例え
ば，『わたしの福音を宣べ伝えなさい』，
54 参照），若い女性にそれぞれに割り
当てられたテーマを教えてもらいます。
救いの計画について知ることで，彼女た
ちの生活にどのような影響があるか尋
ねます。

• 若い女性一人一人に，この手引きにあ
る聖句を一つ，あるいは幾つか割り当
てます。割り当てられた聖句を読んで，
それが救いの計画のどの部分を表して
いるか発表し，その聖句から学んだこと
を分かち合ってもらいます。救いの計
画をよく理解するとき，自分自身や，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。

• クラス全体でアルマ 12：30 とアルマ
42：13 －15 を読みます。救いの計画
について記された聖句を探すように若
い女性に勧めます。それらの聖句は救
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」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
知っているおかげで，若い女性たちが
どのような祝福を受けたかを分かち
合ってもらいます。

• アルマ 42：5 －15 を読み，アルマが
神の子たちに神の計画を説明するとき
に使った言葉を見つけてもらいます。そ
れから，見つけた聖句をホワイトボード
に書き出してもらいます。これらの聖文
が天の御父の計画についてどのような
ことを教えているでしょうか。

• 若い女性が冊子『真理を守る』を
持っていることを確認し，1 から 3 の番
号を一人一人に割り当てます。 1 番の割
り当てを受けた人には 『真理を守る』
から前世について（120 －121），2 番
の人には現世について（121），3 番の
人には死 後の生活について（121－
122），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クラスで発表し
てもらいます。救いの計画について知

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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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女性に
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，この概念で提
示されている聖句を使って，次の質問の
うち一つを選んで答えを準備するように
若い女性に勧めます。「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。」「地上での生
活を終えた後，わたしたちはどこへ行き
ますか。」ほかの信仰を持つ友だちに話
していること想定して，自分の答えを話
すように若い女性に勧めます。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。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。救いの計画についてもっと
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した方が助けになるでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができます。

• 救いの計画に対する感謝を分かち合
う。

• 救いの計画について学んだことを友
人や家族に教える。教えるとき，作成し
た救いの計画を表す図表を利用すると
よいでしょう。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

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。若い女性が
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

38

精選されたリソース

「救いの計画」からの抜粋『真理を守る』（2004），
120 ー122

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ー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
げ落とされました。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ー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。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）。

12325_300_YW-Unit2_jp.indd   38 14/01/27   15:54
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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。

わたしが前世にいたとき，どのよう
な出来事がありましたか
わたしたちは生まれる前，天の御父の霊の子供として御父とともに住んでいまし
た。天の大会議で，御父は御自身がお立てになった救いの計画をわたしたちに示
され，イエス・キリストが救い主として選ばれました。サタンは御父の計画を変更
し，わたしたちから選択の自由を奪おうとしたので，彼に従う者たちとともに追い
出されました。 わたしたちは天の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

レッスンの準備をするとき，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。あなたのクラスの若い女性に最も必要なことは何だと思いますか。

黙示 12：7－ 9，11（前世で，わたした
ちはイエス・キリストに対する証によっ
てサタンに打ち勝った）

教義と聖約 138：55 － 56；アブラハム
3：22 －26（前世にいた高潔な霊たち
はこの世で神の御業を果たすために選
ばれ，備えられた）

モーセ 4：1－ 4（サタンは人の選択の
自由を奪おうとしたため，追い出され
た）

「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「義にか
な った 女 性 の 影 響 力」『リア ホ ナ』
2009 年 9 月号，3‐7

「救 い の 計 画」『真 理を 守る』120 －
122

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

あなたがこれまでの人生で
行なった義にかなった選択
について考えてください。
義にかなった選択からどの
ような影響を受けてきまし
たか。また今後，どのよう
にあなたの永遠の行く末に
影響するでしょうか。前世
について知ることは，あなた
の選択にどのような影響を
与えると思いますか。

クラスの若い女性について
考えてみてください。彼女
たちはどのような選択をし
ているでしょうか。彼女た
ちが前世をよく理解するな
らば，この世で正しい選択
をすることに関して，どのよ
うな影響があるでしょうか。
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教義を導入する

今週のレッスンを導入するためのアイデアを，以下の中から選ぶか，自分自身でアイ
デアを考えましょう。

• ホワイトボードに「わたしが前世にい
たとき，どのような出来事がありました
か」と書きます。できるだけ多くの答え
を挙げるように言い，このレッスンで前
世について学んでいくときに，さらに多
くの答えをリストに加えるように若い女
性に勧めます。

• 若い女性に，生まれてから今までに
行った義にかなった選択を思い出し，そ
の結果今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
女たちの生活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

以下の活動は若い女性が前世について学ぶのに役立ちます。御霊の導きに従っ
て，クラス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。

• クラス全体，少人数のグループ，また
は個人で，この概念にある聖文を研究
するように勧めます。前世について分
かったことや，前世についての知識がな
ぜ大切なのかを話し合ってもらいます。
あなた自身の思いや考えも分かち合って
ください。

• 若い女性に「家族―世界への宣言」
の最初の 3 段落を読むように言い，彼
女たち自身が持つ永遠の特質について
学んだことを確認してもらいます。そし
てディーター・F・ウークトドルフ長老
の説教「 義にかなった女性の影響力」
から「神の娘であるという独特な自覚」
という見出しの部分を読むように勧め，
神の娘としての自身の特質について印

象に残ったことを分かち合ってもらいま
す。

• 『真理を守る』の中の「前世」（120 －
121）の項を読んで，そこから答えが見
つかるような質問を書き出すように若い
女性に勧めます。互いの質問を交換し
て答えを探すように言います。それぞれ
が見つけた知識を分かち合ってもらい
ます。

• 「成長するわたし」の「個人の価値」
の徳質の体験 1 に，個人かグループで
取り組むように若い女性に勧めます。ク
ラスの中で時間を取り，神の娘であると
いうことが何を意味するかについて，自
分が学んだ大切な真理を幾つかポス
ターに書いてもらいます。作成したポス
ターをクラスで発表してもらいます。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。前世についてもっとよく理
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した方が助けになるでしょうか。

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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救い主の方法で教える

救い主は「わたしの教はわ
たし自身の教ではなく，わた
しをつかわされたかたの教
である」（ヨハネ 7：16）と
言われました。主は御父か
ら学んだ教義を教えられた
のです。どのようにすれば
自分が真実の教義を教えて
いることを確信できるでしょ
うか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができます。

• 学んだことを弟や妹，前世について知
らない友人に教える。

• 次の質問についてよく考える。前世
について知ることは，自分が人生で行う

選択にどのように影響するだろうか。こ
の質問に対する答えを日記に書くよう若
い女に提案してください。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。
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精選されたリソース

42

精選されたリソース

ディーター・F・ウークトドルフ管長「義にかなった女
性の影響力」からの抜粋『エンサイン』（Ensign），
2009 年 9 月号，3 － 7

神の娘であるという独特な自覚

教会の女性の生活は，主がふさわしい人に霊的な
賜 物，約 束，祝 福を与えて，「すべて〔の人〕が，益
を得られるように」されることを，力強く証していま
す〔教 義と聖 約 46：9；9 － 26 も参 照〕。 回 復さ
れた福音の教えを学んだ女性は，自分が神の娘であ
るというすばらしい「独特な自覚」を持ち，真に，ま
た文字どおり神の娘として「能力を伸ばすように」な
り ま す。〔“Women, Roles of： Historical and 
Sociological Development,”ダニ エル・H・ラド
ロ ー 編，Encyclopedia of Mormonism, 全 5 巻

（1992 年），第 4 巻 1574〕人目につかない愛と奉仕
の業は言うまでもなく，扶助協会や若い女性，初等協
会での奉仕を通して，女性は「シオンの大義を起こし
て確立する」という業を助けるうえで重要な役割をこ
れまでも常に果たしてきましたし，それはこれからも変
わりません。〔教義と聖約 6：6〕貧しい者や病める
者を世話し，伝道，福祉，人道支援，その他の使命を
果たし，子供や若人，成人を教え，ほかにも数々の方
法で聖徒の物質的，霊的な福利に貢献しています。

女性には，善をなすための非常に大きな力と，実に多
種多様な賜物が秘められているので，人生の状況に
応じて，様々な役割を果たすことでしょう。実際，多く
の役割を同時にこなさなければならない女性もいま
す。だからこそ，末日聖徒の女性は教育と訓練を受け
るように勧められています。家事を切り盛りし，義に

かなった家族を育てる能力を伸ばすとともに，必要な
場合には，家庭の外で収入を得る能力を身に付けてお
くためです。

わたしたちが生きている時代は，教会のすべての女性
にとって大いなる時代です。姉妹の皆さんは，永遠の
幸福をもたらす天の御父の計画において，不可欠な存
在です。皆さんは神聖な生得権を受け継いでいます。
どこに住んでいようと，真の建国者です。なぜなら，
愛と平安に満ちた堅固な家庭こそが，国家を安定させ
るからです。姉妹の皆さんにも，兄弟の皆さんにも，
そのことを理解してほしいと思います。

姉妹の皆さんが今日行っている事柄によって，回復さ
れた福音の原則が，将来，世界の国々にどのような影
響を及ぼすかが決まります。そして，福音の光が将来
すべての国をどのように照らすかが決まるのです。

わたしたちはよく，女性が将来の世代に与える影響
力について話しますが，今日の人々に与える影響力に
ついても過小評価しないでください。デビッド・O・
マッケイ大管長（1873 －1970 年）は，教会が組織
された第一の理由は「今日，人生をすばらしいものと
し，今日，心に満足を与え，今日，救いをもたらすた
め」であると語りました。……

「将来，来るべき世における救いと昇栄を楽しみにし
ている人もいますが，今日という日もまた，永遠の一
部なのです。」〔デビッド・O・マッケイ，Pathways to 
Happiness, ルウェリン・R・マッケイ編（1957 年），
291－ 292〕

12325_300_YW-Unit2_jp.indd   42 14/01/27   15:54
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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，神の戒めに進んで従うかどうか
試されます。わたしたちが地上に来たのは，永遠の家族を持てるように準備する
ためであり，神の子供たちを祝福し，神の王国を築くためです。死すべき肉体を持
つ間に様々な経験をすることで，わたしたちはもっと天の御父のようになることが
できます。

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。どのようなことを若い女性と
分かち合うよう御霊の促しを感じますか。

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；アブラ
ハム 3：25 －26（現世は神にお会いす
るために試しを受け，備える時期であ
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）

教義と聖約 138：53 － 56（わたしたち
は神の王国を築く助けをするために地
上にいる）

「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「人生というレー
ス」『リアホナ』2012 年 5 月号，90 －
93

ディーター・F・ウークトドルフ「末永い
幸せ」『リアホナ』2010 年 5 月号，124
－127

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

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

あなたはこの世の生活の中
にどのように喜びを見いだ
してきましたか。あなたが
霊的に成長するうえで，どの
ような経験が役立ちました
か。

もっと天の御父のようになる
ために若い女性は何をして
いますか。
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教義を導入する

今週のレッスンを導入するためのアイデアを，以下の中から選ぶか，自分自身でアイ
デアを考えましょう。

• ホワイトボードに「人生の目的とは何
ですか」と書きます。まだ完全な福音
を受けていない人が答えるとしたらどの
ように答えるか，幾つか挙げてもらいま
す。それらは，イエス・キリストの福音
の中に見いだされる答えとどのように違
うでしょうか。

• 中央に結び目を作った長いひもを見
せます。結び目は現世を表し，結び目の
片側が前世を，もう一方が来世を表して
いることを話します。前世でわたしたち
がした選択は現世にどのような影響を
与えているでしょうか。現世でする選択
は，この世の将来と永遠の生活にどの
ような影響を及ぼすでしょうか。

一緒に学ぶ

以下の活動は若い女性が人生の目的について学ぶ助けになるでしょう。御霊の導
きに従って，クラスに最も合った活動を 1 つ，あるいは幾つか選んでください。

•  3 ニーファイ12：3 －12 にある至福
の教えを読み，天の御父が，この世でわ
たしたちが身に付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
かべるように言います。この章にある
救い主の教えは，女性としてのわたした
ちの目標を理解するうえで，どのような
助けになるでしょうか。

• 「人生というレース」あるいは「末永
い幸せ」を幾つかの部分に分けて若い
女性にその一つを割り当て，そこを読ん
で人生の目的について理解するのに役
立つ事柄を見つけて分かち合ってもら
います。自分の人生の目的をより良く達
成するために現在行っていることと，行
うべきことについて思いめぐらしてもら
います。数人に，考えたことを分かち
合ってもらいます。

• 人生の目的について知らない人を助
けるときに役立つ聖文を見つけるように
勧めます（例えば，このアウトラインで
提示されている聖文を利用する）。見つ

けた事柄をクラスのほかの若い女性と
分かち合ってもらいます。人生の目的に
ついて完全な知識を持たない友人や家
族と，それらの聖文を分かち合う方法
について考えてもらいます。

• クラスの 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」の中のノエル・パイクス
ペース選手について読んでもらい，残り
の半分には，同じ説教の中のトーラ・ブ
ライト選手について読んでもらいます。
これらの物語から人生の目的について
学んだことをお互いに分かち合ってもら
います。時間を数分間取り，スティーブ
ンソンビショップの説教の残りの部分に
目を通してもらい，自分に与えられた

「4 分間」をどのように過ごしているか
について思いめぐらしてもらいます。将
来，自分にとってどのような重要な儀
式，あるいは中間地点が待ち受けてい
るかや，それに備えるために何をしてい
るかについて考えてもらいます。数人
に，自分の考えを分かち合ってもらいま
す。

教師へのヒント

「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）



39

救い主の方法で教える

救い主は御自分が教える
人々を愛されました。彼ら
が何者であって，どのような
人になれるかを御存じだっ
たからです。そして人々が
成長する独自の方法，まさ
に人々に最適の方法を見い
だされました。人々が問題
を抱えて苦しんでいるとき，
救い主は決して彼らを見放
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
女性を愛し，彼女たちに仕
えることができるでしょう
か。

• 『家族 ―世界への宣言』のコピーを
若い女性一人一人に配り，それを読んで
もらいます。神の娘として自分が持って
いる目的について，教えている言葉や文

に印を付けるように言います。分かっ
た事柄を分かち合い，それがなぜ大切
なのかを説明するように若い女性を促
します。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。人生の目的がもっとよく理
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した方が助けになるでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができます。

• クラスで学んだことの中から，霊感を
受け，よい選択をし続けようと決心した
ことや，生活を改善しようと思ったを分
かち合う。

• 自分の永遠の目的をさらに達成する
ために，今週行うことを具体的に考え
る。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。
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精選されたリソース

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。

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。

選ぶことが大事なのはなぜでしょ
うか
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。 良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，賢明な選択が
できるように助けてくださいます。

霊的に備える

自分で以下の聖句を研究し， 『成長するわたし』 の「選択と責任」にある徳質の体
験の一つを達成してください。 その際，選択の自由について学んだ中から若い女
性に分かち合える事柄を書き出してください。

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

キャロル・M・スティーブンズ「『もしあ
なたがたがわたしを愛するならば，わた
しのいましめを守るべきである』」『リア
ホナ』2015 年 11 月号，118 －120

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

「選択と責任」『成長するわたし』46 －
49

「選 択 の自由」『真 理を 守る』134 －
135

「選択の自由と責任」および「音楽とダン
ス」『若人の強さのために』2－3, 22－
23

ビデオ―「悔いはなし」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個

あなたはこれまで，選択の
自由について教えられた経
験が何かありましたか。 こ
の人生で良い選択をするこ
とについて，どのように学ん
できたでしょうか。

若い女性はどのような選択
に直面しているでしょうか。 
彼女たちが良い選択をする
ことの大切さを理解できる
ように，どんなことを教える
ことができるでしょうか。
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人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

教義を導入する

今週のレッスンを導入するためのアイデアを，以下の中から選ぶか，自分自身でアイ
デアを考えましょう。

• ほかの人から標準を破るよう誘われ
たとき何ができるか，幾つか考えるよう
に若い女性に勧めます。サタンが選択
の結果についてわたしたちを惑わそう
とするとき，どのような手を使います
か。このレッスンの間に，サタンの偽り

に対抗する助けになる真理を見いだす
ように彼女たちを励まします。

• 最近選択した事柄を幾つか挙げるよ
うに若い女性に勧めます。自分の選択
は自分自身やほかの人に，どのような影
響を及ぼしましたか。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が選択の自由の教義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，クラス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。

• 若い女性に，キャロル・M・スティー
ブンズ姉妹の説教「『もしあなたがた
がわたしを愛するならば，わたしのいま
しめを守るべきである』」から 4 つの太
字の項を研究して，戒めを守ることにつ
いての洞察と，正しい選択をすることが
大切な理由を探してもらいます。ビ
ショップの許可を得て，ワードの中で模
範を示している幾人かの姉妹を招き，
戒めを守るという選択がどのように祝
福となってきたか一緒に話し合います。
この話し合いには，既婚はもちろん独
身の姉妹も入れてください。

• 『成長するわたし』の「選択と責任」
にある徳質の体験の一つを実践するよ
うに若い女性に勧めます（個人または
グループで）。 クラスが終わる前に，選
択の自由について学んだことを若い女
性一人一人に分かち合ってもらいます。 

一人の若い女性に，「選択と責任」にあ
る徳質の体験の一つを終了するために
行ったことについて，クラスで話しても
らいます。

• 『若人の強さのために』の「選択の自
由と責任」の項を黙読し，大切だと思う
ことを分かち合うよう若い女性に勧めま
す。 その後，同冊子にある別の標準を
選んで，その標準に関して，これまでに
自分が選んできたことや，その選択の
結果受けてきた祝福について分かち
合ってもらうのもよいでしょう。例えば

『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ときに
受けた祝福について話し合うことがで
きます。

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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• D・トッド・クリストファーソン長老
の説教「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」またはトー
マス・S・モンソン大管長の説教「選
択」の一部分を若い女性一人一人に渡
して， 各自で読んでもらった後，考えを
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クラス全体でもよい
でしょう。信じていることや行動の結
果について若い女性たちはどんなこと
を学ぶでしょうか。若い女性たちに，
学んだ勧告は，より良い選択をするうえ
でどのように助けになるかについて話し
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。 一人の若い女性
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，彼女はどちらか一
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
女性たちに説明してもらいます。彼女
たちに，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。 彼女たちに，「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
を見つけるように若い女性一人一人に勧
めます（例えば，ルカ10：38 － 42 での
マリヤとマルタの選択の違いを比較す
る）。 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。若い女性に，
ビデオの中で人々がした選択の結果を
見つけるように勧めます。見つけたこと
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っ
てもらいます。若い女性一人一人が，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
合ってもらいます。 

若い女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した方が助けになるでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。
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• 直面する誘惑と，聖霊の導きを通し
てそれにどのように対処しようと思って
いるかについて日記に書きます。

• 「成長するわたし」の「選択と責任」
の徳質の体験に，続けて取り組む。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

救い主は，自ら人々を愛し
仕えることにより，彼らに愛
し仕えることを教えられま
した。 人々とともに祈り，
人々のために祈ることによっ
て，彼らに祈ることを教えら
れました。 主は弟子たちに

「わたしに従ってきなさい」
と言われました（ルカ18：
22）。 またニーファイ人に

「わたしのよう」になりなさ
いと教えられました（3 ニー
ファイ27：27）。 主御自身
の模範こそが，主にとって最
強の教授法でした。 模範
によって教えるために，あな
たは何ができるでしょうか。
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精選されたリソース

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 －17 からの抜粋

神は御自分の子供たちに，彼らに授けた道徳的に選
択する能力を用いて行動するよう期待しておられます。
それは「各々が裁きの日に自分自身の罪に対する責任
を負うようにするため」です〔教義と聖約 101：78〕。
人生をどのようなドラマにするのか決める役割を自分
で担うことが，神の計画と御心です。神は人の人生を
代わりに生きることも，ルシフェルがかつて提案したよ
うに，人を操ることもなさいません。神の預言者も神
の代わりに人を操る役割を引き受けることはありませ
ん。ブリガム・ヤングはこう述べています。「地上でも
天でも，わたしは全ての末日聖徒に対して，何であれわ
たしの行動によって満足を得るのではなく，主イエス・
キリストの御霊，すなわち啓示の霊によって満足を得
るようにと願っています。わたしは彼らに自分自身で
知り，自分自身で理解してほしいと望んでいるので
す。」〔ブ リ ガ ム・ ヤ ン グ，“ Sermon,”Deseret 
News, 1855 年 10 月 31 日，267〕

第一に，神は人を「ありのままで」救われることはあり
ません。なぜなら，「ありのままの」人は汚れていて，

「清くない者は……神の前に住むことができないから
である。アダムの言葉で，聖なる人とは神の名である。
また，神の独り子の名は，〔聖なる〕人の子……であ
る」からです〔モーセ 6：57〕。第 2 に，神は，人が自
分でなろうとしない人物に作り上げることをなさいませ
ん。神は心から人を愛しておられます。その愛のゆえ
に，人を強制することも見捨てることもなさいません。

むしろ，神は人を助け導かれます。確かに，神のまこと
の愛神の戒めの中に表されているのです。

自ら選択して行動しその結果を刈り取る，聖句を借り
れば「善を尊ぶことを知るために，苦さを味わう」よう
に定められた，神の計画を喜ぶべきです（事実，喜ん
でいます。）〔モーセ 6：55〕救い主の贖罪によって原
罪が克服され，アダムの背きのための罰を受けずにこ
の世に生まれていることに対する感謝は尽きることが
ありません。そのように堕落から贖われているので，
人は神の御前に清い状態で人生を始め「とこしえに自
由となり，善悪を知るようになって……思いのままに行
動することができ，強いられることはない」のです〔2
ニーファイ2：26 。教義と聖約 93：38 も参照〕。人は
自分の望むような者になることができ，神の助けがあ
れば，神のようにさえなれるのです。

ラッセル・M・ネルソン「永遠のための決断」『リアホ
ナ』2013 年 11 月号からの抜粋

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」
と教えています。〔トーマス・S・モンソン「決断は行
く末を決める」（教会 教育システムファイヤサイド，
2005 年 11 月 6 日），3，speeches.byu.edu〕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きわめて重要です。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。
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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

レッスンを準備するとき，これらの聖句と資料，そのほか逆境について理解するた
めの助けになる資料をよく祈って研究してください。

サムエル上 1 章；列王上 17 章；ルツ 1
章；エステル 4 章；1 ニーファイ 5：1－
9（聖典に記された，試練に遭った女性
の模範）

2 ニーファイ2：11（逆境は天の御父が
わたしたちのためにお立てになった計
画の一部である）

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お与えになる）

エテル 12：27（神はわたしたちが謙遜
になるように弱さをお与えになる）

教義と聖約 58：3 － 4（祝福は試練の
後に与えられる）

教義と聖約 121：7－ 8（試練によく耐
えるなら，神はわたしたちを高いところ
に上げてくださる）

教義と聖約 122：4 － 9（試練はわたし
たちに経験を与え，わたしたちの益とな
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，114‐117

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

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

リンダ・S・リーブズ「聖約の祝福を受
けましょう」『リアホナ』2013 年 11 月
号，118 －120

「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」

あなたはこれまでどのよう
な逆境を経験してきました
か。そこからどんなことを
学びましたか。逆境に立ち
向かう助けになったのはど
のようなことでしたか。若
い女性に分かち合える経験
はありますか。

クラスの若い女性について
深く考え，祈ってください。
彼女たちはどのような問題
と試 練に直面しているで
しょうか。毎日どのように
逆境に立ち向かっているで
しょうか。
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経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

教義を導入する

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
アを考えます。

• クラス全体で，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。このたとえは若い女性に，逆
境について何を教えているでしょうか。
霊を滅ぼす嵐に抵抗する助けとなると
感じる勧告を探しながら，その説教を
学ぶよう，彼女たちに勧めます。

• 若い女性に，リンダ・S・リーブズ姉
妹が語ったプロボ・タバナクルについて
の話を紹介します（リーブズ姉妹の説
教「聖約の祝福を受けましょう」参
照）。この話から若い女性は逆境につ
いて何を学べるでしょうか。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性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，クラス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。

• 若い女性に，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
は若い女性に何を教えているでしょう
か。前もって一人の若い女性に，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。彼女はこの原則を教え
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。

• 救い主が試練を経験されたことを示
す聖句（例えば，マタイ4：1－11；26：
38 －39；ルカ 23：33 －34）を 幾 つ
か一緒に読みます。救い主の生涯か

ら，若い女性が逆境について学べるこ
とは何でしょうか。救い主は御自身の
試練にどのように立ち向かわれたでしょ
うか。若い女性自身やその家族が直面
している試練を自分で書き出してみるよ
うに促します。若い女性に，自分の試
練に立ち向かうために救い主の模範か
ら学べる事柄について深く考えるよう
に励まします。

• 聖典に記されている，逆境を経験し
た女性の模範について考えるように勧
めます（このアウトラインに提示されて
いる例を参照）。彼女たちに，これらの
女性について書かれている聖句を読ん
で，ほかのクラスメートのためにその話
を要約するように言います。これらの

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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話から，逆境についてどのようなことを
学べるでしょうか。それはそれぞれの
試練を乗り越えるうえで，どのような助
けになるでしょうか。

• クラスを二つのグループに分けます。
一つのグループにモルモン書から困難
な問題に直面した人または民の模範を
探すように勧めます（例えば，モーサヤ
24：8 －17；3 ニーファイ1：4 －21；
モロナイ1 章参照）。ほかのグループに
は賛美歌集を見て試練を受けたときの
助けになる賛美歌を見つけるように勧
めます。逆境を乗り越える助けとなる
事柄について，それぞれのグループが
学んだことを分かち合ってもらいます。

• ホワイトボードの真ん中に縦線を引
き，片方の上部に「なぜ反対のものがあ

るのか。」と書き，もう片方の上部に「人
生のチャレンジに対処する方法」と書き
ます。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」
を幾つかに分けて，一つずつ若い女性
に割り当て，読んでもらいます。若い女
性に，ホワイトボードの質問への答えを
見つけて，該当する欄に書いてもらいま
す。若い女性は，どのような洞察をこの
説教から得たでしょうか。

• 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。若い女性に，

「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。

若い女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した方が助けになるでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• 逆境について学んだことを分かち合
うことを通して，試練に遭っている愛す
る人を慰める方法を見いだす。

• 家族の中で逆境を乗り越えた人の話
を，それぞれの家族に持ち帰って話す。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

救い主は御自分が教える
人々について個人的に知っ
ており，彼らがどのような人
になれるかを御 存じでし
た。人々が問題を抱えて苦
しんでいるとき，救い主は決
して彼らを見放さずに絶え
ず愛されました。若い女性
はどのような問題を抱えて
いるでしょうか。あなたが
彼女たちを愛し，助けたい
と思っ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

『真理を守る』51「逆境」の項からの抜粋

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。他の人々の
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。

わたしたちが経験する困難は，まさしく忍耐力が試さ
れる機会です。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，あるいはまったくないでしょう。
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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。あなたが教える若い女性にとっ
て，どの聖句や資料が助けになるでしょうか。

1コリント15：22（復活はキリストから
全人類への贈り物である）

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（わたしたちは慰
めの必要な人を慰める）

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，その他の人たちを見た）

教義と聖約 138 章（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」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個

死後の生活について知るこ
とで，あなたの生活はどのよ
うに祝福を受けてきました
か。死後の出来事を理解す
る助けとなったのはどのよう
な聖句でしたか。

若い女性の中には，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
べての若い女性が同様の経
験をします。そのようなと
き，彼女たちがどのような知
識をもっていれば助けとな
るでしょうか。
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人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

教義を導入する

今週のレッスンを導入するためのアイデアを，以下の中から選ぶか，自分自身でアイ
デアを考えましょう。

• 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。若い女性に，
自分の経験について話すように勧めま
す。

• 愛する人を失った経験があれば分か
ち合うように勧めます。主の贖いや救
いの計画についての知識が，どのように
慰めを見いだす助けになったでしょう
か。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が死後の生活について学ぶのに役立ちます。御霊の導き
に従って，クラスに最も適切な活動を一つ，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，若い女性に勧めます。
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，彼女たちの思いを分かち合
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
ように若い女性に勧めます。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，世界がどのよう
に違ったものになるか想像するように
言います。この知識によってわたしたち
の生活はどのように影響を受けている
でしょうか。死後の生活について，また
何に希望を見いだしているかについて

証を分かち合うように若い女性に勧め
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，自分ならどのように答え
るか若い女性に尋ねます。 クラスで
モーサヤ 18：8 －10 を読みます。愛す
る人を亡くした家族を慰め，支え，何か
につけて助ける責任がわたしたちすべ
てにあることを話し合います。この話し
合いに参加するよう扶助協会会長会の
一員を招いてもよいでしょう。

• シェーン・M・ボーエン長老の説教
「わたしが生きるので，あなたがたも生
きるからである」を使います。クラスの
半数の姉妹たちにラミレズ姉妹の話を
読んでもらい，残りの半数にボーエン長
老の息子タイソン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

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）
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ついて，学んだことを分かち合ってもら
います。愛する人を失った経験があれ
ば，分かち合うように勧めます。贖いや
救いの計画についての知識がどのよう
に慰めを見いだす助けになったでしょう
か。適切ならば，あなた自身の経験を
分かち合ってください。

• 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，若い女性に
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，クラス全体で話し合います。
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。

若い女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

学んだことに従って生活する

どうすれば愛する人を失った人に思いやりを示すことができるか，若い女性に尋ね
ます。ワードや地域に夫を亡くした人や支援を必要とする人がいますか。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

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，御自身に従う人々に
深く考えさせられました。
若い女性が深く考え，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
女たち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

59

精選されたリソース

ラッセル・M・ネルソン長老「死の扉」からの抜粋
『聖徒の道』1992 年 7 月号，77― 80

現世にとどまっているわたしたちには，「神にお会いす
る用意を」する貴重な時間がわずかに残されているだ
けです（アルマ 34：32）。わたしたちにとって最悪の
仕事とは，完了していない仕事です。常に引き延ばし
をしている人は，賢明な準備を始めなければなりませ
ん。現在，わたしたちにはまだ少し時間が残されてい
ます。この貴重な時間を用いてほかの人々に祝福を
与えましょう。もっと親切で，同情心に富み，感謝する
に早く，怒るに遅く，寛大な気持ちで分かち合い，喜ん
で人に心遣いを示しましょう。

そうするならば，死の扉を通り抜ける順番が訪れた時
に，わたしたちはパウロのように，「わたしが世を去る
べき時はきた。わたしは戦いをりっぱに戦いぬき，走
るべき行程を走りつくし，信仰を守りとおした」と言う
ことができるのです。（2 テモテ 4：6― 7）。

死を敵視する必要はありません。十分な理解と準備
があれば，信仰が恐れに取って代わります。希望が
絶望に打ち勝つのです。主は「この故に死に至るまで
も恐れてはならない。この世ではあなたがたの喜び
は満たされないが，わたしにあってあなたがたの喜び

は満たされるからである」と言われました（教義と聖
約 101：36）そして次の祝福も与えてくださいました。

「わたしは平安をあなたがたに残して行く。わたしの
平安をあなたがたに与える。わたしが与えるのは，世
が与えるようなものとは異なる。あなたがたは心を騒
がせるな，またおじけるな。」（ヨハネ14：27）

イエス・キリストの特別な証人として，わたしは主が実
に生きたもうことを証します。また死の幕がとても薄
いことを証します。すでにこの世を去った人々が，教
会の指導者にとり，決して見知らぬ人ではないことを，
極めて神聖な数々の経験によってわたしは知っていま
す。わたしたちにとって愛する人々は，ちょうど隣室に
いるようなもので，死の扉で隔てられているだけにす
ぎないのです。

そのような確信をもって，兄弟姉妹の皆さん，人生を
愛そうではありませんか！ 一刻一刻を神の祝福として
大切に享受しましょう（モーサヤ 2：21 参照）。立派
に，最善を尽くして人生を送りましょう。そうすれば，
死を予期して心が暗くなることは決してありません。
主の助けにより，皆さんの行いと望みが，いつまでも
尽きることのない喜びと栄光，不死不滅と永遠の生命
を受けるにふさわしいものとなります。

12325_300_YW-Unit2_jp.indd   59 14/01/27   15:55
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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しょうか
わたしたちの体は神の形に創造されました。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をし，さらに御父の
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
として扱うとき，わたしたちは肉体的，情緒的，霊的に祝福を受けます。

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。どのようなことを若い女
性と分かち合うよう御霊の促しを感じますか。

創 世 39：1－21；ダニエル 1：3 －21
（ヨセフとダニエル，自分の体を尊重す
ることを示す）

1コリント 6：19 －20；教 義と聖 約
93：33 －35（わたしたちは神の神殿で
ある）

教義と聖約 88：15 －16（霊と肉体が人
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

スーザン・W・タナー「肉体の神聖さ」
『リアホナ』2005 年 11 月号，13 －15

「徳」『成長するわたし』69 －72

ビデオ「純潔―どこまで許されるの
か」

ビデオ「195 着のドレス」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

教義を導入する

今週のレッスンを導入するためのアイデアを以下の中から選ぶか，自分自身でアイ
デアを考えましょう。

あなたは自分の体を神の神
殿のように扱うことで，どの
ような祝福を受けてきまし
たか。人生を経験し，周り
の人々の生活を見るにつけ
て，自分の体が神聖である
という認識が深まってきた
のはどのようなときでした
か。

若い女性は自分の体を神か
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。若い女
性が，救いの計画の中で肉
体の果たす重要な役割を
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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• 若い女性にビデオ「195 着のドレス」
を見せた後，慎み深い服装をすること
で得られる祝福を探すように言います。
なぜ慎み深さがそれほど大切なのかと
尋ねる人に，彼女たちはどのように答え
るでしょうか。

• 神殿の写真を見せて，なぜ神殿はそ
れほど美しいのか，またわたしたちの
体はどのような点で神の神殿と同じな
のか尋ねます。このレッスンを通して

「なぜわたしたちは自分の体を神殿のよ
うに扱うべきでしょうか」という質問に
対する答えを探すように若い女性に勧
めます。

一緒に学ぶ

以下の活動は若い女性が肉体の神聖さについて学ぶ助けになるでしょう。御霊の
導きに従って，クラスに最も適切な活動を一つ，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
つを若い女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若い女性を欺こうと
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，彼女たちは互いに
どのように助け合うことができますか。

• クラス全体で，この概念で提示され
ている説教の一つを読むか，視聴する
か，聴きます。彼女たちの知人で肉体
の神聖さについてのこれらのメッセージ
から恩恵を受けると思われる人につい
て考えるように，若い女性に言います

（クラスメートのことは話さないように
注意します）。その人にとって，説教の
どの部分が最も助けになるでしょうか。
思い浮かべた人にメッセージを分かち
合える方法を計画するように若い女性
に勧めます。説教からの引用，自分の
経験や証などを用いるように彼女たち
を励まします。

• クラス全体で 1コリント 6：19 ー 20
と教義と聖約 93：33‐35 を読みます。
クラスをグループに分け，わたしたちの
体を神の神殿のように扱う方法を書き
出してもらいます。リストを一つにまと

め，若い女性が自身の体を神殿のよう
に清く保つに当たって直面する問題に
ついてクラスで話し合うように勧めま
す。これらの問題を克服するために何
ができるでしょうか。

• 若い女性を二人一組に分け，一人に
創世 39：1‐21を，もう一人にダニエル
1：3‐21を読むように割り当てます（こ
れらの話を描いた絵は『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に敬意を払っ
たか，その箇所を見つけて互いに分か
ち合うように言います。彼女たちはヨセ
フとダニエルの模範にどのように従える
でしょうか。

• 『若人の強さのために』の目次を見
て，どの標準が自分の心と体を清く保
つことに関するものか見つけるように言
います。彼女たちをグループに分け，選
んだ項目を調べて「自分の体はなぜ神
聖なのだろうか」という質問の答えを見
つけてもらいます。そして，これらの標
準に従って生活するためにできることを
分かち合うように勧めます。

• 次の質問をホワイトボードに書き，若
い女性一人一人に自分が答えようと思う
質問を一つ選んでもらいます。「慎み

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）
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深さに関する主の標準とはどのようなも
のか」「なぜこれらの標準に従うことが
大切なのか」「慎み深さはどのように純
潔の律法に対するわたしたちの態度に
影響を与えるか」。選んだ質問の答えを

見つけるために『若人の強さのために』
の「服装と外見」の項を読むように言い
ます。見つけたことを分かち合うように
勧めます。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。自分の肉体の神聖さにつ
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した方が助けになるでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• 今日学んだことに基づいて，自分の
体の扱い方を変える決心をする。

• 『成長するわたし』の中の「徳」の徳
質の体験 1 または 2 を完了する。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

救い主は御自分が教える
人々を愛されました。彼ら
が何者であって，どのような
人になれるかを御存じだっ
たからです。そして人々が
成長するための独自の方
法，まさに人々に最適な方
法 を見 い だされ まし た。
人々が問題を抱えて苦しん
でいるとき，救い主は決して
彼らを見放さずに絶えず愛
し，教え導かれました。救
い主に倣って，あなたはどの
ように若い女性を愛し，彼
女たちに仕えることができ
るでしょうか。
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精選されたリソース
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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

「あなたがたは神の宮であって，神の御霊が自分のう
ちに宿っていることを知らないのか。 . . . . . . 神の
宮は聖なるものであり，そして，あなたがたはその宮な
のだ . . . . . .。」 1コリント3：16 －17

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低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衣服，透け
て見える衣服，そのほかいかなる形であれ肌があらわ
になるような衣服です。若い女性はショートパンツや，

ミニスカート，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着け
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。」

福音に関するわたしの証は，わたしが衣服を選ぶ際に
どのような影響を与えるだろうか。

12325_300_YW-Unit2_jp.indd   63 14/01/27   15:55
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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，若い女性が「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」助けるためにあります（オムナイ1：26）。若い女性が贖い
と，自分の生活の中で受ける贖いの力を理解するようになると，救い主の恵みを通して罪と
逆境を克服する力を自分のものにするようになります。平安と癒しを見いだすのです。救い
主への愛と献身は深まり，主の証を人 と々分かち合いたいとさらに強く望むようになります。

今月は以下のアウトラインから選んでください。

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
悔い改めることによって，日 ど々のような助けが得られるでしょうか
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

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。ク
ラス会長会と話し合って，若い女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。

「成長するわたし」

「成長するわたし」の以下の体験は，この単元のレッスン
に関連しています。

「信仰」の徳質の体験 5

「徳」の徳質の体験 4

3 月―イエス・キリストの贖い
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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の業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，そして復活されたのです。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

若い女性に贖いの重要性を感じてもらい，自分たちのために救い主が払ってくだ
さった犠牲を理解してもらうために，どの聖句や説教が役立つでしょうか。

マタイ26 －27 章（ゲツセマネと十字
架上において，イエス・キリストはわた
したちの罪の代価を支払い，わたした
ちの苦痛を御自分の身に受けてくだ
さった）

マタイ28：1－10（イエス・キリストは
復活によって死を克服された）

2 ニーファイ9：6 －16（イエス・キリス
トは贖いによって罪と死を克服された）

アルマ 7：11－13（イエス・キリストは
わたしたちの苦痛や病気，弱さや罪を
御自分の身に受けられた）

「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；『成長するわたし』
102 も参照）

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，111－115

「イエス・キリストの贖い」『真理を守
る』14 －21

ビデオ―「ゲツセマネで苦しまれる救
い主」

ビデオ―「復活祭にキリストについて
語る使徒の言葉」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

贖いは人類の歴史で最も重
要な出来事です。イエス・
キリストの贖いの犠牲とは
何でしょうか。贖いはあな
たにとってどんな意味があ
りますか。

ゲツセマネの園と十字架上
で起こったことについて，若
い女性は何を知っているで
しょうか。イエス・キリスト
の贖いへの証を強めるため
に，聖文からどんなことを見
つけられるでしょうか。お
互いにどんなことを教え合
うことができるでしょうか。
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教義を導入する

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。

• 若い女性に，別の信仰を持った友人
が教会に来て，だれかがイエス・キリス
トの贖いについて話すのを聞いたと想
像してもらいます。もしもその友人から

「イエス・キリストの贖いって何？」と聞
かれたら，どのように答えるでしょうか。

• 贖いの一場面を表す絵を見せ（ゲツ
セマネの園で苦しまれる救い主，十字
架上のイエス，復活されたイエスなど），
若い女性にその場面で起こった出来事
について知っていることを分かち合って
もらいます。疑問があれば挙げてもら
います。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性がイエス・キリストの贖いを理解するのに役立ちます。御
霊の導きに従って，クラス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。

• 救い主が亡くなる前の数時間の間に
起きた出来事について，マタイ26‐28
章に書かれている内容と照らし合わせ
てもらいます（これらの出来事の描写
については，biblevideos.lds.org ある
いは『福音の視覚資料集』を参照）。
若い女性は，これらの出来事から救い
主と贖いについて何を学んだでしょう
か。何人かに，救い主について感じて
いることを分かち合ってもらいます。

• 若い女性に，この概念で挙げられて
いる聖句，またはトーマス・S・モンソン
大管長の説教「主はよみがえりぬ」か
ら贖いについて読んでもらいます（ある
いは，この概念で紹介されているビデ
オを見せてもよいでしょう）。贖いとは
何かについて簡単な説明を書いてもら
います。また，救い主が贖いによって自
分のためにしてくださったことについ

て，感じることを書いてもらいます。何
人かに書いたことを分かち合ってもらい
ます。

• 若い女性一人一人に，リンダ・K・バー
トン姉妹の説教「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
則の一つを読んでもらいます。同じ原
則について書かれている箇所を読んだ
人を見つけて，学んだことを話し合って
もらいます。また，自分の生活やだれ
か知っている人の生活の中で，その原
則を実践している例を分かち合っても
らいます。各組の一人に，話し合ったこ
とをクラスのほかのメンバーと分かち
合ってもらいます。

• 若い女性に，救い主が十字架上で語
られた最期の言葉から，救い主や贖い
について学べることを話してもらいま

教師へのヒント

クラスのメンバーに対して効
果的な質問を投げかけ，答
えを求める前に深く考える
時間を与えると，意義ある
参加を促しやすくなります。
その時間を与えるために，
ホワイトボードに質問を書い
たり，クラスのメンバーに答
えを紙に書いてもらったりし
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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す。（ルカ 23：34，39 － 43，46；ヨハ
ネ19：26 －30 参照）

• 若い女性に 2 ニーファイ9：6 －26
を読んでもらい，贖いが必要であること
について書いてある聖句を探してもらい
ます。時間を取って，選んだ聖句とそこ
で教えられている事柄について分かち
合ってもらいます。神を信じていないだ
れかに宛てた手紙を書いてもらい，な
ぜ贖いが大切か，なぜ救い主が必要か
について，この聖句を用いて説明しても
らいます。書いた手紙を互いに分かち
合ってもらいます。

• 若い女性に，人々が遭遇する試練，
チャレンジ，病気などを挙げてもらい，
ホワイトボード（または黒板）に書いて
もらいます。アルマ 7：11－13 と，『真
理を守る』の「イエス・キリストの贖い」
の項（20 ページ）の最後の 3 段落を
読んでもらいます。ここに書かれている
ことから，若い女性は贖いについて何を
学ぶでしょうか。試練の間，助けを得
るために贖いの力をどのように受けるこ
とができるでしょうか。（モーサヤ 24：
12 －14 参照）ホワイトボードに書いた
試練を乗り越える上で助けとなる贖い
について，何を学んだでしょうか。学ん
だことを人と分かち合う方法を考えても
らいます。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。贖いについてもっと理解で
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助けになるでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができます。

• 贖いについて知っていることや，感じ
ていることを日記に書く。一週間の間，
贖いによって自分の生活がどのように
祝福されているかについて考え，考えた

ことを日記に書いてもらってもよいで
しょう。

• 学んだことを家族や友達と分かち合
う。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖文を研究したりすることができます。

救い主の方法で教える

救い主は御自分の使命につ
いて教えるために聖文を用
いられました。聖文を自分
の身に置き換えて考えるよ
うに人々に教えられました。
若い女性が聖文を使ってイ
エス・キリストの贖いを理
解できるように助けるため
に，どんなことができるで
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・モンソン大管長「主はよみがえりぬ」か
らの抜粋『エンサイン』（Ensign）または『リアホナ』
2010 年 5月号，87― 90

死ぬべき人間には，キリストがゲツセマネでわたした
ちのためにしてくださったことの大切さを十分に理解
することができません。イエス御自身がその経験につ
いて後にこう語っておられます。「その苦しみは，神で
あって，しかもすべての中で最も大いなる者であるわ
たし自身が，苦痛のためにおののき，あらゆる毛穴か
ら血を流し，体と霊の両方に苦しみを受けたほどのも
のであった。」〔教義と聖約19：18〕

ゲツセマネの苦悶に続き，今や，力を使い果たされた
イエスは，荒々しく乱暴な手でつかまれ，アンナス，カ
ヤパ，ピラト，そしてヘロデの前に引き回されました。
非難され，ののしられました。何度も激しくたたかれ，
痛みにあえぐイエスの体はさらに衰弱しました。鋭い
いばらで作ったおぞましい冠が頭に押しつけられ，額
を突き刺したとき，イエス顔を血が滴り落ちました。
そして，再び，イエスはピラトのもとに引き連れて行か
れました。ピラトは怒りに狂う群衆の「十字架につけ
よ，彼を十字架につけよ」という叫びに屈しました。
〔ルカ23：21〕

イエスは鞭打たれました。鞭はとがった金属や骨を付
けた何本もの皮ひもでできていました。残酷な鞭打ち
が終わると立ち上がり，よろめきながらも御自分で十
字架を運ばれました。とうとうこれ以上先にはお進み
になれなくなると，別の者が代わりに十字架を背負い
ました。

ついに，カルバリと呼ばれた丘の上で，無力な弟子た
ちが見守る中，イエスの傷ついた体は十字架に釘で打
ちつけられました。無慈悲にも，イエスは嘲笑され，
ののしられ，あざけられました。それでもなおイエス
はこう叫ばれたのです。「父よ，彼らをおゆるしくだ
さい。彼らは何をしているのか，わからずにいるので
す。」〔ルカ23：34〕. . . . . .

最後の瞬間に，主は後戻りすることもおできになった
のです。でも，そうはされませんでした。すべてのも

のを救うために，すべてのものの下に身を落とされまし
た。イエスのなきがらは急いで，しかし静かに借り物
の墓に葬られました。

クリスチャンが手にしている聖典の中で，涙を流すマ
グダラのマリヤとほかのマリヤに天使が告げた言葉ほ
ど大きな意味を持つ言葉はありません。週の初めの
日，二人は主の遺体に香料を塗るため墓へ向かうと天
使はこう告げました。

「あなたがたは，なぜ生きた方を死人の中にたずねて
いるのか。

そのかたは，ここにはおられない。よみがえられたの
だ。」〔ルカ24：5― 6〕

「イエス・キリストの贖い」からの抜粋『真理を守る』
（2004），14― 21

救い主は，罪の苦痛からの贖いに加え，試練のときに
は平安をもたらしてくださいます。贖罪の一部として，
イエスは苦痛と病，そしてあらゆる人々の弱さを御自
分に受けられました（アルマ 7：11―12 参照）。イエ
スはあなたの苦しみを理解することがおできになりま
す。なぜなら同じ苦しみを御自身も経験されているか
らです。あなたの苦しみを完全に理解しておられるの
で，イエスはあなたを助ける方法を御存じです。「神
はあなたがたをかえりみていて下さるのであるから，自
分の思いわずらいを，いっさい神に」ゆだねることが
できるのです（1 ペテロ5：7）。

あなたの信仰と義にかなった生活，イエス・キリスト
の贖いの犠牲によって，現世のあらゆる罪や傷，苦痛
は完全に埋め合わされ，報われます。現世では与えら
れなかった祝福が永遠の世では与えられます。また，
たとえ今すべての苦しみから解き放たれることはなく
ても，主はあなたに慰めと理解，「容易に重荷に耐えら
れるように」力を祝福として与えてくださいます（モー
サヤ 24：15）。

救い主はこう言っておられます。「すべて重荷を負う
て苦労している者は，わたしのもとにきなさい。あな
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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

たがたを休ませてあげよう。」（マタイ11：28）またさ
らに別のときには主の平安を約束し，こう言っておら
れます。「あなたがたは，この世ではなやみがある。

しかし，勇気を出しなさい。わたしはすでに世に勝っ
ている。」（ヨハネ16：33）これこそ現世と永遠にわ
たって果たされる贖いの約束です。
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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るためには，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

準備する際，祈りながら次の聖句や参考資料を研究してください。聖文，あるいは
ほかの人々の生活から，どのような信仰の模範を見いだし，若い女性と分かち合え
るでしょうか。

ヤ コ ブ の 手 紙 1：5 － 6；2：14 －20
（信仰は信心と行いである）

アルマ 32：21，26 － 43（信仰とはまだ
見ていないもの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）

エステル 4 － 5 章；へブル 11：4 － 9，
17－29；アルマ 19 章；56：45 － 48；
57：21；エテル 12：6 －22；ジョセフ・
スミス歴史 1：11－19（信仰の例）

聖句ガイド「信仰」

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

ディーター・F・ウークトドルフ「ローズ
おばさんと過ごした夏」『リアホナ』
2015 年 11 月号，15 －19

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」『成長するわたし』13 －20

「信仰」『真理を守る』109 －112

ビデオ―「清く純 粋な信仰」「勇気」
「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」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個

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。イエス・キリス
トを信じる信仰に関して，ど
のような模範を見たことが
ありますか。イエス・キリス
トを信じる信仰は，あなた
が将来に対して抱く希望に
どのような影響を与えるで
しょうか。

担当のクラスの若い女性に
ついて考えます。彼女たち
は生活の中でどのような信
仰の模範を見せてくれたで
しょうか。彼女たちは，生
活のどのような場面でもっ
と主に頼ることができるで
しょうか。
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人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

教義を導入する

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。

• 手漕ぎボートにオールが 2 本ついて
いる簡単な絵を描きます。ボートには

「信仰」と書き，1 本のオールには「信
心」，もう1 本のオールには「行い」と書
きます。若い女性に，もしもオールが 1
本しかなかったらこのボートはどうなっ
てしまうか尋ねます。同じように，信じ
ることに従って行動しなかったら，わた
したちの信仰はどうなってしまうでしょ
う か。 聖 文 や『真 理 を 守 る』109

－112 ，あるいは聖句ガイドを用いて，
若い女性が信仰とは何か，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てください。

• 若い女性に，聖典の中で偉大な信仰
を示した女性の名前を一人，紙に書い
てもらいます。その紙を集め，書かれて
いる名前を読み上げ，その名前を書い
た若い女性に，その女性にまつわる物
語を話してもらいます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が，イエス・キリストへの信仰を持つとはどのような意味
かを理解するのに役立ちます。御霊の導きに従って，クラス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。

• 若い女性に，ニール・L・アンダーセ
ン長老の次の質問に対する答えを幾つ
か書き留めてもらいます。「救い主はわ
たしの信仰をどのように見ておられるだ
ろうか」（「信仰は偶然によってではな
く，選びによって与えられる」参照） 救
い主に信仰を示すことのできる方法を
分かち合うよう若い女性を励ましてくだ
さい。信仰を示して強めるようにと霊
感を与えるアンダーセン長老の説教から
若い女性はどんなことを学べるでしょう
か。例えば，若い女性に信仰を示した
宣教師についての話を読み返してもら
います。信仰を強めることのできる物

（「わたしたちの信仰を増してくれる賜
物」と題の付いた項にある例を参照）
を入れて贈り物のように包装した箱を
持って行ってもよいでしょう。 

• その週の間に，ディーター・F・ウー
クトドルフ管長の説教「ローズおばさん
と過ごした夏」を読むか視聴して，その
話から学んだことを分かち合う準備を
して若い女性のクラスに来てもらいま
す。 イエス・キリストに対する信仰によ
り，ローズおばさんはどのように祝福さ
れましたか。信仰を強めるために何が
できるでしょうか。

• 若い女性にヤコブの手紙 2：14 －20
を読んでもらい，信仰と行いの関係につ
いて教えるためにヤコブが用いている
例を見つけてもらいます。数人に，ヤコ
ブが信仰について教えていることを自
分の言葉でまとめて発表してもらいま
す。ラッセル・M・ネルソン長老の説教

「信仰を表す」を読んで，行いを通して
信仰を表した人々の模範を探してもら

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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います。見つけたことを分かち合っても
らい，どのように自分の信仰を表すこと
ができるかについて話し合ってもらいま
す。

• 若い女性に，『成長するわたし』の信
仰の特質の体験の一つを（グループと
して，あるいは個人で）達成するように
伝えます。信仰について学ぶ中で，妻
や母など，神の娘として果たすべき役割
に備えるうえで役立ったことをそれぞれ
分かち合ってもらいます。

• 若い女性一人一人に，聖文の中からイ
エス・キリストへの信仰に基づいて行
動した人々の物語を見つけて，分かち
合ってもらいます（例 ―エステル 4
章，マルコ 5：25 －34；へブル 11：4 －
9，17－29；1 ニーファイ4 章；アルマ
19：16 －29； エ テ ル 12：11－22）。
若い女性に，自分が知っている人がイ
エス・キリストへの信仰を行いに表した
経験を書いてもらいます。聖文の中の
物語や自分が書いた経験について各自
分かち合ってもらいます。この活動の

一部として，ビデオ―「勇気」を見せ
てもよいでしょう。

• 若い女性にマタイ17：20 を読んでも
らい，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
次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 月号，
33）ビデオ「清く純粋な信仰」を見せ，
信仰によって動か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
分かち合ってもよいでしょう）。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。イエス・キリストに対する
信仰とはどのようなことを意味するか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
した方が助けになるでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。
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• だれかに信仰について教える。（弟
や妹や友達など）

• 自分で福音の研究をするとき，聖典
の中から信仰の模範を探し，その模範
に従って生活する。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖文を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

救 い 主 は 言 わ れました。
「わたしの教はわたし自身の
教ではなく，わたしをつかわ
されたかたの教である。」

（ヨハネ 7：16）救い主は御
父から学ばれた教義をお教
えになりました。あなたが
真の教義を教えていること
はどのように確かめられる
でしょうか。
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精選されたリソース
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「信仰をもって前進する」『若人の強さのために』42–
43

「小さな，簡単なことによって大いなることが成し遂げ
られるのである。」（アルマ37：6）

こ小冊子に紹介された標準は，あなたが正しい選択
をするのに役立つでしょう。何度も読み返して，こう自
分に尋ねてください。「わたしは主が望まれているよ
うな生活をしているだろうか。」「これらの標準に従っ
た生活を送ることでわたしはどのような祝福を受けて
いるだろうか。」

主があなたになってほしいと望まれる人になれるよう
に，毎朝毎晩ひざまずいて，あなたの感謝と心からの
願いを天の御父に伝えてください。主はあらゆる知恵
の源であり，あなたの祈りに耳を傾け，答えを与えてく
ださいます。

聖文を毎日研究し，読んだことを生活に応用してくだ
さい。聖文は個人の啓示と導きを受ける豊かな源で
あり，あなたの証に絶えず力を注いでくれます。

日々従順であろうと努力してください。 . . . . . . 標準
に従い，周囲の人も同じ標準に従って生活するよう勧
めてください。あなたが交わした聖約，毎週聖餐を受
けて新たにする機会のある聖約を忘れないでくださ
い。これらの聖約を守ろうと努力してください。たと
え間違いを犯しても，自暴自棄に陥らないでください。
天の御父はあなたを愛しておられます。またあなたが

御父の助けを求め，努力し続けるよう望んでおられま
す。

可能ならば，神殿に参入し，主の宮で奉仕することか
ら得られる喜びと平安を感じてください。将来神殿
で交わす聖約に自らを備えてください。

アロン神権を持つ若い男性の皆さん，専任宣教師とな
る決心をしてください。そうすることは神権の義務で
す。自らの清さとふさわしさを保ち，宣教師として主を
代表する者となるよう，勤勉に働き，自らを備えてくだ
さい。

どのような状況に置かれても，預言者や教会の中央
幹部，地元の指導者の教えに従ってください。彼ら
は，あなたを幸福の道へと導いてくれます。

謙遜であり，聖霊の語ることに進んで耳を傾け，その
促しに従ってください。あなた自身の知恵よりも主の
知恵を優先させてください。

これらのことを行うなら，主はあなた自身の力だけで
築く以上の人生をもたらしてくださるでしょう。主は，
あなたの機会を増し，視野を広げ，あなたを強くしてく
ださいます。また，試練や問題に取り組むために必要
な助けを与えてくださるでしょう。あなたは天の御父と
その御子イエス・キリストを知るようになるとき，より
強い証を得，真の喜びを見いだし，神と御子の愛を感
じるようになるでしょう。
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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。

悔い改めることによって， 
日 ど々のような助けが 
得られるでしょうか
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，神に赦しを求めることも含まれます。
神への愛と主の戒めを守りたいという心からの望みに動機づけられます。

霊的に備える

以下の聖句や参考資料を祈りの気持ちで研究します。あなたはどんなことによっ
て，悔い改めようという気持ちになりますか。

イ ザ ヤ 1：18； ア ル マ 34：15 －16；
36：6 －24；教義と聖約 1：32（悔い
改めによって，罪の赦しを受けることが
できる）

アルマ 19：33（悔い改めによって，心の
変化が生じる）

モーサヤ 27：35； 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，償いをしなければならな
い）

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- 104

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 月号，38 － 41

「悔い改め」『若人の強さのために』28
－29

「悔い改め」『真理を守る』63 － 67

「徳」『成長するわたし』71，徳質の体
験 4

ビデオ―「贖い ― 一度限りのことで
はない」「心の変化」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

あなたは悔い改めに関し
て，これまでどのような経験
をしてきましたか。以前犯
した罪について話すことは
せずに，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。

中には，自分はふさわしくな
いという気持ちや罪悪感に
苦しんでいる若い女性もい
るかもしれません。そのよ
うな若い女性の気持ちによ
く配慮しながら，彼女たち
が悔い改めたいと望むよう
に御霊に働きかけていただ
くにはどうしたらよいでしょ
うか。
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教義を導入する

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。

• ビデオ「心の変化」を見せます。こ
の若い男性の経験から，若い女性は悔
い改めについて何を学ぶでしょうか。

• 若い女性に紙を配り，記名せずに悔
い改めに関する質問を書いてもらい，紙
を集めます。ビショップにクラスに参加
してもらい，質問に答えてもらいます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が日々の生活の中で悔い改め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，クラス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。

• 若い女性の一人に，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依
頼します。 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。 これらの説教か
ら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。 若い女性に一つ
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。時間を与えて，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います。

• 若い女性に（個人で，あるいはクラス
全体で）『真理を守る』や『若人の強さ
のために』の悔い改めに関するページ，

あるいはアルマ 36：11－20 を研究し
てもらいます。ここに書かれている中か
ら好きな文章や考えを分かち合っても
らい，なぜそれが自分にとって大切な意
味があるかを説明してもらいます。

• 若い女性に悔い改めについて書かれ
た聖句（この概念で示されている聖句
など）を選んでもらい，聖句から学べる
ことを自分の言葉で要約してもらいま
す。自分はもう赦しを得られないと思っ
ている人を助けるために，これらの聖句
をどのように使えるでしょうか。

• 若い女性一人一人に，D・トッド・ク
リストファーソン長老がその説教「悔
い改めという神の賜物」の中で示して
いる悔い改めの 5 つの側面の一つを読
むように割り当てます。若い女性はこの
説教から，自分が真に悔い改めたかど
うかについて何が分かるでしょうか。ク
リストファーソン長老のメッセージから，
悔い改めについてほかにどんなことが
学べるでしょうか。

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
セリフを語り，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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• 時間を取って，若い女性に「成長する
わたし」の「徳」の徳質の体験 4 に取
り組んでもらいます。この体験を修了

している場合は，それを通して学んだこ
とを分かち合ってもらいます。

若い女性に，今日学んだことを分かち合ってもらいます。悔い改めの教義をさらに
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した方が助けになるでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができます。

• 自分の生活を振り返り，悔い改めて
改善できるところを見つける。

• 悔い改め，生活を改善するために，あ
るいは福音の原則を守って生活し続け
るためにできることを日記に書く。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖文を研究したりすることができます。

救い主の方法で教える

救い主は人々に，信仰をもっ
て行動し，御自分が教えた
真理に従って生きるように
招かれました。主は機会を
見つけ，彼らが力強い経験
を通して学べるようになさい
ました。あなたは若い女性
が自分の日々の生活で悔い
改めの力を見ることができ
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

79

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，イエス・キリストの贖いを通して受ける神聖な助けと力です。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，終わりまで堪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

聖句や説教などで，あなたが恵みを理解する助けとなったものを思い出してくださ
い。若い女性が恵みを理解できるように，その中のどれを分かち合いたいという
強い気持ちを感じますか。

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；ヤコブの手紙 4：6 －7 
( イエス・キリストの恵みはわたしたち
に力を与えてくださる )

モロナイ10：32 －33（恵みにより，わ
たしたちはキリストにあって完全になれ
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

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

恵みはあなたにとってどのよ
うな意味がありますか。イ
エス・キリストの力を感じる
ことによって，あなたはどの
ような助けを得て人生を変
えることができましたか。

若い女性は恵みについて何
を知っているでしょうか。
若い女性が自分の生活にお
いて恵みの力を理解できる
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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教義を導入する

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。

• ホワイトボードに穴の底にいる人と，
穴の上にいてはしごをおろしている人の
簡単な絵を描きます。穴の中にいる人
が救われるためには何が必要か，若い
女性に尋ねます。穴の上にいる人の役
割は何でしょうか。穴の中にいる人に
はどんな役割がありますか。この絵か
ら，若い女性は，救い主の恵みによって
わたしたちがどのように救われるかにつ

いて，何を学ぶことができるでしょう
か。

• 恵みについて知っていることを若い
女性に尋ねます。恵みとはどういう意
味だと思いますか。自分の生活の中で
どのような形で恵みを目にしますか。自
分は恵みによって救われていると信じま
すか。恵みについて，どのような疑問が
ありますか。

一緒に学ぶ

以下の活動はそれぞれ，若い女性たちが恵みの教義を理解する助けになります。
御霊の導きに従って，クラスにとって最も助けになる活動を一つ，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，若い女性にディーター・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。 若
い女性に，説教の残りの部分を割り当
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若い女性たちは何
をすればよいでしょうか。 

• レッスンの数日前に，若い女性の一人
に，救い主のくびきを負うとはどういう
意味かを，マタイ11：28 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」から調べてきてく
れるように依頼しておきます。自分が学
んだことや，「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表し
ているかについて，話し合いを導けるよ
うに準備してきてもらいます。ベドナー
長老の説教に書かれている文章の中か

ら，若い女性が救い主の恵みについて
理解するのに役立つものを分かち合っ
てくれるように励まします。

• このアウトラインに紹介されている聖
句について簡潔に要約して別々の紙に
書き，部屋の四方の壁に貼ります。若い
女性一人一人に聖句を一つ読んでもら
い，その聖句に合った要約を見つけてそ
の横に立ってもらいます。そして，その
聖句から恵みについて何を学べるかを
分かち合ってもらいます。自分の生活
の中で，恵みを受けている証拠としてど
んなことが挙げられますか。聖文から
どんな例を思い出せるでしょうか（ニー
ファイ，アンモン，息子アルマなど）。

• 若い女性一人一人に，『聖句ガイド』と
『真理を守る』を読んで恵みについて学
んだことを書き上げてもらいます。その
中から一つを選んで紹介し，それがな
ぜ自分にとって意味があるかを説明し
てもらいます。『福音の視覚資料集』

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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あるいは教会機関誌の中から，神から
恵みや助けを受けた人々の絵を見つけ
てもらい，二人一組，あるいは少人数の
グループでそれを分かち合ってもらい
ます。自分自身の生活の中で同じよう
な経験をしたことがあれば，それも分か
ち合ってもらいます。

• 木の枝をクラスに持ってきて見せ，若
い女性に救い主はヨハネ15：1― 10 で
恵みについて教えるために枝をどのよう
に使われたかを調べてもらいます。こ
の聖句から，恵みについてどんなことが
分かるでしょうか。一人の若い女性に，
用意した枝を使って恵みについて学ん
だことを要約し，クラス全員と分かち
合ってもらいます。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。恵みの教義が理解できた
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した方が助けになるでしょうか。

学んだことに従って生活する

若い女性が，今日学んだことを応用するためのリストを作れるように助けます。そ
の中から，今週しようと思うことを選んでもらいます。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖文を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

救い主は御自分に従う人々
に，彼らの日々の生活の中
で主の教えを生かす例を見
せ，お 教えになりました。
人々がその意味を実感でき
るように，簡単な物語やた
とえ，実例を使われました。
あなたは若い女性に，恵み
について，また恵みが若い
女性の生活においてどのよ
うに働くかを教えるために，
どのような例を使うことが
できるでしょうか。
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精選されたリソース

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 からの抜粋

神の恵みが，わたしたちの大いなる永遠の望みです。

イエス・キリストの犠牲によって，憐れみの計画が正義
の要求を満たし，「人々が悔い改めを生じる信仰を持
てるようにするその道を設ける」のです。

わたしたちの罪は，たとえ緋のようであっても，雪のよ
うに白くなります。わたしたちの愛する救い主が「す
べての人のあがないとしてご自身をささげられた」の
で，主の永遠の王国への入り口がわたしたちに用意さ
れているのです。

門は開かれています。

しかし，神の恵みは単にわたしたちを以前の罪のない
状態に回復するだけではありません。もし救いが間違
いや罪を消し去るというだけの意味であるとすれば，
それはそれですばらしいことなのですが，御父がわた
したちに望んでおられることは成就しません。御父の
目的ははるかに高いものであって，御父は御自分の息
子や娘が御自分に似た者となることを望んでおられる
のです。

神の恵みの賜物があるおかげで，弟子としての道は元
いた場所に戻るのではなく，より高い所へ導くものとな
るのです。

その道はわたしたちにはとても理解の及ばない高みへ
と続いています。天の御父の日の栄えの王国における
昇栄へと続いていて，その場所で，わたしたちは愛す

る人たちに囲まれて，「御父の完全と御父の栄光」を受
けます。全てのものはわたしたちのものであり，わたし
たちはキリストのものです。実に，御父が持っておら
れる全てが，わたしたちに与えられるのです。

この栄光を受け継ぐためには，門が開かれているだけ
では不十分です。変わりたいという心からの望みを
持ってこの門から入らなければなりません。それは劇
的な変化であって，聖文では次のように表現されてい
ます。すなわち，「再び生まれ……〔，〕まことに，……
神から生まれ，〔この世的で〕堕落した状態から義の
状 態に変わって，神に贖われ，神の息子や娘にな

〔る〕」のです。

神の恵みが持つもう一つの働きは，天の窓を開くこと
です。神は天の窓を通して力と強さという祝福を注い
でくださり，それがなければとうてい力の及ばないこと
を成し遂げる能力をわたしたちに授けてくださいます。
神の驚くべき恵みによって，その子供たちは欺く者の
隠れた危険を乗り越え，罪を克服し，「キリストによっ
て完全になる」ことができるのです。

誰にでも弱さがありますが，克服することができます。
実際，もしへりくだり，信仰を持つならば，神の恵みに
よって，弱さは強さとなり得るのです。

生涯を通じて，神の恵みは物質的な祝福と霊的な賜物
をもたらし，それらはわたしたちの能力を大いに増し，
人生を豊かにしてくれます。神の恵みはわたしたちを
精錬します。わたしたちが最高の自分になれるように
助けてくれます。
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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

若い女性が，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 －10
（わたしたちはすべての人を赦すよう命
じられている）

マタイ6：14 －15；18：21－35，また
はビデオ“七たびの七十倍まで赦しな
さい”（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
分を十字架につけた人々を赦された）

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「憐み深
い人たちは憐みを受ける」『リアホナ』
2012 年 5 月号，70 －77

ビデオ―「赦し―重荷が軽くなりまし
た」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

人を赦すことによって，あな
たは何を学んだでしょうか。
人を赦して，平安と愛を感じ
られたときのことを思い出
せますか。

若い女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。
若い女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 ― 若い女性が，虐待に
関する赦しについて質問が
ある場合は，ビショップまた
は支部会長に相談するよう
に勧めます。
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教義を導入する

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。

• ゴードン・B・ヒンクレー大管長の説
教「赦す」から，凍った七面鳥の話を
分かち合います。この話から，若い女
性はどんなことが心に残ったでしょう。
赦すのが難しかった人の名前を思い浮
かべたり，書いたりしてもらいます。こ
のレッスンの間中，その人のことについ
て考えるよう励まします。

• 若い女性に，だれかを赦したときの
ことについて考えてもらいます。差し支
えなければ，その経験を分かち合って
もらいます。その結果はどうなりました
か。もし赦さなかったら，様々なことが
どのように違っていたと思いますか。

一緒に学ぶ

以下の活動はそれぞれ，若い女性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，クラス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。

• 若い女性を幾つかのグループに分
け，各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のコピーを渡
します（赦しについての別の説教を用い
てもよいでしょう）。少しの時間，説教
を読んで心に残った文章に印を付けて
もらいます（説教全部を読む必要はな
いことを伝え，そのメッセージについて
深く考えることが大切であると強調しま
す）。見つけたことをクラスの人たちと
分かち合い，なぜそれが自分にとって
大切な意味を持つのか説明してもらい
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“七たびの七十倍まで赦し
なさい”を見せ），若い女性に，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。若い女性は，このたとえから赦しに

ついて何を学んだでしょうか。若い女
性に，人を赦すことの大切さについて教
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。

• 若い女性に，聖文に書かれている，
他の人を赦した人々の例を比較してもら
います。以下の人々の例を読んでもよい
でしょう。エジプトのヨセフ（創世 45：
1－7），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），その他。特
に家族を赦すことが大切なのはなぜで
しょうか。このアウトラインで紹介され
ているビデオの一つを見せ，若い女性
に感想を分かち合ってもらいます。そ
の他に，人を赦した例を分かち合っても
らいます。

• 若い女性に聖典を開いてもらい，救
い主が人を赦すことについて教えられ

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
自ら答えたりしてしまう教師
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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た箇所を見つけてもらい，クラスの人た
ちと分かち合ってもらいます（マタイ 5：
44；6：14 －15；18：22 －23 参 照）。
若い女性に，人を赦すことによって平安
が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，生
徒一人一人に渡します。「自分自身を含

めて，すべての人を赦すことはなぜ必要
なのでしょうか」「人が赦されるかどう
かは主だけがお決めになることができ
るのはなぜでしょうか」「赦さないこと
はなぜそれほど大きな罪なのでしょう
か」教義と聖約 64：9 －11を読みな
がら，自分に割り当てられた質問につい
て深く考え，思いや考えを分かち合って
もらいます。

若い女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した方が助けになるでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができます。

• 人を赦すことに関して受けた印象を
日記に書く。だれを赦さなければなり
ませんか。人を赦すことによって自分

の生活はどのように祝福されるでしょう
か。

• 赦しに関する賛美歌や聖句を覚え
る。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖文を研究したりすることができます。

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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精選されたリソース

87

精選されたリソース

ディーター・F・ウークトドルフ管長「憐れみ深い人
たちは憐れみを受ける」からの抜粋『エンサイン』
（Ensign）または『リアホナ』2012 年 5月号，70―
76

教義は明らかです。わたしたちは皆救い主に依存して
いて，救い主なしにはだれも救われません。キリスト
の贖罪は無限であり永遠です。わたしたちの罪の赦
しは条件付きです。悔い改めが必要で，人を快く赦さ
なければなりません。イエスはこう教えておられます。
「互いに赦し合〔いなさい〕。 .  .  .  .  .  . 過ちを赦さな
い者は，主の前に罪があるとされ，彼の中にもっと大
きな罪が残るからである。」〔教義と聖約 64：9〕「あ
われみ深い人たちは，さいわいである，彼らはあわれ
みを受けるであろう。」〔マタイ5：7〕

これらの言葉は，他人に当てはめる場合には，まった
くそのとおりだと思えます。他人が裁き，悪意を持つ
ときには，その弊害がはっきり見えます。また，確か
に，人から裁かれるのは嫌なものです。

しかし，自分が偏見や不満を抱いている場合，自分の
怒りは義にかなっていて，判断は確かだと正当化して
しまうことが頻繁にあります。人の心の中をのぞけな
いのに，悪い動機あるいは悪い人間までも，見れば分
かると思い込んでいるのです。自分が悪感情を抱い
ているときだけは，例外を設けてしまいます。なぜな

ら，だれかほかの人を軽蔑して然るべき情報を自分は
すべて得ていると感じてしまうからです。

使徒パウロはローマ人への手紙の中で，人を裁く者は
「弁解の余地がない」と言っています。また，罪のな
い人はだれもいないので，相手を裁く瞬間に自分自身
を罪に定めるのであるとも述べています。〔ローマ 2：
1参照〕赦さないのは重大な罪です。救い主はこの
罪について警告しておられます。イエスの弟子たちは，
「互いに機をうかがい合い，またその心の中で互いを
赦さなかった。そして，この悪のゆえに彼らは苦しめ
られ，ひどく懲らしめられた」とあります。〔教義と聖
約 64：8〕

救い主はこの件に関して，誤解する余地がないほど
はっきり述べておられます。「主なるわたしは，わたし
が赦そうと思う者を赦す。」しかし一方で主はこう言わ
れました。「あなたがたには，すべての人を赦すこと
が求められる。」〔教義と聖約 64：10；強調付加〕

ここで一つの注釈を加えたいと思います。すべての人
を赦すようにと主が求められるとき，そこには自分自身
を赦すことも含まれています。時々，世界中のすべて
の人の中で赦すのが最も難しい人，そして恐らくわたし
たちの赦しを最も必要としている人，それは鏡の中か
ら自分を見詰め返している人です。

12325_300_YW-Unit3_jp.indd   87 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。

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

若い女性に復活について教えるために，どの聖句や資料を使うことができるでしょ
うか。何を分かち合うべきだと感じますか。

ルカ 24 章（イエス・キリストの復活）

1コリント15 章（救い主が死を克服さ
れたので，すべての人が復活する）

アルマ 11：41－ 45（わたしたちが復活
するとき，霊と肉体は再び合わされ，裁
きを受ける）

アルマ 40 － 41 章（アルマは息子コリ
アントンに復活について説明する）

ポール・V・ジョンソン，「もはや，死もな
く」『リアホ ナ』2016 年 5 月号，121- -
123

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

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，111－114

ビデオ―「主はよみがえりぬ」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

復活について何を知ってい
ますか。近代の聖典から復
活についてどのようなことが
分かっているでしょうか。

若い女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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教義を導入する

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。

• 復活された救い主の絵を見せます
（例―『福 音 の 視 覚 資 料 集』59 －

60）。若い女性に，復活についてあまり
知らない人に，復活についてどのように
説明したらよいか尋ねます。

• 若い女性たちに，復活祭では何を祝
うか尋ねてください。復活祭の象徴に
はどのよう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，若い女性が復活について理解するのに役立ちます。御霊の導きに
従って，クラス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。

• 復活に関して，1コリント15 章から
幾つかの聖句のまとまりを選びます。
若い女性に，小グループ，あるいは個人
でその中から一つを読んでもらい，復活
について分かったことを要約してもらい
ます（例：1コリント15：1－ 8 は，「復
活の証人がいる」と要約することがで
きるでしょう）。若い女性が，復活に関
する真理を知ることは自分にとって大
切であると感じるのはなぜでしょう。

• 若い女性に，愛する人を亡くした教会
員でない友人がいると想像してもらいま
す。半数の若い女性にアルマ 40 章を，
残りの半数にアルマ 41 章を読んでもら
います。その友人と分かち合うことが
できるように，読んだ章に書かれている
復活に関する教えのリストを作ってもら
います。グループ同士で，自分たちのリ
ストを分かち合ってもらいます。

• クラス全体で，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。若い女性に，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。また何人かの若い女性に
自分たちの証を分かち合ってもらいま
す。

• 若い女性に，トーマス・S・モンソン
大管長の説教「主はよみがえりぬ」 に
出てくる話と，ポール・V・ジョンソン長
老の説教「もはや，死もなく」に出てく
る話を読むよう勧めます。 これらの話
を自分の言葉でまとめ，復活についてこ
れらの話から学んだことを分かち合う
ように伝えます。これらの話の中で，そ

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
教授法を選ぶことによって，
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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のほかに，物語を読んで印象に残った
ことは何でしょうか。

• 『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
女性に，末日の預言者が復活について
教えていることを探してもらいます。見
つけたことをクラス全体に分かち合って
もらいます。

• 若い女性に，復活に関する賛美歌を
数曲見つけてもらいます。クラス全員で
数曲歌います。若い女性に，賛美歌を
1 曲歌い終えるごとにそこに記されてい
る参照聖句を読んでもらい，賛美歌と
聖句から学んだことについて話し合っ
てもらいます。復活に関する証と思い
を分かち合ってもらいます。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。復活についてさらによく理
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した方が助けになるでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができます。

• 復活に対する証を分かち合う。 1，
2 週間の間に，若い女性はだれと証を
分かち合えるでしょうか。自分が学ん

だことを，だれかに教えるにはどうした
らよいのでしょう。

• 復活についてまだ疑問があれば，答
えを見つける。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖文を研究したりすることができます。

救い主の方法で教える

イエス・キリストは聖文を
使って，御自分の使命につ
いて教えられました。弟子
たちに聖文を自分にあては
め，疑問に答えるために使う
ように教えられました。若
い女性が，神の計画を理解
し，これから自分が受ける
祝福を理解するために聖文
に心を向けることができる
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

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 からの抜粋

2 週間前に，7人の子供を持つある父親から感動的な
手紙を受け取りました。彼は自分の家族について，特
に 11 歳のときに発病した息子のジェーソンについて書
いています。発病してから数年間，ジェーソンの病気
は何度か再発しました。手紙には，健康上の問題を抱
えながらも，積極的で明るい息子のことが書かれてい
ました。ジェーソンは 12 歳でアロン神権を受け，「気
分がよいときも，そうでないときも，いつでも喜んで最
善を尽くし，自分の責任を大いなるものとしていまし
た。」14 歳のときにはイーグルスカウト章を受けまし
た。

昨年の夏，15 歳の誕生日を迎えて間もなく，ジェーソ
ンは再び入院しました。ある日見舞いに訪れると，
ジェーソンは目を閉じていました。眠っているのか起
きているのか分かりませんでしたが，父親はジェーソン
にそっと話し始めました。「ジェーソン，これまでの短
い人生の中でたくさん耐えてきたね。今度は大変そう
だね。大きな闘いを目の前にしているけれど，イエス・
キリストへの信仰は絶対に失ってほしくない。」驚いた
ことに，ジェーソンはその途端，目を開くと，はっきりと
した，決意を込めた声で「絶対に失わないよ」と言っ
たそうです。ジェーソンは再び目を閉じ，その後は話す
ことはありませんでした。

父親はこう書いています。「ジェーソンはこの短い言葉
によって，わたしがかつて聞いたことのないほど力強
く，純粋なイエス・キリストに対する証を述べました。
……その日，『絶対に失わない』と言った息子の言葉
がわたしの心に刻み込まれたとき，天の御父がわたし

に，これほどすばらしく，気高い少年の父親になる祝
福を与えてくださったのだという喜びが心にあふれてき
ました。……それが息子から聞いた，キリストに対す
る最後の証でした。」

家族は今回もいつもと変わらない入院だと考えていま
したが，ジェーソンはそれから 2 週間もたたないうちに
息を引き取りました。当時，兄と姉は伝道に出ていま
した。もう一人の兄カイルは伝道の召しを受け取った
ばかりでした。実際，召しは予想よりも早く届きまし
た。そこで家族はジェーソンが他界する1 週間前の 8
月 5 日に病室に集まり，カイルの伝道の召しの封筒を
開き，家族全員で通知を読みました。

この父親の手紙には，伝道の召しを手にして傍らに立
つ兄のカイルと，病院のベッドに横たわるジェーソンの
写真が添えられていました。写真の下にはこう記され
ていました。「一緒に伝道に召されました。とばりの
両側で。」

すでに伝道地にいたジェーソンの兄と姉からは美しい
慰めの手紙が届き，ジェーソンの葬儀で読み上げられ
ました。アルゼンチン・ブエノスアイレス西伝道部で
奉仕していた姉は，手紙の中で次のように書いていま
す。「わたしはイエス・キリストが生きておられること
を知っています。主が生きておられるので，わたしたち
は皆，そして愛するジェーソンも，再び生きるのです。
……わたしたちは永遠の家族として結び固められてい
るという確かな知識に慰めを得ることができます。
……わたしたちがこの世で精いっぱい従順で，より良
い行いをするなら，わたしたちは〔また弟に〕会えま
す。」
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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。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なのです。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

準備する際，よく祈って以下の聖句や引用，また困ったときにあなたの心を救い主
に向けてくれた聖句や引用を研究してください。

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 23：21－22；24：8 －17（主
はアルマの民がその重荷に堪えられる
ように強めてくださる）

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」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

教義を導入する

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
アを考えます。

あなたがこれまで受けてき
た試練について考えてくだ
さい。贖いを通してどのよ
うに力を受けてきましたか。

クラスの若い女性について
考えます。彼女たちはどの
ような試練を受けているで
しょうか。聖句や引用，ま
たあなたの個人的な経験の
中から何を彼女たちと分か
ち合いたいですか。若い女
性は，お互いに分かち合え
る個人的な経験を持ってい
るでしょうか。
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• 若い女性に，『真理を守る』53 － 54
ページの「天の御父とイエス・キリスト
を信頼する」という項を読んでもらいま
す。 試練に遭うときどのようにイエス・
キリストが助けてくださるかについて，
若い女性は何を学べるでしょうか。 

• 若い女性一人一人に小さな紙片を配
り，今受けている試練を書いてもらいま
す。この試練を受けている間，イエス・
キリストがどのように力を与えてくださる
かについて，思いめぐらしてもらいます。
差し支えなければ，考えや思いを分かち
合ってもらいます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が，試練に遭うとき贖いからどのような助けが得られるか
を理解するのに役立ちます。御霊の導きに従って，クラス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。

• 若い女性を幾つかのグループに分け
ます。各グループでこのアウトラインで
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。若い女性に，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取り，
若い女性の母親数人をクラスに招いて，
試練のとき救い主からどのように強め
られたかを分かち合ってもらいます。

• 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
がビデオの冒頭で尋ねた質問に，若い
女性はどのように答えるでしょうか。ブ
リタニーは，試練を克服するためにどの
ような強めを見いだしたでしょうか。若
い女性に，試練に遭うとき，ブリタニー

の模範に従う方法を思いめぐらし，書き
出してもらいます。

• 若い女性に，人々が直面する悲劇や
困難を挙げてもらいます。 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
るかについての教えを，これらの話から
見つけます。 若い女性に，彼女たちが
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，若い女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，考えを分かち
合ってもらってもよいでしょう。

• 若い女性に，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，若い女性に次
の質問について考えてもらいます。「贖

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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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。」若い女性たち
に自分の考えをを分かち合ってもらいま
す。若い女性に，今彼らが経験してい

る試練について考えてもらいます。若い
女性たちは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。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。試練に遭うとき，贖いに
よってどのように助けが得られるか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し
た方が助けになるでしょうか。

学んだことに従って生活する

時間を取り，若い女性に，試練のときに力を受けられるように，イエス・キリストに
対してさらに大きな信仰を表すためにどんなことができるか，書き出してもらいま
す。次回のレッスンで，その経験を分かち合ってもらいます。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖文を研究したりすることができます。

救い主の方法で教える

救い主は，御自分の使命に
ついて教え，証するために
聖文をお使いになりました。
このレッスンでは，救い主
が試練の中にいるわたした
ちをどのように強めてくださ
るかを教える力強い聖句が
数多く紹介されています。
若い女性がこれらの聖句に
ついて研究し，話し合うと
き，それらが真実であるこ
とを聖霊が証してくださるで
しょう。
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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

主の憐れみと力を知っているわたしと夫と子供たち
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アメリカ合衆
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，癒や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，大背教と，イエス・キリストがどのように預言者ジョセフ・スミ
スを通して御自身の教会と完全な福音を回復されたかについて，若い女性が理解するのに
役立ちます。この単元で，若い女性は，回復にまつわる重要な出来事について学び，それ
らの出来事と自分の人生との関連性を見いだすことができます。

背教と回復について学ぶことにより，若い女性は神がわたしたちの時代に貴重な真理を回
復してくださったことの価値を見いだし，感謝するようになります。この単元での学習を通
して，彼女たちはモルモン書や預言者ジョセフ・スミスの使命，天の御父が御自身の子供
たちに対して抱いておられる愛について証を強めることができます。

今月は以下のアウトラインから選んでください。

なぜ回復が必要だったのでしょうか
なぜわたしたちにはモルモン書が必要なのでしょうか
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
なぜ最初の示現は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。ク

ラス会長会と話し合って，若い女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。

4 月―背教と回復
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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・キリストは地上で奉仕されていた間に，神権の権能によって御自身の教会
を設立されました。 教会は啓示を受けて真実の教義を教える預言者と使徒によっ
て導かれ，彼らが受けた啓示は記録されて聖典となりました。 使徒たちの死によっ
て神権の権能は地上から取り去られ，啓示は途絶え，重要な教義が失われたり，
ゆがめられたりしました。 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たのです。

霊的に備える

準備する際，よく祈って以下の聖句や参考資料を研究してください。

アモス 8：11－12；2 テサロニケ 2：3；
1 ニーファイ13：24 －29；ジョセフ・
スミス―歴史 1：5 － 6（教会は背教
によって失われた）

イザヤ 29：13 －14；使徒 3：20 －21
（背教と回復については，古代に預言さ
れていた）

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

「背教」，「福音の回復」『真理を守る』
153 －154，162 －165

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

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

ビデオ―「真 理の 探 求」；「回 復の
メッセージ」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

あなたは，この世で背教に
よるどんな影響を目にして
きたでしょうか。福音の回
復は，あなたの家族にどの
ような祝福をもたらしました
か。

背教と回復について，若い
女性はどのようなことを知
る必要があるでしょうか。
背教と回復について理解す
ることは，若い女性にとって
どのような助けになるでしょ
うか。
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教義を導入する

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。

• 次の定義をホワイトボードに書きま
す。「真の福音の原則から遠ざかるこ
と」「何かを前の状態または状況に戻す
こと」。次の言葉や聖句を書いた 4 枚
の紙片を用意します。「背教」「回復」

「イザヤ 29:13」「イザヤ 29:14」。若い
女性一人一人に紙片を1 枚ずつ渡し，ホ

ワイトボードに書かれた定義の一つと
合わせてもらいます。

• 若い女性一人一人に，「なぜ回復が必
要だったのでしょうか」という質問の答
えを書いてもらいます。答えを集め，ク
ラス全体で話し合います。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が，なぜ福音の回復が必要だったのかを理解するのに役
立ちます。御霊の導きに従って，クラス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。

• 若い女 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女性に，
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。

• ホワイトボードに「背教」「回復」と書
き，これらの言葉の意味を若い女性に
尋ねます（『真理を守る』153 －154，
162 －165 参照）。この概要に挙げら
れている聖句か，あなたが見つけたそ
の他の聖句をホワイトボードに書きま
す。聖句を一つずつ読み，「背教」と

「回復」のどちらに当てはまるか，若い
女性に尋ねます。若い女性に，もし福
音が回復されなければ，自分たちの人
生はどのように違っていたと思うか尋ね
ます。

• クラスを半分に分け，一つのグループ
には背教について，別のグループには
回復について教えるように頼みます。

『真理を守る』やこの概要で提示されて
いる聖句を使って準備する時間を与え
ます。レッスンの数日前に，これらを割
り当てるのもよいでしょう。

• 回復にまつわる出来事の絵（例え
ば，『福音の視覚資料セット』90 － 95
参照）を見せます。若い女性に，『真理
を守る』（163 －165）にある「福音の
回復－回復にまつわる出来事」を読ん
で，絵と出来事を組み合わせてもらい
ます。それぞれの出来事と何が回復さ
れたかを分かち合うように勧めます。
これらの回復のおかげで，わたしたちは
どのような祝福を受けているでしょう
か。

• 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』」の中で紹介さ
れている人物の名前を，若い女性一人一
人に割り当てます（ウィリアム・ティンダ
ル，ヨハネス・グーテンベルク，マルチ

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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ン・ルターなど）。説教を読むか視聴し
て，それらの人物が回復に向けて世を
備えるために行った事柄を見つけても
らい，それらを分かち合うように勧めま
す。これらの人々の犠牲は，今日の若
い女性の生活にどのような影響を及ぼ
しているでしょうか。

• ジョセフ・スミス－歴史 1:5 － 6 をク
ラス全体で読みます。現代の人々が信

じている，誤った教義や不完全な教義
を幾つか若い女性に挙げてもらいます

（例えば，神は肉体を持っておられな
い，幼児はバプテスマを受けなければ
ならない，今日わたしたちには預言者は
必要ではないなど）。回復された真理
が，混乱を解消するうえでどのような助
けになっているかについて分かち合って
もらいます。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。福音の回復の必要性につ
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した方が助けになるでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• 福音が回復されたおかげで，これま
で自分が受けてきた祝福のリストを作
成し，そのリストを家族に分かち合う。

• 現在と将来にわたって，家族が，回復
された福音の祝福を受けられるよう助
けるために，自分がしようと思うことを
日記に書く。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

救い主は，質問をすることに
よって御自身に従う人々に深
く考えさせ，感じさせられま
した。彼らは，主が自分た
ちを愛しておられることを
知っており，安心して自分の
考えや気持ちを話すことが
できました。若い女性の答
えや意見に心から耳を傾け
関心を示すとき，あなたは
彼女たちが救い主の愛を感
じられるように助けている
のです。
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精選されたリソース

102

精選されたリソース

「背教」『真理を守る』，153－154 からの抜粋

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』，162－163 からの抜
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（「背教」の項，
153－154 参照）。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。
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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。 モルモン書はイエス・キ
リストを証しています。また，主の完全な福音が載っており，背教によって失われ
た数々の真理を回復しています。 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

準備する際，よく祈って以下の聖句や参考資料を研究してください。若い女性がモ
ルモン書についてさらに学ぶために，どんなことが役立つでしょうか。

1 ニーファイ13：40；2 ニーファイ3：
12；信仰箇条 1：8（モルモン書は聖書
を補い，貴重な真理を回復し，偽りの教
義を打ち破る）

2 ニーファイ25：23，26；33：10 －11
（モルモン書の著者たちはイエス・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，神が多くの国々で御自身の子供た
ちに語られることを示している）

教義と聖約 20：8 －16（モルモン書に
は，イエス・キリストの完全な福音が収
められている）

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

ヘンリー・B・アイリング「証人」『リア
ホナ』2011 年 11 月号，68 －71（ビデ
オ―「モルモン書を研究する」も参
照）

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

「鉄の棒」『賛美歌』176 番

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

モルモン書についてのあな
た自身の思いについて深く
考えてください。その思い
によって，どのようにイエス・
キリストに近づいたでしょう
か。あなたは，どのようにし
てモルモン書についての証
を得ましたか。その知識は
あなたの人生において，ど
のような助けになってきたで
しょうか。

クラスの若い女性について
考えてください。彼女たち
はモルモン書に関して，どの
ような経験をしてきたでしょ
うか。モルモン書が真実で
あるという証は，彼女たち
の 10 代の時期や将来にわ
たり，どのように強さをもた
らすでしょうか。
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教義を導入する

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。

• クラス全体で，かなめ石を組み込ん
だアーチを作るか，絵を描いてから

（『わたしの 福音を宣べ伝えなさい』
103 参照），なぜジョセフ・スミスはモ
ルモン書がわたしたちの宗教のかなめ
石であると言ったのかについて，若い女
性に説明してもらいます。（モルモン
書，序文参照）

• 若い女性に，モルモン書について友
人が抱いている疑問を思い浮かべても
らいます。それらの疑問に対し，彼女
たちはどのように答えることができるで
しょうか。この活動をクラスの終わりに
もう一度行い，彼女たちがどのような答
えを付け加えられるか確認するのもよ
いでしょう。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が，モルモン書の大切さについて学ぶのに役立ちます。
御霊の導きに従って，クラス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。

• 若い女性に，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。 若い女
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。

• この概要に記されている聖句とモル
モン書のタイトルページを調べて，「な
ぜわたしたちにはモルモン書が必要な
のでしょうか」という質問の答えを見つ
けるように，若い女性に勧めます。モル
モン書についてのあなたの証を分かち
合ってください。若い女性に，どのよう
にして自分自身の証を得たかを分かち
合うように勧めます。

• モルモン書に，「イエス・キリストにつ
いてのもう一つの証」という副題が記さ
れているのはなぜかと若い女性に尋ね
ます。モルモン書からキリストについて
教える聖句，またはキリストを証する聖
句を分かち合うように勧めます（1 ニー
ファイ10:4 － 6；モーサヤ 3：5 －10；
3 ニーファイ11：7－11 など）。彼女た
ちの証は，モルモン書によってどのよう
に強められてきたでしょうか。

• 若い女性を助けて，背教時代に失わ
れたり，変えられたりした教義を幾つか
挙げてもらいます。例えば，神会，バプ
テスマの様式，救いの計画に関する真
理など。真理を明らかにするうえで役
立つ聖句をモルモン書の中から見つけ
るよう，若い女性を促します（例えば，
3 ニーファイ11：3 －11；モロナイ8：
4 －26；アルマ 34：32 －35 参照）。

• 若い女性に，これまでに影響を受け
た聖句や問題を克服する助けになった

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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救い主の方法で教える

救い主は，真理について証
され，御自身に従う人々にも
同様にするよう促されまし
た。また御霊が真理を証で
きるように，大胆さと簡潔さ
をもって語られました。あ
なたの証は，若い女 性 が
日々の生活におけるモルモ
ン書の重要性を理解し，モ
ルモン書に記された真理へ
の証を強めるうえで，どのよ
うな助けになるでしょうか。

聖句を分かち合うように勧めます（ある
いは，あなたにとって意義深い聖句を
分かち合います）。それらの聖句はな
ぜ彼女たちにとって大切なのでしょう
か。聖文から受けた影響について，彼

女たちはどんな経験を分かち合うこと
ができるでしょうか。それらの経験は，
モルモン書の大切さについて何を教え
ているでしょうか。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。モルモン書の大切さについ
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した方が助けになるでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• 個人のモルモン書の読書計画を立
て，「なぜわたしたちにはモルモン書が
必要なのでしょうか」という質問への答
えを探す。彼女たちに，見つけた答えを
後のレッスンで分かち合ってもらうとよ
いでしょう。

• 『成長するわたし』の中の「徳」の徳
質の体験を完了する。

• 友人や家族に自分の証を分かち合
い，モルモン書を渡す。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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

106

精選されたリソース

ジェフリー・R・ホランド「魂の安寧」Ensignまたは
『リアホナ』2009 年 11月号，89－ 90 からの抜粋

この書物は，179 年間にわたって調査されて攻撃を
受け，否定され，細部まで調べ上げられ，標的にされ，
非難を浴びてきました。これほどの書物は近代の宗
教史には恐らくなく，すべての宗教史においてもきっ
とないでしょう。この書物は今なお立っています。モ
ルモン書の起源については，イーサン・スミスやソロ
モン・スポルディングの書物を基にしているという説
から，錯乱した被害妄想者か天才的な悪人だから書
けたという説まで，成功することのない理論が生まれ，
おうむ返しに繰り返されては消えていきました。モル
モン書について，このような，率直に言えば哀れと言
うほかない結論の中で，検証に耐えたものは一つとし
てありません。なぜなら，無学な若き翻訳者ジョセフ
が示した答え以外に答えはないからです。この点につ
いて，わたしは曾祖父が短くまとめた言葉に共鳴して
います。「悪人にこのような本は書けない。この書物
が真実であって，神から命じられるのでなければ，善
良な人も書くことはできないのだ。」〔ジョージ・キャノ
ン。 “The Twelve Apostles,” アンドリュー・ジェン
ソン編，The Historical Record,  第 6 巻，175 で
引用〕

モルモン書が神聖な書物であることと，モルモン書が
証する主イエス・キリストが神の御子であられること
を心から受け入れないかぎり，この末日の業に十分な
信仰を持つこと，そしてそれにより現代にあって完全
な平安と慰めを得ることはできないと証します。愚か
にも，または惑わされて，真剣にこの書物の起源を調
べようとしないのであれば，特にイエス・キリストに対
する力強い証について知り，その証が今では1,000

万を超える読者に深遠で霊的な力を与えている理由
を知ろうとせずに，世が知らなかった，複雑な文学と
入り組んだセム族文化を満載した531ページの文章
を否定するのであれば，その人はだれであろうとも，
そして選民であるかないかにかかわらず欺かれてい
るのです。そうした人が教会を去るのであれば，その
人は，あらゆる理由を使ってモルモン書と向き合うこ
とを拒否しておきながら，モルモン書を理由に教会を
去っているに違いありません。この意味でモルモン書
は，キリスト御自身もそう言われたように，「つまずき
の石，妨げの岩」であり，この業を信じないことを望む
人の道を阻む障壁なのです。〔1 ペテロ2：8〕証人
たちは，ジョセフに対して一時は敵意を抱いていた人
でさえも，自分が天使を見て，金版に手を触れたこと
を生涯にわたって証しました。「それがわたしたちに
示されたのは人の力ではなく神の力による」と彼らは
宣言しています。「したがって，わたしたちはこの書物
が真実であることを確かに知っている。」〔「三人の証
人の証」モルモン書〕……

今日，この話を通して，わたしがモルモン書とその内容
について，誓いを込めて，また自分の神権の職に基づ
いて証したということが，地上の人 と々天の天使たち
によって記録されるよう願っています。わたし自身の
「終わりの時」までまだ数年の猶予があることを望ん
でいますが，この望みがかなうかどうかにかかわらず，
神の裁きの法廷に立つときにぜひとも明白であるよう
望んでいることがあります。それは，モルモン書が真
実であり，ジョセフが述べた方法で世に出され，この
末日の苦しみの中で忠実でいる人に幸福と希望をもた
らすために与えられたことを，自分の知り得るかぎり最
も率直な言葉でわたしが世界に宣言したということで
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。

神権はどのようにして 
回復されたのでしょうか
神権を持っていた古代の人々による按手によって，ジョセフ・スミスに神権が回復
されました。 1829 年 5 月に，バプテスマのヨハネがアロン神権を回復し，その後，
救い主の最初の使徒であったペテロ，ヤコブ，ヨハネの 3 人がメルキゼデク神権を
回復しました。さらに 1836 年 4 月 3 日に，モーセ，エリヤ，エライアスが神権の鍵
を回復しました。

霊的に備える

準備する際，よく祈って以下の聖句や参考資料を研究してください。若い女性にど
のようなことを分かち合うべきだと感じますか。

ヘブル 5：4（人が神権を受けるには，
神に召されなければならない）

教義と聖約 2 章（エリヤが神権を現
し，先祖の約束が子孫の心に植えられ
る）

教義と聖約 13 章；ジョセフ・スミス―
歴史 1：66 －72（バプテスマのヨハネ
がアロン神権を回復する）

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す
る）

教 義 と 聖 約 110：13 －16（エリヤ が
戻って来て，マラキが約束したように，
この神権時代の鍵をゆだねる）

信仰箇条 1：5（神権は，権能を受けた
者の按手によって授けられる）

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」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

神権の権能を持つというわ
たしたちの主張は，どのよう
に末日聖徒を特異な存在に
しているでしょうか。あな
たの人生は，神権によってど
のような祝福を受けてきま
したか。

神権の回復について，若い
女性がすでに知っているこ
とは何でしょうか。神権の
回復によって，これまで受け
てきた祝福を理解できるよ
うに，どのように若い女性を
助けることができるでしょう
か。
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教義を導入する

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。

• モーセがアロンを聖任している絵
（『福音の視覚資料セット』15 参照）と
神権の聖任を受けている若い男性の絵

（『福音の視覚資料セット』106）を若
い女性に見せます。彼女たちは，2 枚
の絵にどのような共通点を見いだすで

しょうか。これらの絵は，福音のどのよ
うな真理を表しているでしょうか。

• 若い女性に，神権がどのように回復
されたかについて知っていることを分か
ち合うように勧めます。神権によって，
彼女たちの生活はどのような祝福を受
けてきたでしょうか。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が，神権の回復について学ぶのに役立ちます。御霊の導
きに従って，クラス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，神権がどのように
して回復されたのか，またなぜ回復され
たのかについて述べた聖句を幾つか書
きます（教義と聖約 13 章 ;27：12 －13;
ジョセフ・スミス―歴史 1：66 －72;
信仰箇条 1：5 など）。若い女性に，そ
れらの聖句を個人か小人数のグループ
で読んでもらい，各聖句の要約をホワイ
トボードに書くように勧めます。これら
の聖句から，神権の回復について何を
学べるでしょうか。神権の回復は，彼
女たちの生活にどのような影響を及ぼ
しているでしょうか。

• ジェフリー・R・ホランド長老の説教
「最も際立った特性」を幾つかに分け
て若い女性に割り当てます。割り当て
られた説教の箇所を調べて，「神権はど
のようにして授けられるか」「神権がそ
のような方法で与えられるのはなぜか」
という質問の答えを見つけてもらいま

す。この話し合いの中で，ヘブル 5：4
と信仰箇条 1：5 を読むように勧めます。
神権の回復について知ることは，若い
女性にとってなぜ大切なのでしょうか。

• 神権の回復にまつわる出来事を描い
た絵（『福音の視覚資料セット』93 －
95 参照）をはるか，ビデオ「神権の回
復」 を見せます。これらの出来事にお
ける重要な人物（ジョセフ・スミス，バ
プテスマのヨハネ，エリヤなど）を確認
し，これらの出来事に関連する聖句

（この概要に記されている聖句など）を
読むように言います。若い女性に，神権
の回復は現在と将来にわたって，自分の
人生にどのような祝福をもたらすかにつ
いて話し合うように勧めます。神権は，
どのように女性や母親を祝福するでしょ
うか。

• ビショップの許可を得て，若い女性の
父親か，別の神権者をクラスに招き，自

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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救い主の方法で教える

救い主は御自身に従う人々
に，彼らの日々の生活の中
で主の教えを生かす実例を
示し，お教えになりました。
人々がその意味を実感でき
るように，簡単な物語やた
とえや実例を使われました。
あなたは若い女性に，神権
の回復と，神権が若い女性
の生活においてどのように
働くかを教えるために，どの
ような実例を使うことがで
きるでしょうか。

身の神権の権能の系譜を紹介し，権能
の系譜とはどのようなものかについて説
明してもらいます。権能の系譜は神権
の回復について，若い女性に何を教えて

くれるでしょうか。神権の回復につい
てのあなたの証を述べ，若い女性にも
自分の証を述べるように勧めます。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。神権の回復について理解
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した方が助けになるでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができます。

• 神権を持つ友人や家族と話し，神権
を受けたときの経験について尋ねる。

• 家庭の夕べのレッスンで，神権の回
復について教える。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。
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精選されたリソース

ジェフリー・R・ホランド「最も際立った特性」
Ensignまたは『リアホナ』2005 年 5月号，43–45
からの抜粋

1829 年 5月，ジョセフ・スミスはモルモン書を翻
訳している最中に，バプテスマに関する記述に行き当
たりました。筆記者であったオリバー・カウドリとそ
のことについて話し合い，二人は熱心に神に祈りまし
た。オリバーは次のように書き記しています。「わた
したちはバプテスマと聖なる御霊の祝福にあずかる
方法を知るために，心を込めて力強い祈りをささげま
した。 . . . . . . また聖なる神権の権威とその神権に
より管理する力を熱烈に求めました。」〔リチャード・
ロイド・アンダーソン，“The Second Witness of 
Priesthood Restoration,  ”  Improvement Era, 
1968 年 9月号，20 で引用，強調付加〕

その「力強い祈り」にこたえてバプテスマのヨハネが
現れ，今晩この話を聞く若い男性に与えられているア
ロン神権の鍵と力を回復しました。数週間後，ペテ
ロ，ヤコブ，ヨハネが，使徒の鍵を含むメルキゼデク神
権の鍵と力を回復するために地上に戻って来ました。
天の使者が訪れることのできる神殿が建つと，1836
年 4月 3日に，かつて変貌の山で起きたことが現代
にも起きたのです。以前ヒンクレー大管長はそれを
「カートランドの啓示の滝」と呼びました。救い主と
モーセ，エリヤ，エライアスが栄光のうちに預言者ジョ
セフ・スミスとオリバー・カウドリに現れ，それぞれ
の神権時代の鍵と力を二人に授けました。この訪れ
の最後には，とどろき渡る次の宣言がなされました。
「それゆえ，この神権時代の鍵はあなたがたの手にゆ
だねられている。」〔教義と聖約110：16；1－15 節
も参照〕

預言者ジョセフが簡潔で雄弁な信仰箇条に次の一条
を入れたのもうなずけます。「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。」〔信仰箇条 1：
5；強調付加〕神の権能をもって行動するには，単な

る社会契約以上のものが要求されるのは明らかです。
それは宗教教育や会衆の委託によって生じるもので
はありません。神の承認された業においては，人が教
会や街角や神学校で得た既存の力よりも大きな力が
なくてはなりません。事実，宗教を求める多くの誠実
な人々は，回復へと至った時代について知り，そのよう
な時代があったことを公に認めています。

確かに，当時の少数の人々は，聖職者が特別な聖なる
権威を主張することを好みませんでした。しかしほと
んどの人は，神によって認可された神権を待ち望みな
がらも，どこに行けばそれを見いだせるのか分からず
にいました。〔回復の時代のアメリカにおける，神権
に関する問題の徹底検証は，デビッド・F・ホランド，
“Priest, Pastor, Power”  Insight，1977年 秋 号，
15－22を参照〕そのような状況の中で，啓示により
ジョセフ・スミスを通して神権の権能が戻って来たこ
とは，かの有名なチャールズ・ウェスリーが勇気をもっ
て語った言葉に共感した人々の何世紀にもわたる苦
悩を和らげたことでしょう。チャールズ以上に有名な
兄のジョンが権威もないのに聖任するという決断をし
たとき，宗教上の意見で対立したチャールズは，皮肉
めいた手紙を書き送りました。

男や女の気まぐれで，
何とたやすく司祭が誕生することか。
ウェスリーがコークを聖任したなら，
だれがウェスリーを聖任したのだろうか。

〔C・ビューフォート・モス，The Divisions of 
Christendom： A Retrospect, （日付なし）22
で引用〕

この挑戦的な質問の答えとして，回復されたイエス･
キリストの教会では，ワードの新しい執事や彼を管理
するビショップ，また教会全体を管理する預言者がそ
れぞれ行使する権能について，神権の系譜をたどるこ
とができます。その系譜は途切れることなく続き，こ
の天からの比類ない賜物を携えて神の御子から遣わ
された天使にまでさかのぼるのです。
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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
何世紀にも及ぶ背教の後，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。この回復はジョセフの最初の示現によって始まり，
そのとき天の御父とイエス・キリストが御姿を現されました。預言者ジョセフ・ス
ミスを通して，主はモルモン書やその他の聖典を世にもたらし，神権の権能を回復
し，御自身の教会を設立されました。

霊的に備える

準備する際，よく祈って以下の聖句や参考資料を研究してください。あなたが教え
る若い女性にとって最も意味があると思うものはどれでしょうか。

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，主はわたしたちに，さ
らに聖文を与えてくださった）

ジョセフ・スミス―歴 史 1：1－25
（父なる神とイエス・キリストはジョセ
フ・スミスの祈りにこたえられ，彼に御
姿を現された）

ニール・L・アンダーソン「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・スミスを通して，イエス・キ
リストの福音が回復された」『わたしの
福音を宣べ伝えなさい』37－38

「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」

「たたえよ，主の召したまいし」『賛美
歌』16 番

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個

ジョセフ・スミスを通して回
復された真理によって，あな
たの人生はどのような祝福
を受けてきましたか。あな
たは，どのようにしてジョセ
フ・スミスについての証を得
ましたか。若い女性が自分
自身で証を得られるよう，ど
のように励ますことができる
でしょうか。

ジョセフ・スミスの生涯や
証，彼が払った犠牲につい
て研究することによって，ど
のようにクラスの若い女性一
人一人の証が強められるで
しょうか。 ほかの人の証を
聞くことは，どのような助け
になりますか。
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人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

教義を導入する

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
アを考えます。

• 事前（恐らくクラスの 2 週間から 3
週間前）に，若い女性に，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。」若い女
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）クラスの開始時
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。

• ホワイトボードに「ジョセフ・スミス
は重要です。なぜなら    。」
と書き， 若い女性に空欄を埋めるよう
に言います。クラスの終わりに，レッス
ンで学んだことについて，もう一度空欄
を埋めてもらいます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が，ジョセフ・スミスの神聖な使命について学ぶのに役立
ちます。御霊の導きに従って，クラス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。

• 『真理を守る』（102 －103 ページ），
または教義と聖約 135：3 からジョセ
フ・スミスについて読んで，学んだこと
のリストを作成するように，若い女性一
人一人に勧めます。一人ずつ自分のリス
トから一つを発表し，なぜそれが自分
にとって大切なのかを説明してもらいま
す。

• クラス全員で，ジョセフ・スミスにつ
いての賛美歌を歌います（賛美歌集の
後ろにある主題別索引を使って賛美歌
を見つける）。その賛美歌はジョセフ・
スミスと回復について，若い女性に何を
教えてくれるでしょうか。クラスの生徒
に，預言者ジョセフ・スミスについて感

じていることや証を分かち合ってもらい
ます。

• ジョセフ・スミス―歴史 1：7－25
にあるジョセフ・スミスの最初の示現に
ついて読むように若い女性に言い，そこ
に記されている福音の真理を見つけて
もらいます（神の本質や祈りの力，大背
教など）。これらの真理はわたしたち
の生活にどのような影響を及ぼしている
でしょうか。

• 若い女性に，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

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）
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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」の中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。

• ジョセフ・スミスの生涯における出
来事を描いた絵を何枚かはります（『福
音の視覚資料集』89 － 97 参照）。そ
れらの絵に描かれている出来事につい
て，若い女性に説明してもらいます。可
能であれば，その出来事について記し
た聖句を若い女性が探すのを手伝いま
す（『福音の視覚資料集』の冒頭に関
連聖句が記されています）。クラスの何
人かに，ジョセフ・スミスについての証
を分かち合うように勧めます。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。福音の回復におけるジョセ
フ・スミスの役割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した方が助
けになるでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができます。

• ジョセフ・スミスについての自分の証
を日記に書く。

• 家族と自分の証を分かち合う。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

救い主の方法で教える

救い主は御自身に従う人々
に，御自身の教えが真実で
あることをほかの人に証す
るよう勧められました。そし
て，いつ証をするべきか，何
を言うべきかが分かるよう
に御霊が助けてくださると
約束されました。若い女性
が，自分の証を分かち合う
よう御霊に促されているこ
とに気づくために，どのよう
な助けができるでしょうか。
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精選されたリソース

「ジョセフ・スミス」『真理を守る』（2004 年），102
－103

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・スミスー歴史 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・スミスー歴史 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）

12325_300_YW-Unit4_jp.indd   114 14/01/27   15:54



109

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。

なぜ最初の示現は 
大切なのでしょうか
1820 年の春に，父なる神とその御子イエス・キリストが，預言者ジョセフ・スミス
に御姿を現されました。福音の回復の幕開け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によって，
福音の真理をはじめ，神権の権能や救いの儀式が回復されました。「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〔科学的追求〕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

準備する際，よく祈って以下の聖句や参考資料，またあなたの選んだその他の資
料を研究してください。あなたが教える若い女性にとって最も意味があると思うも
のはどれでしょうか

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

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

ジョセフ・スミスが父なる神
とその御子イエス・キリスト
にまみえたことについての
証を，あなたはどのようにし
て得ましたか。 その証に
よって，あなたの人生にどの
ような祝福がもたらされまし
たか。最初の示現はあなた
にとってどのような価値があ
りますか。最初の示現につ
いて研究することにより，ク
ラスの若い女性一人一人は
どのように証を深めること
ができるでしょうか。この
偉大な出来事の価値を理
解するよう，若い女性をどの
ように助けられるでしょう
か。
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教義を導入する

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。

• 最初の示現の絵を見せて，クラスの
だれかに絵について簡単に説明しても
らいます。この出来事の重要性につい
て，少しの間深く考えるように若い女性
に勧めます。レッスン中に，最初の示現
の大切さを理解するのに役立つ意見を
出し合うように言います。

• クラス全員で，「麗しき朝よ」（『賛美
歌』18 番）を歌います。ジョセフ・ス
ミスについて，あるいはジョセフ・スミ
スが父なる神とイエス・キリストにお会
いして言葉を交わすという経験につい
て感じていることを分かち合うように，
若い女性に勧めます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が，ジョセフ・スミスの最初の示現について学ぶのに役立
ちます。御霊の導きに従って，クラス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。

• 若い女性に，最初の示現によって自
分がこれまでに受けた祝福を幾つか書
き出すように勧めます。ディーター・F・
ウークトドルフ管長の説教「最初の示
現が結ぶ実」の最後の 10 段落を読み，
最初の示現のおかげで受けたほかの祝
福も探してもらいます。また，最初の示
現の大切さについて，気づいたことや感
じていることを分かち合うように勧めま
す。

• クラス全体で，ジョセフ・スミス―
歴史 1：7－20 にあるジョセフ・スミス
の最初の示現について読みます。ジョ
セフの経験から学べる真理を見つける
ように，若い女性に勧めます（例えば，
御父と御子は実在しておられ，別個の
御方である。サタンとその力は確かに
存在するが，神の力の方が偉大である。
神は祈りを聞き，答えてくださる。啓示
は今もなお与えられていることなど）。
見つけた真理をホワイトボードに書いて

もらいます。これらの真理は，ほかの
宗教の教えとどのように違いますか。
これらについて知らなかったなら，わた
したちの人生はどのように違っていたで
しょうか。

• 若い女性に，ジョセフ・スミス―歴
史 1：11－19，24 －25 にあるジョセ
フ・スミスの最初の示現とジョセフの証
を黙読し（あるいはビデオ「回復」を見
て），深く考えるように勧めます。最初
の示現は，なぜ世界の歴史において重
要なのか考えるように言います。わたし
たち個人にとっても，最初の示現はな
ぜ大切なのでしょうか。最初の示現の
大切さについて，あなたの証を分かち
合ってから，若い女性にも自分の考えや
証を分かち合うように勧めます。

• 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出来事について，
聖句を確認するように，若い女性に勧め
ます（例えば，マタイ3：13 －17; 使徒

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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7：54 － 60；3 ニ ー フ ァ イ11：3 －
10）。これらの出来事の絵を見せるの
もいいでしょう（『福音の視覚資料セッ
ト』35，63，82 参照）。若い女性に，
それぞれの話を要約してもらってから，
ジョセフ・スミス－歴史 1：17 を読むよ
うに勧めます（『福音の視覚資料セッ

ト』90 参照）。ジョセフ・スミスの最
初の示現は，その他の出来事とどのよ
うな点で似ているでしょうか。また違っ
ている点は何ですか。若い女性に，な
ぜ最初の示現が自分にとって大切なの
かを分かち合うように勧めます。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。ジョセフ・スミスの最初の
示現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した方が助けになるで
しょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができます。

• ジョセフ・スミスの最初の示現につ
いての証を日記に書く。

• 最初の示現についての証を家族に分
かち合う。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

救い主の方法で教える

救い主は御自身に従う人々
に，御自身の教えが真実で
あることをほかの人々に証
するよう勧められました。
そのようにするとき，御霊が
彼らの心の琴線に触れるか
らです。どのようにして若い
女性が互いに証をするよう
促すことができますか。
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精選されたリソース

118

精選されたリソース

ディーター・F・ウークトドルフ「最初の示現が結んだ実」
Ensign または『リアホナ』2005 年 5月号，36–38
からの抜粋

このように，ジョセフ・スミスの最初の示現は，個人
と家族の生活，ひいては全人類に祝福をもたらしま
す。わたしたちは預言者ジョセフ・スミスの証を通して
イエス・キリストを信じるようになるのです。人類の歴
史を通じて，預言者や使徒たちは，ジョセフのような
神の訪れを経験しています。モーセは顔を合わせて
神にまみえ，自らが「〔神の〕独り子にかたどられて
いる」神の子であることを知りました（モーセ1：1－
6 参照）。使徒パウロは，ダマスコへ向かう途中で復
活されたイエス・キリストにまみえ，主の偉大な宣教
師として召されたことを証しました（使徒 26：9－23
参照）。また，カイザリヤで裁判にかけられていたパ
ウロが天の示現について証したとき，強大な力を持つ
アグリッパ王は「おまえは . . . . . . わたしをクリスチャ
ンにしようとしている」と言いました（使徒 26：28）。

ほかにも，多くの古代の預言者がキリストについて力
強い証を述べています。このような現れは皆，古代・
近代を問わず，信じる人をすべての義と希望の神聖な
源である神，すなわち天の御父とその御子イエス・キ
リストへと導きます。

神がジョセフ・スミスと語られたのは戦争や戦争のう
わさ，自然災害や個々人の苦しみの多い，不確かで
不安定な時代にあっても，神のすべての子供たちを
御自身の憐れみと愛によって祝福するためでした。救
い主はおっしゃいました。「見よ，わたしの憐れみの
腕はあなたがたに向けて伸べられている。わたしは来
る者をだれでも受け入れよう。わたしのもとに来る者
は幸いである。」（3 ニーファイ9：14）そして，この
招きを受け入れる人はだれでも，「たぐいない豊かな
神の愛に取り巻かれ」るのです（アルマ 26：15）。

預言者ジョセフの証と最初の示現が真実であることを
信じ，熱心に研究し心から祈るなら，「1820 年の早
春，美しい晴れた日」にジョセフと語られた世の救い
主について確固とした信仰を持てるようになるでしょう
（ジョセフ・スミスー歴史 1：14）。. . . . . .

ジョセフ・スミスの働きと犠牲により，天の御父と，
その御子であり，贖い主，救い主であるイエス・キリ
ストを，ほんとうの意味で知ることができるようにな
りました。そして聖霊の力を感じ，わたしたち神の子
のために用意された御父の計画を知ることができまし
た。わたしにとって，これらは確かに最初の示現が
結んだ実です。
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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，主が聖文，生ける預言者や使徒，聖霊が心と思いに告げる個
人的な啓示を通して語りかけられるとき，若い女性の一人一人が主の御声に気づくことを学
ぶのに役立つでしょう。若い女性が主の御言葉を愛し信頼するよう助けてください。そう
することで，今も将来も彼らが試練や困難な決断に直面するとき，導きを求めて自然に聖
文や祈り，生ける預言者の言葉に心を向けるようになるでしょう。

今月は以下のアウトラインから選んでください。

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
なぜ聖文を研究することが大切なのでしょうか
どうすれば証を強めることができるでしょうか
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

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。ク
ラス会長会と話し合って，若い女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。

「成長するわたし」

「成長するわたし」の以下の体験は，この単元のレッスン
に関連しています。

「信仰」の徳質の体験 1

「個人の価値」の徳質の体験 2

「選択と責任」の徳質の体験 5

「徳」の徳質のプロジェクト

5 月―預言者と啓示
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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。

生ける預言者の言葉に 
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
支持しています。 彼らの教えは，主の御心を反映しています。 わたしたちの時代
のために，主からの指示や警告，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，わたしたちは祝福として安全や平安，霊的な力を受けます。

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。 どれを若い女性と分かち合うよ
うに御霊の促しを感じますか。

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

「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

「預言者」『真理を守る』189 －190

ビデオ―「わたしたちには生ける預言
者が必要です」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

あなたは，生ける預言者が
与えたどのような勧告を生
活の中で応用してきました
か。 その勧告に従うことで，
どのような祝福を受けてき
ましたか。

クラスの若い女性にとって，
なぜ生ける預言者の証が大
切なのでしょうか。 今日導
きを与えてくれる生ける預言
者がいることが，どんなに
祝福かを理解するよう，どの
ように彼女たちを助けられ
るでしょうか。
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教義を導入する

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。

• 若い女性に，別の信仰を持つ友人か
ら現代の預言者が若人にどのような勧
告を与えているか聞かれたら，どのよう
に答えるか尋ねます。クラス全体で，

『若人の強さために』の「大管長会から
青少年へのメッセージ」の最初の段落
を読みます。若い女性に，生ける預言
者の言葉に耳を傾け，従うことがなぜ
大切だと思うか尋ねます。

• 若い女性に，モルモン書から生ける
預言者に聞き従う必要性をよく表してい
る話について考え，分かち合うように勧
めます。 幾つかの例として，リーハイ，
ベニヤミン王，アビナダイ，あるいはレー
マン人サムエルに関する話などが考えら
れます。これらの話から，彼女たちは
何を学ぶでしょうか。預言者の勧告に
従ったことについて，若い女性はどんな
経験を分かち合えるでしょうか。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性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。 御霊の導きに従って，クラス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。

• 若い女性一人一人に，このアウトライ
ンで提案されている聖文の一つを割り
当てて，わたしたちに預言者が必要な
理由と預言者に従うことで得られる祝
福を探してもらいます。 若い女性に自
分の考えを分かち合うように勧めます。 
預言者の勧告に従ったときのあなた自
身の経験を分かち合い，勧告に従うこ
とで学んだことについて証してくださ
い。若い女性に自分自身の経験を分か
ち合うように勧めます。

• 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。 生徒に，
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。

• 大管長会と十二使徒定員会の写真を
見せます（『リアホナ』大会号に掲載さ

れているものなど）。 彼ら全員が預言
者，聖見者，啓示者であることについ
て，あなたの証を述べてください。 ホ
ワイトボードに，生ける預言者たちから
与えられた勧告のリストを書くよう若い
女性に勧めます（彼女たちが思い出す
のを助けるために，『リアホナ』の最新
総大会号を持参する）。この勧告に従
うことで，彼女たちの人生や家族の生
活はどのような祝福を受けるでしょう
か。

• 若い女性一人一人に小さなカードを
配ります。 モンソン大管長の最近の説
教を一つ読んで，カードに書きたい言葉
を見つけ，家に持って帰って部屋の目に
付く場所に置くか，聖典に挟んでおくよ
うに勧めます。 彼女たちに，自分が選
んだ言葉を分かち合い，なぜそれを選
んだか説明してもらいます。

• ビデオ『わたしたちには生ける預言
者が必要です』を見せるか，デビッド・

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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A・ベドナー長老の説教「『わたしの名
について証を述べるために選ばれて』」
を一緒に読みます。 『真理を守る』の

「預言者」の項を読んでもよいでしょう。 
生ける預言者の言葉に耳を傾け，従うこ
とが大切である理由を探すように，若い
女性に勧めます。見つけたことを分か
ち合ってもらいます。若い女性に，預言
者についての証を分かち合うように勧
めます。

• 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。 生徒に，預言者に従うのを
やめさせようとする人に対してどんなこ
とを言えばよいかを考えるために，マッ
コンキー姉妹の説教またはロナルド・
A・ラズバンド長老の説教「教会指導
者を支持する」の他の部分を調べるよ
うに勧めてください。 見つけたことを
発表してもらいます。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。 生ける預言者の必要性が
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した方が助けになるでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。何人かに，自分がするべきだと感じたことを分かち合ってもらいます。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

救い主は御自身が教える
人々に質問をされ，彼らにも
質問する機会を与えられま
した。 若い女性が生ける預
言者について深く考え，感
じるには，どのような質問
が助けになるでしょうか。 
彼女たちの答えに関心を
持っていることを示すには，
どうすればよいでしょうか。
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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は，人生の導きとなる個人の啓示を受ける権利があります。 
個人の啓示を受けるには，ふさわしい生活をし，聖文を研究して深く考えることに
よって備えなければなりません。 わたしたちが尋ね求めるなら，神は聖霊を通し
て御自身の御心を明らかにしてくださいます。

霊的に備える

レッスンの準備をするとき，これらの聖文と資料をよく祈って研究してください。 
どれを若い女性と分かち合うように御霊の促しを感じますか。

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 章；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」

「みたまはわれに」『賛美歌』82 番

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

個人の啓示を受けたとき，
どのようにしてそれが分か
るでしょうか。 個人の啓示
に気づくようになることで，
あなたの人生はどのような
祝福を受けてきましたか。

なぜクラスの若い女性が個
人の啓示を受ける方法を学
ぶことは大切だと感じます
か。 彼女たちが個人の啓
示に気づくようになるため
に，どのように助けますか。
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教義を導入する

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。

• 若い女性に，「みたまはわれに」（『賛
美 歌』82 番）の歌詞全体を読むか，
歌ってもらい，聖霊がどのようにわたし
たちに語りかけるかを表している言葉
を探すように言います。ほかにも若い
女性は，聖霊がどのようにわたしたちに
語りかけられるかを表すどんな言葉を
思いつくでしょうか。

• ホワイトボードに「＿のとき個人
の啓示を受けていると分かります」と
書きます。若い女性に，この文を完成さ
せるにはどうすればよいか尋ねます。
レッスンの間，この文について常に深く
考えて，その他の答えを探すように勧め
ます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が個人の啓示を受ける方法を理解するのに役立ちます。 
御霊の導きに従って，クラス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。若い女性に，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。若い女性に，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。

• このアウトラインに提案されている聖
文をホワイトボードに書きます。若い女
性一人一人に，聖文の一つを読んで，聖
霊がわたしたちに語りかけられる方法
についての教えを見つけるように言いま
す。見つけたことをホワイトボードの参
照聖句の隣に書いてもらいます。これ
らの方法の一つで，聖霊が彼女たちに
語りかけてくださった経験についてどん
なことでも分かち合うように勧めます。

• 若い女性一人一人のために，『わたし
の福音を宣べ伝えなさい』の 96 － 97
ページの表をコピーします。表を見て，

聖霊がわたしたちに語りかけられる方
法についての説明を復習するように勧
めます。表に記されているような気持ち
や考え，印象を抱いたときの経験につ
いて書くように若い女性に勧めます。 
何人かに，書いたことをクラスのほかの
人に分かち合ってもらいます。

• 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
表題がついている部分を読むか，ビデオ

「いろいろな光 ―啓示の霊」を見るよ
うに，若い女性に勧めます。 聖霊はど
のようにわたしたちに語りかけられるか
を説明したフレーズや文を見つけるよう
に言います。若い女性にとって聖霊が
語りかけられる方法を理解することが
大切なのはなぜでしょうか。聖霊はわ
たしたちがしなければならない大切な
決断をどのように助けることができます
か。若い女性に，近い将来する必要が
ある重要な決断をリストに挙げるよう勧
めます。ビショップの許可を得て，ワー
ドから良い模範となる女性を招き，同様

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
る際に役立つとはいえない。
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）



121

の決断をする際にどのように個人の啓
示を求めたか分かち合ってもらいます。

• 若い女性にビデオ「主の声を聞く」
を見せて，ビデオの中で青少年が個人
の啓示を受ける備えをするために行っ
た事柄を探すように言います。そのほ

かにどのような方法で，わたしたち自身
を備えることができるでしょうか （3 
ニーファイ 17：2 －3；教義と聖約 9：
7－ 8 参照）。ビデオの中の青少年が
受け入れたチャレンジを受け入れるよう
に若い女性を励まし，後のレッスンでそ
の経験を分かち合うように勧めます。

若い女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
もっと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した方が助けになるでしょう
か。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• 『成長するわたし』の中の「選択と責
任」の徳質の体験 5 を完了する。

• その週に受けた具体的な御霊の促し
や印象を書き留め，それに従って行動

する。促しに従ったとき起こったことや
受けた祝福を日記に記録するとよいで
しょう。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために彼女たちは何がで
きるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを見た
り，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

救い主は御自身に従う人々
に，信仰によって行動し，主
が教えられた真理に従って
生活するよう勧められまし
た。主は力強い学習経験を
与えることを通して，御自身
に従う人々が，心から福音
に従って生活するよう助け
ることに焦点を当てられま
した。若い女性に，信仰に
よって行動し，学んでいる
真理に従って生活するよう，
どのように教えることがで
きるでしょうか。
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精選されたリソース

128

精選されたリソース

デビッド・A・ベドナー「啓示の霊」Ensign または
『リアホナ』2011 年 5 月号，87 － 90 からの抜粋

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 章参照）。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）。
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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ておられ，祈りを通して御自身と交わるよう望んでお
られます。祈るときには，自分が心に抱いている思いを天の御父に伝えてくださ
い。無意味な言葉や言い回しを繰り返すべきではありません。心からの偽りのな
い祈りを通して，わたしたちは天の御父を近くに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。若い女性に祈りについ
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，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（信仰を持って誠心
誠意祈りなさい）

『聖句ガイド』「祈り」40 － 41

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

「祈り」『真理を守る』24 －29

ビデオ―「日々の糧 ― 経験」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

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。

クラスの若い女性たちが祈
るのをいつ聞きましたか。
彼女たちの祈りがより有意
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，若い女性の
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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教義を導入する

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。

• クラス全体で祈りについての賛美歌
を歌うか，読みます （賛美歌集の末尾
にある主題別索引を使って適切な賛美
歌を見つける）。これらの賛美歌から，
若い女性は祈りについて何を学ぶで
しょうか。

• 若い女性に，ほかの人と意志の疎通
を図る方法のリストを作るように言いま
す。これらのコミュニケーション方法は
祈りとどのように似ていますか。またど
のような点が違っていますか。若い女
性は祈りについてどのような質問がある
でしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことができます。

• 個人の祈りを改善する具体的な目標
を立てる。

• 「成長するわたし」にある「信仰」の
徳質の体験 1を完了する。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性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，クラス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。

• 若い女性に，聖典の中から自分に霊
感を与えてくれる祈りの模範を見つけて
もらいます（必要であれば，このアウト
ラインに挙げられている聖句を読むよう
に提案してください）。あるいは，ビデ
オ「日々の糧 ― 経験」を見せます。こ
の例から見つけたこと，また，祈りにつ
いて学んだことを分かち合ってもらいま
す。

• 若い女性一人一人に，祈りに関する聖
句（このアウトラインで提案されている
聖句など ) を割り当てます。割り当てら
れた聖文から学んだ祈りの原則と，自
分やほかの人の生活の中に見られるそ
の原則の事例を書き出してもらいます。
自分が書いた事柄をクラスの別の若い

女性に分かち合うように勧めます。祈り
をもっと意義深いものにするのに役立
つ事柄について，若い女性は互いから
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，若い女性一人一人に
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
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。彼女た
ち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

若い女性に来週の学習予定
を伝えます。学ぶ備えをす
るために彼女たちは何がで
きるでしょうか。例えば，来
週のレッスンに関連した説
教を読んだり，ビデオを見た
り，聖句を研究したりするこ
とができます。
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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。

な場面をロールプレーしてもらうとよい
でしょう。

• 一人一人の若い女性に，第 3 ニーファ
イの 17 章，18 章，19 章のうち一つの
章を割り当てます。与えられた部分を
読んで，イエス・キリストの模範と教え，
また弟子たちの模範から，祈りについて
学んだことを分かち合ってもらいます。
彼女たちは自身の祈りにおいて，これら

の模範に従うために何ができるでしょう
か。

• 若い女性一人一人に，『真理を守る』
の 24 －29 ページか『聖句ガイド』の
祈りの項から，祈りの原則の一つを研
究するよう割り当てます。若い女性に，
学んだことをクラスの人たちに教えても
らいます。教える際に，個人の経験を
分かち合うよう勧めます。

若い女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した方が助けになるで
しょうか。

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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精選されたリソース

132

精選されたリソース

デ ビッド・A・ ベドナ ー 長 老「常 に 祈りなさい」
Ensign または『リアホナ』2008 年 11 月号，41－
44 からの抜粋

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，祈りが答えられたこ
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，神が忠実な子供たちのため
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。

12325_300_YW-Unit5_jp.indd   132 14/01/27   15:53



127

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。

なぜ聖文を研究することが 
大切なのでしょうか
聖文には神の言葉が収められています。末日の預言者は，個人でも家族でも毎日
聖文を研究するよう勧告しています。聖文の研究を通してわたしたちは天の御父と
イエス・キリストを知るようになり，誘惑に立ち向かう力を得て，困難の中にあって
強められるのです。

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。若い女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。

2 テモテ 3：16 －17；2 ニーファイ32：
3（わたしたちは聖文から人生の導きを
得ることができる）

1 ニーファイ15：24 －25；アルマ 31：
5；ヒラマン 3：29 －30；15：7－ 8；
教義と聖約 11：21 （神の言葉には力が
ある）

教義と聖約 84：45；ジョセフ・スミス
―マタイ1：37（聖文は真理を識別し，
欺きを避ける助けになる）

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 － 8

「選択と責任」の徳質の体験 1，『若い
女性　成長するわたし』46

「聖文」『真理を守る』126 －130

ビデオ―「モルモン書 ―天からの
メッセージ」「日々の糧 ― 規範」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

聖文を研究することで，あ
なたは人生においてどのよ
うな祝 福を受けてきたで
しょうか。どのような経験
を若い女性に分かち合うこ
とができますか。

どの聖句がクラスの若い女
性にとって意義深いものに
なると思いますか。若い女
性の聖文研究をもっと意義
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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教義を導入する

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。

• 何人かの若い女性に好きな聖句を分
かち合うよう勧めます。これらの聖句
はなぜ彼女たちにとって大切なので
しょうか。

• 若い女性たちに，地図，方位磁石，
GPS 機器など，導きを得られる物を幾
つか見せます。聖文はこれらの物とど
のように似ているでしょうか。若い女性
に，聖文の中に導きや指示を見いだし
た経験を分かち合ってもらいます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が聖文研究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，クラス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。

• 若い女性に，2 テモテ 3：16 －17と
2 ニーファイ32：3 を読むよう勧めま
す。これらの聖句は，聖文研究の大切
さについて何を教えているでしょうか。
クラス全体で，リチャード・G・スコット
長老の人生を導いた聖句のリストを復
習します （スコット長老の説教「聖文
の力」）。若い女性一人一人に，自分が
導きを得た聖句のリストを作ってもらい
ます。若い女性に，自分が選んだ聖句
をクラスで分かち合い，それらの聖句が
どのように人生の導きとなったかを説明
してもらいます。

• 若い女性に，このアウトラインに挙げ
られている説教の中から幾つかの部分
を読んでもらいます。その中から，聖文
研究からもたらされる祝福を見つけるよ
うに言います。これらの祝福を若い女
性が経験したのはいつのことでしょう
か。

• 若い女性一人一人に，このアウトライ
ンにある聖句の一つを読んでもらいま
す。一人の若い女性に自分が読んだ聖
句が教えていることを表す絵を描いて
もらい，クラスのほかの生徒にその聖句
が聖文研究の大切さについて何を教え
ているか考えるように勧めます。若い
女性たちは，自身の生活の中で聖文研
究の大切さを理解したことについて，ど
のような経験を分かち合えるでしょう
か。

• 若い女性に，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）か
ら読んでもらいます。「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。

教師へのヒント

「教えを受ける人々の心に福
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）
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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
されました。主は人々が自
分自身で聖文について考
え，聖文を使って疑問に対
する答えを見つけるよう教え
られました。主からの指示
を受けるために聖文に心を
向けるよう，どのように若い
女性を促すことができるで
しょうか。

若い女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した方が助けになるでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• 『成長するわたし』にある「選択と責
任」の徳質の体験 1 に取り組み，毎日
の聖文研究を習慣づける計画，あるい
は聖文学習を改善する計画を立てる。

• 霊を鼓舞する聖句を覚えて，翌週の
クラスで分かち合う。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために彼女たちは何が準
備できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオ
を見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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

136

精選されたリソース

リチャード・G・スコット「聖文の力」Ensignまたは
『リアホナ』2011年 11月号，6－ 8 からの抜粋

天の御父は，わたしたちが試しの生涯の間に望ましい
進歩を遂げるために困難な問題に直面する必要があ
ることを理解しておられました。これらの問題の中に
は耐え切れないほどのものがあります。御父はわたし
たちが試しの生涯を立派に過ごすのに助けとなる手段
を与えてくださいました。その一つが聖典です。

遠い昔から，天の御父は，聖霊の導きを通して人生の
きわめて困難な問題への解決策を見いだせるように，
えり抜きの男女に霊感を与えてこられました。御父
は，これら権能を持つ僕たちに，そのような解決方法
を記録するよう霊感を与えてこられました。そのよう
にして，御父の幸福の計画を信じ，御父の愛する御子
イエス・キリストを信じる信仰を持つ子供たちに一種
の手引きを与えようとされたのです。その解決方法は
標準聖典と呼ばれる宝を通して，いつでも手の届くと
ころにあります。標準聖典とはすなわち，旧約聖書，
新約聖書，モルモン書，教義と聖約，高価な真珠のこ
とです。

聖典は聖霊を通して行われる霊感された意思の疎通
によって与えられるものであり，それゆえ純粋な真理
です。わたしたちは標準聖典に記されている概念の
正しさについて心配する必要はありません。聖霊が仲
立ちとなり，聖文を記録した人々を動機づけ，霊感を
与えてこられたからです。

聖典は，わたしたちの心を照らし，高い所から導きと
霊感を受ける備えをさせる光の小包みのようなもので
す。聖典は天の御父とその愛する御子イエス・キリス
トと交信するための扉を開く鍵になり得ます。

聖文を正しく引用するならば，述べる言葉に力強い権
威が与えられます。聖文は，時間や場所に制限され

ずにいつでも会える，誠実な友になってくれます。聖
文は，必要なときにいつもそばにいてくれます。聖文
を用いるなら，真理の基礎が据えられ，聖霊がその真
理を気づかせてくださいます。聖文を学び，深く考え，
調べ，暗記するのは，まるで，世界のどこにいても，い
つでも助けを求めることができる友と信条と真理を
ファイルキャビネットに満たすようなものです。

聖文を暗記することで，大きな力が得られます。聖文
を暗記することは，新しい友情を築くことです。それは
まるで，必要なときに助けてくれる人，霊感と慰めを与
えてくれる人，必要な変化を遂げる動機を与えてくれ
る新しい人に出会うのに似ています。例えば，次の詩
篇の言葉を暗記しようと決意したことが，わたしにとっ
て力と理解の源となっています。

「地と，それに満ちるもの，世界と，そのなかに住む者
とは主のものである。

主はその基を大海のうえにすえ，大川のうえに定めら
れた。

主の山に登るべき者はだれか。その聖所に立つべき
者はだれか。

手が清く，心のいさぎよい者，その魂がむなしい事に
望みをかけない者，偽って誓わない者こそ，その人であ
る。

このような人は主から祝福をうけ，その救の神から義
をうける。」（詩篇 24：1－ 5）

このような聖句について深く考えることで，人生のすば
らしい指針が得られます。聖文はわたしたちを支える
土台となってくれます。聖文の中には喜んで助けてく
れる友が信じられないほど大勢います。暗記した聖
文は，時がたってもきずなが弱まらない忠実な友とな
ります。
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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。

どうすれば証を強めることが 
できるでしょうか
証は聖霊によって与えられる真理についての霊的な確信です。教会の会員として，
わたしたちには自身の証を得るという神聖な機会と責任があります。研究や祈り，
福音に従った生活を通して証を求めるなら，聖霊は，福音が真実であることを自分
で知ることができるように助けてくださるでしょう。

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。 若い女性が証を得たいと感じ
るような霊感に満ちた資料は見つかるでしょうか。

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）

アルマ 32：27－34（まず信じたいとい
う望みを持つことから始める）

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）

トーマス・S・モンソン大管長「信じ，
従い，耐え忍ぶ」『リアホナ』2012 年 5
月号，126 －129

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

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

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

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

あなたはどのように自分自
身の証を得たでしょうか。 
あなたの証は，妻や母親，
姉妹，教師など，神の娘とし
てのあなたの役割にどのよ
うな影響を及ぼしてきたで
しょうか。

クラスの若い女性の証につ
いて，あなたは何を知ってい
ますか。 強い証を持つこと
は，現在や将来の彼女たち
の生活にどのような影響を
与えるでしょうか。 彼女た
ちが証を強めるよう励ます
ために，あなたには何がで
きるでしょうか。
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教義を導入する

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。

• クラスで，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。若い女性に，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。

• 若い女性に，「証」の定義を書くよう
に言い， 書いた定義をクラスの生徒に
分かち合うよう勧めます。『真理を守
る』の「証」の項を読むよう勧めるのも
よいでしょう。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が証を得る方法を学ぶ助けとなるでしょう。御霊の導き
に従って，クラス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。

• 若い女性に種と鉢植えの植物を見せ
ます。種が成長して植物になるために
適宜必要となるのは，どのようなことか
尋ねます。若い女性に，アルマ 32：27
－34 を読んで，証を得ることと植物が
成長することを比較するように言いま
す。 彼女たちの証はどのように成長し
ているでしょうか。彼女たちは自分の
証を養うために何ができるでしょうか。 
自分の証がどのように成長しているか，
証を強めるために何ができるかを日記
に書くように勧めます。

• クラス全体で，聖文に登場する，証を
得た人物の一覧表を作ります。これら
の人々が行ったことや，彼らがどのよう
にして霊的な証を得たかについて話し
合います（1 ニーファイ 10：17－19；
アルマ 5：45 － 46 参照）。若い女性に
証を強めた経験を分かち合うように勧
めます。

• 一人一人の若い女性に，このアウトラ
インの聖句か，トーマス・S・モンソン大

管長の説教「信じ，従い，耐え忍ぶ」の
第 12 段落と第 13 段落を読んでもら
い，自分の証を弱める事柄と，証を強く
維持する方法のリストを作ってもらいま
す。若い女性に，自分が書いたリストを
発表して，クラス全体で，ほかの人の証
を強める方法を話し合ってもらいます。 
彼らは家族をどのように助けることがで
きるでしょうか。友人はどうでしょう
か。

• 若い女性に，自分の証に苦しんでい
る知人を思い浮かべるように言います。  
若い女性に，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」を調べ，その人のためになる事柄を
探してもらいます。その人と何を分かち
合えるでしょうか。

• 週日に，一人の若い女性に，ボニー・
L・オスカーソン姉妹の説教「あなた
がたは改心しなさい」の中にある，アグ
ネス・ホーガンの話を要約する準備をし
ておいてもらいます。（特に、アグネス

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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の信仰は彼女の決断にどのような影響
を与えたかという点について要約しても
らいます。） 一人一人の若い女性に，オス
カーソン姉妹が述べた証を強めること
に関わる原則を一文ずつ紙に書いて渡
します。若い女性一人一人に，クラス全
員に自分が受けとった文章を紹介し，
その言葉から学んだことや，理解したこ
とを分かち合ってもらいます。

• 若い女性一人一人に，このアウトライ
ンに挙げられている聖句を一つ読んで，
証を得たり強めたりする方法，あるい
は，証を得るうえで妨げとなるものを見
つけるように言います。学んだことにつ
いて分かち合った後，ほかの人の証を強
める方法について考えてもらいます。 
若い女性たちは家族をどのように助け
ることができますか。学校の友達はど
うでしょうか。

若い女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。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。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• クラスで自分の証を述べる。

• 学んだ原則の一つに従って生活する
ことを通して証を強めるために目標を立
てる。

• 次の週に友人か家族のだれかに証を
分かち合う。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

救い主は弟子たちに証をす
るよう勧められました。 例
えば，主は弟子たちに「あ
なたがたはわたしをだれと
言うか」とお尋ねになりま
した （ マタイ 16：15 － 16
参照）。御霊に促されて若
い女性に質問をするとき，
彼女たちの答えは証を述
べ，自身の証を強める機会
となるかもしれません。
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精選されたリソース

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 月号からの抜粋

わたしの家族歴史の中から，一人のヒーローの改宗談
を紹介しましょう。彼女の名はアグネス・ホーガンとい
い，1861 年に，夫とともにスコットランドで教会に入り
ました。母国でひどい迫害に苦しんだ二人は，子供を
連れてアメリカに移住しました。数年後，アグネスは夫
を亡くし，8 人の子の衣食を賄うために懸命に働きまし
た。長女で 12 歳のイザベルは，末日聖徒ではない裕
福な家族の召し使いとしての職を運よく得ることがで
きました。

彼女はその家族の大きな屋敷に住み込み，幼い子供
たちの世話をしました。その報酬として，毎週わずか
な給金が母親に支払われました。すぐにイザベルは
家族の一員として受け入れられ，ダンスのレッスンを受
けたり，美しい衣服を着たり，演劇鑑賞に行ったりな
ど，家族同様の恩恵を受けるようになりました。そのよ
うにして4 年が過ぎたとき，イザベルの雇い主の家族
が別の州に転勤することになりました。イザベルのこ
とが気に入っていたその家族は母親のアグネスに会
い，正式にイザベルを養女にしたいと願い出ました。
立派に教育を施し，良い人と結婚できるよう計らい，実

子と同じように遺産相続もさせると約束しました。ま
た，アグネスへの支払いも続けると言ったのです。

夫に先立たれたこの貧しい母親は難しい決断を迫られ
ましたが，一瞬のためらいもありませんでした。何年も
後に書かれた，彼女の孫娘の言葉に耳を傾けてくださ
い。「祖母はその申し出を断りました。愛だけでは断
りきれなかったとしても，祖母にはもっと強い理由が
あったのです。アグネスは遠く離れたスコットランドか
ら移住し，福音のために様々な試練と苦難を経験しま
した。それほどの犠牲を払って得たものが自分の子
から失われていくのを，何としても防ぎたかったので
す。」裕福な家族は言葉を尽くして説得しようとし，イ
ザベル自身も行かせてほしいと涙ながらに訴えまし
た。しかし，アグネスは断固として考えを変えませんで
した。ご想像のように，16 歳のイザベルは人生が台
無しになったと感じました。

イザベル・ホーガンはわたしの曾祖母です。彼女の母
親の胸に赤 と々燃えていた強い証と信念に心から感謝
しています。母親はこの世的な約束と引き換えに娘の
教会員としての祝福を失わせることを良しとしませんで
した。そして今では，何百人というイザベルの子孫が
教会員として祝福にあずかり，アグネスの深い信仰と
福音への改心から恩恵を受けているのです。
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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。

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人生に関する個人的な啓示です。わたしたちが自分
の可能性や，忠実であれば受けられる祝福を理解する助けになります。祝福には
約束や訓戒，わたしたちの人生を導く警告などが含まれているかもしれません。ま
た天の御父がわたしたちを個人的に御存じで，心にかけておられることを知ること
もできます。

霊的に備える

レッスンの準備をするとき，これらの聖文と資料をよく祈って研究してください。 
クラスの若い女性に最も役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

ジュリー・B・ベック「高貴な生得健」
『リアホナ』2006 年 5 月号，106 －108

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

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

教義を導入する

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。

あなたがすでに祝福師の祝
福を受けているなら，それ
によって人生でどのような導
きを受けてきたでしょうか。 
逆境の時，どのような助け
になりましたか。どのように
霊を鼓舞されてきましたか。

祝福師の祝福は，クラスの
若い女性の人生を，どのよう
な方 法で 導いてくれるで
しょうか。イスラエルの家
における自分の血統を知る
ことが重要なのはなぜで
しょうか。彼女たちが祝福
師の祝福を受ける備えをす
るのをどのように助けること
ができるでしょうか。
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• 祝福師の祝福文を持っているなら，
どのようなものか若い女性に見せます

（具体的な内容については話さない）。 
祝福師の祝福によって，これまで人生で
どのような祝福を受けてきたかを分か
ち合ってください。

• ホワイトボードに「祝福師の祝福はど
のような助けになるでしょうか」と書き
ます。 若い女性に，この質問の答えを

挙げてもらいます。 レッスンの間，この
質問を繰り返し思い起こさせてくださ
い。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）

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができます。

• 「成長するわたし」から「個人の価
値」の徳質の体験 2 を完了する。

• 彼女たちがすでに祝福師の祝福を
受けているなら，それを研究し，そこに
含まれている勧告や警告，霊的な賜物，
祝福を心に留めることができます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が祝福師の祝福について学ぶのに役立ちます。御霊の導
きに従って，クラス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。

• 若い女性の一人か，あるいは何人か
に，祝福師の祝福を受けたときの経験
を分かち合うように勧めます（またはあ
なた自身の経験を分かち合う）。彼女
たちはこれまで祝福師の祝福からどの
ような助けを受けてきたでしょうか。

（祝福師の祝福の具体的な内容は神聖
なものであり，分かち合うべきではない
ことを，若い女性に思い起こさせてくだ
さい。）「祝福師の祝福」という記事のコ
ピーを切り分けて，一片に一つの質問と
その回答が書いてあるようにします。
若い女性に記事の一片を順番に選んで
もらい，質問と回答をクラスの生徒に分
かち合ってもらいます。若い女性はほ
かにどんな質問があるでしょうか。

• ビショップの許可を得て，ステークの
祝福師を招き，祝福師の祝福について
若い女性に話してもらいます。どのよう
なことでも疑問に思うことを尋ねるよう
に，若い女性を促してください。

• 祝福師の祝福について疑問に思って
いることをすべて書き留めるように言い
ます。クラス全体で，『真理を守る』の
95 － 97 ページから答えを探します。

• ジュリー・B・ベック姉妹の説教「高
貴な生得権」の幾つかの項と，「高い目
標を持てるよう青少年を助ける」にある
アイリング管長自身の祝福師の祝福に
ついてのコメントをクラス全体で読みま
す。各項を読んだ後，祝福師の祝福に

若い女性に来週の学習予定
を伝えます。学ぶ備えをす
るために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，
来週のレッスンに関連した
説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりす
ることができます。
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救い主の方法で教える

救い主はクラスの若い女性
を御存じであり，彼女たち
がどのような人になれるか
も御存じです。一人一人が
学び成長するのを助けるた
めに，主は独自の方法を見
いだされます。祝福師の祝
福について話すとき，若い
女性に対する救い主の愛に
ついてどのように教えること
ができるでしょうか。

ついて学んだことを要約して書くように
若い女性に勧めます。

• この概要で提案されている聖文を読
んで，祝福師の祝福について教えてい
る各聖文について感じていることを分
かち合うように勧めます。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。祝福師の祝福についてもっ
と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した方が助けになるでしょうか。

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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精選されたリソース

145

精選されたリソース

「祝福師の祝福」“New Era”， 2004 年 3 月号，32
－ 35；または『リアホナ』2004 年 3 月号，18 － 21
からの抜粋

祝福師の祝福とはどのようなものでしょうか

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。 . . . . . .

祝福師の祝福を授けることができるのはどのような人
ですか

祝福師は，長老や大祭司と同じようにメルキゼデク神
権の職の一つですが，祝福師の祝福を授けるために，
特別に召され，聖任されます。

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。祝福師の言葉は，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。

祝福の祝福を受けるにはどうしたらよいのですか

まず，ビショップの面接を受ける約束を作ってくださ
い。面接を通してビショップ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。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，ビショップ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ように
しましょう。

自分には備えができているかどうか，どうすれば分か
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ビショッ
プが助けてくれます。

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。

12325_300_YW-Unit5_jp.indd   145 14/01/27   15:54
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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，若い女性が神権について理解し，神の娘として現在や将来受
けるあらゆる役割を果たすうえで神権によってどのような祝福が得られるかを理解する助
けになります。若い女性が継続してイエス・キリストを信じる信仰を働かせ，神権の儀式を
受け，聖約を守ることによって神の力につながるとき，大いなる強さを身に受け，昇栄の祝
福を受けるにふさわしくなることができます。神権は，男性も女性も同様に神のすべての子
供たちを祝福するために使われる神の力であることを理解できるように，若い女性を助け
てください。教会で奉仕するとき，神権の鍵を持つ指導者の指示の下で働いていることを
理解できるように助けてください。そうすることによって，若い女性は神権の業に参加して
いるのです。

今月は以下のアウトラインから選んでください。

神権とは何でしょうか
神権の業におけるわたしの責任は何でしょうか
神権の鍵とは何でしょうか
わたしは生活の中で，神権の力や祝福をどのように受けるでしょうか
教会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。ク
ラス会長会と話し合って，若い女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。

教師へ

家庭に神権者がいない若い女性や，生活の中で神権者
の良くない言動を見聞きしてきた若い女性に対しては，細
やかな配慮を忘れないでください。理想を教えるのは
大切ですが，こうした状況に配慮したうえで教えるように
してください。 

6 月―神権と神権の鍵





141

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
神権とは天の御父の永遠の力と権能です。 神権を通して，神は天と地を創造され，
治めておられます。 この力を通して，神はその子供たちを贖い，昇栄できるように
してくださいます。 神は神権の儀式を行う権威をふさわしい男性に授けておられ
ます。 天の御父のすべての子供たちは，これらの儀式を受け，神権の力と祝福を
受ける資格を得ることができます。

霊的に備える

準備する際，よく祈って以下の聖句や参考資料を研究してください。若い女性が
神権とは何かを理解するのに，どの聖句や説教が役立つでしょうか。

ヘブル 5：4；教義と聖約 107：1－ 5；
信仰箇条 1：5（人は神から召され，権
能を持つ者によって聖任されなければ
ならない）

教義と聖約 84：17－22（神権の儀式
によって神性の力が現れる）

教義と聖約 121：34 － 46（神権の権能
は義の原則によってのみ機能する）

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

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

「神権」『真理を守る』105 －109

「アロン神権」『真理を守る』7－ 8

「メルキ ゼデク神 権」『真 理を 守る』
182 －183

ビデオ―「すべての人が神権の祝福
を受けることができる」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人の改心が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助け
ることができます。

あなたは神権についてどん
なことを知っているでしょう
か。神権についてどんなこ
とを学ぶべきだと感じます
か。

若い女性は，生活の中で神
権が行使され，自分や周囲
の人々に祝福や力を与えて
いるのを目にしているでしょ
うか。クラスの前に若い女
性一人一人が神権について
何を知っているかを確認す
るにはどうしたらよいでしょ
うか。彼女たちの知識を確
認することで，何を教えるか
を決める際に，どのような
影響があるでしょうか。
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教義を導入する

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。

• 若い女性に神権についてどんなこと
を知っているか尋ねます。この概要の
最初の段落を一緒に読むか，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んだか尋
ねます。

• 若い女性に，クラス全体で，あるいは
二人一組になって，信仰を異にする友達
から神権とは何かと尋ねられたという
設定でロールプレーをしてもらいます。
若い女性は神権についてどのように説
明するでしょうか。このレッスンの冒頭
の説明を用いて，神権とは何かを理解
できるように助けてください。

一緒に学ぶ

以下の活動は若い女性が神権を理解するのに役立つでしょう。御霊の導きに従っ
て，クラス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。

• 若い女性を幾つかのグループに分け
ます。各グループにアウトラインで提案
されている一つ，あるいは幾つかの聖
句，または，M・ラッセル・バラード長
老の説教「これがわたしの業であり，
わたしの栄光である」を割り当て，その
中から神権について学べることを探し
てもらいます。印象に残ったことを分か
ち合ってもらいます。若い女性は，神権
についてどのような経験を持っているで
しょうか。　

• 世の中の人々が力（お金，教育，人
気，見た目の良さなど）を得る方法を挙
げてもらいます。教義と聖約 121：36
－ 46 を一緒に読み，神権の力の基と
なっている原則を挙げてもらいます。力
を得るための世の方法と主の方法の違
いを比較します。これらの原則につい
て知っていることは，若い女性の神権
に対する見方にどのような影響を及ぼ
すでしょうか。

• 半数の若い女性に『真理を守る』か
ら「アロン神権」の項（7－ 8）を読ん
でもらい，残りの半数に「メルキゼデク
神権」の項（182 －183）を読んでもら
います。一人ずつ，読んで学んだことを
分かち合ってもらいます。若い女性が
神権について理解することはなぜ大切
だと感じるかを話してもらいます。

• 若い女性一人一人に，ニール・A・ア
ンダーセン長老の説教「神権に宿る力」
の一部を読んでもらいます。それぞれ
に，自分が読んだ箇所から，神権につ
いて学んだことや，自分にとって神権は
どのような意味があるかについて全員
に話してもらいます。

• 『真理を守る』106 ページの「神権
定員会」の項を読んでもらいます。アロ
ン神権定員会と若い女性のクラスの組
織はどのような点が似ているでしょう
か。また，どのような違いがあるでしょ

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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うか。教会の女性も神権の規範に倣っ
て組織されていることが理解できるよ
うに若い女性を助けてください（『わた

しの王国の娘 ― 扶助協会の歴史と
業』138 参照）。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。神権とは何かをさらによく
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した方が助けになるでしょうか。

学んだことに従って生活する

若い女性に，今日学んだことをどのように生活に取り入れられるか考えてもらいま
す。例えば，彼女たちは以下のことを行うことができるでしょう。

• 神権についてレッスンを準備し，家庭
の夕べで教える。

• 神権について学んだことを日記に書
く。

若い女性に来週何を学ぶかを伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖文を研究したりすることができるでしょう。

救い主の方法で教える

救い主は御自分の使命につ
いて教え，証するために聖
文をお使いになりました。
また弟子たちに，疑問への
答えを見つけ，霊的な力を得
るために聖文に頼るように
とお教えになりました。若
い女性が疑問や困難に対す
る答えを見つけるために聖
文に頼るように，どのように
励ま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

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。

神権の業におけるわたしの責任は
何でしょうか
神権の業に含まれるのは，神権者の義務だけではありません。それは神の業であ
り，神の子供たちを祝福し，昇栄に導く業です。それは聖約を守る神の子供たち
によって行われます。女性は，神権の業を果たすうえで欠かせません。わたしたち
は助けの必要な人を教え導き，福音を教え，すべての人をキリストのもとに来るよ
う招きます。

霊的に備える

準備をする際，以下の聖句や資料をよく祈って研究してください。若い女性に何を
分かち合うべきだと感じますか。

教義と聖約 20：38 － 60（神権者の義
務）

ルカ 8：1－3；使徒 9：36 － 40；ロー
マ 16：1－2（人々を教え導いた例）

アルマ 56：47－ 48；57：21；教 義と
聖 約 25：6 － 8； モ ー セ 5：11－12

（福音を教えた例）

ルカ 2：36 －38；ヨハネ 20：11－18；
アルマ 19：16 －17（キリストのもとに
来るように人々を招いた例）

ヘンリー・B・アイリング「慰め主」『リ
アホナ』2015 年 5 月号，17－21

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 －
52

「扶助協会―古代の規範の回復」『わた
しの王国の娘 ― 扶助協会の歴史と業』
3 －7

ビデオ―「光を分かち合う」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人の改心が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助け
ることができます。

あなたは，神権の業にどの
ように参加していますか。
あなたの経験で，若い女性
が主の業の中で自分が果た
す責任について理解するの
に役立つような経験があれ
ば，分かち合ってください。

あなたのクラスの若い女性
は，自分自身を神権の業の
中で不可欠な一員であると
考えているでしょうか。若
い女性は，主の業を進める
中で，家庭や教会，友達と
の関係においてどのような
経験をしてきたでしょうか。
どのような経験を分かち合
えるでしょうか。
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教義を導入する

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
アを考えます。

• ホワイトボードに，「神権者の義務は
何でしょうか」と書きます。若い女性
に，神権者の義務をできるだけ多く挙
げてもらいます。教義と聖約 20：46 －
60 で見つけた義務を加えていきます。
これらの責任のうち，若い女性が若い
男性とともに果たす責任はどれかを考
えてもらいます。

• クラス全員で，このアウトラインの最
初の段落を読み，神権の働きについて
理解する助けになる言葉や文章をホワ
イトボードに書いてもらいます。若い女
性のテーマと，教義と聖約 20：46 －
60 で挙げられている神権者の義務と，
どのような関連があるかを見つけてもら
います。 

一緒に学ぶ

以下の活動はそれぞれ，神権の業に参加しようという意欲を高めるのに役立ちま
す。御霊の導きに従って，クラス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。

• 教義と聖約 20：53 と 59 から，神権
の義務には，教会員とともにいて彼らを
強め，全ての人をキリストのもとに来る
ように招くことが含まれていることが分
かります。若い女性に，ヘンリー・Ｂ・
アイリング管長の説教「慰め主」の幾
つかの部分を復習してもらいます。 わ
たしたちが聖約を守り，神権の業に参
加できるように，聖霊はどのように助け
てくださるか，ということについて，アイ
リング管長は何を教えているでしょう
か。

• 数人の若い女性に，レッスンの前に，
人々を教え導き，福音を教え，キリスト
のもとに来るように人々を招いた，影響
力のある女性について調べてくるように
頼んでおきます。聖典（例えばこのアウ

トラインで提案されている聖句）や教会
歴史に登場する女性，あるいは自分の
家族の中の女性でもよいでしょう。レッ
スンの初めに，学んだことを分かち合っ
てもらいます。これらの女性は，どのよ
うな方法で神権の業に参加していたで
しょうか。これらの物語から，若い女
性はどのような励ましや促しを受けるで
しょうか。若い女性は，神権の業の中
における自分をどのように見ているで
しょうか。

• 「扶助協会 ―古代の規範の回復」
をクラス全員で読みます。若い女性に，
神権の業における女性の役割について
の印象を分かち合ってもらいます。これ
までの歴史の中で女性たちがどのよう
なことを成し遂げたかを読むことによ

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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り，若い女性はこの時代に主の業に参
加することについて，どのように意欲を
高められるでしょうか。自分で，『わた
しの王国の娘』の残りの部分を読むよ
う若い女性を励まします。可能であれ
ば，一人に一冊ずつ渡します。

• ダリン・H・オークス長 老 の説 教
「神権の鍵と権能」の第 IV 項を共に読
み，若い女性に印象に残った部分を分
かち合ってもらいます。ビショップの許
可を得てワードの姉妹を招待し，神権
の権能によって自分の召しを果たす能

力がどのように増し加えられたかについ
て話してもらいます。数日前に依頼して
おくようにするとよいでしょう。

• 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，若い女性に，ビデオ
の中で女性たちがどのような方法で神
権の業に参加していたかを挙げてもら
います。ビデオで示されているこれら
の模範や教会指導者の勧告は，この業
にさらに熱心に参加したいという意欲
をどのように高めてくれるでしょうか。 

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。どのようにすれば神権の業
に参加することができるか理解したでしょうか。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助け
になるでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• 神権の業の中で自分の責任を果たす
ための計画を立てる。

• 今日，神権の業について学んだことを
家族と分かち合う。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

救い主の方法で教える

救い主は御自分に従う人々
に証するようお勧めになりま
した。彼らが証したとき，
御霊がその心に触れてくだ
さいました。神権について
どのような経験を若い女性
と分かち合うことができま
すか。
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精選されたリソース

156

精選されたリソース

「扶助協会 –古代の規範の回復」からの抜粋『わたし
の王国の娘 – 扶助協会の歴史と業』，3－7

新約聖書の時代の正規の女性組織についてはほとん
ど知られていませんが，救い主の御業において女性が
重要な役割を果たしたことを示す証拠があります。新
約聖書には，有名無名を問わず，女性がイエス・キリ
ストに対して信仰を働かせ，主の教えを学び，その教
えに従って生活し，主の御業，奇跡，尊厳について証
したという記述があります。これらの女性は救いの業
において模範的な弟子となり，重要な証人となりまし
た。

イエスや十二使徒と旅を共にした女性もいました。女
性たちは主の御業を支援するために自分の持ち物を
差し出しました。主の死と復活の後も，変わることな
く忠実な弟子でした。使徒たちと会い，ともに祈りま
した。教会員の集会所として家を提供しました。女
性たちは物質的にも霊的にも，人を救う業に雄々しく
携わったのです。

新約聖書に登場する女性の弟子としては，マルタと妹
のマリヤを挙げることができます。ルカ10 章にはマ
ルタがイエスに家を提供したことが記されています。
マルタは物質的な必要を満たすことによって主に仕
え，マリヤは主の足もとに座って教えに聞き入っていま
した。

女性には物質面の奉仕のみが求められていた時代
に，救い主は，その業には女性が霊的面でも参加でき
ることをマルタとマリヤにお教えになりました。主は
二人に弟子となって，救い，すなわち二人から取り去
られることのない「良い方」を受けるようお勧めに
なったのでした。〔ルカ10：38－ 42 参照〕

マリヤとマルタはこの世における主の業に積極的に参
加するようになりました。新約聖書では後に，マルタ
が救い主の神性について力強く証を述べる場面が出
てきます。マルタはイエスとの会話の中でこう言いま
した。「あなたがこの世にきたるべきキリスト，神の御
子であると信じております。」〔ヨハネ11：20 －22 参
照〕

ほかにも多くの女性の弟子たちはイエスや十二使徒と
ともに旅をして，主から霊的な教えを受け，物質的な
面で主に仕えました。〔ルカ8：1－3 参照〕……

これらの女性は食事を用意するなどの奉仕に加えてイ
エスと十二使徒を経済的に支援したと思われます。
彼女たちはイエスの教えと導き，すなわち福音の喜ば
しいおとずれと主の癒しの力の祝福を受けただけで
なく，自分たちの持ち物をささげ，献身することによっ
て主に奉仕したのでした。

使徒パウロは，教会の職と自分の意志の両方で聖徒
に仕えた女性について記しています。〔1テモテ 5：
10；テトス 2：4 参照〕……

使徒行伝には，パウロが述べた徳を実行していた女
性について書かれています。それはヨッパに住む，ド
ルカスとも呼ばれていたタビタで，困っている女性の
ために衣服を縫っていました。〔使徒 9：36－ 40
参照〕……

新約聖書には，ほかにも献身的な女性が記されてい
ます。プリスカと夫のアクラは自分の命を賭して使徒
を救い，教会の集会のために自分たちの家を提供しま
した。〔ローマ16：3－ 5；1コリント16：19 参照〕
……

マリヤという名の女性は使徒たちのために「一方なら
ず労苦」しました。〔ローマ16：6〕ルデヤという夫人
は家族と一緒にバプテスマを受けました。それから自
分たちに教えを授けてくれた人々の世話をしました。
〔使徒 16：14－15 参照〕

フイベという女性は明らかに，教会において奉仕する
宗務上の職にありました。〔ローマ16：1－2 参照〕
……新約聖書に登場するフイベやその他偉大な女性
たちが行った奉仕は，大勢の人々の援助者すなわち
助け手として働いている現在の指導者，訪問教師，母
親，その他の扶助協会会員に引き継がれています。

YW-6.indd   156 2015/03/16   8:36



149

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
神権の鍵とは，地上で主の神権を用いる上で管理するために，天の御父が神権指
導者にお与えになった権能です。イエス・キリストはすべての神権の鍵を持ってお
られます。教会を導く上で必要な「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
の会員はこ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，並びにアロン神
権定員会会長を含めた定員会会長にも与えられています。

霊的に備える

以下の聖句や参考資料をよく祈って研究してください。若い女性が神権の鍵につ
いて理解する助けとなるのはどれでしょうか。

マタイ16：18 －19（ペテロは神の王国
の鍵を約束された）

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

ボイド・K・パッカー「十二使徒」『リア
ホナ』2008 年 5 月号，83 － 87

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―「神権の鍵の回復」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人の改心が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助け
ることができます。

あなたが知っている神権指
導者について考えてくださ
い。あなたは，彼らが神か
ら召されているという証をど
のように得ましたか。

若い女性が教会において神
権の鍵がいかに大切かを理
解できるように助けるため
に，何ができるでしょうか。
神権の鍵を持つ人の奉仕に
よって，若い女性はどのよう
な形で祝福を受けてきたで
しょうか。若い女性として
奉仕するうえで，神権の鍵
を持つ指導者からどのよう
な影響を受けているでしょ
うか。



150

教義を導入する

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
アを考えます。

• 若い女性に「神権の鍵とは何です
か」と尋ねた後，このアウトラインの最
初の段落を読んでもらいます。神権を
用いる際，どのように管理されているか
を表すのに，鍵という言葉が適切なの
はなぜかを尋ねます。

• 若い女性に，以下のような質問につい
て深く考え，答えてもらいます。「神権
の鍵とは何でしょうか。」「教会で神権
の鍵を持つのはだれでしょうか。」『真
理を守る』107－108 ページの「神権
の鍵」の項から，答えを探してもらいま
す。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が神権の鍵について理解するのに役立つでしょう。御霊
の導きに従って，クラス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。

• 「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。
若い女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，若い女性たちに考えてもら
います。

• 以下の参照聖句をホワイトボードに
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。若い女性に，聖句を読んで
そこから神権の鍵について学べること
を 1 文ずつにまとめて書いてもらいま
す。一人一人に自分の書いた文を声に
出して読んでもらい，ほかの若い女性に
は，それがどの聖句についてまとめたも
の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
てなぜ大切かを若い女性に答えてもら
います。

• ボイド・K・パッカー 会 長 の 説 教
「十二使徒」の最初の 3 段落と，デン
マークのある教会を訪れたときの物語
について読んでもらいます（あるいは，

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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救い主の方法で教える

救い主は御自分の教会を導
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）。 若 い
女性が，自分たちに仕え，助
けを与えるために召された
人たちに感謝の気持ちを持
てるように助けるにはどうし
たらよいでしょうか。

ビデオ―「神権の鍵の回復」を見ても
らってもよいでしょう）。これらの話か
ら，神権の鍵について学べることをお互
いに教え合ってもらいます。神権の鍵
を持つ人々の奉仕を通して，若い女性は
どのような祝福を受けてきたでしょう
か。

• ダリン・H・オークス長 老 の説 教
「神権の鍵と権能」の第 3 段落を若い
女性にそれぞれ読んでもらい，神権の
鍵について学んだことを自分の言葉で
短くまとめて書いてもらいます。時間を
取って，書いたことを分かち合ったり，
神権の鍵についての質問を尋ねてもら
います。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。神権の鍵についてさらによ
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した方が助けになるでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• 神権の鍵を持つ人々の奉仕によって
自分たちがどのように祝福されているか
を見つける。

• 家族に，神権の鍵について学んだこ
とを教える。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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

158

精選されたリソース

ボイド・K・パッカー「十二使徒」Ensign または『リ
アホナ』2008 年 5 月号，83 － 87 からの抜粋

ゴードン・B・ヒンクレー大管長が亡くなって 間もな
く，王国の鍵を授けられている14 人の使徒が，教会
の大管長会を再組織するために神殿の階上の部屋に
集まりました。何が行われるかははっきりしており，た
めらいはありませんでした。わたしたちは先任使徒が
教会の大管長となることを知っていました。その神聖
な集会において，トーマス・スペンサー・モンソンが
十二使徒定員会により教会の大管長として支持され
ました。モンソン大管長は顧問を指名しました。二
人の顧問も同様に支持され，それぞれが聖任を受け，
権能を与えられました。モンソン大管長には特に，神
権のすべての権威の鍵を行使する権能が与えられま
した。聖文に記されているとおり，この地上で現在，
すべての鍵を行使する権利を持つのはモンソン大管
長ただ一人です。しかし，使徒であるわたしたちも全
員が鍵を持っています。わたしたちの間の一人が召さ
れ，聖任され，末日聖徒イエス・キリスト教会の大管
長となります。モンソン大管長は，ずっと昔からすで
に預言者，聖見者，啓示者として支持されていたので
す。

ウークトドルフ管長が大管長会に召されたことで，十
二使徒定員会に空席が生まれました。そのため，わ
たしたちは昨日，十二使徒定員会の新たな会員として
D・トッド・クリストファーソン長老を 支持しました。
今クリストファーソン長老がこの聖なる輪の中の神聖
な兄弟のきずなに加わったことで，この聖なる輪の空

席は埋まりました。使徒という召しは，主イエス・キリ
ストにまでさかのぼります。 . . . . . .

1976 年にデンマークのコペンハーゲンで地域総
大 会 が 開かれました。 最 後の 部 会 の 後，スペン
サー W・キンボール大管長はトルバルセン作のクリ
スタス像と十二使徒像が立っている聖母教会を訪問
したいと言いました。大管長は以前にそこを訪れてい
て，わたしたち全員にも見せたいと望んだのです。

礼拝堂の前方，祭壇の後ろに，見慣れたクリスタス像
が立っています。両腕を前方に差し伸べ，手には釘
の跡があり，わき腹の傷も非常にはっきりと見えます。
その両わきに立ち並んでいるのが使徒の像で，右側
の先頭にペテロ，そしてそのほかの使徒が順番に並ん
でいます。

一行のほとんどは，管理人とともに礼拝堂の後ろの方
にいました。わたしはキンボール大管長とともにペテ
ロ像の前に立っていました。 レックス・D・ピネガー
長老，コペンハーゲンステークのヨハン・ヘルゲ・べ
ンシン会長も一緒でした。

大理石でできたペテロの手の中に，一束の重量感のあ
る鍵がありました。キンボール大管長は鍵を指差し，
それが何の象徴であるか説明してくれました。それか
ら大管長のしたことをわたしは決して忘れません。キ
ンボール大管長はベンシン会長の方を向き，いつにな
く強い調子で会長を指差し，こう言ったのです。「デ
ンマークの皆さんにこのことを伝えてください。わた
しは鍵を持っています！ わたしたちはまことの鍵を持
ち，その鍵を毎日使っているのです。」
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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。

わたしは生活の中で，神権の力や
祝福をどのように受けるでしょうか
神権を通して，わたしたちはバプテスマや確認，家族を永遠に結び固める神殿の
儀式などを含めた，救いの儀式を受けることができます。これらの儀式に関連し
た聖約を守ることによって，神の力である神権の力がわたしたちの生活にもたらさ
れます。わたしたちが心から悔い改めて赦しを受け，聖霊の促しや導きに対してさ
らに敏感になり，福音の儀式から強さを受けようとするなら，この神権の力が自分
の生活に及ぶのに気づくことができるでしょう。神権を通してわたしたちは父親の
祝福や祝福師の祝福を含めて，慰めや癒しといった特別な祝福を受けることもで
きます。これらの祝福の中で与えられる約束は，わたしたちの信仰によって実現し
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。若い女性にとって意義
深いと感じることは何ですか。

マタイ3：1－ 6，13 －17；使徒 3：1－
10；モーサヤ 18：7－18；3 ニーファ
イ18：1－ 5（神権はどのように人を祝
福するか）

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

ダリン・H・オークス「家庭と教会にお
ける神権の権能」『リアホナ』2005 年
11 月号，24 －27

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

キャロル・M・スティーブンズ「教会員
には何があるか御存じですか」『リアホ
ナ』2013 年 11 月号，12 －14

「神権の祝福はすべての人に―神権と
の切り離せないつながり」『神の王国の
娘 ― 扶助協会の歴史と業』127－133

ビデオ―「神権の祝福」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人の改心が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助け
ることができます。

あなたの生活の中で，聖約
を守ることによって神権の
力を受けたことに気づいた
のはいつだったでしょうか。
若い女性と分かち合える経
験はありますか。

あなたのクラスの若い女性
は，神権の力によってどの
ように祝福を受けてきたで
しょうか。彼女たちが自分
の生活の中で神権の力に気
づけるように助けるために，
どんなことができるでしょう
か。

どのような状況にあっても
神権の祝福を受けることが
できることに，若い女性が
気づけるようにします。神権
の祝福は家族や神権指導
者，またホームティーチャー
を通して受けられます。
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教義を導入する

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
アを考えます。

• 可能であれば，何も入っていない聖
餐のトレーをクラスに持ってきます。聖
餐のときに聖約を交わすことは，自分の
生活や家庭で神権の力を受けるのにど
のように役立っているかについて思いを
分かち合ってもらいます。

• 一人の若い女性に前に出てもらい，ホ
ワイトボードに，神権によって祝福を受
ける方法の一つを示す絵や言葉を書い
てもらいます。レッスンが終わるまでの
間に，神権を通して得るほかの祝福に
ついて学ぶ度に，絵や言葉を書き加え
ていってもらいます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が神権によってどのように祝福を受けられるかを理解す
る助けとなるでしょう。御霊の導きに従って，クラス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。

• わたしたちが神権からどんな祝福を
受けているかが分かるような話を聖典
から読むよう，若い女性一人一人に割り
当てます（例：この概要にある聖句を
参照する）。若い女性はまた，ラッセ 
ル・Ｍ・ネルソン長老の「神権の力を
得るための代価」という話に出てくる
二人の幼い少女の話も読むとよいで
しょう。この話を自分の言葉で話して，
神権のもたらす祝福について説明する
よう若い女性に頼みます。また，自分
が神権から受けた祝福を，例として若
い女性たちに話すよう勧めてください。 
自分の家族が神権からどんな祝福を
受けてきたかを日記または小冊子『わ
たしの家族』に記録するよう若い女性
一人一人に勧めます。若い女性は，親
や，その他の家族に助けを求めてもよ
いでしょう。

• 神権によって受ける祝福を象徴する
物（例として，守りを表す傘など）を用
意します。他に，神権から受ける別の
祝福を象徴する物としてどのような物が
あるか，若い女性に尋ねます。クラス全

員で，キャロル・M・スティーブンズ姉
妹の説教「教会員には何があるか御存
じですか」の中の，ホンジュラスの姉妹
たちを訪問したときの物語を読みます。
この姉妹たちやその家族は，すでにど
のような祝福を享受していましたか。そ
れに加えて神権を通して彼女たちはど
のような祝福を得ることができたでしょ
うか。若い女性は，今の家族や，将来
の家族の中で神権の祝福を受けるため
に，今どのようなことができるでしょう
か。

• 『わたしの王国の娘』の「神権の祝
福はすべての人に―神権との切り離
せないつながり」の章を幾つかに分け，
若い女性に，人々が神権の力によって
祝福を受けた話を探してもらいます。
自分にとって意義深いと思った話を，ク
ラス全員に分かち合ってもらいます。

• 若い女性に，ビデオ―「神権の祝
福」を見てもらい，ヘイルズ長老が挙げ
ている神権の儀式を通して得られる祝
福のリストを作ってもらいます。自分が
書いたリストを紹介してもらい，日々そ

教師へのヒント

「沈黙を恐れてはならない。
質問に答えたり，自分の気
持ちを表現したりするのに
考える時間を必要とするこ
とがある。質問を投げかけ
た後，霊的な経験を分かち
合った後，あるいは生徒が
自分の考えをよく表現でき
ないときに，間を置くことが
必要である。話している人
が自分の考えを最後まで述
べてから，対応する。もち
ろん，過度に長く待つべき
ではない。特に，話すこと
に戸惑いやプレッシャーを
感じている人に対しては長
い間を置かないように注意
する。」（『教師，その大いな
る召し』67）
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救い主の方法で教える

救い主は弟子たちに証をす
るように勧め，彼らが証をす
ると御霊が彼らの心を感動
させました。若い女性が互
いに分かち合えるような神
権にかかわる経験とはどの
ようなものでしょうか。

の祝福を受けるために何ができるかを
話し合ってもらいます。神権の力によっ
て絶えず強められていることについて，
経験を分かち合ってもらいます。

• 若い女性に以下の文章を読んでもら
い，神権によって祝福を受ける方法を見
つけてもらいます。「姉妹の皆さん。
皆さんの周りには，女性が神権に聖任
されないのは不公平だと言い伏せよう
とする人たちがいます。そのような人た
ちは間違っており，イエス・キリストの
福音を理解していません。男性でも女
性でも，神権の祝福は義にかなったす

べての人に与えられます。わたしたちは
皆，聖霊と個人の啓示を受けることがで
きます。そして神殿でエンダウメントを
受け，力を『帯びて』出て行くことがで
きます。神権の力はすべての義にか
なった人を癒し，守り，暗黒の力に抵抗
する力を与えてくれます。何より重要な
のは，主の宮で受ける最高の儀式に含
まれる完全な神権は，夫婦一緒でなけ
れば受けられないということです。」

（シェリー・デュー『わたしの王国の娘』
128）若い女性に，自分や知人の生活
でこのような祝福を受けた例を分かち
合ってもらいます。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。神権によって祝福を受ける
方法について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した方が助けに
なるでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• 神権についての証や，神権によって家
族がどのような祝福を受けているかや，
毎日の選びにどのような影響を与えてい
るかについて，家族や友人に尋ねる。

•  1 週間，自分の生活の中で神権の力
がどのように役に立っているか，助けに
なっているかについて，実例を探す。

• 自分に良い影響を与えてくれた神権
者に感謝を表す。

•  lds.org/familyhistory にある，神権
がどのように家族を祝福したかに関す
る話を分かち合います。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。
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精選されたリソース

162

精選されたリソース

キャロル・M・スティーブンズ「教会員には何がある
か御存じですか」『リアホナ』2013 年 11月号，12
－14 から抜粋

わたしは最近ホンジュラスで，4人の女性の家を訪問
しました。この 4人とその家族は，神権の鍵と権能，
神権の儀式と聖約，神権の力と祝福を必要としていま
した。

わたしたちは，かわいい子供が二人いる既婚の姉妹を
訪問しました。彼女は教会に活発で，子供たちが正し
いことを選ぶように教えています。夫は彼女の教会通
いに協力的ですが，会員ではありません。強い家族で
すが、さらに強固なものにするためには，さらに神権
の祝福が必要です。父親がバプテスマの儀式と聖霊
の賜物を受け，神権が授けられなければなりません。
この家族には，エンダウメントと結び固めを通して得
られる神権の力が必要です。

次に訪問したのは，強い信仰を持つ二人の独身の姉
妹が住む家でした。片方の姉妹には，伝道に出る準
備をしている息子がいました。もう片方の姉妹は癌の
治療を受けていました。意気消沈し，くじけそうにな
るときは，二人とも救い主の贖いを思い起こすのだそ
うです。すると，信仰と望みが胸に満ちあふれます。
どちらの姉妹も，神殿の儀式を通して得られるさらな
る祝福と力を必要としています。家にいる将来の宣教
師とともに神殿の儀式を受ける備えをしてくださいと
二人に勧めました。

最後に訪問したのは，最近悲惨な事故で夫を亡くした
姉妹の家でした。この姉妹は教会に最近改宗したば
かりだったため，自身のエンダウメントが受けられるこ
とも，夫との結び固めができることも理解していませ
んでした。これらの祝福を彼女自身と亡くなった夫の

ために受けることができると教えると，彼女の心は希
望で満たされました。神殿の儀式を通して自分の家
族が結び固められることを知ったので，彼女にはこれ
から降りかかる試練に立ち向かう信仰と決意がありま
す。

夫を亡くしたこの女性の息子は，アロン神権を受ける
準備をしています。息子が神権の聖任を受けると，彼
女にとっても家族にとっても，大きな祝福となるでしょ
う。家庭に神権者が誕生するのです。

ホンジュラスでこの忠実な4人の姉妹に会ったとき，
家族が福音に従って生活できるよう努力している姿を
見ることができました。聖約を守るワードの会員が物
質面でも霊的な面でも優しく見守り，助けてくれるこ
とに感謝していると言っていました。しかしながら，ど
の姉妹も，必要がすべて十分に満たされているという
わけではありませんでした。

訪問した3 家族でそれぞれ，賢明な神権指導者が，
一人一人の姉妹に神権の祝福を受けたかどうかを尋
ねました。答えはいずれの場合も，「受けていません」
だったのです。どの姉妹もその日，神権の祝福を求
め，受けました。ふさわしい神権者を通して天の御父
から慰めと導き，励ましを受けたことに対して，皆涙を
流しながら感謝の気持ちを表していました。

この姉妹たちはわたしを鼓舞してくれました。皆，神
と神の力と権能に対して敬意を表していたのです。ま
た，この訪問に同行してくれた神権指導者たちにも感
謝しました。彼女たちが交わした聖約を守って成長
し，家庭を強固にするためには儀式が必要です。この
家族が儀式を受けられるようにするにはどうしたらよ
いのか，それぞれの家を後にする度に，わたしたちは
協議しました。

12325_300_YW-Unit6_jp.indd   162 14/01/27   15:53
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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。

教会指導者を支持するとは， 
どのような意味でしょうか
教会員として，わたしたちは主が仕えるように召した人々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，中央幹部や教会の役員，ワードやステー
クの指導者を一人一人支持することを示します。支持する指導者の中には，若い
女性のクラス会長会も含まれます。指導者を支持するとは，単に手を挙げるだけ
でなく，彼らを支援し，彼らのために祈り，与えられる責任や召しを受け入れ，その
勧告に従い，批判を控えることを意味します。

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。 若い女性は，どのよ
うなことにより教会の指導者を支持する気持ちを強められるでしょうか。

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18：8 －20；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 5：1－14
（主の僕の勧告に従った人々の例）

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 からの抜粋

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

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

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人の改心が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助け
ることができます。

教義を導入する

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
アを考えます。

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。あなたが指導者として
若い女性に抱いている愛を
彼女たちが感じることがで
きるように，どのように助け
ることができるでしょうか。

あなたは，クラスの若い女
性が，教会の指導者（クラ
ス会長会も含む）を支持し
ている様子をどのようなとき
に目にしたでしょうか。若
い女性は，お互いにどのよう
な経験を分 かち合えるで
しょうか。彼女たちは互い
にどんな経験を分かち合う
ことができるでしょうか。
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• ホワイトボードに，このレッスンのタイ
トルを書き，「支える」の同義語を若い
女性に考えてもらいます。その後，ワー
ドの指導者の名前をホワイトボードに
書いてもらいます。その中には，扶助
協会会長，若い女性会長，初等協会会
長，若い女性のクラス会長が含まれま
す。これらの人々を支持するために，若
い女性たちは何をしているでしょうか。

• 若い女性にそれぞれ出エジプト17：
8 －12 を読んでもらいます。若い女性
の一人に，そこに書かれた物語を自分
の言葉で要約してもらいます。この物
語は，わたしたちが教会の指導者を支
持することと，どのように関連している
でしょうか。クラス会長や他の指導者
を支持するとき，わたしたちはどのよう
な点でアロンやホルに似ているでしょう
か。

一緒に学ぶ

以下のそれぞれの活動は， 若い女性が教会の指導者を支持するとは何を意味す
るかを理解するのにに役立ちます。 御霊の導きに従って， あなたのクラスにとっ
てもっとも適した活動を一つ，または幾つか選んでください。

• クラスの前に，若い女性たちにラッセ
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。

• クラス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。彼女たちが見つけたことを分か
ち合ってもらいます。 お話を調べ終わっ
たら，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。

• 若い女性の何人かに，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
の若い女性に，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
ちの指導者に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。 彼女
達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。

• 若い女性たちにヘンリー・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
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女性たちに言
います。誰かが指導者を批判している
のを耳にしたら，彼女たちはどのように
言うことができるでしょうか。 若い女
性たちは，自分のクラス会長会を含む
自分たちの指導者を支持するために何
をしていますか。クラス会長に，自分の
召しについて，また自分が仕える若い
女性達について感じていることを分か
ち合ってもらいます。

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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救い主の方法で教える

救い主は教会を導き，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）。 若い女 性 が，
自分たちに仕え，助けを与
えるために召された人たち
に感謝の気持ちを持てるよ
うに助けるにはどうしたらよ
いでしょうか。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼女たちは教会の指導者
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。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• 教会の指導者のために祈る。 • 若い女性から見て，自分の召しを尊
んで大いなるものにしていると思われ
る教会の指導者に感謝を表す。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。
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ジェームズ・E・ファウスト「召され，選ばれた者」か
らの抜粋『リアホナ』2005 年 11月号，53－ 55

わたしは 33 年前に十二使徒補助に召されたとき，召
しに圧倒されました。そして謙遜になりました。数日
後，ヒュー・B・ブラウン管長から，わたしにとって最
も大切なことは，中央幹部の兄弟たちと常に一致する
ことだと教わりました。ブラウン管長は詳しい説明を
加えませんでした。ただ，「常に兄弟たちとつながって
いてください」と言っただけでした。わたしはそれを
大管長と大管長会，十二使徒定員会の勧告と指示に
従うことだと解釈しました。それを心から実行したい
と思いました。

この勧告に賛同できない人がいるかもしれませんが，
考えてみるだけの価値はあります。霊的な導きを受け
られるかどうかは，大管長，大管長会，十二使徒定員
会と一致しているかどうかに大きく左右されると，わた
しは理解しました。彼らは皆，今日なされたように，
預言者，聖見者，啓示者として支持されているのです。
大管長とそのほかの預言者，聖見者，啓示者と一致せ
ずに主の御霊と完全に一致することがどうしてできる
でしょうか。……

教会員の皆さんに勧めます。全身全霊を尽くして大管
長と大管長会，十二使徒定員会，そしてほかの中央幹
部を支持してください。そうするなら，安全な避け所
にとどまることができます。……

だれもが，信仰の試しを受けることでしょう。それは
様々な形を取って訪れます。教会の指導者から与え
られる勧告を必ずしも快く思わないかもしれません。
しかし，教会の指導者は人気者になろうとは思ってい
ません。神の律法に従わないときにやって来る災いと
落胆を避けるよう皆さんを助けようとしているのです。

地元の指導者も支え，支持する必要があります。なぜ
なら，彼らも「召され，選ばれ」ているからです。この
教会の会員は皆，ビショップや支部長，ステーク会長，
伝道部会長，大管長，大管長を補佐する人たちから
勧告を受けます。彼らは自分から召しを求めたわけで
はありません。だれも完全ではありません。けれど

も，霊感を受ける資格のある人たちを通して，主から
召された主の僕です。召され，支持され，任命された
人には会員の支持を受ける権利があるのです。

わたしは自分のビショップだったすべての人を高く評
価し，尊敬してきました。彼らの指導に疑問を挟まな
いようにしてきました。勧告を支持し，従うときに「だ
まし惑わす人々の悪巧み」から守られると考えてきま
した。なぜなら，召され，選ばれた指導者はそれぞれ
召しに伴う神の啓示を受ける権利を持っているからで
す。宗務指導者を軽んじた多くの人は霊的な衰退と
堕落を味わってきました。わたしたちを管理するよう
召された人々の欠点や落ち度，短所へのわだかまりを
捨てて，任じられているその職を支持しなければなり
ません。

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」からの抜粋『リアホナ』2012 年 6月号，
4－ 5

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。
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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)

本課のアウトラインは若い女性が福音の儀式と聖約を理解するのに役立ちます。この課で
彼女たちが経験することにより，すでに交わした聖約を感謝して尊び，神殿の儀式を含め
て将来受ける儀式を待ち望む助けとなるでしょう。「神聖な聖約を交わして守り，神殿の儀
式を受け」るときに自分と家族が受ける導きや守りについて，学ぶことができるでしょう

（『手引き　第 2 部 ―教会の管理運営』10.1.2）。

今月は以下のアウトラインから選んでください。

わたしの生活の中で，儀式はなぜ大切なのでしょうか
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
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。ク
ラス会長会と話し合って，若い女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。

「成長するわたし」

「成長するわたし」の中で，この単元のアウトラインに関
連する活動は以下のとおりです。

「信仰」の徳質の体験 4

「神から受け継いだ特質」の徳質の体験 4

「知識」の徳質の体験 4

「選択と責任」の徳質の体験 5

「徳」の徳質の体験 3 および 4

7 月― 儀式と聖約
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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
儀式とは，霊的な意味を持つ，神聖で外形的な業です。儀式は，神権の鍵を持つ
人の指示の下に，神権の権能を持つ人によって執り行われます。儀式によって，わ
たしたちは自分が何者であるかを覚え，神との関係を思い出すことができます。ま
た，わたしたちがキリストのもとに来て，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

以下の聖句と資料をよく祈って研究してください。 若い女性が儀式の大切さを理
解できるよう助けるために，どの聖句や資料を分かち合うべきだと感じますか。

マタイ3：13 －17（イエス・キリストの
バプテスマ）

使徒 19：1－ 6（パウロ，正しい方法で
バプテスマを受けていなかった人々に，
再びバプテスマを施す）

3 ニーファイ11：21－26（イエス・キリ
スト，バプテスマを施す権能を与え，正
しい手順について教えられる）

モロナイ8：10 －12（モルモン，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』20.1

「儀式」『真理を守る』46

ビデオ―「神権の力を信じる信仰」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

どのような福音の儀式を受
けたことがありますか。こ
れらの儀式によってあなた
の生活はどのような祝福を
受けてきましたか。あなた
にとって儀式が大切なのは
なぜですか。

若い女性たちは，どのよう
な儀式を受けたことがある
でしょうか。また，これから
どのような儀式を受けるた
めに備えているでしょうか。 
福音の儀式の大切さについ
て理解することが必要なの
はなぜでしょうか。
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教義を導入する

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。

• 「儀式」という言葉をホワイトボード
に書き，若い女性にこの言葉の定義を
言ってもらいます（助けが必要なとき
は，この概要の最初の段落を参照する
とよいでしょう）。儀式は必要でないと
言う人に対して，若い女性はどのように
答えるでしょうか。 （アイデアが必要な
場合は，デビッド・A・ベドナー長老の
説教「いつも罪の赦しを保つ」の「聖

霊と神殿の儀式」の項を参照することも
できます。）

• 若い女性に，考えつくかぎりできるだ
けたくさんの福音の儀式を，挙げてもら
います。その中でどの儀式が昇栄に不
可欠でしょうか（助けが必要な場合は，

『真理を守る』の「儀式」の項を読んで
もよいでしょう）。天の御父は，なぜわ
たしたちに儀式をお与えになったので
しょう。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が神殿の儀式がなぜ大切かを理解するうえで助けとなる
でしょう。 聖霊の促しに従って，クラス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・ベドナー長老の説教
「いつも罪の赦しを保つ」の中の，「儀
式を通して罪の赦しを得，保つ」の項に
は，バプテスマの儀式，聖霊の賜物を
授けるための按手，聖餐によってもたら
される祝福が書かれています。 これら
の儀式がどのようにわたしたちの助けと
なるかを若い女性が学ぶのを助けるた
め，若い女性にそれぞれ儀式を一つず
つ選んでもらい，その儀式についてこの
項から学べることを全て挙げてもらい
ます。そして，絵を使ったり，ゲームを
するなど，独創的な方法で，自分が学ん
だことをクラスの他のメンバーに教える
よう勧めます。

• ゲストあるいは何か偉業を成し遂げ
た（例えば「成長するわたし」の表彰を
受けた，良い学業成績を収めた，劇の
配役オーディションに合格したなど）
若い女性をクラスに招き，達成するため
の必須条件は何だったのか，またどのよ

うにしてそれらを満たしたのかを紹介し
てもらいます。 そして若い女性にゲー
リー・E・スティーブンソン長老の説教

「あなたの４分間」の中の，「オリンピッ
ク選手には，」で始まる段落を読むよう
勧めます。 これらの儀式は，ゲストが
紹介してくれた必須条件とどのような点
で似ているでしょうか。スティーブンソ
ン長老の残りの説教を読み，儀式につ
いてその他に教えられている事柄を探
すこともできます。

• 『手引き　第 2 部」の 20.1 に書かれ
ている儀式を施す際の 4 つの条件につ
いて，クラスで復習します。 若い女性
に 3 ニーファイ11：21－26 を読んでも
らい，これらの条件がバプテスマに関し
て救い主が語られたこととどのように一
致しているかを確認してもらいます。 
最近見た儀式について考え，その 4 つ
の条件とどのように一致しているかを説
明してもらいます。 この条件を満たさ

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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ないまま儀式が施されたら，どうなって
しまうでしょうか。 これらの条件につ
いて知ることはなぜ大切かを尋ねます。

• 若い女性に，別の信仰を持つ人にバ
プテスマについて教えている場面を想
像してもらいます。そのとき相手に「わ
たしは自分の教会でもうバプテスマを
受けている」と言われました。 若い女
性は，もう一度バプテスマを受ける必要
があることをその人が理解できるよう
に，思いやりに満ちた方法でどのように
助けることができるでしょうか。 どの
聖句や経験を分かち合えばよいでしょ
うか。 以下に記されている条件を紹介
してもよいでしょう。『手引き　第 2
部』の 20.1；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 。 可能ならば，専

任宣教師にレッスンに参加してもらい，
求道者に儀式の大切さをどのように伝
えているかを話してもらいます（あらか
じめビショップに許可を取ってくださ
い）。

• 以下のスペンサー・W・キンボール
大管長の言葉を分かち合います。「儀
式を受けることで，思い出すことができ
ます。 忘れないようにさせ，覚えていら
れるように助けることこそが聖餐の真の
目的です。」（Teaching of Spencer W. 
Kimball，エドワード・L・キンボール編

〔1982 年〕，112） 若い女性たちに，福
音の儀式（『真理を守る』の 46 － 47
ページに記されている儀式を参照）を
挙げてもらい，それぞれの儀式は何を
覚えていられるように助けてくれるか話
し合ってもらいます。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。 若い女性は儀式の大切さ
について理解したでしょうか。 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。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• 家庭の夕べのレッスンで，儀式の大
切さについて教える。

• 『成長するわたし』の中の「信仰」の
徳質の体験 4 あるいは「神から受け継
いだ特質」の徳質の体験 4 を完了す
る。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

救い主は御自身が教えられ
た人々を愛し，彼らのために
祈られました。 あなたがク
ラスの若い女性たちを愛し，
支えていることを，どのよう
に示すことができますか。
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「一般的な指示」『手引き　第 2 部ー教会の管理運
営』20.1より抜粋

20.1一般的な指示

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，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。

12325_300_YW-Unit7_jp.indd   172 14/01/27   15:53
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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，バプテスマや神権の聖任，神殿の儀式などの儀式を受けるとき，聖
約を交わします。聖約は，神とその子供たちの間で交わす神聖な契約です。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ます。
聖約を交わし，守ることによって，わたしたちは神が約束された祝福を受けるにふ
さわしくなります。戒め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。聖約によって，わたしたちは選びについて導きを受け，誘惑を拒む助けが得ら
れます。

霊的に備える

準備する際，よく祈って以下の聖句や参考資料を研究してください。若い女性に何
を分かち合うべきだと感じますか。

出 エジ プト19：5；教 義 と聖 約 35：
24；90：24（聖約を守るとき，祝福が
もたらされる）

モーサ ヤ 5 章；アル マ 53：10 －18；
56：5 － 8（モルモン書の中で，聖約を
交わして守った人々の例）

教義と聖約 82：10（主に従うとき，主
が責任を負ってくださる）

ヘンリー・B・アイリング「聖約の娘た
ち」『リアホナ』2014 年 5 月号，125 －
128

ローズマリー・M・ウィクソム「聖約を
守ることは，わたしたちを守り，備え，強
めま す」『リア ホ ナ』2014 年 5 月 号，
116 －118

ジーン・A・スティーブンズ「神の聖約
の 娘 たち」『リアホナ』2014 年 11 月
号，114 －117

「聖約」『真理を守る』130 －131

ビデオ―「主の光の中を進む」「力強
く進む」 

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

あなたは聖約によって，生
活にどのような影響を受け
てきましたか。 神聖な聖約
を交わして守ることによっ
て，あなたはどのような祝福
を受けてきましたか。

若い女性がこれまで交わし
てきた，あるいは将来交わ
す聖約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。 若い女性
が聖約を理解すると，さら
に義にかなった生活をする
うえでどのような影響がある
でしょうか。
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教義を導入する

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
アを考えます。

• 若い女性に，自分がこれまで神と交
わした聖約や約束を挙げてもらいます。
これらの聖約は，彼女たちの生活にど
のような影響を与えてきたでしょうか。
このレッスンで聖約について学ぶ間，こ
の質問について考え続けるように励まし
てください。

• 若い女性に聖約という言葉を定義し
てもらいます（助けが必要な場合は，

『真理を守る』の「聖約」の説明を読む
よう勧めます）。聖約はどのような点
で，契約や約束と同じでしょうか。どの
ような点で違うでしょうか。

一緒に学ぶ

以下のそれぞれの活動は，若い女性が，儀式を受け，聖約を交わす理由を理解す
る助けとなるでしょう。

 御霊の導きに従って，クラス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。

• 武器を埋めているアンモンの民の絵
を見せます。一人の若い女性に，アンモ
ンの民の物語と彼らが交わした聖約に
ついて簡単に話してもらいます（アルマ
53：10 － 18；56：5 － 8 参照）。危
険に直面していたにもかかわらず，彼ら
が聖約を守る方を選んだのはなぜで
しょうか。彼らの模範から，敵はどのよ
うな影響を受けましたか。子孫はどの
ような影響を受けたでしょうか。若い
女性一人一人に，模範によって聖約を守
ることの大切さを教えてくれた人の名前
をホワイトボードに書いてもらいます。 
その人から何を学んだかを分かち合う
ように言います。

• 若い女性に聖句（このアウトライン
に挙げられている聖句など）を読んで
もらい，その中で，神聖な聖約を交わ
し，守る人に約束されている祝福をホワ
イトボードに書いてもらいます。これら
の祝福が自分の生活でどのように成就
しているか，若い女性に尋ねます（実例
を分かち合うように励まします）。あな

た自身が，聖約を守ることによって得た
祝福について証します。

• 若い女性にヘンリー・B・アイリング
管長の説教「聖約の娘たち」または
ジーン・A・スティーブンズ姉妹の説教

「神の聖約の娘たち」を調べるように言
います。 説教の中から聖約を守る女性
と少女の模範を探し，それぞれの姉妹
がどのように聖約を守っていたかをホワ
イトボードに書いてもらいます。若い女
性は，これらの姉妹達から何を学ぶで
しょうか。若い女性は，聖約を守る女
性のどのような模範から影響を受けて
きたでしょうか。

• クラス全員でビデオ「主の光の中を
進む」を見てください。若い女性に，ビ
デオを見ながら，どのような聖約が交わ
され，守られているかを書き出してもら
います。ビデオを見た後で，若い女性
に，ローズマリー・M・ウィクソム姉妹
の説教「聖約を守ることは，わたしたち
を守り，備え，強めます」を調べて，今

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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書き出した聖約からもたらされる祝福
を見つけるように言います。若い女性に
見つけたことを発表してもらいます。そ
れから，自分が交わした聖約から強さ
と守りを受けることができる具体的な
状況について話し合ってもらいます。

• 若い女性に，教会員ではない友人に
聖約について理解してもらおうとしてい

ると想像してもらいます。 『真理を守る』
の聖約の項やこのアウトラインで挙げら
れている聖句を研究し，友人に聖約に
ついて説明する方法を考えてもらいま
す。ロールプレーをして互いに教え合う
ように勧めます。 説明する際に，自分
にとって聖約がなぜ大切かという理由
も言ってもらうようにします。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。 聖約について理解が深まっ
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した方が助けになるでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，彼女たちは以下のことを行うことができるでしょう。

• 今週，自分の生活を吟味し，聖約を
守ることで得られる祝福を書き留める。
考えたことや気づいたことを今後クラス
で分かち合うように励ましてください。

• 教 義と聖 約 82：10 を暗 記し（『教
師，その大いなる召し』171－172 参
照），この聖句が儀式や聖約についてど
んなことを教えているか，将来交わす聖
約に備えるためにどんなことができるか
を日記に書く。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

救い主の方法で教える

救い主は，祈りと断食をし
ながら独りで時間を過ご
し，教える備えをされまし
た。 独りになって，御父の
導きをお求めになったので
す（3 ニーファイ19：19 －
23 参照）。若い女性に儀
式や聖約について教える準
備をする際，聖霊の導きに
従ってください。
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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，常に主を覚え，主の戒めを守り，終わりまで主に仕えることを約束
しました。聖餐を受けるたびに，わたしたちはこの聖約を新たにします。

霊的に備える

若い女性が，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者となる」

『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」「善を行
う機会」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

教義を導入する

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。

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
生活にどのような影響を与
えてきましたか。

若い女性がバプテスマの聖
約をさらに良く理解できるよ
うに，どのように助けること
ができるでしょうか。その
聖約を守ろうという決意を
強めるために，どのように助
けられるでしょうか。
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• 若い女性に，自分にはバプテスマを
受ける準備をしている弟か妹がいて，そ
の助けをしていると想像してもらいま
す。バプテスマのときに交わす約束を
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（『真理を守る』
154 －159 参照）。

• バプテスマの写真を見せます（『福音
の視覚資料集』103 －104 など）。そ

のときに感じたことも含めて，あなたが
バプテスマを受けた日の思い出を若い
女性に話してください。若い女性に，バ
プテスマを受けたときどのように感じた
かを分かち合ってもらいます。その日，
どのような聖約を交わしたか尋ねます。
答えをホワイトボードに書いてもらい，
レッスンを進める中で，バプテスマの聖
約について学んだことを，それに付け加
えるようにします。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性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，クラス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。

• 若い女性にモーサヤ 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。若い女性が互いの重荷
を負い合う方法について学べるように，
彼女たち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。 

• クラスを 3 つのグループに分け，各グ
ループに『真理を守る』の「バプテスマ
の聖約」の 3 つの部分を割り当てます。
そこに書かれていることから学んだこと
を，創作的な方法で教える計画を立て
てもらいます（例― 美 術 作 品 や 詩，
ゲームなど）。互いに教え合う時間を取
ります。若い女性に，なぜこれらの聖

約を守ることが大切だと感じているか
話してもらいましょう。

• 数人の若い女性にモーサヤ 18：8 －
10 を，また残りの若い女性に教義と聖
約 20：79 を読んでもらいます。バプテ
スマを受けるときにわたしたちが決意す
ることを探してもらいます。一人一人に
紙を渡し，青少年が難しい選択を迫ら
れる場面を一つ書いて，その紙を入れ
物に入れてもらいます。一人ずつ，入れ
物の中から紙を 1 枚取り出して，そこに
書かれていることを読み，その試練に
遭ったとき自分ならどのようにバプテス
マの聖約を覚え，守るかについて考えを
分かち合ってもらいます。

• 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），一人の生
徒に 2 ニーファイ31：4 －10 を読んで
もらいます。若い女性に，聖典の中から
イエス・キリストが御父との聖約を守ら
れた例を分かち合ってもらいます（『福
音の視覚資料集』36 － 48 を見て，ヒ
ントを得てもよいでしょう）。救い主の

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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模範に従おうとした自分の経験を分か
ち合ってもらいます。

• 若い女性に，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」の中の

「バプテスマのとき，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 3 段落を読んでもらいま
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
イトボードに書いてもらいます。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。若い女
性の生活は，バプテスマを受けたことで
どのように変わったでしょうか。

• 若い女性に，『真理を守る』にある
「バプテスマの聖約」の項を読んで，わ
たしたちがバプテスマを受けるときに交
わす約束を見つけてもらいます。若い
女性に，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，キャロル・
M・スティーブンズ姉妹の説教「わた
したちには喜ぶべきもっともな理由があ
ります」の冒頭の話を読んでもらいま
す。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います。若い
女性が学んだことを分かち合う時間を
取ります。若い女性たちは，いつでも，
どのような場所にいても，バプテスマの
聖約をさらによく守るために，自分には
何ができると感じているでしょうか。

若い女性に，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した方が助けになるでしょ
うか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• バプテスマの聖約にさらに忠実にな
るために，やめるべきことや始めるべき
ことがないかどうか，よく祈って自分の
生活を吟味する。それに基づいて，個
人的な決意をしてもよい。

• 個人で，あるいはクラスで，『成長する
わたし』の「信仰」の徳質の体験 4，あ

るいは，「知識」の徳質の体験 4 に取り
組む。
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救い主の方法で教える

救い主は，御自分が教えら
れる人々が学び，成長する
のを助けるために，その人に
合った，独特な方法を見つ
けられました。彼らが自分
の経験の中で福音を見いだ
せるようにお助けになった
のです。若い女性が，バプ
テスマの聖約が日々の生活
にどのような影響を与える
かに気づけるように，どのよ
うに助けることができるで
しょうか。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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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「バプテスマの聖約」『真理を守る』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，
かけ事，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。

「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，
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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。
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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
バプテスマを受けた後，わたしたちは確認の儀式を受けます。この儀式の中で，

「聖霊を受け」るようにと告げられます。これは，わたしたちが生活の中で聖霊が
ともにいてくださることを望み，聖霊を招いて，戒めを忠実に守るなら，聖霊を常に
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じてどのように助けや祝福をもたらすかを若い女性が理解
するのに役立つのは，どの聖句や説教でしょうか。

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，いつも聖霊を受けられる）

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

「みたまはわれに」『賛美歌』82 番

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

聖霊の賜物によって，あな
たは個人的にどのような慰
めや助けを受けてきたで
しょうか。御霊を近くに感
じたのはどのような時でし
たか。どのような経験を若
い女 性と分 かち合えるで
しょうか。

あなたは，若い女性が聖霊
の賜物に関して経験したこ
とを何か知っていますか。
彼女たちは，聖霊を伴侶と
するにふさわしくあるために
は何をしなければならない
かを理解しているでしょう
か。
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教義を導入する

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。

• クラスで，「みたまはわれに」（『讃美
歌』82 番）を聞くか，歌います。若い
女性はこの賛美歌から，聖霊を受ける
ためになすべきことについて，どんなこ
とを学べるでしょうか。

• 若い女性に，自分が教会の会員に確
認され，「聖霊を受け」るように言われ
た日のことを考えてもらいます。若い女
性はこれまで，聖霊によってどのような
祝福を受けてきたでしょうか。聖霊の
賜物についてどのような疑問を持ってい
るでしょうか。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が聖霊を受けるとはどういう意味かを理解するのに役立
ちます。御霊の導きに従って，クラス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。

• 若い女性たちに，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，彼女たちがさら
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
女性が見て，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。彼女たちに，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。 

• 若い女性に，それぞれで 1 ニーファイ
2：9 －19 と 1 ニーファイ15：1－11を
読むように言います。クラスの半分に
ニーファイが聖霊を受けるために行った
ことを探し，話し合ってもらいます。残
りの半分には，レーマンとレムエルが
行ったことで，聖霊を受ける妨げになっ

たことを探し，話し合ってもらいます。
それから，見つけたことをホワイトボー
ドに書いてもらいます。若い女性はこ
れらの経験から，生活の中で聖霊を受
けるのに役立つことについて，何を学べ
るでしょうか。

• 全員が『若人の強さのために』の冊
子を持っていることを確認します。一人
一人に『若人の強さのために』から一
つの章を選んで読み，聖霊を受けるた
めにしなければならないことや，しては
いけないことに印を付けてもらいます。
読んだ内容から聖霊について学んだこ
とを分かち合うよう勧めます。このこと
は，彼女たちが生活の中で聖霊を受け
るうえで，どのように役立つでしょうか。

• クラス全員で，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
付いた部分の最後の 3 段落を読みま
す。一人の若い女性に，ベドナー長老

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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の話の要点をまとめてもらいます。若い
女性それぞれに，それに続く三つの部
分の一つを割り当て，それを読んで以下
の質問に対する答えを探してもらいま
す。「聖霊を伴侶とするためにふさわし
くなるには，どのようなことが必要で
しょうか。」「聖霊を受ける妨げとなるの
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って
行動するために，どのようなことを行う
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（『福音の視
覚資料集』68 参照）を見せ，若い女性
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。クラスの半数
に 1 ニーファイ16：14 －29 を，もう残
りの半数に 1 ニーファイ18：8 －22 を
読み，次の質問に対する答えを探しても
らいます。「リアホナと聖霊は，どのよ

うな点で似ているでしょうか。」自分の
考えを分かち合ってもらいます。若い女
性は，リーハイの家族の経験から，聖霊
を受けることについてどんなことを学べ
るでしょうか。この話し合いの一部とし
て，アルマ 37：38 － 46 を一緒に読み
ましょう。

• 教義と聖約 121：45 － 46 をクラス全
員に読んでもらいます。理解できない
言葉があるかどうか尋ね，もしあれば，
その言葉の意味を別の言葉で表現でき
るように助けます（例―「徳で思いを
飾る」の意味は「徳高い思いを抱く」，

「心に滴る」の意味は「心に注がれる」，
「笏」の意味は「君主が持つ象徴的か
つ 装 飾 的なつえのこと。 権 威の 象
徴。」）若い女性はこれらの聖句から，
聖霊を受ける方法について何を学べる
でしょうか。

若い女性に，今日学んだことを分かち合ってもらいます。聖霊を受ける方法につい
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した方がよいでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• 個人の祈りの中で，日々聖霊がともに
いてくださるように招く。

• 『成長するわたし』の中の「選択と責
任」の徳質の体験 5 あるいは「徳」の
徳質の体験 4 を完了する。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

救い主は教える人々にとっ
て理解しやすい，簡単な物
語やたとえ，そして実生活
の例を使って話されました。
人々が自分自身の経験の中
で福音の教えを見いだせる
ようお助けになったのです。
聖霊の賜物が生活にもたら
す様々な助けに対し，若い
女性が理解し感謝できるよ
うに助けるには，どうすれ
ばよいでしょうか。
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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

あの重要な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ほんとうに

「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
わたしたちは，神殿の儀式によって天の御父の子供たちが受けることのできる最も
大いなる祝福に導かれます。神殿の儀式は，この世を去った後，天の御父と家族
とともに永遠に住めるようにわたしたちを備えます。現世にいる間は，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のないままこの世
を去った先祖のために，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。 若い女性が神
殿の儀式にふさわしい者となり，参加したいと鼓舞される聖句や参考資料はどれ
でしょうか。

教義と聖約 84：19 －22（神性の力は，
神権の儀式に現れる）

教義と聖約 109 章（カートランド神殿
の奉献）

教義と聖約 131：1－ 4（最高の階級の
栄光を得るためには，日の栄えの結婚
が不可欠である）

ケント・F・リチャーズ「神性の力」『リ
アホナ』2016 年 4 月号，118- 20

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」
“ Sam Hepworth Miss ion Prep 
Video”（「サム・ヘプワースの伝道への
備えビデオ」）

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

教義を導入する

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。

神殿の儀式によって，あな
たの生活はどのように導き
と祝福を受けてきたでしょ
うか。神殿の儀式に参加す
ることによって，あなたは天
の御父にどのように近づく
ことができたでしょうか。

若い女性は，神殿の儀式に
つい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
ためにどのように助け合え
るでしょうか。
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• 若い女性に，最近神殿に行ったとき
の経験について考えてもらいます。そこ
でどんな気持ちを感じたでしょうか。
神殿に参入することで，どのような祝福
を受けてきたでしょうか。神殿で霊的
な強さや導きを受けたとき，どのような
気持ちを感じたでしょうか。

• 一人の若い女性に，神殿の写真をみ
んなに見えるように掲げてもらいます。
彼女に，神殿の儀式の中の幾つかを挙
げて，なぜそれらの儀式が自分にとっ
て大切かを説明してもらいます。

一緒に学ぶ

以下のそれぞれの活動は，若い女性がなぜ神殿の儀式が重要かを理解するうえで
助けとなるでしょう。 聖霊の促しに従って，クラス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。

• 若い女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。 
またこの説教を読み，以下の質問に対
する答えを見つけることもできます。

「なぜ神殿の儀式は重要なのでしょう
か。」若い女性に，神殿に参入した最近
の経験を分かち合ってもらいます。こ
れまで，神殿の業を通してどのような祝
福を受けてきたでしょうか。 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。

• トーマス・S・モンソン大管長の説教
「神殿の祝福」の中で，神殿の礼拝を通
して得られる祝福を若い女性に探して
もらいます。若い女性は，神殿に集い，
神殿の儀式に参加することで，どのよう
な祝福を受けてきたでしょうか。神殿
の儀式を通して受けてきた祝福につい
て，自分自身の経験を分かち合ってもよ
いでしょう。

• 神殿の前にいる夫婦の写真を見せま
す（『福音の視覚資料集』120 参照）。 

若い女性全員に教義と聖約 131：1－ 4
を読んでもらい，結婚の新しくかつ永遠
の聖約に入る人に約束されている祝福
を探してもらいます。この聖約に入らな
い人々は，どのような祝福を受けられな
くなってしまいますか。結婚に対する
主の御心と世の中の考え方はどのよう
に違うでしょうか。神殿の儀式に参加
するとき，若い女性や彼女たちの将来
の家族のために用意されている祝福に
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，若い女性に，マウ・サム家族が神殿
に行くために，なぜそれほど大きな犠
牲を喜んで払ったと思うか尋ねます。 
若い女性は，神殿に参入し，その祝福
を受けるために，どのような犠牲を払っ
たことがあるでしょうか。また，人がど
のような犠牲を払うのを目にしたことが
あるでしょうか。

• クラスを二つに分け，一方のグループ
に，自分たちはもう一方のグループの若
い女性の先祖で， バプテスマを受けず
にこの世を去ったが，霊界で福音を受け
入れたと想像してもらいます。 生きて
いる子孫たちに向けてメッセージを書
いてもらい，もう一方のグループの中の
一人に渡してもらいます。受け取った若

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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い女性たちにメッセージを声に出して
読んでもらいます。 このレッスンのタイ
トルをホワイトボードに書き，クエンティ
ン・L・クック長老の説教「根と枝」の
中の「家族歴史に関するテクノロジー」

という題のついた部分の３，４段落目を
読んで，この質問について考えてもらい
ます。 それぞれの考えを分かち合って
もらいます。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。 神殿の儀式の大切さにつ
いて理解したでしょうか。 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。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• クラス活動として，死者のためのバプ
テスマを行う。可能であれば，若い女
性の家族の記録を提出し，その儀式を
行う。今日学んだことを使ってほかの

若い女性がともに神殿に行けるように
励ますこともできる。

• 『成長するわたし』の中の「徳」の徳
質の体験 3 を完了する。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

救い主は教えられたとき，御
自分に従う人々に信仰を
もって行動するように，また
主が教えられた真理を実践
するようにお勧めになりまし
た。 主は，御自分に従う者
たちが，心を尽くして福音に
従って生活するように願って
おられました。 若い女性が，
神殿の儀式を理解し，参加
したいと望むよう鼓舞する
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

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 
Collegiate Dictionary,11 版（2003 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〕

では，わたしたちは何をする必要があるでしょうか。
預言者ジョセフの勧告は，「わたしたちの死者の記録
を載せた，そのまま受け入れるに値する書を」神殿に
携えて行くことです〔教義と聖約 128：24〕。

教会の指導者たちは若者たちに向かって，高らかに響
き渡る声を上げています。テクノロジーを使う道を先
導して，エリヤの霊を実感し，先祖を探し，先祖のため
に神殿の儀式を行うようにと呼び掛ける声です。生者
と死者の両方を救う業を速めるうえで困難な仕事の多
くが，若い世代の皆さんによって行われるのです。

各ワードの青少年が神殿へ行って死者のためのバプテ
スマを行うだけでなく，自分たちが行う儀式のために
先祖の名前を提出するよう家族やワードの会員たちと
一緒に働くなら，青少年自身も教会も大いに祝福され
るでしょう。皆さんの取り組みを手助けする死者の影
響力，そして皆さんが仕える人々に来世で会う喜びを
過小評価しないでください。自分の家族と結ばれると
いう永遠に意義深い祝福は，わたしたちの理解をはる
かに超えるものです。
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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るとき，イエス・キリストの御名を受けると聖約しま
す（教義と聖約 20：77 参照）。この聖約を守るためには，生活の中で主を第一に
し，主のように考え，主のように行動しよう心がけ，「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」として立つ必要があります（モーサ
ヤ 18：9）。

霊的に備える

若い女性がキリストの御名を自分の身に受けるという聖約を理解するうえで，どの
聖句やリソースが役立つでしょうか。

モーサヤ 5 章（キリストの御名を受け
ることがなぜ大切か）

3 ニーファイ27：27（イエス・キリスト
のようになるよう努めなければならな
い）

教義と聖約 20：37，77（キリストの御
名を受けることは，バプテスマの聖約と
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―「一人でも気高く立ち」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

キリストの御名を自分の身
に受けるとはどのような意
味だと思いますか。この聖
約を守るために，あなたは
どんなことをしていますか。

若い女性がキリストの御名
を自分の身に受けるとき，ど
のようなチャレンジや祝福
を受けるでしょうか。若い
女性が生活の中で神を第一
にできるように，どのように
助けられるでしょうか。
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教義を導入する

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。

• 若い女性の一人に教義と聖約 20：
77 の聖餐のパンの祈りを読んでもらい
ます。若い女性は，「〔イエス・キリス
ト〕の御名を受ける」とはどういう意味
だと信じているでしょうか。

• 若い女性に，両親が自分の名前を選
んだ理由を知っているか尋ねます。自
分の名前は，自分がどのような人物にな

るか，そして生き方にどのように影響を
与えているでしょうか。イエス・キリス
トの御名を受けるとは，自分たちにどの
ような意味があるかを尋ねます（教義
と聖約 20：77 参照）。キリストの御名
を受けることは，自分の人となりと自分
の目指す生き方にどのような影響を与え
ているでしょうか。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が，イエス・キリストの御名を身に受けるとはどのような意
味かを理解するのに役立ちます。御霊の導きに従って，クラス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―「一人でも気高く立ち」を見
せます。若い女性は，このビデオのモン
ソン大管長の最も大切なメッセージは
何だと感じるでしょうか。ビデオに登場
した青少年は，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。
若い女性に，自分自身の同じような経
験を分かち合ってもらいます。

• ヘンリー・B・アイリング管長の以下
の話を分かち合います。「〔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，70 －72）クラスを 3 つ の グ
ループに分け，各グループで以下の質
問の一つについて話し合ってもらいま
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
で救い主を第一にするにはどうしたらよ
いでしょうか。」「救い主が望まれること
を求めるとはどのような意味でしょう
か。」各グループから一人ずつ，グルー
プで話し合ったことを分かち合ってもら
います。

• 若い女性に，モーサヤ 5 章を読んで，
以下の質問に対する答えを探してもらい
ます。「キリストの御名を受けるとはど
ういう意味ですか。」「キリストの御名を
受けることはなぜ大切ですか。」若い
女性に，見つけたことを分かち合って，
自分が救い主の御名を受けていること
を示すためにできる具体的な事柄を挙
げてもらいます。

• 数人の若い女性にヒラマン 5：6 － 8
を，ほかの若い女性にはマービン・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

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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読んでもらいます。読んだことをまとめ
て発表し合います。ニーファイとリーハ
イ，またジョージ・アルバート・スミス
大管長は自分の名前からどのような霊
感を受けたおかげで，義にかなった生
活をするようになったでしょうか。イエ
ス・キリストの御名を自分の身に受ける
という聖約は，わたしたちをどのように
鼓舞してくれるでしょうか。クラス全員
で，アーノルド長老の説教の最後の 2
段落を読み，若い女性に，アーノルド長
老の勧めをどのように実行できるかを
話し合ってもらいます。

• ロバート・D・ヘイルズ長老の次の言
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
の部分に分けて，若い女性に渡します。
渡された部分を読んで，「クリスチャン
であるとはどういう意味でしょうか」と
いう質問への答えを探してもらいます。
見つけたことや，知っている人の中で真
のクリスチャンだと思う人々の模範を分
かち合ってもらいます。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。イエス・キリストの御名を
自分の身に受けるとはどのようなこと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。

学んだことに従って生活する

イエス・キリストの御名を受けることを行いによって示す方法を若い女性に考えて
もらいます。後で，その経験をクラスで分かち合ってもらいます。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

救い主は御自分が教えた
人々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，主は彼らを見捨ること
なく，彼らを愛し，教え続け
られました。あなたが教え
る若い女性に，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。
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精選されたリソース

193

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」『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哀れみ
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」からです〔ルカ12：
7〕。

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。
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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

「……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若い女性が自分の人生と，天の御父が御自身の子供たちのため
に設けられた計画において，家族が重要であることを理解するのに役立ちます。この単元
で彼女たちが見いだす真理は，結婚と家族をサタンの攻撃や欺きから守るうえで助けとな
るでしょう。さらに，現在の家族を強め，シオンで義にかなった妻および母親として義にか
なった家族を築く備えをするうえでも役立つでしょう。

今月のアウトラインの内容

家族はなぜ大切なのでしょうか
神殿結婚はなぜ大切なのでしょうか
純潔はなぜ大切なのでしょうか
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。
義にかなった妻，母親となるために，今からどのように備えることができるでしょうか
男性と女性の役割は，家族の中でどのように補い合うでしょうか
どうすれば自分の家族を強められるでしょうか

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。ク
ラス会長会と話し合って，若い女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。

「成長するわたし」

「成長するわたし」の以下の活動は，この単元のレッスン
に関連しています。

「神から受け継いだ特質」徳質の体験 3 と 5

「個人の価値」徳質の体験 4

「徳」の徳質の体験および徳質のプロジェクト

8 月― 結婚と家族
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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。

家族はなぜ大切なのでしょうか
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てください。 若い女性が家族の大切さを
理解するうえで助けになる聖句やリソースはどれでしょうか。

ローマ 8：16 －17；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 93：
40 ，43 ，48 － 50；68：25 ，27 － 29

（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

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

「家族」『若人の強さのために』14 －15

ビデオ―「家族は永遠に」；「家庭は
神聖な場所です」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

教義を導入する

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。

あなたにとって家族が大切
なのはなぜでしょうか。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。

若い女性が世の中で聞く
メッセージの中で，預言者
が家族の大切さについて
語ったことと相反するもの
は何でしょうか。彼女たち
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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• 若い女性に，「あなたの教会ではな
ぜそれほど家族が大切なの？」と友人
に聞かれる場面を想像してもらいます。
彼女たちはどのように答えるでしょう
か。

• ホワイトボードに「＿は神の
＿たちの永遠の＿に

対する創造主の計画の中心を成すもの
である」と書きます。一人の若い女性に

「家族 ―世界への宣言」の最初の段
落を読んで文章を完成させてもらいま
す。この言葉がなぜ真実かについて，
クラスで話し合います。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が家族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，クラス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。

• ホワイトボードに円を描き， 一人の若
い女性に，円の中に家族の絵を描いて
もらいます。 円の周りに前世，現世，来
世と書きます。一人の若い女性に，「家
族 ―世界への宣言」の 3 段落目を読
み，家族が救いの計画の各部分にどの
ように当てはまるか探してもらいます。 
自分の家族への思いと，次の世でも家
族と一緒にいたい理由を分かち合うよ
う若い女性に勧めます。

• 若い女 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」または 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，「家族はなぜ大切なので
しょうか」という質問の答えを探すよう
に勧めます。分かったことを分かち合っ
てもらいます。若い女性は家族の大切
さを理解していることを示すためにど
のようなことができるでしょうか。家族
の大切さを理解することで，家族への
接し方がどのように変わってくるでしょ
うか。

• 若い女性一人一人に，このアウトライ
ンにある聖句を一つ割り当てます。ク

ラスに「家族 ―世界への宣言」を調
べ，その聖句に関連した言葉を見つける
よう勧めます。 それぞれの若い女性に，
割り当てられた聖句と，宣言の中でそ
れに関連している箇所を分かち合って
もらいます。家族の大切さを示す経験
があれば，それを分かち合うように勧め
ます。

• ビショップの許可を得て，ワードで夫
婦のきずなが強い姉妹を一人または数
人招待し，結婚と家族に対する思いを
クラスで述べてもらいます。家族の状
況が理想通りではない人に何と言った
らよいでしょうか。（『若人の強さのた
めに』の「家族」の項，15 参照。） 結婚
して子供をもうける必要性を感じない人
には何と言ったらよいでしょうか。若い
女性に，結婚や家族のために備えるこ
とについて疑問があれば尋ねるように
励まします。

• 生徒たちを 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・スティーブンズ姉妹の説教「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

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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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。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。家族の大切さについて理
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。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した方がよいでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• 自分が尊敬する，義にかなった家族
を思い浮かべ，その家族のようになるた
めの具体的な方法を書き出す。

• mormonnews.jp またはユースウェブ
サイトにアクセスし，神殿結婚や家族に
ついての記事やビデオを探す（これは
ミューチャル活動として行うこともでき
ます）。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

救い主は弟子たちに，深く
考え，心から感じさせるよう
な質問を投げかけ，彼らの
信仰あふれる言葉を喜ばれ
ました。若い女性が家族の
大切さについて考え，それ
を心から感じられるように
助けるために，どのような質
問を尋ねることができるで
しょうか。これらの質問は
信仰あふれる言葉を引き出
せるでしょうか。
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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

L・トム・ペリー「善い親になる」『リアホナ』2012
年 11 月号，26 － 28 より抜粋

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。」〔L・
トム・ペリー「家庭で子供を教える母親」『リアホナ』
2010 年 5 月号，30 参照〕

家族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。

神殿結婚はなぜ大切なのでしょう
か
天の御父の幸福の計画で，昇栄を得るための唯一の方法は，この世から永遠にわ
たる結び固めを受けることです（教義と聖約 131：1－3 参照）。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，夫婦の関係が永
遠に続くことを確信することができます。そのような夫婦は何ものも，たとえ死で
あっても，永遠にわたって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

よく祈って以下の聖句とリソースを研究してください。その中で，若い女性が神殿
結婚の意味を理解し，将来神殿で結婚したいという決意を増すうえで役立つのは
どれでしょうか。

教義と聖約 49：16 －17（結婚は創造
の目的を達成するのを助ける）

教義と聖約 131：1－ 4；132：15 －21
（永遠の結婚は昇栄するために必須で
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

ヘンリー・B・アイリング「聖約の下に
ある家族」『リアホナ』2012 年 5 月号，
62 － 65

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

「神殿結婚は何にも代えがたい価値が
ありました」『リアホナ』2010 年 10 月
号，69 －70

「結婚」『真理を守る』74 －77

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

教義を導入する

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。

神殿結婚はあなたにとって
なぜ大切でしょうか。 この
儀式はあなたや家族にどの
ような祝福をもたらすでしょ
うか。

神殿結婚に関して，若い女
性はどのような義にかなっ
た模範を見てきたでしょう
か。 神殿で結び固めを受
けることに対する彼女たち
の望みをさらに強くするた
めに，どのように助けられる
でしょうか。
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• 若い女性がクラスに集う前に，ホワイ
トボードに「神殿結婚はなぜ大切なの
でしょうか」と書いておきます。若い女
性に，この質問について考えながら，

「神殿結婚は何にも代えがたい価値が
ありました」を読むよう勧めます。この
話に登場する夫婦にとって，神殿結婚
がそれほど大切だったのはなぜでしょ

うか。若い女性に意見を分かち合って
もらいます。

• 可能なら，あなたが神殿で結び固め
を受けた日の写真を見せ，あなたが感
じた思いや気持ちを述べます（または
神殿の前に立つ花 嫁と花 婿の写 真

〔『福音の視覚資料集』120 参照〕を見
せます。）神殿結婚が大切だと思う理
由を若い女性に尋ねます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が神殿結婚の大切さを学ぶのに役立ちます。御霊の導き
に従って，クラス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。

• 若い女性に，彼女たちが民事結婚で
はなく神殿結婚を目指していることに
疑問を持っている友達がいると想像し
てもらいます。 このアウトラインで提案
されている聖句か，『真理を守る』の

「結婚の新しくかつ永遠の聖約」の項
（74 －75）を読んで，その友達に書く
手紙に引用できる言葉や語句を探すよ
うに勧めます。その手紙で永遠の結婚
の大切さを説明するように励まします。 
手紙に書いたことをクラスで発表するよ
うに勧めます。

• 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）。 若い女性に，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。 
若い女性に，L・トム・ペリー長老の説
教「世界中でどこでも―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。彼女たちが神殿
結婚を望む理由を尋ねます。

• 若い女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
老とスコット姉妹の関係について，若い
女性が感銘を受けたことは何ですか。 
スコット長老とスコット姉妹のような関
係を築くためには何が必要か，深く考え
てもらいます。

• クラス全員で教義と聖約 131：1－ 4
と『真理を守る』の「結婚の新しくかつ
永遠の聖約」の項（74 －75）を読み，

「神殿結婚はなぜ大切なのでしょうか」
という質問の答えを探します。 必要な
場合，若い女性が聞き慣れない言葉や
語句の意味を明確に理解できるように
助けます。クラスの生徒に，若い女性
が神殿で結婚するのを妨げることを幾
つか挙げてもらいます。必ず神殿で結

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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婚できるようにするために，今からでき
ることは何でしょうか。

若い女性に，今日学んだことを分かち合ってもらいます。神殿結婚の大切さが理
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。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した方が助けになるでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• 結婚式の日に開ける，自分あての手
紙を書く。その中に神殿結婚の大切さ
や，義にかなったこの目標を実現するこ
とへの自分の望みをつづります。

• よく目につく場所に神殿の写真を貼
り，その写真のそばに将来神殿で結婚
するという自分の目標と決意を表す簡
単な文章を添える。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

救い主は弟子たちに，信仰
を持って行動し，御自身が
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。どのような方法で若い
女性に神殿で結婚する決意
を強め，ともに学ぶ真理に
従って生活するよう勧めら
れるでしょうか。
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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」『リアホナ』2011 年 5 月号，96 からの抜粋

愛を表現することの大切さをわたしは妻から学びまし
た。結婚して間もなく，集会で話すために聖典を開け
ると，優しさと愛情に満ちたメモが挟んであることがよ
くありました。メモに書かれた言葉があまりにも思い
やりにあふれていたために，話を続けられないことさ
えありました。愛情深い妻からもらったこうした貴重
なメモは，今もなおわたしに慰めと霊感を与えてくれる
かけがえのない宝となっています。

わたしも同じことを妻にするようになりましたが，それ
が妻にとって実際どれだけ意味を持っていたかには気
づきませんでした。ある年，妻にバレンタインの贈り物
をするお金がなかったため，冷蔵庫に水彩絵の具で絵
を描くことにしました。最善を尽くしたのですが，一つ
だけ間違いを犯してしまいました。水彩絵の具ではな
く，消しにくいエナメル塗料を使ってしまったのです。
でも妻は，その冷蔵庫の絵を決して消させてくれませ
んでした。

今も覚えていますが，ある日わたしはパンチで穴を開
けたときにできる小さな丸い形の紙を取り出し，1 から
100 までの番号を振りました。そしてその裏に妻への
メッセージを 1 枚に 1 単語ずつ書き，全部をすくって
封筒に入れたことがありました。妻は喜んで笑ってく
れるだろうと思ったのです。

妻が亡くなったとき，妻の身の回りの品々を見て，わた
したちが交換し合ったたわいないメッセージを妻がい
かに大事にしていたかが分かりました。妻はあの小さ
な丸い紙を一つ残らず丁寧に 1 枚の紙にはり付けてい
ました。わたしからのメモを保管していただけでなく，
貴重な宝物のようにビニールのカバーを付けて保護し
ていました。ほかのメモと一緒にしていなかったもの

が一つだけありました。それは今なお台所の時計のガ
ラスの裏にはってあります。「ジェニーン，今こそ，君を
愛していると伝えるべき時だね」と書いてあります。
そこに残されたメモを見る度に，天の御父の特別な娘
であった妻を思い起こします。

妻とともに過ごした人生を振り返ってみると，自分たち
がいかに祝福されてきたか分かります。我が家では口
論したことは一度もなく，夫婦の間で思いやりのない
言葉を言ったことは決してありません。今になってみ
ると，そのような祝福は妻のおかげだということが分
かります。進んで相手に与え，分かち合い，自分のこと
を決して考えないという妻の信条によるものだったの
です。わたしは妻とともに過ごした最後の何年間か，
妻の模範に倣おうと努めました。夫や妻として皆さん
の家庭でも同じようにしてはどうでしょうか。

純粋な愛はかけがえのないものであり，善を求める強
い力です。義にかなった愛は豊かな結婚生活の基で
す。それがあってこそ，子供たちは満たされ，十分に
成長します。母親の愛という義にかなった影響力を正
確に計れる人がいるでしょうか。疑いを知らない思い
と心という肥沃な土壌に，母親が念入りに植え付け，
愛情を込めて育てる真理の種は，どのような朽ちない
実を結ぶでしょうか。母親として皆さんは子供の特別
な才能や能力を感じ取る生来の力を神から授かって
います。子供の特質が開花するよう，夫とともに養い，
強め，励ますことができます。

結婚はきわめて報いの大きいものです。結婚はすばら
しいです。時がたつにつれ，夫婦は考え方が似てき
て，同じ発想や印象を持つようになります。最高にうれ
しい時も，試練や困難の時も訪れますが，主は，二人
が経験を通して成長する間，ずっと導いてくださいま
す。



201

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。

純潔はなぜ大切なのでしょうか
純潔とは，性的な清さであり，思いと言葉と行いを道徳的に清く保つことです。性
的に親密な関係は，子供の創造と夫婦の間で愛を表現する手段として神に定めら
れたものです。性的に清いと， わたしたちは聖霊を伴侶とするにふさわしくなり，
性的な罪がもたらす精神的，霊的な害から守られます。

霊的に備える

よく祈って以下のリソースを研究して下さい。若い女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（純潔は大切で貴いもの
である）

教義と聖約 46：33；121：45 － 46（徳
の大切さ）

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「個人の清さ」
『リアホナ』1999 年 1 月号，83 － 86

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，40 － 43

「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」；
「純 潔―どこまで 許され るの か」；
「真の自信」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

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。

若い女性が純潔の大切さを
実感するうえで最も役立つ
のはどの教義でしょうか。 
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
にはどのようなものがありま
すか。
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教義を導入する

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。

• クラスが始まる数日前に，若い女性
たちにこのレッスンの準備としてビデオ

「清くあることを選択する」を視聴して
もらいます。クラスの始めに，若い女性
たちに学んだことや疑問に思ったことを
分かち合ってもらいます。

• 一人の若い女性に，ポテパルの妻に
抵抗するヨセフの絵を持ってもらい

（『福音の視覚資料集』11 参照），物語
を要約して自分の言葉で言ってもらい
ます。ヨセフは清くあり続けるために何
をしたでしょうか。ヨセフが忠実であっ
た結果，後でどのようなことが起きたで
しょうか。彼が聖約に忠実でなかった
ら，どのようなことが起き得たでしょう
か。純潔を保つことはなぜ大切なので
しょうか。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性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，クラス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。

• 何人かの若い女性に，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）。別の若い女性に『若人の強さの
ために』の「性的な清さ」の項を読ん
でもらい，さらに残りの若い女性に『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
んだか若い女性に尋ねます。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。

• ビデオ「清くあることを選択する」ま
たは「真の自信」を見て，「純潔はなぜ
大切なのでしょうか」という質問の答え
を探すよう若い女性に勧めます。 若い
女性に，自分の考えを述べて，ビデオで
述べられていた見方と，世の中が若い
女性に信じさせようとする見方を比較す
るように勧めます。純潔の律法を守る
努力をする中で，若い女性はどのように
支え合うことができるでしょうか。

• 若い女性を幾つかのグループに分け
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

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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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，若い女性に以下のよ
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。」 若い女性に自分の
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，若い女性に尋ねま
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。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。純潔の律法についてさらに
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。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した方が助けになるでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• 「徳」の徳質の体験の一つを完了する
（『成長するわたし』69 －71）。

• 性的な清さを保つために実践するこ
と，避けることを箇条書きにする。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

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，若い女性に純潔と徳
の模範を示せるでしょうか。
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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

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。したがって，男女間の結婚は，前
世の霊が現世へ入るための承認された手段です。結
婚前の禁欲，結婚後の貞節はこの神聖な手段を汚れ
から守るものです。

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。

ダリン・H・オークス長老はこう説明しています。

「この世に生命を送り出す能力は神がその子供たちに
賜った至高の力です。その行使は最初の戒めの中で

命じられました。しかし，その誤用を禁じる別の戒め
も与えられました。神が御計画を実現されるうえで生
命を生み出す力が果たす目的を理解すれば，教会が
なぜ純潔の律法を強調するのかは明らかです。……

結婚というきずなを離れてこの創造の力をどのように
行使しても，それは多かれ少なかれ，男女に付与され
た最も神聖な属性をおとしめ，ゆがめる罪深い行為で
す。」（「人に幸福を与える偉大な計画」『聖徒の道』
1994 年 1 月号，83 参照）

性道徳の標準

末日聖徒イエス・キリスト教会には，性道徳という一つ
の不変な標準があります。性的な関係は神の計画の
中で定められた婚姻関係を結んだ男女間でのみ認め
られています。そのような関係は単に好奇心や性欲を
満たすためのものでもなく，自分中心の娯楽や遊びで
もありません。相手を征服するためのものでもなく，
ただ行うものでもありません。それは現世の生活にお
いて人の神聖な特質や可能性を表す最高の方法の一
つであり，夫婦間の情緒的，精神的きずなを強める一
つの方法です。人は道徳的な選択の自由を祝福として
頂いている者であり，性的な行動，あるいは現代的な
考え方，もしくは世俗的な論理ではなく，神からの受
け継ぎによって，神の子供であると言えるのです。
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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。

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

よく祈りながら，以下の聖句とリソースを研究します。若い女性が若い男性と交流
し始めるときに最もよく当てはまるものはどれだと思いますか。

申命 7：3 － 4（聖約の外で結婚しては
ならない）

教義と聖約 46：33（主の前で徳高く聖
くある）

信仰箇条 1：13（永遠の伴侶を探すと
きに自分も身に付けるべき特質）

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

イレイン・S・ダルトン「徳の守り手」『リ
アホナ』2011 年 5 月号，121－124

「デート」『若人の強さのために』4 － 5

ビデ オ―「真 新 し い 年 2010 年 ―
デート」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

あなたはだれの模範を通し
て，デートに関する主の標準
を守る大切さを学んできま
したか。

若い女性は，どのような経
験や考えを通して，デートに
対する見方を形成している
でしょうか。彼女たちはど
のようなプレッシャーを感じ
ているでしょうか。主の標
準を守り続けるために，若
い女性はどのようなことを
知っておく必要があります
か。
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教義を導入する

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。

• 若い女性に，デートについて抱いて
いる疑問を尋ね，それをホワイトボード
に書き出します。レッスンの間，それら
の疑問に対する答えを探すように勧め
ます。

• デートに関する教会の標準について
知っていることをホワイトボードに書き
出すよう，若い女性に勧めます。レッス
ンの間，これらの標準について学びな
がら書き足していきます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性がデートに関する教会の標準を理解するのに役立ちます。
御霊の導きに従って，クラス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。

• 将来の夫に求める特質の個人的なリ
ストを若い女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。 
一人の若い女性に，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）。 若い女性が，自分たちが
作成したリストを見直している間，もし
彼女たちの将来の夫が，彼女たちに対
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
来の夫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それら
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。

• 一人一人の若い女性に，信仰箇条 13
条から言葉または文を選び，その言葉
または文が『若人の強さのために』の

「デート」の項に書かれている標準にど
のように関連しているか説明してもらい
ます。信仰箇条 13 条の原則に基づい
て考えると，若い男性に対してどのよう
に接するべきだと思うかを分かち合うよ
う若い女性に勧めます。

• イレイン・S・ダルトン姉妹の説教
「徳の守り手」の「皆さん一人一人は，徳
の守り手となるために何ができるでしょ
うか」という問いかけで始まる段落を
読みます。 ダルトン姉妹の勧告がデー
トにどのように関連しているか，若い女
性に話し合ってもらいます。若い女性
に，アルマ 46：11- 14 を読み , 自由の旗
がどのような方法でニーファイの民に徳
を守る霊感を与えたかについて話し合
うように勧めます。ダルトン姉妹のチャ
レンジに従い，徳を守るためにするべき
こととするべきではないことのリストを
作るように勧めます。若い女性はこれ
らのリストの中に自分がデートのときに
徳の守り手となるために何をするかを
加えることができます（ 『若人の強さの
ために』「デート」の項，4–5 参照 )。

• ビデオ「真新しい年 2010 年 ―デー
ト」の一部を視聴してもらい，一時停止

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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して，このビデオに出てきた人々が話し
ていたデートの標準を若い女性に見つ
けてもらうための時間を取ります。 若
い女性に，『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。若い女性に次のような質
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
たが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周囲から圧
力をかけられたとき，どのように対処で
きるかについて話し合うよう若い女性
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，ほかの人にも似た
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。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。デートに関する教会の標準
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した方が助けになるでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• 主のデートの標準を守ったことで良
い模範を示した人と話す。この世の
デートの標準に従う誘惑を克服するた

めにその人がどんなことをしたかを聞き
ます。

• デートに関する主の標準に従う目標
を立てる。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

救い主は弟子たちに，質問
をしたり，自分の考えを分か
ち合ったりする機会をお与
えになりました。主は彼ら
の疑問に答え，彼らの経験
に耳を傾けられました。弟
子たちは主の愛を感じて，
自分の思いや個人的な気持
ちを安心して述べることが
できました。若い女性が自
分の疑問や個人的な気持ち
を安心して分かち合えるよ
う助けるには，どうすればよ
いでしょうか。
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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。

義にかなった妻，母親となるため
に，今からどのように備えることが
できるでしょうか
義にかなった妻，母親となるために，若い女性は救い主に目を向け，キリストのよう
な属性を育むことに焦点を当てるべきです。家族の宣言には次のようにあります。

「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。……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。」（「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。 若い女性が妻や母親になる
準備をするうえで，どれが役立つと思いますか。

箴 言 31：10 －31； ア ル マ 56：47－
48；モロナイ 7：45 － 46；教義と聖約
88：123 －125（義にかなった女性の
特質）

教義と聖約 88：78 － 80，118；90：15
（学問を求める）

ジェフリー・R・ホランド「ごらんなさ
い。これはあなたの母です」『リアホ
ナ』2015 年 11 月号，47－ 50

チェリル・A・エスプリン「家庭を光と
真理で満たす」『リアホナ』2015 年 5
月号，8 －10

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

M・ラッセル・バラード「母と娘」『リア
ホナ』2010 年 5 月号，18 －21

「教育」『若人の強さのために』，9 －10

ビデオ―「母親の務め ―神との永
遠の協力関係」；「神の子供たちを愛す
る」；「母の希望」；「イスラエルの母
親」 

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
け，そしてさらに学ぶ備えをするのを助けます。

妻や母親となるために，今
まで行ってきたことや，今
行っていることは何でしょう
か。 そのように準備するこ
とで，あなたは人生でどのよ
うな祝福を得てきたでしょ
うか。

あなたのクラスの若い女性
は，結婚し，母親になるため
にどのような準備をしている
でしょうか。 彼女たちは結
婚や母親の務めに関して，
どのような疑問を抱いてい
る可能性があるでしょうか。
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教義を導入する

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。

• この概要で提案されているビデオの
うち一つを選んで見せます。若い女性
に次の質問をします。「義にかなった
妻や母親となる備えとしてどのようなこ
とをしていますか。」

• 一緒に若い女性のテーマを暗唱しま
す。数人の若い女性に，「家庭と家族を
強め」という一節が自分にとってどのよ
うな意味があるか分かち合うよう勧め
ます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が義にかなった妻や母親となるために備えるのに役立ち
ます。 御霊の導きに従って，クラス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。

• チェリル・A・エスプリン姉妹の説教
「家庭を光と真理で満たす」で，空の
ソーダ缶と中身の入ったソーダ缶をつぶ
そうとする描写があります（この説教の
最初の 2 分を視聴するか，この実物を
使った説明をやってみるとよい）。 この
実物を使った説明から，光と真理で満
たされていることの大切さについてどん
なことを学ぶことができますか。クラス
の生徒は霊的な光と普通教育の両方を
得るためにどうすればよいでしょうか。

（教義と聖約 93：36 参照。）彼女たち
は将来妻や母親になるために，霊的な
教育や普通教育を通してどのように備
えられるでしょうか。（「教育」『若人の
強さのために』9 －10 参照。）

• 一人一人の若い女性に，このアウトラ
インで提案されている聖句の一部を読
む割り当てを与えます。それぞれの若
い女性に，割り当てられた聖句から義
にかなった妻や母親の特質を見つけ，
それを表す絵やシンボルを描くか，短い
一文を書くように勧めます。その絵や
文章をクラスで発表し，どのようにすれ
ば若い女性がその特質を身につけるこ
とができるか話し合います。箴言に述

べられているような母親の例を挙げて
もらいます。このような母親の家族はど
のような祝福を受けるでしょうか。「賢
い妻」が主にとって尊いのはなぜでしょ
うか（箴言 31：10 参照）。

• 一人一人の若い女性に，ジェフリー・
R・ホランド長老の説教「ごらんなさ
い。これはあなたの母です」の中に述
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か，このアウトライ
ンで提案されているビデオを幾つか見
るように割り当てます。堅固な夫婦と義
にかなった母親の模範として，若い女
性たちは何に気づくでしょうか。彼女た
ち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
そのような原則に従って生活するため
に，若い女性たちには何ができるでしょ
うか。

• 若い女性に，聖典に登場する義にか
なった女性をホワイトボードに書き出し
てもらいます（例えば，ルツ，エステル，
エバ，ハンナ，エマ・スミスなど）。挙げ
た女性の中から一人を選び，その女性
について書かれている聖文を読むよう
に勧めます（『聖句ガイド』を活用す

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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る）。これらの女性が持つ徳高い特質
は何か，自分がすばらしいと思うのはど
の特質か，そしてその特質は義にか
なった妻や母親になる準備をどのよう
に助けてくれるか発表するように若い
女性を励まします。

• 若い女性が母親とさらに良い関係を
築くための M・ラッセル・バラード長
老の提案を読むように若い女性に勧め
るか（「母と娘」の 8 －10 段落目），ビ

デオ「母と娘」を見せます。 若い女性
に，自分の母親のどのようなところを尊
敬しているか，そして母親が持っている
特質の中で，自分が母親になる準備を
する際に見習いたいものを書き出しても
らいます。数人の若い女性に，書いたこ
とを分かち合ってもらいます。可能な場
合は，若い女性の母親を招待して一緒
に話し合いに参加してもらってもよいで
しょう。

若い女性に，今日学んだことを分かち合ってもらいます。義にかなった妻や母親に
なるためにどのように備えることができる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。他に質問はないでしょうか。この教義にもっと時間を費
やした方がよいでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• 『成長するわたし』の中の，次の項目
のどれかを完了する。「神から受け継
いだ特質」の徳質プロジェクト，「個人
の価値」の徳質の体験 4，「選択と責
任」の徳質の体験 7，「善い行い」の徳
質の体験 2

• 一人の女性にインタビューをし，妻や
母親であることによって受ける責任と
チャレンジと祝福について聞く。その
女性が最も必要だと思う技能や特質は
何か尋ね，考えたことや感じたことを日
記に記録する。

クラスで学んだことを補強するミューチャル活動を若い女性と計画してもよいで
しょう。例えば，ホームメーキング技術を学び実践することができます。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

救い主は一日中弟子たちを
教えた後，家に帰り，また後
で戻って来て，さらに学ぶ
ための備えをするように勧
められました。 ともに学ぶ
ための備えをしてクラスに来
るよう，若い女性を励ますた
めに何ができるでしょうか。
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精選されたリソース

ジェフリー・R・ホランド「ごらんなさい。これはあな
たの母です」『リアホナ』2015 年 11 月号，49 からの
抜粋

ふさわしい状態で伝道に出たのに伝道半ばで帰還し
た青年について話しましょう。彼は同性に引かれる問
題と，それに関連して経験したトラウマのために自ら
帰還することを選んだのです。ふさわしさは保ってい
たものの，彼の信仰は危機的状況にありました。日を
追うごとに情緒的な苦しみは深まり，霊に覚える苦痛
も増していきました。彼は心痛，混乱，怒り，絶望を順
繰りに味わっていました。

彼の伝道部会長，ステーク会長，ビショップが彼を助
けようと，長い時間をかけて思い巡らし，涙し，彼に祝
福を授けました。しかし，彼の心の傷の多くがあまり
にも個人的だったので，人に打ち明けられないでいた
ものが幾つかありました。彼の愛する父親は全身全霊
を傾けて息子を助けようとしましたが，多忙を極める仕
事のために，母親と息子だけで，魂の長く暗黒の苦闘
に対峙しなければなりませんでした。昼も夜も，何週
間も，何か月も，何年も，二人は一緒に，癒やしを受け
る道を探し求めました。時には（ほとんどは彼が，時
折彼女が）反感を感じることも，（ほとんどは彼女が，
時折彼が）恐れることもありましたが，母親が息子に
神の力と教会について，特に神が彼を愛しておられる
ことについて証を述べました。また彼女は，息子に対
する彼女自身の変わらない不滅の愛を証したのです。
イエス・キリストの福音と家族という，自分の存在に関
わる絶対に重要で不可欠な 2 本の柱を一つにして，彼
女はとめどなく心を注ぎ出して祈りました。断食をし，
泣き，また断食して，息子が胸の張り裂けそうな思いを
打ち明けるたびに耳を傾け続けました。このようにし

て，彼女は再び彼の養いを担ったのです。ただ，今度
は 10 か月ではありません。今回，息子を絶望の淵か
ら連れ戻す努力は永遠に続くだろうと彼女は思ってい
ました。

しかし，神の恵みと母親の不屈の精神，そして多くの
教会指導者と友人，家族，専門家の助けによって，こ
の粘り強い母親は息子が約束の地に戻るのを見届ける
ことができました。悲しいことに，さまざまな状況にあ
る子供について悩む全ての親にそのような祝福が与え
られていないこと，または少なくともまだ与えられてい
ないことを，わたしたちは承知しています。しかし，こ
こに希望があります。そして，わたしはこの息子の場
合も，彼の性的指向が奇跡的に変わったわけではない
ことを申し上げなければなりません。変わるとは誰も
思っていませんでした。しかし，彼の心は少しずつ変
わったのです。

彼は再び教会の集会に出席し始めました。進んで，そ
してふさわしい状態で聖餐を受けるという選択をしま
した。もう一度神殿推薦状を取得し，早朝セミナリー
の教師の召しを受けて，すばらしい奉仕をしました。
それから 5 年たった今，彼は自ら希望して教会の少な
からぬ協力を得，主への奉仕を全うするべく伝道地に
戻っています。わたしは，問題を解決し信仰を守るた
めにこの青年とその家族が示した勇気と誠実さと固い
決意を思い，涙しました。彼は自分が戻って来られた
のは本当に多くの人々のおかげだと知っています。し
かし，最大の恩人はメシヤの属性を持った二人だとい
うことを知っています。その二人は彼を負い，担い，彼
とともに働き，彼を救ってくれたからです。二人とは，
彼の救い主，主イエス・キリストと，固い決意と赦しの
心を持った，清廉そのものの彼の母親です。
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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。

男性と女性の役割は，家族の中で
どのように補い合うでしょうか
神の計画により，天の御父は夫婦で補い合いながらそれぞれの役割を果たせるよ
う，男性と女性に異なる賜物と能力をお与えになりました。「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。……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。夫婦が互いに補い合う役割
を持つことを若い女性が理解するうえで役立つのは，どの聖句や話でしょうか。

箴言 22：6；教義と聖約 68：25；121：
41－ 43；モーセ 5：1（両親の責任）

アル マ 53：21；56：47－ 48（若 い 勇
士たちは母親から教えを受けた）

教義と聖約第 25 章（夫を支えること
に関するエマ・スミスへの勧告）

「家族 ―世界への宣言」『リアホナ』
2010 年 11 月号，129

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

「個人の価値」徳質の体験 4，『成長す
るわたし』31

ビデオ― 「人生で出会う女性たち」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個

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。

将来母親となる神聖な役割
について若い女性が理解で
きるよう，どのように助けら
れるでしょうか。その役割
のために彼女たちが今から
できることは何でしょうか。
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人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

教義を導入する

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。

• 若い女性に今日のレッスンの題名を
伝えます。なぜこのテーマは採り上げ
るべき重要なテーマなのでしょうか。

• 共通の目標を達成するために一緒に
使う二つの物を用意します（えんぴつと
紙，金づちと釘など）。若い女性にそれ

ぞれの物の違いと，どのような方法で
一緒に使うかを説明してもらいます。男
性と女性は神の目的を達成するために
補い合う（あるいは補完し合う），別々
の責任が与えられていると説明します。
若い女性に，男女が互いを補い合う幾
つかの方法を述べるように勧めます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が，男女の役割が家族の中でどのように補い合うかを理
解するのに役立ちます。 御霊の導きに従って，クラス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。

• ビショップの許可を得て，1 組の夫婦
をクラスに招きます。リンダ・K・バート
ン姉妹の説教「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」の項を一緒に読んでください。 
家族の中で男女がどのように互いに助
け合うかについて，若い女性は何を学
べるでしょうか。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
るように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。

• 若い女性に，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。 このリストを作る
助けとなるよう「家族 ―世界への宣
言」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」および 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。若い女性に，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。

• このレッスンで提案されているものも
含め，両親の責任について教える聖句
を幾つか挙げて，若い女性に割り振り
ます。それぞれの若い女性に，聖句を
発表し，その聖句が教える責任につい
て説明してもらいます。これらの責任
を果たすときに夫婦がどのように互いを
補い合うか，両親はどのようにそれぞれ
の役割を果たしながら補い合ってきた
か，意見を述べるように勧めます。

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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• 若い女性に，ビデオ「人生で出会う
女性たち」を見ながら，「伴侶」という
言葉の意味を考えてもらいます。 彼女
たちが将来の夫の「助け手」となれる
方法を挙げてもらいます（創世 2：18
参照）。「成長するわたし」の「個人の
価値」の徳質の体験 4 に個人またはク
ラスで取り組み，将来の夫を補う妻とし
ての自分の役割について感じたことを
日記に書くように勧めます。

• 若い女性に，教義と聖約第 25 章を
読み，夫を支えるためにエマ・スミスが

するように勧められたこと，そして彼女
を支え祝福するために夫がするだろう
と主が言われたことを見つけるように勧
めます。結婚生活の中でこの勧告に
従っている人々の例として，あなたや若
い女性には，誰のことが思い浮かぶで
しょうか。若い女性に，将来どのような
夫婦関係を築きたいか，そしてその備え
として今からできることは何かを書き留
めるように勧めます。数人の若い女性
に，書いたことを分かち合ってもらいま
す。

若い女性に，今日学んだことを分かち合ってもらいます。家族の中で補い合う男女
の役割について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した方がよいで
しょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• 両親が天与の役割を果たしたことで
受けてきた具体的な祝福に対して，母
親や父親に感謝を伝えます。

• 母親としての天与の役割について思
い出させてくれる「家族 ―世界への
宣言」の一節を選びます。

• 『成長するわたし』の次の項目を完了
する。「信仰」の特質の体験 2 ，「神か
ら受け継いだ特質」の徳質の体験 2 ，

「個人の価値」の特質の体験 4

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

救い主は御自身が教えてお
られる人々に信頼を寄せ，
彼らを備えて重要な責任を
お与えになりました。 あな
たが教えている若い女性
が，将来妻や母親として果
たす大切な責任に備えると
きに，あなたが彼女たちに
信頼を寄せていることを感
じてもらうにはどのように助
ければよいでしょうか。
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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，30 －31 からの抜粋

道徳に及ぼす女性の影響力がどこよりも力強く感じら
れ，有益に使われるところは，家庭をおいて他にありま
せん。伝統的な家族以上に次世代を育てる環境とし
てふさわしいところはありません。そこでは父親と母
親が心を一つにして子供を養い，教え，育てています。
この理想的な環境が存在しないところでは，人々はそ
れぞれ状況に合わせて最善を尽くし，その恩恵に浴す
ることができるよう努めています。

どのような状況にあろうとも，母親なら他の誰にもでき
ない，他の人間関係ではできない影響力を発揮するこ
とができます。母親の模範や教えの力によって，息子
は女性を尊敬するようになり，自分自身の生活にも規
律と高い道徳の標準を取り入れるようになります。娘
は美徳を養うことを覚え，たとえ賛同者がいなくとも，
繰り返し繰り返し，正しいことを貫こうとします。母親
が愛を抱き，高い期待を抱いていると，子供も言い訳
なしで責任をもって行動し，教育や個人の資質を伸ば
すことにまじめに取り組み，周りの皆の福利のために
絶え間なく貢献するようになります。かつてニール・
A・マックスウェル長老がこう言ったことがあります。

「人類の真実の歴史がすべて明らかにされるとき，脚
光を浴びるのは砲火の響きでしょうか，それとも子守
歌の調べでしょうか。軍人の停戦条約でしょうか，そ
れとも家庭や地域社会で女性たちが作り出す平和で
しょうか。議会の出来事よりも，ゆりかごや台所の出
来事にいっそうの抑止力があることを知ることでしょ
う。」〔ニール・A・マックスウェル「神に従う女性」『聖
徒の道』1978 年 10 月号，14〕

最も神聖なものは，命の創造に果たす女性の役割で
す。わたしたちは自分の肉体が神聖な起源を有してお
り，神の日の栄えの王国で最も高い領域に入るために
は，肉体の誕生とともに霊の再生も経験しなければな
らないことを知っています。そのため女性は，「人の不
死不滅と永遠の命をもたらす」〔モーセ 1：39〕神の業
と栄光に（時には自身の命を危険にさらしながらも）

欠かすことのできない役割を果たします。祖母として，
母として，模範を示す者として，女性は命の源泉の守り
手であり続けています。それぞれの世代に性的に清く
あることの重要性を教え，結婚前は純潔を守り，結婚
したら貞潔を守るようにと教えます。このようにして，
女性は社会を啓発する影響力となっています。女性は
男性の最も優れた点を引き出してきましたし，しっかり
した元気な子供を育てるための健全な環境をずっと
絶やさずにいます。……

道徳に及ぼす女性の影響力を揺るがす危険な考え方
とは，結婚に重きを置かず，母親の務めや家事に立派
なキャリアとしての価値を認めようとしない考え方で
す。家事はまったくの屈辱であると見なし，母親の務
めや家事は女性の名誉を傷つけ，子育ての際限のな
い負担は搾取の一形態であると主張する人がいます。
そのような人たちは，キャリアとしてのいわゆる「母親
コース」をあざ笑います。これは公平なことでも，正し
いことでもありません。わたしたちは，いかなる立派な
努力やキャリアの中であれ女性や男性が達成すること
について，その価値を過小評価するつもりはありませ
ん。わたしたちもそうした功績の恩恵を受けていま
す。それでもわたしたちは，結婚した男女の母親の務
め，父親の務めに勝るものはないと理解しています。
それ以上のキャリアはありませんし，どれだけお金を
積み，権威や名声を得ようとも，家族として受ける究極
の報い以上のものはないのです。一人の女性が他にど
のようなことを成し遂げようとも，道徳に及ぼす女性の
影響力が家庭以上に適切に働く場はありません。

人間の性に対する考え方が，様々な場面で，女性の持
つ道徳の力を脅かしています。個人や社会の都合に合
わせて堕胎が行えるという考え方は，女性の最も神聖
な力の核心部分に大きな衝撃を与え，女性の持つ道徳
の力をも破壊します。性的な不道徳という点でも，露
出の多い服装という点でも同じことが言えます。そう
したものは女性の品性を落とすだけでなく，性的な魅
力にこそ女性の価値があるとするうそを上塗りしてい
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。

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。」（「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やリソースを研究してください。聖文や預言者が教える原則
の中で，若い女性に，家族を強めるよう霊感を与えるものはどれでしょうか。

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，
家族を強める）

教義と聖約 88：119（義にかなった家
庭を築くための規範）

「家族 ―世界への宣言」『リアホナ』
2010 年 11 月号，129（『真 理を 守る』
38 － 40 も参照）

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

デビッド・A・ベドナー「家庭でもっと
勤勉に家庭のことに携わる」『リアホ
ナ』2009 年 11 月号，17－20

「家族」『若人の強さのために』14 －15

「愛ある家は」『賛美歌』186 番

「愛の言葉」『子供の歌集』102 －103

ビデオ―「小さなことから」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個

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女性の
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女
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。
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人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

教義を導入する

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。

• 若い女性に，家族が住まいを物理的
な危険（火災やどろぼうなど）から守
るためにすることを思い浮かべるように
勧めます。どのような霊的な危険が家
族を脅かすでしょうか。若い女性は家

族をこれらの危険から守るのを助ける
ために何ができるでしょうか。

•  1－2 分の間で，自分の家族を幸せ
にする事柄を表す言葉を，できるかぎり
多くホワイトボードに書き出してもらい
ます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が自分の家族を強める方法を学ぶのに役立ちます。御霊
の導きに従って，クラス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。

• 「救う人々をたたえ」の説教の中で，
ディーター・F・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。」若い女性
一人一人は，どのような個性や強さを
持っているでしょうか。若い女性は自
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を祝福することが
できるでしょうか。若い女性は，小さな
グループに分かれて，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。若
い女性に，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。
若い女性は，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。

• ボニー・L・オスカーソン姉妹の説教
「家族の宣言の擁護者」を若い女性に
読んでもらいます。この説教の中で，オ
スカーソン姉妹は次のように教えていま
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

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
自ら答えたりしてしまう教師
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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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
の説教を読んで，家庭や部屋に貼って，
家族を強めるよう霊感を与えてくれるよ
うな引用文を見つけてもらいます。家
庭を神聖で，秩序正しく，安全な場所に
するために今何ができるでしょうか。

• クラスで，「家族 ―世界への宣言」
の 7 段落目を読んで，家族生活におい
て幸せになるために若い女性にとって
役立つ原則を探してください。それぞ
れの若い女性に，1ニーファイ16：14 －
32 を読んで，リーハイの家族がどのよ
うな方法でこれらの原則を応用したか
分かち合ってもらいます。これらの原
則が家族生活で大切であることを教え
てくれた自分の経験を分かち合うよう
に勧めます。

• 「愛ある家は」（『賛美歌』186 番）ま
たは「愛の言葉」（『子供の歌集』102
－103）を歌うか，聞きながら，家庭の
愛を深める方法を見つけるように勧めま
す。見つけたことを発表してもらいま
す。愛を受けた，あるいは家庭の愛を
深めるのを助けたことで，幸福を感じた
経験を分かち合うように勧めます。

• 『若人の強さのために』の「家族」の
項を読むか，ビデオ「小さなことから」
を見て，家族を強めるためにできること
を探すよう若い女性に勧めます。聖典
に登場する家族の中で，これらの原則
に従った，あるいは従わなかった例とし
て，若い女性が知っているのは誰でしょ
うか。若い女性に，『若人の強さのため
に』の目次を見て，この冊子に書かれて
いる他の標準を守って生活することが，
どのような方法で自分の家庭に御霊を
招くか話し合ってもらいます。これから
1 週間，家族を強めるために実践する
ことを一つ選ぶよう勧めます。

• クラスを 3 つのグループに分け，各グ
ループにデビッド・A・ベドナー長老が

「家庭でもっと勤勉に家庭のことに携わ
る」という説教の中で与えた提案の一
つについて読んでもらいます。グループ
で学んだことをクラスの前で発表し，ベ
ドナー長老の提案を家族の中で応用す
るためにできる具体的なことについて
説明してもらいます。ベドナー長老の
提案を実践した家族の例を分かち合う
ように勧めます。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。家族を強める方法が理解
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。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した方がよいでしょうか。

救い主の方法で教える

救い主は奉仕をすることで
人々に愛を示されました。 
主の使命は，助けの必要な
人々を探し出して祝福する
ことでした。主の善にあふ
れる行いを通して人々は改
宗し，多くの人の人生が変え
られました。あなたも指導
者として，どのような方法で
この特質を身につけること
ができるでしょうか。家族
の中で救い主の奉仕の模範
に従うことによって得られ
る祝福を，若い女性が気づ
けるように助けるには，どう
すればよいでしょうか。
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学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• 奉仕を通して家族を強める方法を探
す。食事を準備したり，きょうだいの宿
題を手伝ったり，ただ話を聞いたりする
など，簡単なことでよいでしょう。経験
したことを次の週に分かち合うよう勧め
ます。

• 家族を助けられる方法を日記に書く。

• 『成長するわたし』の中の，家族を強
めるのを助ける活動を完了する。例 ―

「神から受け継いだ特質」徳質の体験
3 または 5，「個人の価値」の徳質のプ
ロジェクト，あるいは「徳」の徳質の体
験 2 など。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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

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，15，17 からの抜粋

人生が計画どおりに運ぶことはめったにありません。
また，全ての女性が宣言で述べられていることを経験
しているわけではないこともわたしたちは承知してい
ます。それでも，主のパターンを理解し，教え，できる
限りそれを実現しようと努力することは重要です。

わたしたちにはそれぞれ，主の計画の中で果たすべき
役割があり，主にとって同じように価値ある存在です。
わたしたちは，愛にあふれた御父がわたしたちの義に
かなった望みを御存じであり，聖約を忠実に守る人に
は御自身の約束を必ず果たしてくださることを心に留
めておくべきです。天の御父はわたしたち一人一人に
使命と計画をお持ちですが，同時に時を定めておられ
ます。現世で直面する最も難しい課題の一つは，主の
時を信じる信仰を持つことです。代替案を考えておく
ことは，聖約を守り，思いやりに満ちた，義にかなった
女性となり，人生がどう転んでも神の王国を築くうえで
役立つでしょう。理想を追求しつつ予期せぬ出来事に
備えるよう，娘たちに教えなければなりません。

「家族 ―世界への宣言」の 20 周年となる今年，教会
の女性にこの宣言の擁護者となるようチャレンジした
いと思います。……わたしたちも，結婚や家族，男女
の神聖な役割や，神聖な場である家庭の大切さについ
て主が明らかにされた教義を大胆に擁護しなければ

なりません。たとえ世界が，これらの原則は時代遅れ
で，窮屈で，もはや重要ではないと声高に叫んだとして
もです。既婚か独身か，何人子供がいるかに関係な
く，全ての女性は家族の宣言に記されている主の計画
の擁護者となることができます。主の計画は，わたし
たちの計画でもあるべきです。……

……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。

姉妹の皆さん，わたしはこの末日に女性として生きて
いることに感謝しています。わたしたちには，これまで
の世代の女性たちにはなかった機会や可能性があり
ます。大胆に立ち上がり，結婚や親の務め，家庭を擁
護することによって神の王国を築く手助けをしましょ
う。主はわたしたちが，勇敢で揺らぐことのない確固
とした戦士として主の計画を擁護し，次の世代に主の
真理を教えるよう求めておられるのです。
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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

「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）

戒めとは，愛に満ちた天の御父がその子供たちを祝福し，守り，御父のみもとに帰れるよう
に導くために与えてくださった律法であり必要条件です。戒めを守るとき，わたしたちは天
の御父とその御子イエス・キリストに愛を示しています。戒めに従い，いつも悔い改めてい
るなら，わたしたちは救い主にさらに似た者となり，祝福として，幸福，平安，証を得て，聖
霊をいつも伴侶とすることができます。戒めに従順であることにより，わたしたちは神の娘
としての神聖な役割を果たすことができます。

今月は以下のアウトラインから選んでください。

世にあって世の者とならないためにどうすればよいでしょうか
徳をどのように守ったらよいでしょうか
わたしの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
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命じられているのでしょうか
なぜ正直であることが大切なのでしょうか
なぜ什分の一を納めるのでしょうか

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。ク
ラス会長会と話し合って，若い女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。

「成長するわたし」

「成長するわたし」の中で，この単元のアウトラインに関
連する活動は以下のとおりです。

「選択と責任」の徳質の体験 2 ，3，7

「誠実」の徳質の体験 2 ，3，4；徳質のプロジェクト 5

「徳」の徳質の体験 2 ，4

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。

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は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って，
世の悪に染まらないよう望んでおられます。同時に，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

若い女性が，ほかの人が自分の模範を見ることによって主の標準を守りやすくなる
ことを理解するうえで，どのような聖句や資料が助けとなるでしょうか。

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 5：14 －16（自分の光を輝かせ
なければならない）

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 ニーファイ15：23 －25；アルマ 34：
39；ヒラマン 5：12；教義と聖約 10：
5；27：15 －18；87：8（どうすれば世
にあって世のものとならないようにでき
るか）

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

ニール・F・マリオット「光を分かち合
う」『リアホナ』2014 年 11 月号，117－
120。ビデオ「光を分かち合う」も参
照

「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

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」「置き忘れた／置き忘れられたハン
ドバッグ」「195 着のドレス」

教会の標準に合わない社会
の標準には，どのようなもの
があるでしょうか。あなた
が正しいことを擁護する選
択をしたのはいつですか。 
あなたの行動は，あなた自
身と他の人の生活にどのよ
うな影響を与えてきました
か。

主の標準に対する若い女性
の考え方に，この世はどの
ような影響を与えようとして
いますか。若い女性が誘惑
を退ける備えができるよう
に，あなたはどのように助け
ることができますか。どう
すれば彼女たちが一人で立
つ力と勇気を得ることがで
きるでしょうか。
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経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

教義を導入する

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。

• 「世にあって，世のものとなってはな
らない」という言葉を聞いたことがある
か，若い女性に尋ねてください。この言
葉は彼女たちにとってどのような意味が
あるでしょうか。この原則に関して，ど
のような経験を分かち合うことができる
でしょうか。世にあった主が，どのよう
な点でこの世のものではなかったのか
を発 表するように勧めます。誘惑に
遭ったとき，主はどのように克服されま
したか。イエス・キリストがどのように
誘惑を退けられたかを示す聖句を分か

ち合うように勧めてください。主の模範
は若い女性にどのような影響を与えるで
しょうか。

• 若い女性に，このアウトラインで提案
されたビデオのいずれかを見せ，ビデオ
を見ながら次の質問を深く考えてもらい
ます―世にあって世のものとならない
よう生活するにはどうしたらよいでしょ
うか。答えを話し合う時間を与え，ビデ
オに関連した自分の経験を分かち合っ
てもらいます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が世にあって世のものとならない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，クラス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。

• 若い女性に，神聖だと感じる場所を
ホワイトボードに列挙するように言いま
す。教義と聖約 87：8 を一緒に読み，
若い女性に，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
女性に，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。 
彼女たち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。自分たちの家族や学校，地域を

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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もっと聖い場所にするために何ができ
るでしょうか。

• 若い女性に，このアウトラインに挙げ
られている聖句を読むよう勧め（個人，
あるいはクラス全体で），誘惑を克服す
ることに関して学んだことを話し合いま
す。世にあって，高い標準に従わないよ
う誘惑され，従っていることをからかわ
れる中で，彼女たちはどのように主の標
準に従っているのでしょうか。主の標
準に従い，誘惑を退けたとき，彼女たち
はどのように感じてきたでしょうか。 
彼女たちは，どのような経験を分かち
合えるでしょうか。

• 若い女性一人一人に『若人の強さの
ために』から一つの標準，あるいは『成
長するわたし』から一つの徳質を選ん
でもらいます。選んだ標準または徳質
について研究し，その要点をクラスで発
表してもらいます。さらに，その標準や
徳質に従って生活することによって，世
にあって世のものとならないことに関し
て，どのような助けを受けてきたか話し
てもらいます。

• 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。若い女性一人一人にこ
の説教を調べ，印象に残った例を見つ
けてもらい，クラスでその話を要約して
もらいます。若い女性一人一人に，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

• 若い女性に，ニール・F・マリオット
姉妹が説教「光を分かち合う」の中で
教えている，神殿が周囲に与える影響
について，分かち合う備えをしてクラス
に来るよう言います。若い女性に，マリ
オット姉妹の説教を調べ，暗闇が増え
つつあるように見える世界において他の
人々の光となるよう鼓舞してくれる文章
を探してもらいます。見つけた文章を声
に出して読み，なぜそれが重要だと
思ったのか発表する機会を与えます。 
それとともに，若い女性が選んだ文章
を描いたポスターを作るミューチャル活
動を計画してもよいでしょう。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。世にあって世のものとなら
ない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。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。
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• 『成長するわたし』から「選択と責
任」の徳質の体験 2 ，あるいは 3 に取
り組む。

• このレッスンに挙げられているビデオ
を家族や友達と見たり分かち合ったり
して，自分の気持ちを伝える。

適切であるなら，このレッスンをきっかけに何を行おうと思ったかを発表してもら
う。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

救い主は「あなたがたはわ
たしをだれと言うか」と尋
ねることによって，ペテロに
証するよう促されました。 
ペテロが答えたとき，御霊
が彼の心に触れ，彼の証は
強められました。どのよう
な質問をすることで，クラス
の若い女性が証するよう促
され，御霊が彼女たちの証
を強めるでしょうか。
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ニール・F・マリオット「光を分かち合う」『リアホナ』
2014 年 11 月号，117－18

皆さんがどれほど大切な存在であるか御存じですか。
一人一人が，今，天の御父の救いの計画において貴い，
かけがえのない存在です。わたしたちにはするべきこ
とがあります。そして，回復された福音が真実である
ことを知っています。その真理を擁護する準備はでき
ていますか。わたしたちは福音に従って生活し，福音
を分かち合う必要があります。信仰を固く守り，声を
上げて真の教義を宣言しなければなりません。

『リアホナ』2014 年 9 月号で，M・ラッセル・バラー
ド長老はこのように書いています。「わたしたちは女
性が持っている特別な影響力のある声と信仰をもっと
多く必要としています。女性は全てのことの真理につ
いて証を述べることができるように，教義を学び，わた
したちが信じていることを理解する必要があります。」

〔M・ラッセル・バラード「男性と女性と神権の力」『リ
アホナ』2014 年 9 月号，36〕

姉妹の皆さん，皆さんはイエス・キリストに対するわた
しの信仰を強めています。皆さんの模範を目にし，皆
さんの証を聞き，ブラジルからボツワナに至るまで，皆
さんの信仰を肌で感じてきました。皆さんはどこへ
行っても周りの人に影響を及ぼします。家族や，携帯
電話の電話帳に載っている人たち，ソーシャルメディア
でつながっている友人，今夜隣の席に座っている姉妹
に至るまで，周りにいる人たちは皆さんの影響を感じ
ています。ハリエット・ウークトドルフ姉妹の次の言葉
に，わたしも同感です。「生き方を通して，福音が喜び
あふれる知らせであることを示す皆さんは……ますま
す暗くなる世の中にあって鮮やかに，そして熱く輝くか
がり火です。」〔ハリエット・R・ウークトドルフ，The 

Light We Share（Deseret Book Company）（2014
年）41，許可を得て引用〕。

トーマス・S・モンソン大管長は「人に光を与えたいと
望むのならば，自分の光を輝かせなくてはならない」
と述べました〔トーマス・S・モンソン「わたしは盲人で
あったが，今は見えるということです」『リアホナ』
1999 年 7 月号，69〕。どうすれば自分の中に真理の
光の輝きを保つことができるでしょうか。時に自分が
消えかかっている電球のように感じることがあります。
どうすれば光を増すことができるでしょうか。

聖文はこう教えています。「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。」〔教義と聖約 50：24〕この聖句にあるよ
うに，わたしたちは神のうちにいつもいなければなりま
せん。光の源である天の御父とイエス・キリスト，そし
て聖文に頼る必要があります。神殿にも行くことがで
きます。神殿の中のすべてのことはキリストとキリスト
の偉大な贖いの犠牲を指し示すからです。

神殿が周辺にどのような影響を及ぼしているか，考え
てみてください。神殿は街中の景観を美しくし，高い
丘の上から光を放ちます。神殿が周りを美しくし，輝い
ているのはなぜでしょうか。それは，聖文にあるよう
に「真理は輝いている」からで〔教義と聖約 88：7〕，
神殿には真理と永遠の目的があるからです。皆さんも
同じです。

1877 年に，ジョージ・Q・キャノン管長は言いました。
「全ての神殿は……地上におけるサタンの力を弱めて
い ま す。」〔ジョ ー ジ・Q・ キ ャノン，Preparing to 
Enter the Holy Temple（冊 子，2002 年），36 で 引
用〕地上のどこであっても，神殿が建つと，暗闇が押
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し戻されるとわたしは確信しています。神殿の目的は，
人類に貢献し，天の御父のみもとへ帰ってともに住む
力を御父の全ての子供たちに授けることです。この奉
献された建物，すなわち主の宮と，わたしたちの目的は
似ていないでしょうか。わたしたちの目的は，人々に仕
え，暗闇を押し戻して，天の御父の光のもとへ帰るの
を助けることではないでしょうか。

聖なる神殿の業は，キリストを信じるわたしたちの信
仰を増し，それによってわたしたちは人の信仰にも良
い影響を及ぼせます。神殿で感じる養いの御霊によ
り，わたしたちは生活の中で救い主の贖罪の真実性
と，それがもたらす力と希望を知ることができます。
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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。

徳をどのように守ったら 
よいでしょうか
徳とは，高い道徳的標準に基づいた思いと行いの規範です。その中に純潔があり
ます。わたしたちは徳が軽視され，攻撃の的になっている世の中にいます。不純
な考えや言葉，行いを避けることで，わたしたちは自分の徳を守ることができます。
特に危険なのがポルノグラフィーです。「神の武具で身を固め」て（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サタンの攻撃から自らを守
り，思いと行いを清く保つことができます。

霊的に備える

若い女性の考えと行動を清く保つ助けとなるものとして，どのような聖文や説教が
あるでしょうか。

創世 39：1－12；ローマ 12：21；2 テ
モテ 2：22；モロナイ10：30；教義と
聖 約 27：15 －18；121：45 － 46（欲 望
への誘惑から速やかに離れ，清い思い
で心を満たす）

イザヤ 1：18；ヒラマン 12：23；教義と
聖約 58：42 － 43（悔い改めるならば
許される）

マタイ 5：27－28；ローマ 6：12；アル
マ 39：3 － 9；教義と聖約 42：23（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（戒めを守る努力をすれ
ば神は強めてくださる）

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・クック長老「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

イレイン・S・ダルトン「徳の守り手」『リ
ア ホ ナ』2011 年 5 月 号，121－124；
ビデオ「徳の守り手」も参照

リンダ・S・スティーブンズ「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

『若人の強さのために』の「娯楽とメ
ディア」および「性 的 な 清さ」の 項

（2011 年版），11－13，35 －37

「純潔」『真理を守る』97－102

「ポルノグラフィー」『真理を守る』179
－180

ビデオ―「純潔―どこまで許される
のか」

徳高い生活を送ることで，
どのように平安がもたらさ
れるか考えてください。ポル
ノグラフィーは世界と家族に
どのような影響を与えるで
しょうか。あなたはどのよう
に徳の守り手となってきまし
たか。

若い女 性の言 葉 遣い，行
動，外見は他の人たちにど
のような影響を与えるでしょ
うか。若い女性はどのよう
にポルノグラフィーにさらさ
れるでしょうか。若い女性
の考えと行動を清く保つ助
けとなるものとして，どのよ
うな福音の原則や予防策が
あるでしょうか。
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経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

教義を導入する

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。

• 「清くない思いや言葉遣い，行動を避
けることで，自分の徳を守ることができ
ます」とホワイトボードに書いてくださ
い。不健全な影響に満ちた世界にあっ
て徳高くあり続けようとしている人に対
して，若い女性はどのような忠告を与え
るでしょうか。

• アン・M・ディブ姉妹の説教「雄々
しくあれ」から，新しくビーハイブに
なった人に忠告した若い女性の話を一
緒に読みます。若い女性に，不健全な
影響に囲まれたときにどう対処するか
尋ねてください。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性がどうすれば思いと行いを清く保つことができるかを学
ぶのに役立ちます。御霊の導きに従って，クラス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。

• 若い女性を小グループに分け，それ
ぞれのグループにここで提案している
聖句の一つを渡します。割り当てられ
た聖句を読んで，徳高くあり続けること
について聖句から学んだことをクラスで
発表するように言います。

• 若い女性に「徳の守り手」のビデオを
見るように言います。あらかじめ若い
女性を 3 つのグループに分けます。最
初のグループには「徳の守り手」が何を
意味しているかを調べるように，2 番目
のグループにはダルトン姉妹が与えた

勧告を見つけるように，また 3 番目のグ
ループには徳の守り手に与えられる祝
福を探すように言います。各グループか
ら一人が出てそれぞれのグループが見
つけたことをホワイトボードに書いても
らい，それが彼女たちにとって何を意味
するのかをグループに発表してもらいま
す。ダルトン姉妹の話から思いと行動
を清く保つ助けとなることを何か学びま
したか。「服装だけでなく，言葉や行
い，メディアの使い方についても常に慎
み深くあること」とはどのような意味で
しょうか。

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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• 若い女性に，なぜポルノグラフィーが
心にとって害になるか尋ねてください。
クラスで『真理を守る』の「ポルノグラ
フィー」の項を読みます。一つの段落を
読み終える度に，読んだ内容の重要さ
について話し合う時間を設けてくださ
い。（例：若い女性がポルノグラフィー
を目にするかもしれない様々な場所や
状況について話し合うとよいでしょう。
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。偶然ポルノグラ
フィーを目にしたときの対処方法を前
もって決めておくよう勧めます。）第 3
段落が終わったら，贖いの力について，
また，ビショップや支部会長が悔い改
めの過程でどのように関わるかについ
て話し合ってください。もしポルノグラ
フィーに関わってしまったときはビ
ショップと面接するよう若い女性に勧め
ます。

• 若い女性一人一人に，ジェフリー・
Ｒ・ホランド長老の説教「わたしの敵
に場所を与えてはならない」またはリン
ダ・Ｓ・リーブズ姉妹の説教「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」を渡して，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 歳にな
る将来の自分の娘と話し合う場面を想
像してもらいます。（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。） この話し合いに役立つ情報を見つ
けてもらいます。二人一組になって，見
つけた答えを分かち合うように勧めま

す。生涯にわたってポルノグラフィーを
避けるために，しようと思うことを書き
留めるように勧めます。

• 若い女性に，ポルノグラフィーに関し
て現代の青少年が直面する問題につい
て，十二使徒定員会の会員に話す機会
があると想像するように言います。十二
使徒は何と言うでしょうか。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」の，「性的不道徳と清
くない思いは」から始まる 6 つの段落を
コピーしたものを若い女性の全員に配
ります。クラスの半分に，クック長老が
15 歳の若い男性から何を学んだかを
見つけて発表するように言い，残りの半
分には，クック長老の勧告を発表するよ
うに言います。家庭をポルノグラフィー
からの「避難場所」とするために若い
女性は何ができるでしょうか。

• 若い女性に，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。 若い女性に各自で

『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。この若い女性
は，この項からどんなことを友人に分か
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。）

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。どうすれば思いと行いを清
くできる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ほうがよいでしょうか。
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今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，彼女たちは以下のことを行うことができるでしょう。

• 『成長するわたし』の徳の徳質体験
2 と4 を終了する。

• 清くない考えにいたるような物事に
遭遇したときの対処法を，前もって考え
ておく。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

救い主の方法で教える

あなたが救い主のように教
えれば，若い女性は自分の
心の中に，福音の種がまか
れ，ふくらみ，成長するため
の場所を作るでしょう。徳
高い生活を送ることから生
まれる力と美を聖文によっ
て理解できるように，あなた
は若い女性をどのように助
けることができるでしょう
か。

教師への注意事項―多く
の若い女性が個人的に，あ
るいは家族や友人を通して
ポルノグラフィーにさらさ
れ，影 響を受けています。
クラスではポルノグラフィー
に関わる経験や告白につい
て話し合うことはしないで
ください。このレッスンを行
うことを親に伝え，それぞ
れの家庭で話し合いを続け
るように勧めるとよいでしょ
う。助けを必要とする若い
女 性に 対しては，親 やビ
ショップ，支部会長に相談す
るよう勧めてください。
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イレイン・S・ダルトン「徳の守り手」『リアホナ』
2011年 5月号，121－124より抜粋

若い女性の皆さんは，倫理観の乱れや悪を許容する
考え，女性の搾取（訳注─不当な条件で女性を働か
せたり，倫理的でない方法で女性を扱ったりするこ
と），男女の役割に関するゆがんだ考えがますます蔓
延する世界に住んでいます。そのような中で皆さんは
自分自身や家族，そして皆さんにかかわるすべての人
を守っていかなければなりません。徳の守り手となる
必要があるのです。

徳とは，また守り手とは何でしょうか。「徳とは高い
道徳的標準に基づいた思いと行いのパターンである。
徳には純潔や〔道徳的な〕清さが含まれる」〔若い女
性『成長するわたし』70〕とあります。では，守り手
とは何でしょう。守り手とは，守り，保護し，防御する
人です。皆さんは徳の守り手として，道徳的な清さを
守り，保護し，防御するのです。なぜなら，人の生命
を創造する力は神聖で高貴な力なので，結婚するまで
守っておかなければならないからです。また徳は，聖
霊を伴侶とし，その導きを受けるために必要な条件で
す。皆さんの住むこの世を立派に生き抜いていくため
には，聖霊の導きが必要です。徳高くあることは，神
殿に参入するために必要な条件です。救い主の御前
にふさわしく立つためにも必要な条件です。皆さんは
そのときのために今備えているのです。『成長するわ
たし』と『若人の強さのために』に書かれている標準
は重要です。この二つの冊子に書かれている原則に
従って生活するなら，皆さんは強められ，「み国にふさ
わしく」なる助けが得られるでしょう。〔「さらに聖く
なお努めん」『賛美歌』74 番〕

皆さん一人一人は，徳の守り手となるために何ができ
るでしょうか。まず，自分には良い結果を出すことが

できる，良い影響を及ぼすことができると信じること
から始まります。決意することから始まるのです。わ
たしが若い女性のとき，決意の中には1度だけすれば
よいものがあると学びました。わたしは小さなノート
に，いつも必ずすることと，決してしないことを書き出
しました。その中には，知恵の言葉を守る，毎日祈る，
什分の一を納める，また決して教会を休まないことな
どが含まれていました。わたしはこれらの決心を1度
したので，選択するときには，何をするべきかはっきり
と知っていました。なぜならあらかじめ決めていたか
らです。高校の友人から「少しくらいお酒を飲んでも，
大丈夫よ」と言われたときも，わたしは笑って「12 歳
のとき，お酒は飲まないって決めたの」と答えました。
あらかじめ決めておくことは，徳の守り手となるのに役
立ちます。皆さん一人一人に，いつも必ずすることと決
してしないことのリストを書いてほしいと思います。そ
してそのリストに従って生活してください。

徳の守り手になるとは，服装だけでなく，言葉や行い，
メディアの使い方についても常に慎み深くあることを
意味します。徳の守り手になるとは，若い男性に御霊
や神権の力を失わせるような言葉や映像を決してメー
ルで送信しないことを意味します。自分の体が神の
宮であり，結婚前に創造の神聖な力をみだりに使って
はならないことを理解したうえで，純潔の大切さを理
解していることを意味します。皆さんは神聖な力を持
ち，その力にはほかの霊を地上にもたらし永遠の霊を
宿す肉体を受けられるようにするという神聖な責任
を伴うことを理解しています。この力には皆さん以外
の神聖な霊がかかわります。皆さんは「宝石よりも尊
い」ものの守り手です〔箴言 3：15〕。忠実であって
ください。従順であってください。主の聖なる神殿で
皆さんを待つあらゆる祝福を受けるにふさわしくなれ
るように，今備えてください。
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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。

わたしの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理解していることが反映されて
います。言葉遣いで人を高め，励ますことも，あるいは傷つけ，気分を害することも
できます。心を高める言葉を使うとき，わたしたちは，ともにいてくださるよう聖霊
を招いているのです。　

霊的に備える

若い女性同士の会話における言葉遣いが大切であると感じられるように，どのよう
な聖文や説教が役立つでしょうか。

箴 言 15：1－ 4；16：24；1 テ モ テ 4：
12；ヤコブ 3：2 －10；アルマ 31：5；
教義と聖約 25：12；108：7（言葉には
人に大きな影響をもたらす力がある）

出 エ ジ プト20：7； マタイ12：34 －
37；15：11；ルカ12：2 －3；1 テモテ
5：13；教義と聖約 42：27（冒瀆，うわ
さ話，粗野な言葉，侮蔑的な言葉は神
と人を傷つける）

エペソ4：29 －32；2 ニーファイ32：2
－3；教義と聖約 63：61－ 64（言葉は
聖霊の導きを受ける力に影響を与える
ことができる）

モーサヤ 4：30（言葉遣いに注意すべ
きである）

ジェフリー・R・ホランド長老「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

アン・M・ディブ「立って光を放ちなさ
い」『リアホナ』2012 年 5 月号，117－
119

「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」；
「いじめ ―やめなさい！」；“ Texting 
Truths”

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

言葉の力について考えてく
ださい。あなたは日々の生
活で人に霊感を与え，教え，
慰めを与え，また考えを伝
えるために，どのように言葉
を使ってきましたか。あな
たがこれまで生きてきた間
に，適切な言葉遣いに関す
る世界の標準はどのように
変化してきましたか。

あなたが見てきた若い女性
たちの会話の仕方を考えて
みてください。人を高める
良い言葉を使うことの大切
さを若い女性が理解できる
ように，どのように助けるこ
とができますか。
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教義を導入する

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。

• アン・M・ディブ姉妹の説教「立っ
て光を放ちなさい」からジョアンナの話
をし，若い女性に，言葉遣いに関して主
の標準に従った時の経験を発表しても
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」「耳にする言葉」「書く
言葉」「話す言葉」。若い女性にエペソ

4：29 －32 を読んで，その聖句が 4 つ
の言葉とどのように関連しているか説明
するよう言います。若い女性に次の質
問についてよく考えるように勧めてくだ
さい。「あなたが読んだり，聞いたり，
使ったりする言葉について，どのように
感じていますか。」「言葉はどのように聖
霊からの導きを招いたり，遮ったりしま
すか。」

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が良い言葉遣いで話すこと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，クラス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。

• 数日前に，霊感を受けた好きな言葉
を用意してクラスに来るよう，若い女性
に伝えます。その言葉を発表し，その
言葉からどのような影響を受けたか説
明するよう全員に言います。言葉には
良い影響を与える強い力があることを
示す例を聖文から見つけるよう，クラス
に言います（例：総司令官モロナイと自
由の旗 [ アルマ 46：11－22 参照 ] ，救
い主と姦淫をしているときに捕えられた
女 [ ヨハネ 8：1－11 参照 ] ，あるいは
アビナダイとアルマ [ アルマ 5：9 －12
参照 ]）。言葉が他の人に対して与え得
る力について，これらの例は若い女性
に何を教えていますか。

• ジェフリー・R・ホランド長老の「天
使の言葉」をクラスで読んでください。
若い女性に，印象的な箇所や，人とコ
ミュニケーションを図るうえで変えたい
と思うことをメモするように勧めます。
適切であれば，何人かの若い女性にど

のような感想を持ったか発表してもらい
ます。

• 「自分の舌を制することができる人
は，＿を制することができる」と
ホワイトボードに書きます。若い女性に
ヤコブの手紙 3：2 －10 を読んで空欄
を埋めるように勧めてください。若い女
性一人一人にヤコブが使ったたとえ（2－
3 節のくつわ，4 節の船，5 － 6 節の山
火事，7－ 8 節の 毒，10 －11 節の泉）
の一つを読むよう割り当てます。舌を
制することについて，割り当てられたた
とえが何を教えているかをクラスに教
える準備をするよう全員に勧めます。舌
を制するために何ができるかを発表す
るよう若い女性に勧めてください。

• 若い女性の一人一人にこの概要にあ
る最初の一連の聖文から異なるものを
割り当て，それぞれの聖文の教えが分
かるように簡単な絵や図を描くように
勧めます。自分の描いた絵を見せ，そ
れが人とのコミュニケーションについて

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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何を教えているものかをクラスの出席
者に当てさせます。若い女性は，それ
らの聖文が教える真理を説明するため
に，どのような経験を分かち合うことが
できるでしょうか。

• 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女性
に分かち合ってもらいます。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。

• 若い女性に 1 ニーファイ 5：1－7 を
読んでもらい，わたしたちの言葉が自分
自身や他の人々にどのような影響を与え
るかについて，サライアとリーハイの模
範から学んだことを分かち合ってもら
います。このことについて，W・クレー
グ・ズウィック長老が，「何を思っている
のですか」という説教の中で語ってい
ることを若い女性に読んでもらいます。
この説教から，さらにどんなことが分か
るでしょうか。家族や他の人 と々の関わ
りの中で，リーハイの模範に従う方法を
分かち合ってくれるように励まします。

若い女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したほうがよいでしょう
か。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• 『成長するわたし』の中の「誠実」の
徳質の体験 2 を完了する。

• うわさ話をせず，言葉遣いと考えか
ら悪い言葉を取り除きます。誘惑に
遭ったときに好きな賛美歌を口ずさむ
ことを考えてください。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

救い主は人々に深く考えさ
せ，感じさせる質問をなさい
ました。主は人々の答えに
心からの関心を持っておら
れました。主は人々に質問
をする機会と彼ら自身の考
えを分かち合う機会をお与
えになり，質問に答えて彼ら
の話す経験に耳に傾けられ
ました。話す内容の重要性
を若い女性に教えるとき，
あなたはどのように救い主
の模範に従うことができま
すか。
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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

「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。
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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。

なぜ断食をするのでしょうか
断食とは自分の意志で，ある一定の時間，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。断食は霊的な力の源です。断食を通して天の御父を
さらに身近に感じ，証を強めることができます。また断食には，困っている人たち
を援助するための断食献金を惜しみなくささげることも含まれます。

霊的に備える

若い女性が断食と断食がもたらす祝福を理解するために，どのような聖文やリソー
スが役に立ちますか。

エ ステル 4：10 －17； マタイ4：1－
11；アルマ 17：1－3，9；教義と聖約
59：12 －14（断食は霊的な力の源）

イザヤ 58：3 －12；マタイ6：16 －18
（主は預言者に断食献金を含めた断食
について説明される）

モ ー サ ヤ 27：18 －24；アル マ 6：6
（断食は他の人を祝福する助けとなる）

ア ル マ 5：45 － 46；ヒラ マン 3：35
（断食は証を強める助けとなる）

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

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

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

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

教義を導入する

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。

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
義あるものにするためにあ
なたは何をしますか。

若い女性が断食の原則を理
解することはなぜ大切です
か。若い女性が断食に伴う
すべての祝福を享受するの
を妨げるものには，どのよう
なものがありますか。
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• L・トム・ペリー長老の説教「何か
願いがあるのか」に出てくる断食をした
女性の話を若い女性に話します。断食
をすると，どのような祝福が得られるか
に注意して聞くように言ってください。
若い女性が知っている断食の祝福に
は，ほかにどのようなものがあるでしょ
うか。

• ほかの宗教を持つ友達から，断食の
意味と断食を行う理由を聞かれたと想
像するよう，若い女性に言います。友達
に断食の原則についてどのように説明
しますか。断食と，ただ食事を抜くこと
の違いを話し合ってください（教義と聖
約 59：13 －14 参照）。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が断食を理解するのに役立ちます。 御霊の導きに従って，
クラス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。

• 若い女性に，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。そのときに，次の質問の答えを見
つけるように言います。「断食するとは
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。」 若い女
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。

• 若い女性ならだれでも直面する難し
い問題のリストをクラス全体で作りま
す。このアウトラインに挙げられている
断食の祝福を説明する聖句を読むよう
若い女性に勧めます。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。若い女性が人生の難題を
克服するために，それらの祝福はどのよ
うな助けとなるでしょうか。妻や母親な
ど，彼女たちが将来自らの役割を果た
すうえで，それはどのような助けとなる
でしょうか。断食の祝福について証を
述べます。

• 若い女性に，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」と書くように言います。イザヤ 58：
3 －12 から断食に関して分かった答え
を書いてもらいます。（必要なら，断食
献金は「飢えた者に，〔わたしたち〕の
パンを分け与える」一つの方法であり，
若い女性が断食献金を納めることが歓
迎されていることを説明する。） 彼女た
ちに答えと，主の方法で断食を行って
受けた祝福を発表するよう勧めます。

• ビショップリックの一人にクラスに来
てもらい，貧しい人や困っている人たち
を助けるために断食献金がどのように
役立っているか説明してもらいます。 
話し合いの一環として，若い女性に，
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」で断食献金について教えている事
柄を見てもらってもよいでしょう。こう
した情報を知ったことで，断食をする機
会についてどのように感じるようになっ
たか，若い女性に尋ねてください。

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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若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。断食の意味が理解できた
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した方が助けになるでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，彼女たちは以下のことを行うことができるでしょう。

• 断食を適切な方法でするための行動
と態度のリストを作り，次の断食安息日
や個人の断食で実行する。

• 断食について学んだことを家庭の夕
べやセミナリーで発表する。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

救い主の方法で教える

救い主が弟子たちを教えら
れたのは，彼らの改心を助
けるためでした。弟子たち
に信仰をもって行動し，主
が教えられた真理に従って
生活するよう勧められまし
た。若い女性が，正しい断
食について学んだ真理に忠
実に行動するよう，あなたは
どのように勧めますか。

教師への注意事項― 若い
女性の中には，健康上の問
題から断食ができない人が
いるかもしれません。その
ような場合でも，断食の祝
福を受ける方法があること
を伝えます（例：惜しみな
く断食献金を納めることが
できる）。
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O・ビンセント・ハレック「実行するために必要な理
解の目を持つ」『リアホナ』2012 年 5月号，101－
103より抜粋

すべての善い両親と同じように，わたしの両親も子供
たちに明るい未来を望んでいました。父は教会員では
ありませんでした。そして当時の特殊な状況を考慮し
て，両親は兄弟姉妹とわたしが，南太平洋に浮かぶ島
国，アメリカ領サモアの故郷を離れて合衆国の学校へ
行くべきだという結論に至りました。

子供たちと離れて暮らすことは，両親，特に母親に
とって，難しい決断でした。両親は，わたしたちが新

しい環境に置かれることで未知の困難があることを
知っていました。しかし，信仰と固い決意をもって計
画を実行したのです。

母は末日聖徒として生まれ育ったため，断食と祈りの
原則をよく知っていて，父も母も，子供たちを助けるに
は天の祝福が必要だと感じました。彼らはその気持
ちから，毎週日を決めて，子供たちのために断食して
祈りました。両親は子供たちに明るい未来を備えるこ
とを目指していました。その目標を実現するために行
動し，主の祝福を求めて信仰を行使しました。断食と
祈りを通して，二人はすべてがうまくいくという安心感
と慰めと平安を得ました。
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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，神を敬い礼拝し，聖約を守るというわたしたちの決意を
表すのです。また，主と家族にさらに近づき，永遠の見地で物事を見ることができ
るようになり，霊的な力を得ます。安息日はわたしたちに肉体的な労働を休み，主
を礼拝する機会を与えてくれます。

霊的に備える

若い女性が，安息日と安息日を神聖に保つことの大切さを理解するうえで，どのよ
うな聖句や資料が助けとなるでしょうか。

創世 2：2（安息日の起源）

出エジプト20：8 －11；31：13（安息日
を聖く保つ）

イザヤ 58：13 －14（安息日を守ること
から得られる祝福）

ル カ 23：55 －24：1（十 字 架 で の 死
後，イエスの体に香油を塗ろうとした女
性たちは，安息日が終わるまで待った）

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）

モーサヤ 13：16 －19（わたしたちは安
息日を守るよう命じられている）

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

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

メアリー・N・クック「証という錨」『リ
アホナ』2008 年 5 月号，120 －122

「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」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

安息日を聖く保つことで，あ
なたはどのような祝福を受
けていますか。安息日にふ
さわしいこと，ふさわしくな
いことをどのように判断して
いますか。日曜日の集会に
出席することはなぜ大切で
すか。

安息日が与えられている理
由を若い女性が理解するこ
とはなぜ大切なのでしょう
か。安息日を尊びたいとい
う願いを彼女たちに植え付
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
い女性をどのように助けるこ
とができますか。
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教義を導入する

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。

• クック姉妹の説教「証という錨」か
ら，安息日を聖く保つ選択をした若い女
性の話をします。若い女性に，安息日を
守るとどのような祝福が得られるか，よ
く注意して聞くように言います。若い女
性は，安息日を聖く保つことでもたらさ
れるほかの祝福について，どのようなも
のを知っているでしょうか。

• ホ ワ イト ボ ー ド に「ホ リ デ ー」
（holiday：休日）と書き，若い女性にこ
の言葉を見て最初に思ったことを言って
もらい，答えをホワイトボードに書きま
す。次に，「ホーリーデー」（holy day：
聖なる日）という言葉でも同じことをし
ます。 2 つのリストを比べてみましょ
う。今の世の中はどのようにして，安息
日を単なる休日に変えようしているで
しょうか。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女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，クラス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。

• 「安息日は喜びの日」というお話を 3
つか 4 つのセグメントに分けます。若い
女性たちに，グループや個人でそれらの
セグメントを読んでもらいます。安息日
を喜びの日とする方法について，若い女
性たちはどのような学びを得るでしょう
か。安息日の振る舞いが喜びをもたら
すものとなるように，若い女性たちはこ
れからどのように生活を変えるでしょう
か。

• 若い女性を二人一組に分けます。各
組の一人には教義と聖約 59：9 －15 を
読んで，安息日に行うよう求められてい
る事柄をリストアップするように，もう一
人には安息日を聖く保つときに約束され
ている祝福を 16 －19 節から探すよう
に言います。二人がそれぞれ見つけた
ことを相手に伝え，安息日を尊ぶ大切さ
について話し合うよう言ってください。
主が安息日を定められた理由をクラス
で話し合うように勧めます。若い女性一
人一人が自身の生活の中で，主が定め

られた安息日の目的を達成するために
何ができるか考えるよう言います。

• 安息日に行う事柄について，それが
適切であるかどうか，どのように判断す
るのか若い女性に尋ねます。教義と聖
約 59：9 －13 と『若人の 強さのため
に』（30 －31 ページ）を読み，役立つ
原則を見つけるように勧めます。若い女
性の一人一人に，日曜日に自分が行って
いることについて考え，それらが原則に
添っているかどうかを自分で判断するよ
う言います。どんなことでも変える必要
があると感じることを変えるよう，若い
女性を励ましてください。

• 『若人の強さのために』を若い女性
に配り，「安息日を守る」の項から，安息
日を守る理由と方法を探すように言いま
す。それらを自分たちの生活でどのよ
うに実践できるかについて考え，発表す
るよう言ってください。安息日を聖く過
ごすことに関する経験を分かち合うよ
う勧めます。友達から日曜日に不適切

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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なことをするよう誘われた状況を想像す
るよう言います。どのようにすれば，そ
の友達に安息日の意味を理解してもら
い，また，自分が安息日を聖く保つこと
を選択している理由を分かってもらえる
でしょうか。

• 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 段落か
ら，長老の父親の話の箇所を，大会ビ
デオで見るか，あなたが話して聞かせ
ます。この話から，若い女性は，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。若い女性に，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。自分の作った
リストをクラスの人たちに紹介するよう
に勧めます。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。安息日を守ることによって
得られる祝福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。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，彼女たちは以下のことを行うことができるでしょう。

• 安息日をさらに聖く過ごすために，変
えなければならないことを一つ日記に
書く。

• 「これをすることで，わたしはもっと
天の御父に近づけるだろうか」と紙に
書き，それを家の目立つところに貼って
安息日の活動について思い起こせるよう
にする。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

救い主の方法で教える

救い主は教えていた人たち
に，質問をしたり自分の考え
を述べたりする機会をお与
えになりました。あなたが
このレッスンの準備をする
に当たり，若い女性が安息
日に関して自分の考えを分
かち合い，意味ある質問を
するよう励ます方法をよく考
えてください。
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トーマス・S・モンソン「選びについての 3 つの R」
『リアホナ』2010 年 11 月号，67 － 70 より抜粋

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
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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。

なぜ正直であることが 
大切なのでしょうか
正直であるとは，決して嘘をつかず，盗まず，不正を働かず，だまさないことを選択
することを意味します。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。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

正直であることの大切さを若い女性が理解するために，どのような聖文やリソース
が役に立ちますか。

詩編 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（すべてのことについて
正直でまっすぐである）

使徒行伝 5：1－10（主にうそをつくこ
とはできない）

2 ニーファイ9：34；アルマ 12：1－ 5
（不正直は重大な結果を伴う罪である）

ジョセフ・スミス―歴史 1：21－25
（迫害にあっても正直であったジョセフ
の経験）

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

アン・M・ディブ「正直，真実〔で〕あ
るべきことを信じる」『リアホナ』2011
年 5 月号，115 －118

「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」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

すべてのことに正直である
ということには，どのような
意味があると思いますか。
なぜあなたは正直であるこ
とが大切だと感じるのです
か。あなたやあなたの知り
合いは，他の人の正直な，ま
たは不正直な決断によって，
どのような影響を受けてき
ましたか。

若い女性は，正直であるこ
とに関してどのような試しに
遭いますか。あらゆる状況
で正直であるなら祝福がも
たらされることを彼女たち
が理解できるように，あな
たはどのように助けること
ができますか。彼女たちが
正直な選択を行う勇気を持
てるように，あなたはどのよ
うに助けることができます
か。
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教義を導入する

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。

• ロバート・C・ゲイ長老の「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，映画の入場券を
買う話を読むよう，若い女性に言いま
す。互いに話を要約し，正直であること
の大切さについて，この話から学んだこ
とを分かち合うように勧めてください。

• 若い女性にビデオ「正直―本気で
す」を見せます。カンニングを実際にす
るような場面に遭遇する前に，誘惑を克
服するための準備として，今できること
を書くように言います。考えたことをク
ラスで発表するように勧めてください。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が正直であること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，クラス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。

• アン・M・ディブの説教「正直，真実
〔で〕あるべきことを信じる」からトウモ
ロコシを盗んだ男性についての話を読
みます。その中で小さな男の子が「父
さん，まだ見ていない方向があるよ！」
と言う手前で読むのを止め，若い女性
に男の子が父親に何と言ったと思うか
を尋ねます。次に，この男の子の言葉
を読んでください。若い女性に，正直
であることを選ばなければならない事
態に直面したときにどのような選択肢
があるか話し合ってもらいます。

• 『若人の強さのために』から「正直と
高潔」の項をクラス全体で読みます。
若い女性に，正直であることにはどのよ
うな祝福があるかを尋ね，答えをボード
に書いてもらいます。正直であること
は，人と主に対して良いことを行うため
の能力に何か影響を与えるでしょうか。
正直であることによって祝福を受けた
のはどのような時ですか。不正直な行
為をする誘惑を受けるのはどのような
時か，考えるように言います（『若人の
強さのために』の標準を調べてヒント

を得ることができる）。そのような状況
にあってさえ正直を貫くために何ができ
るでしょうか。

• 若い女性一人一人にこのレッスンで取
り上げられている聖文を一つ割り当て
ます。与えられた正直に関する聖句の
教えを表す言葉を一つ以上，4 つまで
書くように言います。書いたことを発表
し，正直に関しての気持ちや経験を伝
えるように勧めます。誠実であることは
人間関係にどのように影響するでしょう
か。

• ジョセフ・スミス―歴史 1：21－
25 をクラス全体で読み，この話から正
直について何を学んだか若い女性に尋
ねます。ジョセフが自分自身の体験や，
天の御父とイエス・キリストから求めら
れたことに対して忠実であったことで，
彼女たちはどのような祝福を受けてい
るでしょうか。若い女性にとって，正直
であるために勇気が必要だったのはど
のような時でしたか。正直であったこと
でどのような祝福を受けましたか。

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）



249

救い主の方法で教える

救い主は自分に従ってきた
人たちに，信仰を持って行
動し，主が教えられた真理
に従って生活するよう勧告
されました。若い女性が信
仰を持って行動し，正直で
あることの大切さをより理
解できるよう，あなたはどの
ように助けることができま
すか。

• ホワイトボードの中央に縦に線を引
いて，片側に「もし正直であれば……」，
反対側に「もし不正直であるなら……」
と書きます。若い女性に『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，それぞれの文を完成するように言

います。他に付け加えられる考えがあ
りますか。若い女性に，このようなこと
を実際に見た時のことを話してもらいま
す。時として，人は不正直であることを
どのように正当化しようとするでしょう
か。自分が正直である理由をどのよう
に人に説明するでしょうか。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。正直であることの大切さを
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。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，彼女たちは以下のことを行うことができるでしょう。

• 周りにいる人たちとの付き合いの中
で，すべてのことに正直であることを決
心する。

• だれかに不正直なことをさせられそ
うになったとき，それに対してどのよう

に行動し，何を言うかを前もって考え，
練習する。

• 「成長するわたし」から「誠実」の徳
質の体験，あるいは徳質のプロジェクト
の一つを終了する。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。
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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。什分の一を納めることは，神が与えて
くださったあらゆるものに対する感謝を表すことであり，受けたものの一部を神に
お返しすることです。什分の一は，神殿や集会所の建築，聖文の翻訳と出版，伝
道活動や家族歴史の活動など地上に神の王国を建設するために使われます。

霊的に備える

若い女性が，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；あるいは 3 ニーファ
イ24：8 －10；教義と聖約 64：23（什
分の一を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）

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

デビッド・A・ベドナー「天の窓」『リア
ホナ』2013 年 11 月号，17－20

ジェフリー・R・ホランド「潤った園のよ
うに」『リアホナ』2002 年 1 月号，37
－39

ゴードン・B・ヒンクレー「信仰によって
歩む」『リアホナ』2002 年 7 月号，80
－ 82

「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

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改宗が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

教義を導入する

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。

什分の一を納めることに
よってあなたが受けてきた
霊的，物質的な祝福につい
て考えてください。あなた
はどのような経験を若い女
性に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
い女性にとってなぜ大切な
のでしょうか。彼女たちに
什分の一の律法に従うこと
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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• 何人かの若い女性に，ジェフリー・
R・ホランド長老の説教「潤った園のよ
うに」に出てくるメアリー・フィールディ
ング・スミスについての話を読むように
言います。そのほかの若い女性には，
ゴードン・B・ヒンクレー大管長の「信
仰によって歩む」に出てくる大学生につ
いての話を読んでもらいます。それぞ
れの話の要約を互いに発表し合い，什
分の一を納めることの大切さについて，

学んだことを分かち合うよう勧めてくだ
さい。

• 「なぜ什分の一を納めるのですか」
とホワイトボードに書いてください。他
の宗教を持つ友達がこの質問をしたと
想像するように若い女性に言います。
彼女たちはどのように答えるでしょう
か。什分の一に関する彼女たちや家族
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，若い女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，クラス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。

• 若い女性に，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。若い女性に教義と聖約
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，若い女性が互
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に 3 つに分け，そ
れぞれに「祝福」「献金の使い道」「態
度」とテーマを書きます。クラスを小グ
ループに分けてテーマの一つを割り当
てます。割り当てたテーマについて，

『若人の強さのために』の中の「什分の
一と献金」の項を研究するように言いま

す。若い女性に，分かったことをホワイ
トボードの当てはまる欄に書いてもらい
ましょう。また，何人かの若い女性に什
分の一の律法に関する証をするように
勧めます。

• クラスを二つに分けます。一つのグ
ループに，ヘンリー・B・アイリング管
長の記事「什分の一の祝福」を，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
から第 13 段落までを読んでもらいま
す。それぞれに，什分の一を納めると
きに受ける祝福のリストを作り，それを
ホワイトボードに書き出してもらいます。
什分の一を納めることで自分自身や家
族にもたらされた祝福を分かち合うよう
に勧めます。什分の一の律法が，将来
の結婚と家庭生活にどのような助けと
なるか尋ねてください。

若い女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した方が助けになるでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

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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• 什分の一を完全に納める決心をし
て，その目標を日記に書く。

• 『成長するわたし』の中の「選択と責
任」の徳質の体験 7 を完了する。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

救い主は御自分が教えてお
られた人々に，証をするよう
勧められました。人々が証
すると御霊がその心に触れ
ました。御霊が若い女性の
心に触れることができるよ
うに，御霊を迎える雰囲気
をどのように作ることができ
るでしょうか。什分の一の
祝福について証するよう，ど
のように若い女性に勧める
とよいでしょうか。
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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

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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むしろ，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。

モルモン書に出て来る若い兵士（アルマ53 章；56
－ 58 章参照）は，神が彼らを強め，敵の手から救っ
てくださるよう熱心に祈りました。興味深いことに，こ
うした祈りに対して，武器が補充されるとか，兵士の
数が増えるとかいった答えは与えられませんでした。
その代わりに，これらの忠実な兵士に与えられたの
は，神が彼らをお救いになるという保証，彼らの霊に
もたらされる平安，大いなる信仰，また神によって解
放されるという望みでした（アルマ58：11参照）。こ
のようにして，ヒラマンの息子たちは勇気を奮い起こ
し，敵を打ち破ろうと固く決意し，レーマン人と戦うた
めに全勢力を注いで出て行きました（アルマ58：12
－13 参照）。保証，平安，信仰そして希望は，一見，
戦う兵士が望む祝福のようには思われないかもしれ
ません。しかし，まさしくそれらは勇敢な若い兵士が
力強く進み，肉体的にも霊的にも勝利を得るために必
要な祝福だったのです。

わたしたちが神に成功を求めると，神はわたしたちに
肉体的，精神的な持久力をお与えになるかもしれませ
ん。わたしたちが繁栄を求めると，わたしたちの物の
見方を広げ，忍耐力を増し加えてくださるかもしれま
せん。あるいはわたしたちが成長を願い求めると，恵

みという賜物を祝福してくださるかもしれません。わ
たしたちが価値ある目標を達成しようと努力すると，
確信や自信を授けてくださるかもしれません。肉体
的，精神的，また霊的困難からの救いを願い求める
と，わたしたちの決断力と何度でも立ち直る力を増し
加えてくださるかもしれません。

わたしは，皆さんやわたしが什分の一の律法に従い，
それを守るならば，確かに，天の窓が開かれ，霊的に
も物質的にも，あふれんばかりの祝福が降り注がれ
ると約束します（マラキ3：10 参照）。また，わたした
ちは主の次の宣言を忘れてはなりません。

「わが思いは，あなたがたの思いとは異なり，わが道
は，あなたがたの道とは異なっていると主は言われ
る。

天が地よりも高いように，わが道は，あなたがたの道
よりも高く，わが思いは，あなたがたの思いよりも高
い。」（イザヤ55：8－ 9）

わたしは証します。わたしたちは霊的に注意深く観察
力を働かせれば，もっと明確に見る目，もっと一貫して
聞く耳，重要でもとらえにくい主の方法，主の思い，そ
してわたしたちの生活における主の祝福をもっと十分
に理解する心を授かります。
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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

「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，若い女性がキリストのような特質について学び，身につけるの
に役立ちます。イエス・キリストは，わたしたちすべてにこうお命じになりました。「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りなさい。」（3
ニーファイ12：48 参照）キリストのような特質を身につけることは，若い女性が神の娘とし
て，天与の力を発揮することに役立ちます。危険の渦巻く時代にあって日々チャレンジに
直面するとき，そして将来義にかなった家族を養うために備えるとき，これらの特質が必要
となることでしょう。

今月は以下のアウトラインから選んでください。

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
さらにキリストのように人に仕え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したらよいでしょうか
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。ク

ラス会長会と話し合って，若い女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。

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。

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・キリストは完全な模範を示し，わたしたちに御自分のようになるようお命じ
になりました。主は，信仰，希望，慈愛，忍耐，謙遜，純粋さ，勤勉，従順といった
特質を身をもって示されました。主を知り，その特質を身につける努力をするとき，
わたしたちは主と天の御父が望まれる女性になるのです。

霊的に備える

若い女性がキリストのような特質を身に付けられるよう促す聖文や説教はどれで
しょうか。

マ タ イ26：36 － 45，50 － 52； ル カ
23：33 －34；ヨハネ19：25 －27；3
ニーファイ17 章（キリストの特質の例）

モーサヤ 3：19（イエス・キリストの贖
いを通してわたしたちは聖徒になれる）

3 ニーファイ12：48；モロナイ 7：48
（救い主に似た者になるようにという勧
め）

ヘンリー・B・アイリング，「善を行うよう
に導く御霊を信頼しなさい」『リアホ
ナ』2016 年 5 月号，16 －18

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

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

「生けるキリスト― 使徒たちの証　末
日聖徒イエス・キリスト教会」『リアホ
ナ』2000 年 4 月号，2 －3

「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」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改心が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

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。 これら
の特質の模範となる人を見
たことがありますか。あな
たの知り合いの中でそのよ
うな人はいますか。

あなたが教える若い女性一
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。 彼女たち
が救い主の模範に従い，主
のようになるためにどのよう
に励ましたらよいでしょう
か。
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教義を導入する

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。

• 若い女性一人一人に『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，数分取って自己評価してもらい
ます。若い女性に，この活動から学ん
だことを分かち合うように勧めます。何
人かの若い女性に，クラスのほかの姉

妹や家族に備わっているキリストのよう
な特質を発表するように勧めます。

• 若い女性に一人ずつホワイトボードの
前に来てもらい，救い主を表す言葉を
一つ以上書くように勧めます。全員が
書き加えたら，最も身につけたい特質は
どれか考えてもらいます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性がキリストのような特質を身に付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，クラス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。

• 「善を行うように導く御霊を信頼しな
さい」の説教の中で，ヘンリー・B・ア
イリング管長は，このように教えました。
救い主に従いたいと思うならば「最初
にする決意は，自分は独りではないこと
を胸に刻んで奉仕をするということ〔で
す〕。」 若い女性がこの勧告に従うのを
助けるために，若い女性に，この説教を
調べ，見つけた約束や記憶したこと，決
意したことに印をつけ，学んだことをク
ラスの仲間と分かち合ってもらいます。
人々に仕えなさい，というアイリング管
長の勧めを実行するために，若い女性
は何ができるでしょうか。例えば，家
族，友達や近所の人々など，愛する人々
に手紙を書き，感謝や賞賛の気持ちを
伝えることができます。書いている間，
聖霊のささやきに耳を傾けるように若い
女性を励ましてください。 

• 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女性が
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。クラスのメンバーに，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。

• 『わたしの福音を宣べ伝えなさい』
第 6 章「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」に挙
げられているキリストのような特質を若
い女性に紹介してください。若い女性
が伸ばしたいと思う特質をこの中から
一つ選んでもらいます。 123 ページの

「キリストの持っておられるような特質
をはぐくむ」という見出しの下にある提
案に従って，選んだ特質について学ぶ
時間をクラスの中で取ります。選んだ特

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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質について今週学び続けるよう励まし，
来週レッスンの始めに学んだことを分か
ち合ってもらいます。

• 若い女性に，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。若い女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。若い女性に，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。

• それぞれの若い女性に，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。若い女性に，そ
の道についてモンソン大管長が教えて
いることを要約して発表してもらいま
す。

若い女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。 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。 ほか
に質問はないでしょうか。 このテーマにさらに時間を費やした方が助けになるで
しょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• このアウトラインにある活動を使っ
て，家庭の夕べのレッスンで救い主の特
質について教える。

• 友人や家族に，あるいは断食証会
で，救い主に対する証を述べる。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。彼女たちはこのテーマについてどんな意
見や疑問を持っているでしょうか。学ぶ備えをするために，彼女たちは何ができる
でしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを見たり，
聖文を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

あらゆる状況において，イエ
ス・キリストは模範であり，
良き助言者です。 聖典で主
の生涯について読むとき，
その特質を学ぶことができ
ます。主はこう言われまし
た。 「わたしは道であり，
真理であり，命である。」ヨ
ハネ14：16 人生にキリスト
のような特質を取り入れる
ことの大切さを若い女性に
教えるために，あなた自身
が備えてください。



260

精選されたリソース

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 － 87 からの抜粋

イエスが歩まれた場所を歩くためにガリラヤの海辺や
ユダヤの丘を歩く必要はありません。主の御言葉によ
く耳を傾け，主の御霊を心に満たし，主の教えを生き
る指針として，現世の旅で主に従うことを選んでくださ
い。そうすることによって，わたしたちは皆，イエスが
歩まれた道を歩むことができます。イエスの模範は道
を照らします。イエスはこう言われました。「わたしは
道であり，真理であり，命である。」〔ヨハネ14：6〕

イエスが歩まれた道について調べると，わたしたち自
身が人生で出遭うのと同じ問題の多くに，主も直面さ
れたことが分かります。

例えば，イエスは失望という道を歩まれました。多くの
失望を経験されましたが，最も深い失望感は，民への
務めを終える頃にエルサレムについて嘆かれた御言葉
に表れています。イスラエルの子らは，イエスが差し出
された翼の下に来て庇護されることを拒みました。間
もなく捨てられ，滅ぼされるこの町を見渡して，イエス
は深い悲しみに襲われ，苦しみのあまり叫ばれました。

「ああ，エルサレム，エルサレム，預言者たちを殺し，お
まえにつかわされた人々を石で打ち殺す者よ。ちょう
どめんどりが翼の下にひなを集めるように，わたしは
おまえの子らを幾たび集めようとしたことであろう。
それだのに，おまえたちは応じようとしなかった。」〔ル
カ13：34〕

イエスは誘惑の道を歩まれました。悪しき者ルシフェ
ルは，最大限の力を傾け，自分にできる最も魅力的な
詭弁を使って，40 日 40 夜断食されたイエスを試みま
した。イエスは屈することなく，それどころかどの誘惑
もはねのけられました。最後に言われた言葉はこうで
す。「サタンよ，退け。」〔マタイ4：10〕

イエスは苦しみの道を歩まれました。ゲツセマネの場
面を考えてください。イエスは「苦しみもだえて，ます
ます切に祈られた。そして，その汗が血のしたたりの

ように地に落ちた。」〔ルカ 22：44〕そして，残酷な十
字架上での主の苦しみは，誰も忘れることができませ
ん。

人は誰でも失望の道を歩むものです。好機を逸したこ
とや権限の使い方を誤ったこと，あるいは愛する人や
自分自身の判断が原因かもしれません。誘惑の道も
誰もが通ります。教義と聖約第 29 章にはこうありま
す。「また，悪魔が人の子らを誘惑するのは必要であ
る。そうでなければ，人の子らは自ら選択し行動する
者とはなれない。」〔教義と聖約 29：39〕

同様に，わたしたちも苦しみの道を歩みます。しかし，
主の僕であるわたしたちは，甚だしい痛みと苦しみの
末に現世の生涯を終えられた主ほどの苦しみを受ける
ことはないでしょう。

行く手には深い悲しみがあるかもしれませんが，大き
な幸せを見いだすこともできます。

イエスとともに従順の道を歩むこともできます。この道
はいつでも楽に歩けるわけではありませんが，「見よ，
従うことは犠牲にまさり，聞くことは雄羊の脂肪にまさ
る」というサムエルから受け継いだ言葉をモットーに
しようではありませんか〔サムエル上 15：22〕。不従
順の行き着く果ては束縛と死であり，従順の報いは自
由と永遠の命であることを忘れないようにしましょう。

イエスのように奉仕の道を歩むこともできます。イエス
は人々の中で教え導かれました。その生き方からは，
サーチライトの輝きのように善の光が放たれています。
歩けない人の足に力を与え，見えない人の目を開き，聞
こえない人の耳を開かれたのです。

イエスは祈りの道を歩まれました。「主の祈り」として
知られるすばらしい祈りをささげて，祈る方法を教えて
くださいました。それに，「わたしの思いではなく，み
こころが成るようにしてください」というゲツセマネの
祈りを忘れることのできる人がいるでしょうか。〔ルカ
22：42〕
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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

若い女性が慈愛というキリストのような特質を身に付けるのに役立つ聖句やその
他のリソースにはどのようなものがあるでしょうか。

創世 45 章；ルカ 23：33 －34；アルマ
61：9（愛を示した人の模範）

レビ 19：18（自分自身のように隣人を
愛する）

サムエル上 16：7（主は心を見られる）

ヨハネ15：9 －13（キリストは御自身の
命を捨てて，わたしたちに愛を示され
た）

1ヨハネ 4：7－11，18 －21（神 は 愛
である）

モーサヤ 4：16（あなたの助けが必要
な人を助ける）

3 ニーファイ12：44（敵を愛する）

モロナイ 7：45 － 48（慈愛はキリストの
純粋な愛である；この愛で満たされる
ように祈る）

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 －27

「慈愛」『真理を守る』85 － 86

ビデオ―「応援し合う」「マディソンの
ため」「キリストの光を分かち合う」「い
じめ ―やめなさい！」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個

ほかの人からキリストのよう
な愛を受けたのはどのよう
なときだったでしょうか。 
それはあなたにどのような
影響がありましたか。キリ
ストのような愛を感じたのは
どのようなときですか。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。

若い女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
を愛する方法を彼女たちが
学ぶことは，なぜ大切なの
でしょうか。
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人的な改心が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

教義を導入する

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。

• 小さな紙に「　ときに
人から最も愛を感じました」と書きま
す。若い女性のクラスが始まる前に，こ
の紙を一人一人に渡し，空欄に埋める内
容を考えてもらいます。意見を分かち
合うよう若い女性に勧めてレッスンを始
めます。

• 若い女性に「共に愛し合え」（『賛美
歌』192 番）を歌うよう勧めます。この
賛美歌の歌詞は，自分たちにとってどの
ような意味があるのか分かち合っても
らいます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性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。御霊の導きに従って， クラス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。

• 若い女性にモロナイ 7：47－ 48 を読
むように勧めます。 若い女性は，キリス
トのような愛を身に付ける方法につい
て，この聖句からどのようなことを学ぶ
でしょうか。「キリストの純粋な愛」と
いう言葉は，彼女たちにとってどのよう
な意味を持つでしょうか。若い女性に，
聖典から救い主の愛を示す話を探し，
見つけた話を分かち合うよう勧めます。 
このアウトラインに提案されている説教
に含まれている話を読んで，それについ
て話してもらってもよいでしょう。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。

• 若い女性に次の聖句から一つ読んで
もらいます（ヨハネ15：9 －13；1 ヨハ
ネ 4：7－11；1 ヨハネ 4：18 －21）。 

彼女たちは，これらの聖句からキリスト
の愛についてどのようなことを学ぶで
しょうか。若い女性に，イエス・キリス
トがどのようにして彼女たちに個人的に
愛を示してくださったか尋ねます。彼女
たちは，主が愛を示された事例を聖文
から思いつくことができるでしょうか。 
わたしたちはどのように主の模範に従う
ことができるでしょうか。

• ホワイトボードに参照聖句モーサヤ
4：16 とレビ 19：18 を書きます。クラ
スを二つのグループに分け，聖句を一つ
ずつ割り当てます。若い女性に，聖句
で与えられた戒めを明らかにし，ホワイ
トボードのその参照聖句の隣に要約し
て書くように指示します。 家庭や学校，
地域において，彼女たちがこれらの戒
めに従わなければならないのはどのよ

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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うな場面でしょうか。これらの戒めに
従ううえで，どのようなものが妨げにな
る可能性があるでしょうか。これらの
妨げを克服するにはどうすればよいで
しょうか。若い女性たちに「いじめ ―
やめなさい！」を見せて，同じような状
況に直面したときに，この戒めに従うた
めに何ができるか話し合うように言いま
す。

• 若い女性に，3 ニーファイ12：44 を
読んで，敵にどう対処すべきか，主が与
えられた戒めを明らかにするよう勧めま
す。彼女たちが気づいたことをホワイト
ボードに書きます。敵対する人々を愛
し，彼らのために祈るよう主が言われた
のはなぜか，考えられる理由を若い女
性と話し合います。若い女性に，不当
な扱いを受けながらも愛を示した人々

（エジプトに売られたヨセフ〔創世 45 
章〕，十字架にかけた人たちをお赦しに
なった救い主〔ルカ 23：34〕，モロナイ
の脅かすような手紙にこたえるパホーラ
ン〔アルマ 61：9〕など）の模範を聖典
から見つけ，発表するように勧めます。 
若い女性が自分の対人関係でこれらの
模範に従える方法についてよく考える機
会を与えます。ホワイトボード（または，
黒板）に次の参照聖句を書く。

• クラス全員で，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。若い女性に，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。若い女性に，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，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
デオを視聴します。若い女性は，これら
のビデオからキリストのような愛につい
てどのようなことを学ぶでしょうか。若
い女性に，だれかの奉仕の行いが救い
主の愛を感じる助けとなった経験があ
れば，分かち合ってもらいます。その経
験から，彼女たちはイエス・キリストに
ついてどのようなことを教えられたで
しょうか。若い女性に，知り合いで主の
愛を感じる必要のある人はいないか，よ
く考えるよう勧めます。その人を助ける
ために何ができるでしょうか。

若い女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。キリストのような愛を身に付ける方法を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した方がよいでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• 好感が持てない人がいても，その人
のために祈るか愛を示す。

• 特別な配慮や助けが必要かもしれな
い人に愛を示す（「善い行い」の徳質の
体験 3，5，6『成長するわたし』54 －
55 参照）。
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若い女性に来週の学習予定を伝えます。彼女たちはこのテーマについてどんな意
見や疑問を持っているでしょうか。学ぶ備えをするために，彼女たちは何ができる
でしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを見たり，
聖文を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

どのような状況にあっても，
救い主は信者たちの模範で
あり，良き師でした。あな
たが教える若い女性にとっ
て，慈愛というキリストのよ
うな特質の模範となるため
に，あなたはどのようなこと
ができるでしょうか。
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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

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
より抜粋

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，その戒めは難しいものではな
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。」〔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。

12325_300_YW-Unit10_jp.indd   266 14/01/27   15:52
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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人に仕える
にはどうすればよいでしょうか
イエス・キリストは，周りの人を愛し彼らに仕える方法について完全な模範を示さ
れました。バプテスマのときに，わたしたちは人々に仕えることを約束します。わた
したちは救い主がなさったように多くの方法で人々に仕えることができます。例え
ば家族を手伝ったり，人々に福音を伝えたり，日常のささやかな親切を行うといっ
たことが挙げられます。

霊的に備える

キリストがなさったように奉仕することの大切さを，若い女性が理解するのに役立
つ聖句やその他の資料にはどのようなものがあるでしょうか。

マタイ14：13 －21；ヨハネ 9：1－7；
13：4 － 5，12 －17；1 ニーファイ11：
31；3 ニーファイ17：5 － 9（イエス・キ
リストの奉仕の模範）

マタイ20：27（最も偉大な者は僕であ
ることを救い主が弟子にお教えになる）

マタイ25：31－ 46（奉仕するとき神に
仕えている）

ルカ10：25 －37（良いサマリヤ人。聖
書ビデオ「良いサマリヤ人のたとえ」も
参照）

ヨハネ13：34 －35（救い主が愛された
ように愛さなければならない）

モーサヤ 2：17（ベニヤミン王，人に仕
えるのは神に仕えることだと教える）

チェリル・A・エスプリン，「主の御手に
使われる器となるように」『リアホナ』
2016 年 5 月号，6 － 9

マイケル・T・リングウッド「真に善良で
偽りのない人」『リアホナ』2015 年 5 月
号 59- 62

トーマス・S・モンソン「決して独りで歩
いているのではない」『リアホナ』2013
年 11 月号，121－124

「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」「与える時」「マディソンのため」「応
援し合う」「善を行う機会」 「奉仕する
とき― 若い女性」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改心が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

キリストが奉仕なさった方
法について，あなたは聖文
からどんなことを学んできま
したか。ほかの人のキリス
トのような奉仕によってあ
なたが祝福を受けたのは，
どんなときでしたか。どの
ようにして救い主の奉仕の
模範に従ってきましたか。

若い女性にはどのような奉
仕の機会があるでしょうか。 
若い女性が奉仕しているの
を目にしたのはいつですか。 
彼女たちは互いにどんな経
験を分かち合うことができ
るでしょうか。若い女性が
さらに家族に仕えようとす
るとき，家族はどのような影
響を受けるでしょうか。
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教義を導入する

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。

• 若い女性にヨハネ13：34 －35 を読
むように勧め，『福音の視覚資料集』か
教会機関誌から，救い主またはほかの
人が愛ある奉仕を行う絵や写真を探し
てもらいます。絵や写真をクラス全員に
紹介してもらい，そこからキリストのよう
な奉仕についてどんなことが学べるか
説明するよう勧めます。

• 若い女性に，最近奉仕をした経験
（特に家族に対して奉仕をした経験）に
ついて分かち合うよう勧めます。彼女
たちはこの奉仕によってどのような影響

を受けたでしょうか。ほかの人々はどの
ような影響を受けたでしょうか。

• 若い女性に，困難に遭っているとき
に物理的に救い出された経験があるか
どうか尋ねます。自分を助けてくれた
人に対してどのように感じたでしょう
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，若い女性に話し合ってもら
います。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性がキリストのような奉仕を行うよう若い女性の意欲をかき
立てる助けとなるでしょう。 御霊の導きに従って，クラス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。

• 「主の御手に使われる器となるよう
に」の説教の中で，チェリル・A・エス
プリン姉妹は，ある若い女性の指導者
の話をしています。 その 指 導 者は，

「人 と々知り合い，奉仕するため手を差
し伸べる人になりましょう。鏡を捨て，
窓を通して見るのです。」と語り，若い
女性一人一人を励ましました。若い女性
がこの原則をよく理解できるように，こ
のお話に出てくる鏡や窓枠のような実
物を使って活動をしてもよいでしょう。
奉仕をするとき，自分自身でなく相手に
焦点を当てることが大切な理由を，若
い女性はどう考えているでしょうか。エ
スプリン姉妹は説教の最後に 4 つの質
問を挙げていますが，若い女性にその
質問についてよく考え，答を書き記すよ
うに勧めることもできます。

• 若い女性に，人々が奉仕をする動機
は何か考えてもらいます。彼女たちの
考えをホワイトボードに書き出して，キリ
ストのような動機とこの世的な動機を
区別してもらいます。 若い女性に，マイ
ケル・T・リングウッド長老の「真に善
良で偽りのない人」を復習して，キリス
トのような動機について長老が何を教
えているか見つけてもらいます。若い女
性は，聖典の中から，または，自分の経
験の中から，キリストのような奉仕をし
ている人々のどのような模範を思い出す
でしょうか。若い女性に時間を与えて，
自分に対してキリストのような奉仕をし
てくれた人に向けて感謝状を書いても
らいます。

• 若い女性一人一人に，救い主の生涯
から奉仕に関する聖句（このアウトライ
ンで提案されている聖句など）を読む

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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よう割り当てます。全員の前で要約し，
救い主が人々に仕えるためにどんなこと
をなさったのか説明してもらいます。 
救い主の模範から，奉仕の意味につい
て何が学べるでしょうか。若い女性に，
家族に対してキリストのような奉仕をす
る方法について考えるように勧めます。

• 若い女性に「救い主は良いサマリヤ
人のたとえで何を教えていらっしゃるで
しょうか」と尋ねます。全員で，ルカ
10：25 － 37 の良いサマリヤ人のたと
えを読みます（またはビデオ「良いサマ
リヤ人」を見ます）。若い女性に，キリ
ストのような奉仕を受けて祝福されたと
きの話をするように勧めます。 時として，

（祭司やレビ人がそうであったように）
奉仕が困難に思えるのはなぜでしょう
か。若い女性にとって，良いサマリヤ人

のように「行って行う」機会には，どの
ようなものがあるでしょうか。

• 「決して独りで歩いているのではな
い」の説教の中で，モンソン大管長が
語ったティファニーの話を，若い女性に
読んでもらいます。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
は幾つか見せることもできます。説教や
ビデオに出てくる奉仕の行いについて，
若い女性はどんな印象を受けたでしょ
うか。説教やビデオに登場する人々は，
奉仕する必要性にどのように気づいた
でしょうか。若い女性に，同様の奉仕
の事例をこれまで目にしたことがない
か考えて，発表してもらいます。これら
の事例を学んでから，どんなことをした
いと感じたか発表するように勧めます。

若い女性に，今日学んだことを分かち合ってもらいます。キリストのような奉仕を
行う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。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• 『成長するわたし』の中の「善い行
い」の徳質の体験のどれかを完了し，
何をしたかを次回のレッスンで報告す
る。

• 小さな奉仕の行いを，個人あるいは
ミューチャルの活動として計画し実行
する。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。彼女たちはこのテーマについてどんな意
見や疑問を持っているでしょうか。学ぶ備えをするために，彼女たちは何ができる
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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，周りの人に
仕え助けることに時を費や
されました。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） 若い女性
を教えるとき，彼女たちが
どのように奉仕してきたか，
奉仕するように促したもの
は何だったのか，分かち合
うように勧める機会を探して
ください。

でしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを見たり，
聖文を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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「決して独りで歩いているので
はない」『リアホナ』2013 年 11 月号，122 －123 から
の抜粋

ティファニーの問題は昨年，感謝祭と，次にクリスマス
に家に客を迎えたことをきっかけに始まりました。夫
は医学部を卒業し，研修医 2 年目でした。夫は長時
間働かなければならず，最初に二人が望んでいたほど
ティファニーを手伝う時間が取れない状態でした。 4
人の幼い子供の世話に加え，休暇中にしなければなら
ないことの大半がティファニーの肩にのしかかっていま
した。彼女の気持ちは次第に滅入ってきました。さら
に，親しい友人が癌と診断されたということも分かっ
たのです。ストレスと不安が重くのしかかり始めまし
た。こうして彼女は意欲を失い，うつになってしまった
のです。医師の助けを求めましたが改善しませんでし
た。食欲の減退と体重の減少で，彼女の小さな体は
対応し切れなくなっていました。聖文を研究して平安
を求め，襲いかかる暗闇から解放してほしいと祈りまし
た。しかし，平安も助けも受けられそうにないと思わ
れたとき，神に見捨てられたと感じるようになりまし
た。家族も友人も彼女のために祈り，懸命に助けよう
としました。肉体的な健康だけは保たせようと，彼女
の大好きな食べ物を届けました。しかし，彼女はほん
の一口か二口食べるだけで，全部を食べることはとて
もできませんでした。

特に苦しかった日のこと，一人の友人が，何とか元気に
なってもらいたいとティファニーの好きな食べ物を持っ
て来ましたが，結局は無駄でした。どんなことをしても
うまくいかなかったとき，その友人が言いました。「お
いしそうだと思うものが何かあるはずよ。」

ティファニーはしばらく考え，こう言いました。「一つ
だけ，おいしそうだと思うのは手作りのパンなの。」

でも，手近にはありませんでした。

翌日の午後，ティファニーの家のベルが鳴りました。
夫がたまたま家にいて応対しました。戻って来た夫は
手作りのパンを 1 斤抱えていました。ティファニーは，
そのパンが二人のあまりよく知らないシェリーという女
性から届いたことを聞いて，本当に驚きました。彼女
はティファニーの妹ニコルの友人でした。ニコルはコ
ロラド州のデンバーに住んでいます。……

それから数か月後，こうしてティファニーはおいしそう
なパンを持ったまま，妹のニコルに電話をしました。
思いやりあることづてをシェリーに頼んでくれたことを
感謝するつもりでした。ところが，その訪問はニコル
の依頼ではなく，ニコル自身知らなかったことが分か
りました。……

パンが届けられたあの朝，シェリーは，予定していた 1
斤ではなく2 斤のパンを焼くようにという促しを受け
ていました。そして理由は分からないまま，2 斤目は
その日，車に乗るときに持って行かなくてはという強い
気持ちが起きたと言うのです。友人の家で昼食を終え
ると，1 歳の娘が泣き始めました。家に帰って，昼寝を
させなければならなくなったのです。シェリーは，あの
パンをニコルの姉のティファニーのところへ持って行
かなければならないとはっきりと感じたとき，ためらい
を覚えました。ティファニーの家は町の反対側にあっ
て 30 分もかかるうえ，よく知らない人です。持って行
かなくてもいい理由を考えました。疲れ切った娘を家
へ連れて帰りたいと思いましたし，ほとんど初対面の人
にパンを届けることが恥ずかしくもあったからです。
しかし，ティファニーの家へ行かなければならないと
いう思いは強く，それで促しに従って行くことにしたの
です。……

こうして主は，町の反対側から初対面に近い人を送ら
れました。欲しかった手作りのパンを届けるためだけ
でなく，ティファニーへの愛をはっきり伝えるためでし
た。
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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したら
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。神の御心を行おうと努め，神が
良しとされる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すべての
約束を果たされると確信することによって，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，さらに大きな試練に耐えられるよう備えるこ
とができます。

霊的に備える

若い女性が忍耐というキリストのような特質を伸ばしたいと望む助けとなるのは，
どんな聖句や説教でしょうか。

ヨブ 1 章；19：25 －26（ヨブの模範）

詩 篇 37：7－ 9；へブル 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
る者にもたらされる）

ローマ 5：3；ヤコブの手 紙 1：3 － 4
（信仰の試しは忍耐を生み出す）

モーサヤ 3：19（生まれながらの人を捨
てることには忍耐強くなることが含まれ
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・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

ロバート・C・オークス「忍耐の力」『リ
アホナ』2006 年 11 月号，15 －17

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改心が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

教義を導入する

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。

どのような経験から（大き
な試練もさほど劇的でない
経験も含めて）忍耐につい
て学びましたか。試練の渦
中にあっても忍耐強くいら
れる助けとなったものは何
ですか。

今日の社会で，若い女性に
忍耐力を失わせる影響力に
はどのようなものがあります
か。彼女たちが忍耐を学
び，主が良しとされる時とそ
の約束に信頼を置くように
なるために，どのような助け
ができるでしょうか。彼女
たちが忍耐強くいるなら，ど
んな祝福が得られるでしょ
うか。
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• レッスンの最初にある段落を読んで，
若い女性に，聖典から忍耐の模範とな
る人物を思い浮かべるよう勧めます（ヤ
コブとラケル〔創世 29：10 －30〕，ハ
ンナ〔サムエル上 1：2 －20〕，長血を
患った女〔マタイ9：20 －22 参照〕な
ど）。次に，これらの模範は忍耐につ
いてどんなことを教えているか分かち
合ってもらいます。

• この概要の最初の段落を読み，日常
生活で忍耐を要する場面はどんなとき
か発表するよう若い女性に勧めます

（家庭生活，教育，仕事，結婚，母親の
務めなど）。人生で忍耐を実践しなけ
ればならない時期を表すものを幾つか
見せます（例えば，大学の卒業証書，結
婚指輪，宣教師の名札など）。若い女
性に，それらが忍耐とどんな関係を持
つのか想像してもらい，次にあなた自身
の経験を分かち合います。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が忍耐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， クラス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。

• ヨブに関する質問を幾つかホワイト
ボードに書きます。（ヨブはどのような
人でしたか。何によって彼の忍耐が試
されましたか。ヨブは忍耐についてど
んなことを教えていますか。）全員でヨ
ブ 1 章と 19：25 －26 を読み，質問に
対する答えを話し合います。若い女性
は，さらに忍耐強くなるうえで役に立ち
そうなヨブの模範から，どんなことを学
ぶでしょうか。救い主に対するヨブの
信仰は，彼が忍耐して試練に立ち向か
うのにどのような助けとなったでしょう
か。

• ロバート・C・オークス長老の説教
「忍耐の力」に出てくる，ある父親の忍
耐の話を分かち合います。そして若い
女性に，忍耐について経験があれば発
表するよう勧めます。若い女性一人一人
に，この説教で役に立つと思われる部
分を少しずつ割り当て，全員の前で読ん
で要約するよう勧めます。この説教で
は主と主が良しとされる時に信頼を寄
せるよう促されていますが，若い女性は
この説教からどのようなことを学ぶで
しょうか。わたしたちが忍耐を欠く理由
にはどのようなものがあるでしょうか。

どうすればこういった傾向を克服するこ
とができるでしょうか。

• 「主を待ち望むとはどういう意味か」
という質問の答えを探しながら，全員で
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 段落目から 17 段落目までを
読みます。さらに理解を深めるために，
若い女性にヘイルズ長老が引用してい
る聖文を調べてもらい，忍耐についてほ
かに教えていることがあれば発表する
ように促します。若い女性は，希望を失
いかけている人を助けるために，ヘイル
ズ長老の言葉やこれらの聖文をどのよ
うに使うことができるでしょうか。

• ホワイトボードに「忍耐」と「いら立
ち」という見出しを書きます。若い女性
一人一人に，この概要で提示されている
忍耐についての聖文を割り当てます。
全員に，割り当てられた聖文を順番に
読んでから，そのメッセージについて話
し合ってもらいます。そして聖文から学
べる忍耐による祝福や，いら立ちのもた
らす結果をホワイトボードに書くように
勧めます。ほかにどんな祝福や結果を
付け加えることができるでしょうか。若
い女性一人一人に，忍耐が必要な場面

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

救い主はあらゆる場面で模
範によってお教えになりまし
た。御自分に従う人にも迫
害する人にも忍耐と寛容を
示されました。生徒に忍耐
の模範を示すことは，彼女
たちがさらに忍耐強くなる
ことを学ぶうえでどんな助け
となるでしょうか。

にはどのようなものがあるか，紙に書く
ように勧めます（重大な心の痛手という
ようなものばかりでなく，日常のいら立
ちや不都合なども含めてもらいます）。
別の若い女性と紙を交換し，忍耐を表
すような対処の仕方を書いて，どんなこ
とを書いたのか発表してもらいます。

• ビデオ「忍耐し続ける」を見せ，そこ
から忍耐についてどんなことが学べる

のか話し合うよう勧めます。若い女性
が忍耐を失うのはどのような場面でしょ
うか。 若 い女 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 1 項目ずつ読ん
で，そこからどんなことを学んだか，全
員の前でかいつまんで話してもらいま
す。ウークトドルフ管長の勧告は，若い
女性がさらに忍耐強くなるうえでどのよ
うな助けになるでしょうか。

若い女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。さらに忍耐強くなる方法について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した方がよいでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，彼女たちは以下のことを行うことができるでしょう。

• 今週家族にもっと忍耐を示す。 •  10 まで数える，賛美歌を口ずさむな
ど，いら立ちを抑えるのに役立つ簡単な
方法を書き出す。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。彼女たちはこのテーマについてどんな意
見や疑問を持っているでしょうか。学ぶ備えをするために，彼女たちは何ができる
でしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを見たり，
聖文を研究したり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

ロバート・D・ヘイルズ「主を待ち望むーみこころが
行われますように」『リアホナ』2011 年 11 月号 71－
74 より抜粋

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〕」
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」ない〔へブル
10：35〕のです。〔教義と聖約 98：3〕
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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心が宿るよう願っておられます。
感謝するとき，わたしたちは人生でさらに大いなる幸福と満足感を得られ，主から
の影響力と祝福に気がつくようになります。

霊的に備える

若い女性が感謝することの大切さや，感謝をもって生活することでもたらされる祝
福について理解するのに役立つ聖句やその他のリソースにはどのようなものがある
でしょうか。

詩篇 92：1；100 篇；アルマ 26：8（称
賛と感謝を表す）

ルカ17：11－19（10 人の重い皮膚病
の人たち）

アルマ 37：37；教義と聖約 46：32（わ
たしたちは感謝するよう命じられてい
る）

教義と聖約 59：15 －21（感謝しない
者は神の怒りを買う）

教義と聖約 78：19（感謝のもたらす祝
福）

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

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改心が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

教義を導入する

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。

あなたが最も感謝している
ことは何ですか。感謝の念
を持つことによって，どれほ
ど幸福が増しましたか。

若い女性は感謝する姿勢を
身に付けるためにどのような
ことができるでしょうか。 
彼女たちが感謝を態度に表
すことは，現在，そして将来
どのような祝福になるでしょ
うか。
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• 若い女性一人一人に 1 文字ずつ割り
当て，その文字で始まる祝福を 1 分間
で書き上げてもらいます。時々，主から
頂く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。一人の生徒に教義と聖約 46：
32 か，59：21を 読 んでもらいます。

「与えられる祝福が何であろうと」，もっ
と感謝を示すにはどうすればよいで
しょうか。

• ホワイトボードに「　の度合
いで，神に対する愛の深さが分かりま
す」と書きます。若い女性に，短編ビデ
オ「感謝する」を見て，この文を完成さ
せる言葉を見つけるように勧めます。日
常生活で感謝を通して救い主への愛を
示した人の模範について発表するよう
に勧めます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が感謝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， クラス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。

• 若い女性一人一人にルカ17：11－19
を読み，重い皮膚病にかかった 10 人の
うち，9 人はなぜ救い主に感謝しなかっ
たと思うか発表するように勧めます。感
謝を表すことを阻むのはどのようなもの
でしょうか。若い女性に，これまで受け
てきた祝福で適切な感謝を示してこな
かったかもしれない祝福について考え
てみるよう勧めます。感謝を表すことは
なぜ大切なのでしょうか。感謝を示す
ために何をすればよいでしょうか。

• クラス全員で，このアウトラインに挙
げられているものを参考に，賛美と感
謝についての聖句を読んだり，賛美歌
を歌ったりします。その中から，自分も
同じ事柄に感謝や賛美の気持ちを抱く
と感じる語句を探してもらいます。選ん
だ語句を発表してもらい，それを選ん
だ理由を説明し，感謝の気持ちを述べ
るよう勧めます。

• ラッセル・M・ネルソン長老の説教
「神に感謝しましょう」で語られている
魚の話をするか，その部分を読みます。
若い女性に，（この話に出てくる飼育係
のように）感謝されることのないまま
奉仕をしたことがあるか尋ねます。こ

の説教を小見出しごとに分けて，若い
女性一人一人に読むよう割り当てます。
若い女性に，感謝について学んだこと
や，それに関連した聖句（聖句ガイドを
利用してもよい）を書き出してもらいま
す。若い女性に，書いたことを発表し，
神から受けている賜物について感謝し
たときのことを話してもらいます。

• トーマス・S・モンソン大管長の説教
「感謝という神の賜物」からゴードン・
グリーンの家族についての話を読むか，
自分の言葉で話します。若い女性に，
その家族が感謝の念を抱いた事柄に注
意して耳を傾けてもらいます。その家
族の態度は，話の中でなぜ変わったの
でしょうか。若い女性に，以下のような
質問について深く考えるよう勧めます。

「感謝を怠る態度をしたために，罪悪感
を抱いたことはないだろうか。」「自分で
気づいていない祝福はないだろうか。」

「感謝を表すことは，自分にとってどのよ
うな祝福となるだろうか。」何人かに意
見を発表するよう勧めます。

• 若い女性それぞれに，ディーター・
F・ウークトドルフ管長の説教「どんな
状況にあっても感謝する」の一部を割

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 で引用）
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救い主の方法で教える

救い主は弟子たちのことを
御存じであり，彼らがどのよ
うな人になれるかを御存じ
でした。この知識は，主が
彼らをお教えになる方法に
影響を与えました。どのよ
うにすれば，あなたのクラス
の若い女性を知ることがで
きるでしょうか。それはあ
なたの教え方にどのように
影響するでしょうか。

り当てますが，その箇所の表題は見せ
ないようにします。それぞれ読んでも
らった後，その箇所にどのような表題

（言葉や文章）を付けようと思うか尋ね
ます。自分が付けた表題と，感謝につ

いてウークトドルフ管長が勧告している
ことから学んだことを発表してもらいま
す。ウークトドルフ管長が記している感
謝する姿勢を身に付けるためにどのよう
なことができるでしょうか。

若い女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。感謝の大切さ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。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• 感謝だけの祈りをささげ，天の御父
が下さった祝福に感謝し，何も願い求
めないようにする。

• 今週機会を見つけて感謝を表す。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。彼女たちはこのテーマについてどんな意
見や疑問を持っているでしょうか。学ぶ備えをするために，彼女たちは何ができる
でしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを見たり，
聖文を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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
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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 より抜粋

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
てきて，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たころ，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。

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 
Thanksg iv ing I  Don’t  Forget ,” Reader ’s 
Digest，1956 年 11 月号を基に編集〕
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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，若い女性が霊的，物質的に自立することの大切さを理解するの
を助けます。まだ若くても，これらの若い女性には選択の自由が与えられており，自分の人
生の道を切り開き，イエス・キリストの福音の中に問題の答えを見つけることを学んでいま
す。彼女たちが自立すればするほど，多くの自由を享受します。主に仕え，家族を強め，妻
や母親としての将来の務めを果たすためによりよく備えることができます。

今月は以下のアウトラインから選んでください

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かどうかは，どのように分かるでしょうか
教育を受けて技能を身に付けることはなぜ大切でしょうか
働くことはなぜ福音の重要な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
貧しい人や助けの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
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。ク

ラス会長会と話し合って，若い女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。

11 月―霊的・物質的な自立
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成長するわたし

「成長するわたし」の中で，この単元のアウトラインに関
連する活動は以下のとおりです。

「神から受け継いだ徳質」の徳質のプロジェクト1と4

「個人の価値」の徳質の体験 4，徳質のプロジェクト3 と
5

「知識」の徳質の体験またはプロジェクト

「選択と責任」の徳質の体験 1と 7，徳質のプロジェクト
5

「善い行い」徳質の体験 6

若人の強さのために

『若人の強さのために』の以下の標準は，この単元のレッ
スンに関連しています。

教育

什分の一と献金

労働と自立
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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。

自立するとはどういう意味でしょうか
自立している人は，神がお与えになった祝福や能力を活用して自分や家族を養い，
問題の解決方法を自分で見つけます。自立するにつれ，わたしたちは人によりよく
仕えて気遣うことができるようになります。主はわたしたちに，霊的・物質的に自
立するように望んでおられます。

霊的に備える

若い女性が自立することの意味を理解するのに役立つ聖句やその他のリソースに
はどのようなものがあるでしょうか。

マタイ25：1－13（十人のおとめのたと
え）

マタイ25：14 －29（タラントのたとえ）

2 テサロニケ 3：10 －13；ガラテヤ 6：
3 － 5（労働と自立の大切さ）

教義と聖約 58：26 －28（自ら選択し
行動する）

教義と聖約 88：118（研究と信仰により
学問を求める）

教義と聖約 89：18 －20（知恵の言葉
を守る人への約束）

教義と聖約 104：78（借金を返す）

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

「労働と自立」『若人の強さのために』
40 － 41

「自立する」の項，『真理を守る』169

「自立」『手引き第 2 部 ―教会の管理
運営』6.1.1

「物質的な自立」『わたしの王国の娘 ―
扶助協会の歴史と業』51－ 56

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

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改心が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

教義を導入する

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。

あなたや家族を養うため
に，どのような方法で神が
与えてくださった祝福と技能
を活用してきましたか。自
立していることはどのような
方法で人に祝福をもたらす
ことができましたか。自立
がもたらすほかの祝福で，
あなたが経験したものは何
でしょうか。

若い女性が自立することは
なぜ大切なのでしょうか。
自立していることは，彼女た
ちが逆境を堪え忍ぶうえで
どのように役立つでしょう
か。将来の家族にどのよう
な祝福をもたらすでしょう
か。
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• この概要の冒頭にある「自立」の定
義を若い女性に伝えます。教義と聖約
58：26 －28 を若い女性に読んでもら
い，次の質問をします。「自ら選択し行
動する者」とはどういうことでしょうか。
どうしたらさらに「熱心に善いことに携
わ〔る〕」ことができるでしょうか。こ
れらの節は自立についてどのようなこと
を教えているでしょうか。質問の答えを
クラスで話し合ってください。

• ホワイトボードの左側に「依存」，右
側に「自立」と書いてください。若い女
性に両方の言葉を定義してもらいます

（助けが必要な場合，『真理を守る』の
168 －170 ページを参照するように言
います）。自分たちがどのような点で人
に依存しているか，そしてどのような点
で自立しているかを挙げてもらいます。
主はなぜわたしたちが自立していくこと
を望んでおられるのでしょうか。

一緒に学ぶ

以下のそれぞれの活動は，若い女性が自立の意味を理解するうえで役立ちます。
御霊の導きに従って，クラスに最適のものを一つ，または幾つか選んでください。

• 若い女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，資金管理，交
際，霊的な強さ。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
に触れている部分を各グループに読ん
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。

• 別々の紙に，自立に関連した次の
テーマを書きます。「健康」，「教育」，

「職業」，「家庭貯蔵」，「財政管理」，そ
して「霊的な力」。一人一人の若い女性
に興味のあるものを一つ選んでもらい，

『手 引き　 第 2 部』の 6.1.1（34 ペ ー
ジ）のコピーを渡して自分のテーマに
関する箇所を読むように勧めます。そ
れぞれの若い女性に，自分のテーマに
ついて学んだことや，それが自立とどの
ように関連しているか，そしてその分野
で自立するために今からできることは何
かをクラスに教えてもらいます。若い女

性が若い時代に払う努力は，将来の自
分にどのような祝福をもたらすでしょう
か。彼女たちが妻や母親になったと
き，その努力はどのような祝福をもたら
すでしょうか。

• 若い女性一人一人に，初期の教会歴
史において自立していた女性たちにつ
いて書かれた『わたしの王国の娘』（51
－ 56 ページ）の話を一つ読むように勧
めます。若い女性に話を自分の言葉で
説明し，自立について学んだことを話し
てもらいます。若い女性はどうすれば
若いうちからこれらの模範に従うこと
ができるでしょうか。

• 若い女性を二人組に分ける。各組
に，この概要で挙げられているような，
自立についての聖句を一つ割り当てま
す。それぞれの二人組に聖句を読み，
自立についてのポスターを作るように勧
めます。ポスターの例を『リアホナ』か
ら見せてもよいでしょう。クラスに自分
が作ったポスターを見せる機会を若い
女性に与える。学んだことを思い出せる

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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ようにポスターを家のどこかに貼るよう
勧めます。

• それぞれの若い女性に硬貨を 5 枚，
2 枚，1 枚渡す。マタイ25：14 －29 を
読み，自分が受け取ったのと同じ数の
お金を与えられた人がたとえ話の中で
どうなったか，見つけてもらいます。

「3 人のしもべは与えられたお金をどう
しましたか」や「このたとえは自立とど
のような関連がありますか」などの質問
について話し合います。才能や人格的
な性質や能力など，神から自分に与えら
れた，自立に役立つものについて深く考
えるように若い女性に勧めます。これ
らの徳質をどのように活用すればさら
に自立できるでしょうか。どのように活

用すれば将来の家族に祝福をもたらせ
るでしょうか。

• 若い女性に，自分や家族が自然災害
（地震や台風など）のためにどのような
備えをしているか尋ねます。ヘンリー・
B・アイリング管長の話「霊的な備え
―早くから始め，絶えず積み重ねる」
の最初の 3 つの段落をクラス全員で読
みます。わたしたちが直面するかもし
れない「霊的な災害」にはどのようなも
のがありますか。霊的に備えるには何
をすればよいでしょうか。アイリング管
長の話の残りの部分を一人一人の若い
女性に渡し，これらの質問の答えを探し
てもらい，見つけたことを発表するよう
に勧めます。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。人に説明できるほど自立に
ついてよく理解したでしょうか。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。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• 今週さらに自立するために何か一つ
のことを行う決意をし，経験したことを
翌週クラスで発表する。

• 『成長するわたし』の次の項目を一つ
以上完了する（「神から受け継いだ特
質」の徳質のプロジェクト1 または 4，

「知識」の徳質の経験またはプロジェク

ト，「選択と責任」の徳質の経験 1 また
は 7）。
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若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

救い主は弟子たちを信頼し
ておられました。彼らを備
え，人々を教え，祝福し，彼
らに仕える大切な責任をお
与えになりました。クラスの
若い女性に，教えや奉仕を
通して周りの人々に祝福をも
たらすよう励ますにはどうす
ればよいでしょうか。
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精選されたリソース

284

精選されたリソース

「福祉」『真理を守る』168－169

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料と衣類を備蓄し，（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。

12325_300_YW-Unit11_jp.indd   284 14/01/27   15:52
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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かどうかは，
どのように分かるでしょうか
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。改心には行動だけでなく，望みや態度，そ
して性質そのものの変化も含まれます。それは非常に大きな変化なので，主は改
心を「再び生まれる」，あるいは「心の大きな変化」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，心が愛
で満たされ，人 と々福音を分かち合いたいと願うようになるとき，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

自分自身が主に対して改心していることを若い女性が気づくのに役立つ聖句やリ
ソースには，どのようなものがあるでしょうか。

エノス 1：1－19，26 －27；モーサヤ
5：1－ 5；27：23 －37；アルマ 23：6
－7；ヒラマン 3：35；4 ニーファイ1：1
－ 4，15（改心した人々の模範）

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

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

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」

経験を分かち合う

毎回クラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経験
について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個人
的な改心が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助け
ることができます。

教義を導入する

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
アを考えます。

どのような経験によって，あ
なたは深い改心をしました
か。福音に従って生活しよ
うと熱心に努力したとき，生
活の中でどのような変化に
気づきましたか。

若い女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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• 若い女性に，時間の経過に従って変
化するものを挙げてもらいます（種が木
に生長する，オタマジャクシがカエルに
なるなど）。これらのものを使って，改
心についてどのように教えることができ
るでしょうか。 

• 改心という言葉をホワイトボードに書
き，若い女性に，モーサヤ 27：25 －26
の中で，改心について理解する助けに
なる言葉や文章を探してもらいます。こ
れらの言葉や文章から，改心について
どのようなことを学べるかについて，話
し合ってもらいます。

一緒に学ぶ

以下の活動はそれぞれ，若い女性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，クラス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，若い女性
に，次のレッスン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
い女性に，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。レッスンの最後に，若
い女性が，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。どう
やって彼女たち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。

• このアウトラインに提示されている説
教の一つを若い女性に選んでもらい，
説教の一部を読んでもらいます。そし
て，その中に書かれていることをもと

に，「自分が改心しているかどうかは，
どのように分かりますか」という質問へ
の答えをポスターにしてもらいます。若
い女性に，自分たちが学んだ説教と，描
いたポスターを使って，改心についてお
互いに教え合ってもらいます。

• 『真理を守る』の中の「改心」の項
か，このアウトラインで提示された聖句
の中から「改心」について学び，自分自
身が改心に向かって現在どのような段
階にあるかを評価できるような質問を
幾つか挙げてもらいます。時間を取っ
て，クラスの一人一人に，質問とそれを
選んだ理由を分かち合ってもらいます。
それらの質問にどのように答えるかを
深く考えてもらいます。

• このアウトラインで紹介されているビ
デオの一つを見せて，改心について学
んだことを分かち合ってもらいます。あ
なたがさらに改心するのに役立った経
験を若い女性と分かち合い，彼女たち
にも，そのような経験を分かち合っても
らいます。

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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若い女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。生活の中で，改心していることにどのように気づく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した方が助け
になるでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• さらに努力し，改心するために，具体
的に行う事柄を決める。

• 改心する過程において，今自分がど
のような段階にいると感じているかを日
記に書く。改心を深めた経験について
も，日記に書くことができる。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。彼女たちはこのテーマについてどんな意
見や疑問を持っているでしょうか。学ぶ備えをするために，彼女たちは何ができる
でしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを見たり，
聖文を研究したりすることができます。

救い主の方法で教える

救い主は弟子たちを信頼し
て，彼らに人々を教え，奉仕
し，祝福する重要な責任を
お与えになりました。主の
目的は，弟子たちが人々へ
の奉仕を通して改心するよ
うに助けることでした。あ
なたが教える若い女性に，
どのような奉仕や成長の機
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。

教育を受けて技能を身につける 
ことはなぜ大切でしょうか
教育は天の御父の計画の重要な一部であり，わたしたちが御父のようになれるよう
に助けてくれます。教育を受けると，理解力と技能が身につき，自立した者となる
ことができます。さらに，教育を受けることによって家族や教会，社会でいっそう
貢献することができます。

霊的に備える

若い女性が教育の価値を理解するのを助けるのは，どのような聖句や説教でしょ
うか。

箴言 4：7；2 ニーファイ9：29；教義と
聖 約 88：76 － 80，118；90：15；93：
36；130：18 －19（知恵と知識を求め
るべきである）

箴言 31：10 －31（徳高い女性は家庭
や家族を世話するために知恵と技能を
身につける）

ジョセフ・スミス－歴史 1：11－17；1
ニ ーファイ11：1－ 6； 教 義 と 聖 約
138：1－11（知識を求めた聖典の登
場人物の例）

メアリー・N・クック「学問を求める─ 
皆さんにはなすべき業があります」『リ
アホナ』2012 年 5 月号，120 －122

「教育」『若人の強さのために』9 －10

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改心が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

教育はどのような方法で人
生の様々な経験への備えと
なったでしょうか。あなた
がさらに自立するうえでどの
ように役立ったでしょうか。

若い女性が教育を受けるこ
とはなぜ大切なのでしょう
か。彼女たちは教育につい
てどのように感じているで
しょうか。教育や技能を身
につけることは，若い女性
が将来受けるすべての役割
においてどのように役立つ
でしょうか。
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教義を導入する

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。

• 教 義と聖 約 88：118 をクラスで読
み，学ぶことが福音の大切な原則であ
る理由について話し合います。

• 若い女性に次の状況を想像してもら
います。教会の友人が学校を辞めると
言い出したとします。「いつか結婚して
夫に養ってもらうから，学校に行く必要

はないわ。」若い女性たちは，その友人
に教育を受け続けるようにどう説得する
でしょうか。自分の考えを紙に書き出し
てもらいます。紙を集めて，書かれたこ
とを読み，クラスで話し合います。クラ
スの終わりに，レッスンで学んだ事柄を
もとに，さらに考えを書き足す機会を与
えます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が教育を受けることの大切さを理解するうえで役立ちま
す。御霊の導きに従って，以下の中からクラスに最も適したものを一つ，または幾
つか選んでください。

• メアリー・N・クックの話「学問を求
める─皆さんには なすべき業がありま
す」を幾つかの部分に分けて若い女性
に割り当てます。それぞれが受け持っ
た部分を読んで，自分が大切だと思うこ
とに下線を引いてもらいます（あるいは
説教のビデオを見て，大切なことをメモ
に取ってもよいでしょう）。下線を引い
た事柄をクラスで発表し，教育を受ける
ことが将来家族にどのような祝福をも
たらすか説明してもらいます。

• 『若人の強さのために』の「教育」の
項の 5 つの段落の一つか，「学問を求め
る─皆さんにはなすべき業がありま
す」の最初で述べられているゴードン・
B・ヒンクレー大管長とトーマス・S・モ
ンソン大管長の言葉を各自で読むよう
に若い女性に割り当てます。読んだ箇
所に書かれたことをクラスの他の生徒
に説明し，良い教育を受けるために今

努力することがなぜ大切かについて話
し合うように勧めます。教育を受けるこ
とについて考え，自分の目標を分かち
合うよう，若い女性に勧めます。

• クラスを 3 つのグループに分けます。
最初のグループに箴言 31：10 －31を，
2 つ目のグループにこの概要に書かれ
ている，知恵と知識を求めるようにと教
えている聖句を，3 つ目のグループには
この概要にある，知識を求めた人々の
例に関する聖句を読んでもらいます。
各グループに，割り当ての聖句から教
育を追い求めたり，技能を身につけたり
することの大切について何を学べるか
話し合ってもらいます。話し合ったこと
をクラスの他の生徒に発表するよう，各
グループに勧めます。教育を受けるこ
とは若い女性の生活の中でどのように
役立つでしょうか。よりよい妻，よりよ

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
セリフを語り，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 で引
用）
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い母親になるうえでどのように役立つで
しょうか。

• ビショップの承認を得てワードの数
人の姉妹を招待し，教育を受けること
が自分や家族にどのような祝福をもた

らしたか話してもらいます。彼女たち
が神の王国に貢献するうえで教育はど
のように役立っているでしょうか？ 教
育を受けることについて疑問に思うこと
は何でも尋ねるように若い女性に勧め
ます。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。教育を受けることの大切さ
を理解したでしょうか。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。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• 『成長するわたし』の次の項目を一つ
以上完了する（「個人の価値」の徳質の
体験 4，「個人の価値」の徳質のプロ
ジェクト 5，「知識」の徳質の体験 1 ま
たは 5，あるいは徳質のプロジェクト
2）。

• 自分が学びたいことを書き出し，そ
れを学ぶ計画を立てる。計画を実行し
たら，経験したことをほかの若い女性に
分かち合う。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

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，
証されました。聖文につい
て自分で考え，疑問に対す
る答えを見つけるよう人々を
教えられました。若い女性
が聖文を研究し，それにつ
いて深く考えるように励ます
ために，どんなことができる
でしょうか。
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精選されたリソース

288

精選されたリソース

「教育」『若人の強さのために』，9 －10

教育は天の御父の計画で重要な部分を占めています。
それはあなたが天の御父に似た者となる助けとなりま
す。天の御父はあなたが自らの知性を磨き，技術と才
能，様々な責任を立派に果たす力，生きていることの
喜びを感じる能力を伸ばすよう望んでおられます。

あなたが修得する教育は，現世にあっても来るべき世
にあっても，あなたにとって価値あるものとなるでしょ
う。教育は社会や教会でより大きな奉仕ができるよ
うにあなたを備えてくれます。自立し，家族や助けの
必要な人を養うためのより大きな助けをあなたに与え
てくれます。また将来の伴侶にとっては賢明な相談相
手や同僚，将来の子供にとっては知識が豊富で有能
な教師になれるようあなたを助けてくれます。

教育は投資であり，とても大きな報いを与えてくれま
す。またほかの手段では得られない機会の扉を開い
てくれます。今，教育を得る計画を立ててください。
自分から熱心に働いて，必要ならば，進んで代価を
払ってください。支えや励ましが得られるように，教
育に関するあなたの目標を，家族，友人，そして指導
者と分かち合って下さい。

一生涯，学ぶ意欲を持ち続けてください。学び続け，
興味を広げる喜びを知ってください。あなたが利用で
きる様々な学ぶ機会に積極的に参加してください。

あなたが受ける教育には霊的な学問も含めるべきで
す。聖文と末日の預言者の言葉を研究してください。
セミナリーやインスティテュートに参加してください。
天の御父の計画について生涯を通じて学び続けてく

ださい。このように霊的な事柄を学ぶことによって，
人生の様々な問題に対する答えを見いだし，聖霊を常
に伴侶とすることができるでしょう。

メアリー・N・クック「学問を求めるー皆さんには，な
すべき業があります」『リアホナ』2012 年 5 月号，
120 －122 より抜粋

熱心な研究によって学問を求めてください。勉強に
集中して取り組む時間があるのは今しかないのです。
ゴードン・B・ヒンクレー大管長は教会の青少年に向
けて賢明な勧告を与えました。「学校教育で培う学
習習慣は生涯にわたって皆さんが知識を強く求める
気持ちに大きな影響を与えます。」ゴードン・B・ヒン
クレー，Way to Be!Nine Ways to Be Happy and 
Make Something of Your Life（ 2002 年），28

「皆さんはできるかぎり高度の教育を受けなければな
りません。 . . .仕事を行う資格を得るために犠牲に
すべきものはすべて犠牲にしてください。 . . .自らの
知性と技術を磨き，周囲に良い影響を与えつつ人生を
送りましょう。」ゴードン・B・ヒンクレー「若人への預
言者の勧告と祈り」『リアホナ』2001 年 4 月号，34
参照

トーマス・S・モンソン管長は特に女性に向けて次の
ように言いました。「未来に何が待ち受けているか分
からないこともしばしばです。だからこそ不確かさに
備えておく必要があるのです。 . . . . . .もしそのよう
な状況になったときに家族を養えるように，教育を受
け，収入を得るのに役立つ技術を身に付けておくよう
に強くお勧めします。」〔トーマス・S・モンソン「備え
ていれば恐れることはない」『リアホナ』2004 年 11
月号，116〕

12325_300_YW-Unit11_jp.indd   288 14/01/27   15:52
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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。

働くことはなぜ福音の重要な原則
なのでしょうか
主はわたしたちに怠惰にならないように命じてこられました。働く能力を身につけ
るなら，自分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。現在も，将来においても，自分や家族に祝福をもたらすことができます。

霊的に備える

労働が福音の大切な原則である理由を若い女性が理解するうえで役立つのは，ど
の聖句と説教でしょうか。

創世 3：19；ガラテヤ 6：3 － 5；1 テサ
ロニケ 4：11；モーサヤ 10：4 － 5（人
は労働するように命じられている）

箴言 31：27；アルマ 38：12；教義と聖
約 58：27；60：13；75：29（怠けては
ならない）

モーセ 1：39（神の栄光と業）

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，36 － 40

「労働と自立」『若人の強さのために』
40 － 41

「家庭生活における幸福 ― 労働」

ビデオ―「導きを素直に受け入れる」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改心が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

教義を導入する

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。

労働はあなたの生活でどの
ような役割を果たしてきた
でしょうか。労働はあなた
や家族に，物質的，そして
霊的にどのような祝福をも
たらしてきたでしょうか。

あなたが教える若い女性
は，労働を機会と考えます
か。それとも，避けたいも
のとして考えていますか。
彼女たちが労働のもたらす
多くの祝福を認識し，労働
への望みを培えるよう，どの
ように助けることができるで
しょうか。
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• ビデオ「導きを素直に受け入れる」
を若い女性に見せ，地道な努力がもた
らす祝福を見つけてもらいます。若い
女性に，努力したおかげで受けた祝福
について話し合ってもらいます。

• 一人の若い女性に，クラスで自分の
才能を分かち合ってもらい，その才能を

身につけるためにどんな努力をしたか
説明してもらいます。どのような動機で
才能を伸ばすために努力したでしょう
か。クラスの他の生徒にも，何かを成し
遂げるために努力した経験を分かち合
うように勧めます。天の御父はなぜ努
力することを学んでほしいのでしょう
か。

一緒に学ぶ

以下の活動は若い女性が労働の価値について学ぶのを助けます。御霊の導きに
従って，以下の中からクラスに最も適したものを一つ，または幾つか選んでくださ
い。

• 労働に関する聖句（この概要で挙げ
られているものなど）を１つずつ，若い
女性に与えます。その聖句を読んで，自
分またはだれかの人生で，その聖句が
教える原則を表している例を考えてもら
います。聖句や自分が考えた例を発表
するように若い女性に勧めます。労働
はどのような方法でわたしたちの生活
に祝福をもたらすでしょうか。

• 一人一人の若い女性にこの概要で挙
げられている聖句を一つ与え，その聖
句を簡潔に要約して紙に書いてもらい
ます。ホワイトボードに要約の紙を貼っ
てもらいます。それぞれの若い女性に
別々の聖句を割り当て，その聖句を読
んでそれに最も合う要約文をホワイト
ボードから探すように勧めます。若い女
性は，これらの聖句から労働の大切さ
についてどのようなことを学んだでしょ
うか。若い女性たちは一生懸命努力を
したおかげでどのような祝福を受けた
でしょうか。

• 『若人の強さのために』の「労働と自
立」の項，この概要で提案されている

説教，または LDS.org の「労働」サイ
トを使って，若い女性にとって意味のあ
る，労働に関する言葉を選びます。そ
れぞれの若い女性に引用文のコピーを
1 枚ずつ渡します。その引用文を黙読
し，隣に座っている人に回すように勧め
ます。全員が読み終わるまで，同じこと
を繰り返してもらいます。すべての引用
文をホワイトボードに貼り，それぞれの
若い女性に自分にとって特に意味のあ
るものを一つ選び，なぜそれが意義深
いのか述べてもらいます。これらの引
用文から労働の大切さについてどのよ
うなことを学べるでしょうか。労働を学
ぶことは，彼女たちや，今の家族と将来
の家族にどのような祝福をもたらすで
しょうか。

• この概要で提案されている説教の一
つから，関連ある箇所のコピーを渡しま
す。個々にその箇所を読み，労働がも
たらす祝福を説明する語句に下線を引
いてもらいます。どのようなものに下線
を引いたか，クラスのだれかに話すよう
に勧めます。若い女性は家族から労働
についてどのようなことを学んできたで

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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しょうか。家庭に祝福をもたらす労働
で，今できることは何でしょうか。今か

ら労働を学ぶことは母親となったとき
にどのように役立つでしょうか。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。労働の価値をさらによく理
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。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。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• もっと家事を手伝う，アルバイトをす
る，または地元のボランティア組織で活
動する。

• 『成長するわたし』の次の項目を一つ
以上完了する（「知識」の徳質のプロ
ジェクト1，「選択と責任」の徳質のプロ
ジェクト 5）。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

救い主は御自身の教える
人々を御存じで，それぞれ
の個人に合わせて教えられ
ました。教える準備をする
際，若い女性を思い浮かべ
ながら聖句やその他のリ
ソースを読み，個々の生徒
にどのような方法で手を差
し伸べることができるかに
ついて深く考えてください。
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精選されたリソース

292

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。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。
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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の重要な要素です。健康を守ることで，わたしたちは神から
与えられた力を十分に発揮し，より効果的に人々に仕えることができます。肉体を
どのように扱うかは，わたしたちの霊の健康と，聖霊の導きを受ける能力に影響を
及ぼします。健康を維持するために知恵の言葉を守り，栄養ある食物を食べ，定
期的に運動し，適切な睡眠を取る必要があります。

霊的に備える

主がわたしたちの健康を望んでおられる理由を若い女性が理解するのに役立つ
聖句やその他のリソースにはどのようなものがあるでしょうか。

1コリント 6：19（わたしたちの肉体は
神の宮である）

教義と聖約 88：124（肉体と精神を健
康に保つための指針）

教義と聖約 89 章（知恵の言葉）

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

「心身の健康」『若人の強さのために』
25 －27

ビデオ－「真新しい年 2010 年―肉体
の健康」

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改心が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

健康維持は，あなたが主に
さらに効果的に仕えるうえ
で，どのように助けとなって
きたでしょうか。健康な生
活を送ろうと努力したとき，
ほかにどのような祝福を受
けてきましたか。

若い女性が直面する誘惑の
中で，健康に害を及ぼす可
能性があるのはどのような
ものでしょうか。主の健康
の律法を守ると，どのような
祝福を受けるでしょうか。
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教義を導入する

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。

• 若い女性と神殿の写真を隣同士に並
べて見せます。若い女性に，自分たち
の肉体はどのような点で神殿と似てい
るか尋ねます（1コリント 6：19 参照）。
それぞれの若い女性に，心身を清く健
康に保つことがなぜ大切かについて ,
別の生徒と話し合うように勧めます。

• ホワイトボードに「主はなぜわたした
ちの健康を望んでおられるのでしょう
か」と書きます。若い女性に，考え得る
答えを発表し，レッスンの間もさらに答
えを探し続けるように勧めます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，主がなぜ若い女性の健康を望んでおられるか，若い女性が理解す
るうえで役立つでしょう。御霊の導きに従って，あなたのクラスに最も適したもの
を一つ，または幾つか選んでください。

• 自分たちの心身の健康を維持するた
めにしていることを挙げるよう若い女性
に勧めます。クラスをグループに分け
て，各グループに次の聖句の一つを割
り当て，心身を健康に保つのを助ける
勧告を探し出すように勧めます－教義と
聖約 88：124；教義と聖約 89：5 － 9；
教義と聖約 89：10 －16（もし教義と
聖約 89 章の勧告を理解するうえで助
けが必要なら，『真 理を守る』144 －
145 ページ参照）。各グループに見つ
けたことを発表してもらいます。若い女
性に，リストを確認し，健康を維持する
ためにほかにもできることがあるか考え
ます。差し支えのない範囲で，若い女性
が今も将来も祝福をもたらすために変
えようと思っていることを分かち合って
もらいます。

• 必要な場合，知恵の言葉を簡単に復
習し，若い女性が肉体的な健康に関す

る主の勧告を理解しているかどうかを確
かめてください。ホワイトボードに次の
文章を書きます。「主はなぜ知恵の言葉
をお与えになったのでしょうか。」若い
女性に幾つかの答えを挙げてもらいま
す。若い女性に教義と聖約 89：18－21
を読み，知恵の言葉を守る人々に対する
主の約束を探すように勧めます。これ
らの約束はそれぞれ生活の中でどのよ
うに実現しているでしょうか。（これら
の約束を理解するのに助けが必要な場
合，「知恵の言葉 ―その原則と約束」
のボイド・Ｋ・パッカー会長の説明を参
照するよう提案してください。）この教
義に対する証や知恵の言葉を守って生
活することで受けた祝福を分かち合う
ように勧めます。

• ビデオ「肉体の健康」を見せ，物質
的理由も霊的な理由も含めて，肉体を
健康に保つべき理由を探すように勧め

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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ます。見つけたことを発表してもらいま
す。この話し合いの一部として，ボイ
ド・Ｋ・パッカー会長の次の言葉を紹
介してもよいでしょう。「確かに知恵の
言葉は，皆さんの繊細で敏感な霊的機
能を正しく反応する状態に保つために
与えられました。心に感じるものを『聞
く』ようにしてください。そうすれば皆
さんは導きや警告，教え，祝福を受ける
でしょう。」（「知恵の言葉 ―その原則
と約束」『聖 徒 の 道』1996 年 7 月号，
23）パッカー会長の約束は若い女性た
ちの生活でどのように成就してきたで
しょうか。

• 若い女性に『若人の強さのために』
の「心身の健康」の項を読むように勧
めます。数人の若い女性に，その中で
勧められていることを幾つかホワイト
ボードに書き出すように，そして残りの
若い女性にそれらの勧めに従う人々に
約束されている祝福を挙げるように勧
めます。自分の肉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。他の宗教を持つ友
人に自分の標準を説明するときに，ホワ
イトボードに書かれた事柄をどのように
活用できるでしょうか。

若い女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。主がなぜ彼女たちの健康を望んでおられるか理解したでしょうか。
ほかに質問はないでしょうか。この教義にもっと時間を費やした方がよいでしょう
か。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

•  1 週間，自分が食べたものを記録
し，健康に関する主の勧告に従ってい
るか評価する。

• 『成長するわたし』の中の「知識」の
徳質のプロジェクト3 を完了する。

• 運動や健康によい食物についての
ミューチャル活動を計画する。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

救い主は人々に，信仰をもっ
て行動し，御自身が教えた
真理に従って生活するよう
に勧められました。どうす
れば，皆さんが教えている
若い女性にも信仰をもって
行動し，心身を健康に保つ
ように勧めることができるで
しょうか。主が命じられた
ように生きることで得られ
る霊的，肉体的な利益を求
めるよう促すにはどうすれ
ばよいでしょうか。
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精選されたリソース

296

精選されたリソース

ボイド・K・パッカー「知恵の言葉ーその原則と約束」
『聖徒の道』1996 年 7 月号，21－ 23 より抜粋

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，その骨に髄を受けるであろう。
また，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微妙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。すなわち，「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。主は従
う人についてさらにこう言われました。「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くだし，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。「子羊
を取らなければならない。 . . . . . . 子羊は傷のな
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，「神の子羊」
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，「過越の子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）。
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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，その教導の業のほとんどの時間を貧しい
人や助けの必要な人を世話して過ごされました。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備えられました。主はわたしたち
に，受けたものに応じて惜しみなく与えるように命じておられます。「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『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。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

主が貧しい人々や助けの必要な人々を助けられる方法を，若い女性が理解するの
に役立つ聖句やその他のリソースにはどのようなものがあるでしょうか。

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（貧しい人々を世話する方法）

ヤコブ 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

（貧しい人々の世話をしない人々に対す
る主の警告）

教義と聖約 104：15 －18（主の方法で
貧しい人々を助ける）

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』6.1.2

ビデオ：「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」

人々を養うことにおいて，ど
のような方法で救い主の模
範に従う努力をしてきました
か。どのような経験を若い
女性に分かち合うことがで
きますか。

主の方法で助けることにつ
いて，若い女性が理解する
必要のある原則は何でしょ
うか。これらの原則を理解
すると，どのようにしてキリ
ストのより良い弟子になるこ
とができるのでしょうか。
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経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改心が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

教義を導入する

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。

• 人が物質的，霊的に必要としそうな
ものを若い女性に挙げてもらいます。
ホワイトボードに次の文を書きます。

「主はどのような方法で貧しい人々や助
けの必要な人々を養われるでしょう
か。」この 概 要 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
若い女性に紹介し，質問の答えを探すよ
うに勧めます。見つけた答えを述べて
もらいます。貧しい人々や助けの必要
な人々がさらに自立できるように助ける
にはどうすればよいでしょうか。

一緒に学ぶ

以下の活動は，主が貧しい人々や助けの必要な人々を養われる方法を若い女性が
学ぶうえで役立ちます。 御霊の導きに従って，クラスに最も適したものを一つ，ま
た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女性が理解
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，彼女たちはどのように感じ
ているでしょうか。 若い女性を小さな
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。 若い女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。

• 若い女性を二人一組にします。各組
の一人に貧しい人や困っている人の世話
をすることの大切さを教える聖句を読
むように割り当て，もう一人には貧しい
人や困っている人の世話をしない人々に
警告を与えている聖句を読むように割り
当てます（アイデアが必要な場合，この
アウトラインで挙げられている聖句を参
照します）。 若い女性に，自分に与えら
れた聖句を読み，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。 御父にとって貧しい人々や困って
いる人の世話をすることがなぜ大切な
のか，質問します。 家族やワード，地域

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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で助けの必要な人々を助ける方法につ
いて話し合うよう勧めます。

• 若い女性たちにジェフリー・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。それぞれの若い女性に，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
れの若い女性に，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。 
クラス全員で，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。」 クラスの生徒に少

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。自分の気持ちをクラ
スの若い女性に分かち合うように勧め
ます。

• ビショップリックの一員を招待し，貧
しい人々や助けの必要な人々を世話す
ることへの思いや，若い女性がワードや
地域で助けの必要な人々を助けること
ができる機会について話してもらいま
す。その兄弟に，断食献金や人道的支
援献金，永代教育基金への寄付金な
ど，教会の神聖な基金がどのように使
われるかについて話してもらうこともで
きます（『手引き　第 1 部 ―ステーク
会長およびビショップ』14.4）。この話
し合いをもとに，クラスの時間を使って
具体的な奉仕活動を計画することを検
討してもよいでしょう。

若い女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。主の方法で助けが必要な人に必要なものを与えるとはどのような
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。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。
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• 『成長するわたし』の次の項目を一つ
以上完了する（「個人の価値」の徳質の
プロジェクト3，「善い行い」の徳質の
体験 6）。

• 助けの必要な人のために奉仕をす
る。

• トーマス・S・モンソン大管長の「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。」との勧告に従
う。（「神よ，また逢うまで」『リアホナ』
2012 年 11 月号，110）

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

救い主は模範であり，教師
でした。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。 
あなたはどのような方法で
主の模範に従うことができ
ますか。
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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 －
42 からの抜粋

イエスはその務めを始められて間もない頃，自分が
育ったナザレの会堂で立ち上がり，かつてイザヤが預
言し，後にルカによる福音書に記録される言葉をお読
みになりました。「主の御霊がわたしに宿っている。
貧しい人々に福音を宣べ伝えさせるために，わたしを
聖別してくださったからである。主はわたしをつかわ
して，囚人が解放され……ることを告げ知らせ，……
打ちひしがれている者に自由を得させ……るのであ
る。」〔ルカ 4：18〕……

人類の歴史を通じて，貧困は最も蔓延している最も大
きな試練の一つであると見なされてきました。貧困は
明らかに物質的な苦痛を与えますが，それはまた，霊
的，情緒的に一層大きな苦痛を与えることがあります。
人々の重荷を持ち上げる業に加わるようにと，偉大な
贖い主は絶えず呼びかけてこられました。エホバとし
て，イエスはイスラエルの家を厳しくとがめられました。
それは「貧しい者からかすめとった物は，あなたがた
の家にある。

なぜ，あなたがたはわが民を踏みにじり，貧しい者の
顔をすり砕くのか。」と主が言われたとおりだからで
す。〔イザヤ 3：14 －15〕

箴言の著者は，そのことを非常に明確に述べていま
す。「貧しい者をしえたげる者はその造り主を侮る。
……耳を閉じて貧しい者の呼ぶ声を聞かない者は，自
分が呼ぶときに，聞かれない。」〔箴言 14：31；21〕

現代においては，回復されたイエス･ キリストの教会
が設立されて 1 年に満たないうちに，主は会員に「貧
しい者と乏しい者の世話をし，彼らが苦しみを受ける
ことのないように……しなければならない」と戒めら
れました〔教義と聖約 38：35〕。「彼らが苦しみを受
けることのないように……しなければならない」とい
う強い調子に注目してください。神はこのことを非常
に重視しておられるのです。

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〕

「イエスは言わた，

『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事をしたのです！ 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〕
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精選されたリソース

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 参照〕。

しかし，それからアミュレクは，まさに同胞から追い払
われていた人々に言いました。「これらのことを〔祈っ
ても〕，〔あなたがたが〕乏しい人や着る物のない人を
追い払ったり，病気の人や苦しんでいる人を見舞わな
かったり，自分には持ち物がありながら，それを必要と
している人々に分け与えなかったりするならば，あなた
がたに言うが……あなたがたの祈りはむなしく，何の
役にも立たない。あなたがたは信仰を否定する偽善者
と同じである。」これは，貧富の別なく，乏しい人に対
して「できる限りのこと」をする必要があることを思い
出させるすばらしい教えです。
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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，イエス・キリストの回復された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。御父はわたしたちを愛し，
助けたいと望んでおられます。わたしたちは導きを受けられるように祈り，問題の
答えを聖文や預言者と使徒の言葉の中から探し求めるべきです。

霊的に備える

人生の試練に対処するうえで福音がどのように役立つか，若い女性が理解するの
に役立つ聖句やその他の資料にはどのようなものがあるでしょうか。

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
題があるときに主の助けを求める）

トーマス・S・モンソン「決して独りで歩
いているのではない」『リアホナ』2013
年 11 月号，121－124

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

経験を分かち合う

毎回のクラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経
験について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個
人的な改心が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助
けることができます。

あなたが困難に遭っている
とき，福音はどのような方法
で答えや慰めを与えてきまし
たか。

若い女性はどのような問題
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。彼女たちがこれらの
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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教義を導入する

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。

• 若い女性に，自分と同じ年代の若人
が直面する試練を具体的に挙げて，自
分がどう対処するかホワイトボードに書
いてもらいます。これらの問題に対処
するために若人がする可能性のある不
健康なこと，あるいは非生産的なことを
若い女性に挙げてもらいます。レッスン

の間，福音の真理が助けとなる方法を
探すように若い女性に勧めます。

• 福音が具体的な問題や試練の答えや
助けとなったあなた自身の経験を分か
ち合ってください。若い女性にも同じよ
うな経験を紹介するように勧めます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性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，クラス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。

• 若い女性に，今日の若い女性が直面
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け
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，若い女性が問題を克
服するうえで助けとなる言葉をクラス全
員に紹介してもらいます。 若い女性に，
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』の「心身の健
康」の最後の 2 段落を読み，自分や知
人の助けとなる勧告を探すように勧めま
す。問題があるときにわたしたちが求
めるべき「健康的な解決法」の例には
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法を
提示するでしょうか。

• トーマス・S・モンソン大管長の以下
の言葉を紹介してください。「愛する姉
妹の皆さん，天の御父は皆さんを，皆さ

ん一人一人を愛しておられます。その愛
は不変です。その愛は，皆さんの外見
や持ち物，あるいは銀行口座にある金
額に左右されるようなものではありませ
ん。皆さんの才能や能力でも変わりま
せん。その愛はただそこにあるのです。 
皆さんが悲しんでいるとき，希望に満ち
ているとき，皆さんのために存在してい
ます。神の愛は，皆さんがその愛にふ
さわしいと感じているかどうかにかかわ
らず，皆さんのために存在しています。 
いつもそこに存在しているのです。」
(「決して独りで歩いているのではない」

『リ ア ホ ナ』2013 年 11 月 号，123 －
124 若い女性に，大きな試練の中で神
の愛を感じたときの経験を分かち合っ
てもらいます。このアウトラインに挙げ
られている聖句の一つをそれぞれの若
い女性に読んでもらい，今日の若人の間
でよく起きる試練や問題に対処するうえ
で，どのように助けになるか分かち合い
ます。「主を信頼する」，または助けの
必要なときにキリストのもとに来る，と
はどのような意味でしょうか。具体的

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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な試練や問題の助けとなる聖句として，
若い女性はほかにどのようなものを思
いつきますか。

• 若い女性に，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。若い女性一人一人に
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。若い女
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。

• 若い女性に，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。若い女性一人一人に

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。若い女
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，クラスの生徒に，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
分かち合うように若い女性に勧めます。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。イエス・キリストの福音の
中に人生の試練への答えを見つけ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
を費やした方が助けになるでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下を行うことができるでしょう。

• 具体的な疑問や問題について考えな
がら聖文を学習する。御霊から受けた
印象や答えを日記に書く。

• 『若人の強さのために』の中から，自
分たちがさらにがんばりたいテーマを
一つ選ぶ。 1 週間の中で行った努力や
収めた成功について日記に書く。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

救い主の方法で教える

救い主は弟子たちに，聖文
について自分で考え，それ
を活用して疑問への答えを
見つけるように教えられまし
た。 若い女性が問題に対
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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精選されたリソース

304

精選されたリソース

ディーター・F・ウークトドルフ「忘れな草」『リアホ
ナ』2011 年 11 月号，120 －123 より抜粋

第 1に，自分に忍耐することを忘れないでください。

皆さんに正しく理解していただけるようにお伝えした
いことがあります。それは，皆さんやわたしが完全で
はないことを神は十分に御存じだということです。

もう一つ言うと，皆さんがあの人は完全だと思ってい
る人が完全でないことも，神はよく御存じです。

それなのに，わたしたちはとても多くの時間とエネル
ギーを使って，人と自分を，特に人の長所と自分の短
所を比べてしまいます。そうしているうちに，かなうは
ずのない望みを抱くようになります。そしてついに自
分の努力を決して褒めなくなります。なぜなら，いくら
努力してもほかのだれかにはかなわないと感じるから
です。 . . . . . .

神は，結局はすべての短所が長所になるように導こう
としておられますが（エテル 12：27 参照），それには
時間がかかることを御存じです。神はわたしたちが完
全になるように望んでおられます。（3 ニーファイ12：
48 参照）弟子の道を歩んで行けば，いつか完全にな
ります。今完全でなくてもいいのです。努力を続けて
ください，でも自分につらく当たるのはやめましょう。

愛する姉妹の皆さん，皆さんの多くは人の弱さに対し
て限りない思いやりと忍耐を持っています。どうか，
自分に対しても思いやりと忍耐を持つことを忘れない
でください。 . . . . . .

第 3に，今幸せでいることを忘れないでくださ
い。 . . . . . .

今日，非常に多くの人が自分の金色のチケットを待っ
ています。常に夢見ていた幸せを運んでくれるチケッ
トです。ある人にとっての金色のチケットは非の打ち
所のない結婚であり，別の人にとっては雑誌の表紙を
飾るような家であり，さらに別の人にとってはストレス
や心配からの解放かもしれません。

義にかなった望みを持つことは決して悪いことではあ
りません。わたしたちは「徳高いこと，好ましいこと，
あるいは誉れあることや称賛に値すること」を望み，
求めています。〔信仰箇条 1：13〕問題なのは，金色
のチケットのような何かが起こるのを待つうちに，今
の幸せを逃してしまうことです。 . . . . . .

希望を捨てなさい，目標を低くしなさいと言っている
のではありません。自己ベストを目指す努力をやめな
いでください。あらゆる義にかなった心の望みを捨て
てはなりません。しかし，日々の何気ない瞬間に訪れ
る小さな感動に対して，目をつぶったり心を閉ざした
りしないでください。この感動が豊かで充実した人生
を作るのです。

わたしの知るかぎり，最も幸福な人は金色のチケット
を見つける人ではありません。ふさわしい目標を目指
しながらも，一瞬一瞬に価値と魅力を見いだし，大切
にする人です。感謝と感動の糸を日々織り続け，人生
のタペストリーを織り上げている人です。このような』
人がほんとうに幸せな人なのです。 . . . . . .

第 5に，主があなたを愛しておられることを忘れない
でください。 . . . . . .

姉妹の皆さん，皆さんがどこにいようと，どのような状
況であろうと，皆さんは忘れられていません。どんな
に暗い人生に思えようと，自分がどれほど取るに足り
ない人間に思えようと，自分のことをどんなに影の薄
い存在だと考えようと，天の御父はあなたを忘れては
おられません。御父はあなたを限りなく愛しておられ
ます。

考えてみてください。宇宙で最も偉大で力と栄光に満
ちた御方があなたを御存じで，覚えておられるのです。
無限の空間と永遠の時を治める王にあなたは愛され
ているのです。 . . . . . .

神があなたを愛しておられるのは，あなたが神の子供
だからです。あなたが時々孤独を感じても，間違った
ことをしても，神はあなたを愛しておられます。
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精選されたリソース

305

精選されたリソース

神の愛と回復された福音の力は，わたしたちを贖い，
救います。神の神聖な愛が生活に入り込むだけで，ど

んな傷も手当てがなされ，どんな痛みも癒され，どん
な悲しみも和らげられます。

12325_300_YW-Unit11_jp.indd   305 14/01/27   15:52
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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

「神の王国が進みゆきますように。それによって，天の王国が来……ますように。」（教義と
聖約 65：6）

あなたのクラスの若い女性は，救い主の再臨に際し，この世を備える助けをするために，こ
の特別な時代に地上に送られました。若い女性には特別な賜物や才能があり，主は，主の
王国を築き，主の福音を世に広める助けをなすために，それらを用いるように望んでおられ
ます。この単元のレッスンは，若い女性がこれらの賜物を伸ばし，神の教会と神の王国の
指導者や教師となる備えをするうえで役立ちます。

今月のアウトラインの内容

どのようにすべての人をキリストのもとに来るように招くことができるでしょうか
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

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。ク

ラス会長会と話し合って，若い女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。

12 月―末日に神の王国を築く
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成長するわたし

『成長するわたし』の以下の活動は，この単元のレッスン
に関連しています。

「個人の価値」の徳質の体験 7

「善い行い」の徳質の体験 7

若人の強さのために

『若人の強さのために』の以下の標準は，この単元のレッ
スンに関連しています。

「家族」

「友達」
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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。

どのようにすべての人をキリストの
もとに来るように招くことができる
でしょうか
教会員一人一人は，ほかの人々がキリストのみもとに来て回復された主の福音の祝
福を受けられるように助ける責任があります。わたしたちの証や良い模範の影響
を受けて，友人や隣人は救い主と主の福音についてもっと学びたいという思いを持
つようになるでしょう。

霊的に備える

キリストのもとに来るように人々を招きたいという思いを抱かせる聖句や資料として
どのようなものがあるでしょうか。

1 テモテ 4：12（信者の模範になる）

1 ペテロ 3：15（わたしたちの信じてい
ることについて尋ねる人に対して，常に
答えられる準備をしておく）

モーサヤ 18：9（わたしたちは進んで神
の証人になるべきである）

教義と聖約 28：16；100：3 － 8（口を
開くなら，語るべきことが与えられる）

教義と聖約 84：85（言葉を蓄えておけ
ば，言うべきことが与えられる。）

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

リチャート・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

デビッド・A・ベドナー「きてごらんな
さい」2014 年 11 月号，107－110

「伝道活動」『わたしの福音を宣べ伝え
なさい』3 章，84

ビデオ―「主の恵み，人にも分かた
ん」

経験を分かち合う

毎回クラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経験
について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個人
的な改心が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助け
ることができます。

神の証人になることについ
て，あなたにはどのような経
験がありますか。 福音につ
いて人 と々話す際，どのよう
な方法が効果的だと気づき
ましたか。

神の証人となるため，若い
女性にはどのような機会が
あるでしょうか。若い女性
はどのような経験を互いに
分かち合えるでしょうか。
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教義を導入する

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。

• 若い女性のテーマをクラス全員で唱
えます。異なる信仰を持つ友人から，

「『神の証 人になる』ってどういうこ
と？」と聞かれたらどのように答えるか
を，若い女性に尋ねます。

• 若い女性に，家族で伝道に出た人，
あるいは伝道中の人がいれば，その写

真を見せてもらいます。（『福音の視覚
資料集』109 －110 も参照）宣教師に
なるために必要な特質を挙げてもらい
ます。これらの特質の中で，若い女性
が今身に付けられるものは何でしょう
か。福音を分かち合うのに専任宣教師
として召される必要はないことを，若い
女性が理解できるように助けます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が神の証人となるとはどのようなことかを学ぶ助けとなる
でしょう。 御霊の導きに従って，クラス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。

• 若い女性に，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，クラス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，若い女性にも経験を
分かち合うよう勧めてください。 時間
を取って，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。

• クラスを二つに分けて，一方の生徒に
リチャード・Ｇ・スコット長老の説教

「わたしは手本を示したのだ」に出てく
るホイットルおばあさんの模範について
読んでもらいます。 もう一方の生徒た
ちに，同じ説教に出てくるジニーン・ワ
トキンズの模範について読んでもらいま
す。互いに話を要約して説明し，人々を
キリストのもとに招くことについて学ん
だことを話してもらいます。若い女性た

ちに，スコット長老の説教の残りからそ
のほかの勧告を探して，分かち合うよう
に勧めます。 若い女性たちは，人々を
救い主のみもとに招くために，スコット
長老の勧告をどのように当てはめるこ
とができるでしょうか。

• ビショップの許可を得て，改宗者であ
るワードの会員の一人（可能であれば
若い女性の中の一人）に，福音を学び
始めたときの経験について話してもらい
ます。福音を学ぶ決意をするに当たっ
て，末日聖徒の友人からどのような影響
を受けたでしょうか。この改宗者は，
神の証人として立つことについて，若い
女性たちにどのようなアドバイスをする
でしょうか。若い女性たちに，質問が
あればするように勧めます。 （あるいは，
ビデオ「主の恵み，人にも分かたん」を
見て，友人が 福音を受け入れるに当
たってどのような影響を与えることがで
きるか話し合ってもよいでしょう。）

• このレッスンの参照聖句をホワイト
ボードに書きます。その聖句の中から

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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一つを選んで研究し，聖句が教えてい
ることを絵に描いてもらいます。その
絵を用いながら，聖句のメッセージを分
かち合ってもらいます。自分の聖句を
読み上げ，それに従って生活するために
何をしようと思うかを分かち合ってもら
います。

• クラスの前に，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，若い女性一
人一人に伝えておきます。クラスの中で
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。若い女性たちに，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。若い女性たちがよく知っている
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。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。神の証人となるとはどうい
うこと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。このテーマにさらに時間を費やした方が助けになるで
しょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• 福音を分かち合う機会を祈り求め，
後で経験したことについて話し合う。

• パスアロングカードをいつも学校に
持って行き，福音を分かち合うためにそ
れを使う機会を探す。

• 『わたしの福音を宣べ伝えなさい』の
3 章を研究し，回復された福音につい
て人に話す備えをする。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

救 い主は，御自分 に従う
人々に証をするように勧め
られました。若い女性が周
囲の人に，自分たちの信じ
ることについてもっと自然
に話せるようになるために，
どのように助けることがで
きるでしょうか。
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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から抜粋

最も大切なのは，皆さんが神の霊感を受けることであ
り，主の指示を仰ぎ，それから御霊に促されるままに
行って行うことです。会員が救いの業を責任であると
しか見ることができなければ，おじけづいてしまうか
もしれません。しかしそれを，主に従うように招かれ
ていることととらえ，専任の長老や姉妹宣教師の教え
を受けられるように人々を主のみもとに導くのだと考え
ると，感動的で，楽しい，心高まるものとなります。

皆さん一人一人に何もかもしてくださいとお願いしてい
るのではありません。ただすべての会員に祈るようお
願いしているのです。それは，若い人も年配の人も，
会員一人一人が，今からクリスマスまでの間にたった
「一人」の人に手を差し伸べるなら，何百万もの人々が
主イエス・キリストの愛を感じることができると知って
いるからです。救い主へのすばらしい贈り物になるこ
とでしょう。

12325_300_YW-Unit12_jp.indd   312 14/01/27   15:51
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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。

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
霊的な賜物は，聖霊の力によって与えられる祝福，あるいは能力です。天の御父
の子供として，すべての人は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，神の王国を築く助けができるように，霊的な賜物を与えてくださいます。
神はわたしたちに，霊的な賜物を熱心に求め，伸ばすように命じておられます。

霊的に備える

若い女性が霊的な賜物について知り，天の御父は自分が霊的な賜物をどのように
使うことを望んでおられるかを理解するのに役立つ聖句やその他のリソースには
どのようなものがあるでしょうか。

1コリント12：3－27；モロナイ10：8－
18；教義と聖約 46：13 －25（霊的な
賜物の例）

教義と聖約 46：8 －10（霊的な賜物が
与えられている理由）

教義と聖約 46：11－12（霊的な賜物
はすべての人に与えられている）

信仰箇条 1：7（わたしたちは霊的な賜
物があることを信じる）

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

デビッド・A・ベドナー「観察が鋭い」
『リアホナ』2006 年 12 月号，14 －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」“With All 
Your Heart”

経験を分かち合う

毎回クラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経験
について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個人
的な改心が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助け
ることができます。

あなたにはどのような霊的
な賜物がありますか。それ
らの賜物によって，あなたや
ほかの人々はどのような祝
福を受けてきたでしょうか。
人々が持つ霊的な賜物に
よって，あなたはどのような
祝福を受けてきましたか。
どのように自分が受けてい
る賜物に気づきましたか。

若い女性にとって，自分に与
えられた霊的な賜物につい
て知ることはなぜ大切なの
でしょうか。それは，彼女
たちが将来果たす役割や，
将来築く家庭や家族に備え
るうえで，どのように役立つ
でしょうか。
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教義を導入する

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。

• 以下の質問をホワイトボードに書きま
す。「霊的な賜物とは何ですか。」「自
分に与えられた霊的な賜物をどうやっ
て見分けますか。」「天の御父はわたし
に，霊的な賜物をどのように使うように
望んでおられるでしょうか。」これらの
質問に対する答えを分かち合ってもらい
ます。レッスンの間，ほかに思いつくこ
とを挙げるように伝えます。

• 教義と聖約 46：8 の聖句が書かれ
た紙の入っている箱をラッピングし，ク
ラスに持ってきます。若い女性に，箱の
中に何が入っているか想像してもらいま
す。若い女性の一人に箱を開けてもら
い，その聖句を読んでもらいます。「最
善の賜物」とは何でしょうか。レッスン
の間中，こ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，若い女性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，クラス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。

• ホワイトボードに以下の 3 つの質問
を書きます。「わたしたちにはなぜ霊的
な賜物が与えられているのですか」「霊
的な賜物はだれに与えられていますか」

（教義と聖約 46：9 参照）「御霊の賜物
にはどのようなものがあるでしょうか」
若い女性一人一人に，この概念に挙げら
れている聖句を一つずつ割り当て，3 つ
の質問に対する答えを見つけてもらい
ます。聖句を調べて，見つけた答えを
分かち合ってもらいます。若い女性は，
どのような霊的な賜物を持っているで
しょうか。どのような賜物を得たいと
思っているでしょうか。（若い女性の中
で，祝福師の祝福を受けた人がいれ
ば，あとで祝福文を読み，自分はどの霊
的な賜物を受けているか確認するよう
に伝えてもよいでしょう。）若い女性
に，霊的な賜物によって今どのような助
けを受けられるか，また将来自分が果
たす役割や責任においてどのような助
けを受けられるか，考えを分かち合うよ
うに勧めます。

• 若い女性に，1コリント12：8 －10；
モロナイ10：9 －16；あるいは教義と
聖約 46：13 －25 を読んでもらい，興
味を持ち，もっと学びたいと思う賜物を
見つけてもらいます。選んだ賜物につ
いて以下の資料などから学ぶ時間を取
ります。「御霊の賜物」（『福音の原則』
125 －130）「霊的な賜物」（『真理を守
る』193 －195；聖句ガイド）見つけた
ことを分かち合ってもらいます。神の王
国を築くために，これらの賜物をどのよ
うに使うことができるでしょうか。

• 若い女性に，自分が知っている霊的
な賜物を挙げてもらいます（助けが必
要な場合は，この概念に挙げられてい
る聖句を紹介します）。デビッド・A・
ベドナー長老の説教「観察が鋭い」の
最初に記されている「あまり目立たない
賜物」の例を読んでもらいます。人々
が，このような賜物を使ってほかの人の
生活を祝福している模範を見たことが
あれば，分かち合ってもらいます。ほか
にどのような「あまり目立たない賜物」

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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が思い浮かぶでしょうか。あなたが気
づいた，クラスの若い女性が持ってい
る霊的な賜物について伝えます。

• 『真理を守る』の 193 ー 194 ページ
に挙げられている霊的な賜物にはどの
ようなものがあるか，読み返してもら
い，自分で伸ばしたいと思うものを一つ
あるいは幾つか選ぶように勧めます。
なぜそれらの賜物を選んだかを説明し
てもらいます。わたしたちは霊的な賜
物をどのように伸ばせるでしょうか。教
義と聖約 46：7－12 と『福音の原則』
130 －131 ページの「賜物は伸ばすこ
とができる」を調べるよう勧めます。学
んだことを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の一つ
を見せて，クラスの若い女性一人一人に
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（すべての若い女
性の良い特質について分かち合うように
してください）。 若い女性に マタイ
25：14 －30 を読んでもらうか，または
クラス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
たちに与えて下さった賜物とどのように
関連していますか。 奉仕や責任を果た
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クラス
で分かち合ってもらいます。

若い女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。霊的な賜物についての理解が深まったでしょうか。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。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• 自分に与えられた御霊の賜物を理解
し，それらを人々の益のために使えるよ
うに求めて祈る。

• 『成長するわたし』の中の「個人の価
値」の徳質の体験 7 を完了する。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

救い主は御自分の使命につ
いて教え，証するために聖
文をお使いになりました。
レッスンの中で，天の御父
が若い女性に対して霊的な
賜物をどのように使うように
望んでおられるかを教え，
証するために，どのように聖
文を使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

316

精選されたリソース

メル ビ ン・B・アーノルド “‘Messages from the 
Doctrine and Covenants： Seek Ye Earnestly 
the Best Gifts,’” Ensign2005 年 3 月号，64 － 67
より抜粋

「最良の賜物」とは何でしょう。なぜそれらを求める
べきなのでしょう。

聖文や現代の預言者は，多くの霊的な賜物があること
を教えています。（モロナイ10：8；教義と聖約 46：
13 － 26 参照）霊的な賜物の色々な目的の中で，一
つの目的とは，わたしたちを強め，善い行いをするよう
導き，誘惑を避ける助けとなり，励まし，教化し，知恵
を増し，義しい裁きを行えるように助け，わたしたちを
永遠の命にふさわしい者とすることです。 . . . . . .

救い主はわたしたちに完全になるよう命じられました。
（3 ニーファイ12：48 参照）この世で完全を手に入
れる人は誰もいませんが，わたしたちが完全になるた
めに最も助けとなるこれらの賜物を求めよく考えて祈
るとき，天の御父がわたしたちを導いてくださいます。
ジョージ・Q・キャノン管長（1827 －1901 年）は次
のように述べました。「わたしたちが不完全だとする
ならば，完全をもたらす賜物を求めて祈ることはわた
したちの務めです。 . . . . . .「ああ，仕方ないね，こ
れがわたしなんだから」などと言ってはいけません。
そのように言うことを正当化することはできません。
なぜなら，神は，不完全さを正す力と，不完全さをなく
す賜物を与えると約束されたからです。〔Millennial 
Star, 1894 年 4 月 23 日付，260〕

ロ バ ー ト・D・ ヘ イ ル ズ “Gifts of the Spirit” 
Ensign2002 年 2 月号，12 － 20 より抜粋

賜物を求めるためには，自分にどのような賜物が与え
られているかを知ることが必要となるでしょう。聖文
はさらにこう記しています。

「さらにまた，まことに，あなたがたに言う。教会員に
与えられているそれらの賜物が何であるか，常に覚え

ておき，また常に心に留めておくようにと，わたしは望
んでいる。

すべての人があらゆる賜物を与えられるわけではな
い。賜物は多くあり，各人に神の御霊によって一つの
賜物が与えられるのである。」（教義と聖約 46：10 －
11）

与えられた賜物に気づくには，祈って断食しなければ
なりません。祝福師の祝福は自分の受けている賜物
を告げ，求めるときに得られる約束の賜物を宣言する
ことがよくあります。「皆さんに強くお勧めします。自
分に与えられた賜物を見いだしてください。あなたの
人生に方向性をもたらし，天の業を推し進めるために
必要な賜物を探し求めてください。

この世にいる間に，天の御父が祝福してくださった天
与の賜物と能力を磨く責任がわたしたちにはあります。
この責任を果たすとき，どこにいようとも，わたしたち
にはその賜物を用いて神の子供たちを教え，導く機会
が与えられるのです。これらの賜物を使うために，わ
たしたちは心の清さを身につけなければなりません。

デビッド・A・ベドナー「観 察が 鋭い」『リアホナ』
2006 年 12 月，31－ 36 より抜粋

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，すなわちわたち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。アシュトン長老が強調したものには，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
声に聴き従う，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。（『聖徒の道』1988 年 1 月号，20 参照）

12325_300_YW-Unit12_jp.indd   316 14/01/27   15:51
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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，義にかなった家庭と家族を築くことから始まります。家族は
教会で最も重要な単位です。教会員として，わたしたちは御霊の宿る家庭を築か
なければなりません。キリストを中心とした家庭は，罪からの防御となり，この世
からの避け所となり，献身と純粋な愛の宿る所となります。家の大きさに関係な
く，家庭を「祈りの家，断食の家，信仰の家，学びの家，秩序の家，神の家」とす
ることができます（教義と聖約 88：119）。

霊的に備える

若い女性がキリストを中心とした家庭を築くうえで，どの聖句や説教が役立つで
しょうか。

エゼキエル 16：44（母の模範の大切
さ）

詩 篇 127：3；2 ニ ー フ ァ イ25：26；
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，養い育てるように命じら
れている）

アル マ 53：20 －21；56：47－ 48（ヒ
ラマンの若い勇士たちは母親から教え
を受けた）

「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

L・トム・ペリー「善い親になる」『リア
ホナ』2012 年 11 月号，26 －28

「家族」『若人の強さのために』14 －15

ビデオ―「母親の務め ―神との永
遠の協力関係」

ビデオ―「秩序の家，神の家」

経験を分かち合う

毎回クラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経験
について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個人
的な改心が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助け
ることができます。

家庭を，罪からの防御，こ
の世からの避け所とするた
めに，どのようなことができ
ますか。子供や家族に福音
を教えるために，あなたは
どのようなことをしています
か。

若い女性が暮らしている家
庭について考えます。若い
女性は今どのような経験を
しているでしょうか。また，
その経 験は，将 来 義にか
なった家族を持つうえでど
のように役立つでしょうか。
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教義を導入する

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。

• キリストを中心とした家庭とはどのよ
うな家庭かを説明してもらいます。その
ような家庭ではどのような物が見えるで
しょうか。そのような家庭ではどのよう
に感じるでしょうか。「キリストを中心
とした家庭を築くために，どのように備
えられるだろうか」という質問への答え
を挙げてもらいます。

• 神の王国を築くうえで，母親の果たす
役割を考えてもらいます。自分の母親
や，若い女性が知っているほかの母親
について考えもらい，見習いたいと思う
特質を挙げるように勧めます（特質の例
として，箴言 31：10 －31を参照）。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性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，クラス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。

• クラスを 3 つのグループに分け，各グ
ループにモーサヤ 4：14 －15， アルマ
53：20 －21，56：47–48 のいず れか
を読んでもらいます。若い女性にこれ
らの聖句の中からキリストを中心とした
家庭を築くために役立つ原則を幾つか
見つけ，ホワイトボードに書いてもらい
ます。この概念で提案されているビデ
オの一つ，または両方を見せます。自
分が母親になったつもりで，ビデオを見
るように提案します。ビデオを見た後，
そのビデオの主要なメッセージは何か，
また，自分がキリストを中心とした家庭
を築くうえで役立つと思われる原則で，
新たに学んだことは何かを話し合っても
らいます。新たに挙げられた原則を，ホ
ワイトボードに書き加えてもよいでしょ
う。自分の家族やほかの家族の中で，
これらの原則に従っている模範を見た
ことがあれば，分かち合うように勧めま
す。

• 若い女性に，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，一人一人の若い女性に読でも
らう部分を渡します。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。

• L・トム・ペリー長老の説教「善い
親になる」で説明されている，より堅固
な家族の文化を作るために両親にでき
る 5 つの事柄を，クラス全員で読みま
す。若い女性一人一人に，ペリー長老の
提案を一つ選んでもらい，その提案を
実践した家族の例を分かち合ってもら
います。そうすることは，キリストを中
心とした家庭を築くのにどのように役立
つかについて話してもらいます。ペリー
長老の説教の最後の 7 段落を読んでも
らい，堅固な家族の文化を築くことが大
切である理由を分かち合ってもらいま
す。若い女性は，今の自分の家庭の中

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

救い主は御自分に従う人々
に，深く考え，感じさせる質
問を投げかけられました。
主は彼らを信頼し，備えら
れました。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
大切さを理解できるように，
若い女性をどのように助け
たらよいかを考えてくださ
い。

で堅固な家族の文化を築くために何が
できるでしょうか。

• 規範はなぜ大切なのでしょうか。キ
リストを中心とした家庭を築くために天
の御父がわたしたちに与えておられる
規範とは何でしょうか。（『家族―世界
への宣言』7 段落目参照）若い女性
は，この規範に基づいて家庭や家族を
築く備えをするために，今何ができるで
しょうか。家族が，天の御父が定めら
れたような状況にない人に対して，自分
ならどのような言葉をかけられるか，若
い女性に尋ねます。ヒントを得るため
に，『若人の強さのために』の「家族」
の最後の段落を読んでもらいます。

• クラスを幾つかのグループに分け，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」の一部
を各グループに割り当てます。各グ
ループに，割り当てられた説教の一部
を研究し，キリストを中心とした家族の
説明や特質を探してもらいます。キリス
トを中心とした家族とはどのような家族
かを絵に描いて，見つけたことを分かち
合ってもらいます。若い女性は，自分の
家庭をさらにキリストを中心とした家庭
にするために，どんなことができるで
しょうか。将来，キリストを中心とした
家庭を築くために，どのように備えるこ
とができるでしょうか。

若い女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。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。
ほかに質問はないでしょうか。このテーマにさらに時間を費やした方が助けになる
でしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• 今の家庭で，良い影響を与える存在
になることによって，両親を助ける。

• 若い女性から見て，良いお母さんだと
感じる人々から学び，その模範に従う。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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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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。

「家族ー世界への宣言」『リアホナ』2010 年 11月
号，129より抜粋

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
多くの人に取って，教会員になることが困難である場合があります。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」る必要がありますこ
と（モロナイ6：4）。わたしたちは友達になり，ともに仕え，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

若い女性に新会員を強めたいという気持ちを起こさせる聖句やその他のリソース
にはどのようなものがあるでしょうか。

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

（仲間の聖徒たちを強める）

ヨハネ 21：15 －17（わたしの羊を養い
なさい）

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

ディーター・F・ウークトドルフ「あなた
は，わたし の 手である」『リアホナ』
2010 年 5 月号，68 －75

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
を提出できるように助ける」

経験を分かち合う

毎回クラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経験
について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個人
的な改心が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助け
ることができます。

新会員を強めるために，あ
なたはどのようなことをして
きましたか。あなたがバプ
テスマを受けた後，ほかの
人からどのように助けられ
ましたか。

若い女性の中に，新会員は
いますか。彼女たちはどの
ようにして教会員としての生
活になじんできたのでしょう
か。ほかの若い女性はどの
ように助けてくれたでしょう
か。
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教義を導入する

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。

• ディーター・F・ウークトドルフ管長
の説教「あなたは，わたしの手である」
の最初の物語を読むか，自分の言葉で
分かち合います。人々に仕えるために
どのようにしたら主の手となれるかにつ
いて，若い女性に考えを分かち合っても
らいます。この概要の最初の段落を分
かち合い，主の手となって新会員を助け
るために何ができるか，若い女性に尋
ねます。

• 初めて新しいクラスに行くときや，ク
ラブに入るとき，新しい仕事を始めると
きなど，新しいことを始めるときに感じ
る気持ちを，表現するように勧めます。
そのような思いは，新会員が感じる気持
ちとどのように似ているか，話し合って
もらいます。教会の新会員としての経
験，あるいはほかの場所で新しいメン
バーとなったとき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，若い女性が新会員を力づける方法を学ぶのに役立つでしょう。御
霊の導きに従って， クラス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。

• 若い女性に，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。
若い女性に，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
教会員がするであろうこと，しないであ
ろうことをリストにして，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。若い女性が，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。

• 小羊を抱いておられる救い主の写真
を見せます。（『福音の視覚資 料集』
64 参照）「わたしの羊を養いなさい」と
ホワイトボードに書きます。この表現に
ついて知っていることを若い女性に尋
ねます。ヨハネ 21：15 －17 を読んで
聞かせ，ほかに分かることや感じること
があれば挙げてもらいます。この聖句
の中の「羊」と「小羊」とはだれを示し
ていますか。教会の新会員はどのよう
な点で「小羊」なのでしょうか。救い主
の小羊を養うとはどのような意味でしょ
うか。若い女性に，新会員を強めた経
験を分かち合ってもらいます。将来，新

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）



329

会員を助けるために具体的にどのような
ことができるでしょうか。

• 若い女性に，ビデオ「伝道と定着 ―
ジョージア・エライアス」を見せ，ジョー
ジアがバプテスマを受けた後，彼女が
福音にあって強くいられるように助ける
ために，彼女の新しいワードが行ったこ
とを見つけ出してもらいます。ジョージ
アの経験から，新会員を強めるために
できることについて，ほかにどんなこと
が学べるでしょうか。ワードの新会員に
ついて考えてもらいます。新会員はどの
ような質問を抱いているでしょうか。若
い女性は，新会員をどのように助けるこ
とができるでしょうか。話し合いの中
で，ビデオ「新会員が神殿に名前を提
出できるように助ける」を見せて，話し
合ってもよいでしょう。

• 聖徒を強める責任に関する参照聖句
（この概要で挙げられている聖句など）
をホワイトボードに書きます。若い女性
一人一人にそれらの参照聖句の中から
一つを読んで，それが新会員にどのよう
に当てはまるかを考えてもらいます。自
分が読んだ内容のまとめをホワイトボー
ドに書いて，その聖句が教えている原
則の例を分かち合ってもらいます。新

会員を強めることがなぜ大切かを若い
女性に尋ねます。

• 最近教会に入った人に聞きたい質問
を考えてもらいます。ビショップの許可
を得て，最近改宗した会員を一人か二
人クラスに招きます。新会員に，改宗談
や新会員として教会で経験したことに
ついて話してもらいます。若い女性に，
自分たちが考えてきた質問を尋ねても
らいます。また新会員が教会に慣れる
ことができるように，どのように助けら
れるかについて話し合ってもらいます。

• 若い女性に『若人の強さのために』
の「友 達」のページを読んでもらい，

「真の友達になるとはどういう意味です
か」という質問に対する答えを探しても
らいます。見つけた答えや，だれかが自
分にとって真の友達となってくれた経験
を分かち合ってもらいます。新会員と
友達になることはなぜ特に重要なので
しょうか。若い女性に，自分の知ってい
る新会員を挙げてもらい，彼らと友達に
なるために，『若人の強さのために』の
中で与えられた勧告をどのように取り入
れられるかについて話し合ってもらいま
す。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。若い女性は，新会員をどの
ように強められるかを理解したでしょうか。どのよう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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学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• 新会員を，ミューチャルの活動やワー
ドの活動に誘う。

• 新会員と証を分かち合う。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

救い主が弟子たちにお教え
になられたとき，救い主は
弟子たちの質問にお答えに
なり，彼らの経験に耳を傾
けられました。主は，御自
分が尋ねた質問に対する彼
らの答えに心から関心を示
され，信仰を表す言葉を喜
ばれました。クラスの若い
女性に愛と関心を示すため
に，あなたにはどのようなこ
とができますか。
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ディーター・F・ウークトドルフ「あなたは，わたしの
手である」『リアホナ』2010 年 5 月号，68 － 75 より
抜粋

第二次世界大戦で，ある都市が爆撃されていたときの
話です。イエス・キリストの大きな像が深刻な損傷を
受けてしまいました。

がれきの中にキリスト像があるのを見て，住民は嘆き
ました。この像は彼らの信仰と，生活の中に神がおら
れることの大切な象徴だったからです。専門の技術
者たちにより像の大半を修復することができたのです
が，両手はあまりに損傷が激しく，修復が不可能でし
た。彫刻家を雇って新しい手を作ってもらえばいいと
言う者もいましたが，戦争の悲惨さを後世に伝えるた
めにそのままにしておきたいと思う人たちもいました。
結局，この像は手のないままそこに残りました。

しかし，年の住民はキリスト像の台座に，次のような
言葉を記したプレートを付けたのです。「あなたは，
わたしの手である」わたしが少年だった第二次世界大
戦後の復興期，ドイツは壊滅状態で，荒廃していまし
た。多くの人が飢え，病に苦しみ，死と隣り合わせで
した。ソルトレーク・シティーの教会から人道支援の
食料や衣類が送られて来たことをよく覚えています。

その衣類のにおいを今でも覚えていますし，缶詰の桃
の甘さはいまだに忘れません。当時はこうした支援物
資を目当てに教会に入った人もいました。会員の中に
は，そのような改宗者をさげすむ人もいました。彼ら
のことを Büchsen Mormonen（ビュッシェン・モル
モネン），つまり「缶詰に釣られて改宗したモルモン」
という蔑称で呼ぶ人すらいたのです。

彼らはこうした新会員たちに憤っていました。物質的
な必要が満たされれば教会を離れるに違いないと
思ったのです。教会に来なくなる人も確かにいました
が，多くの改宗者は残りました。教会に来て福音の喜
びを味わい，思いやりのある兄弟姉妹が優しく受け入
れてくれたことに胸を打たれたのです。彼らは「我が
家」を見いだしました。そして現在，これらの改宗者

の子孫で，3 世代目または 4 世代目という家族が教会
にたくさんいます。

変わった服装や外見の人，異なった話し方をする人，
何か違うことをする人を含めて，すべての神の子供た
ちを受け入れ，愛するようにしてほしいと思います。そ
のような人たちには欠陥があるのではないかと人に
思わせるのは，良いことではありません。周囲の人を
元気づけてください。歓迎の手を差し伸べてくださ
い。教会の兄弟姉妹が長い道のりの末にようやく我
が家を見いだしたと感じられるように，特別な親切
と思いやり，慈愛の手を差し伸べようではありません
か。 . . . . . .

ユダヤのある伝承に，アブラムとジムリという二人の兄
弟が出てきます。この二人は畑を持っており，共同で
耕していました。労働の負担も収穫も二人で当分する
ことに同意していました。

ところが収穫を目前にしたある晩，ジムリは眠ること
ができませんでした。なぜなら，アブラムには妻と7
人の息子がいるのに，収穫の半分しか受け取らない
というのは理にかなったことではないと思えてならな
かったからです。他方，我が身だけを養えばいい自分
には，収穫の半分は多すぎます。そこでジムリは服を
着るとそっと畑に出て行き，自分の収穫の 3 分の 1を
取って，アブラムの取り分に加えました。

そして，正しいことをしたことに満足を覚えながらベッ
ドに戻りました。一方，アブラムも眠れませんでした。
作業を手伝ってくれる息子もなく，すべてを一人で
やっているかわいそうなジムリのことを考えていたの
です。あれほど重労働を独りでしているのに収穫の
半分しか受け取らないのは道理に合わないと思いまし
た。神が喜ばれるはずもありません。そこで，アブラ
ムはそっと畑に出て行き，収穫の自分の分の 3 分の 1
を取って，愛するジムリの取り分に加えました。

翌朝，兄弟は畑に出ると，二人とも驚いてしまいまし
た。二人の収穫物の山は，どちらも同じ大きさに見え
たからです。その夜，二人とも家を抜け出して，前の晩
と同じことをしようとしました。しかし，今回二人は出
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くわしてしまったのです。お互いの姿を見て，二人は泣
き，抱き合いました。どちらも言葉が出ませんでした。
心が愛と感謝でいっぱいになっていたからです。〔ク

ラレンス・クック，“Abram and Zimri, ” Poems by 
Clarence Cook（1902 年）6 － 9 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。

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

「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」（モーサヤ 18：9）という決意を行いに表す一つの方法として，教会に来ていな
い友人や隣人に手を差し伸べることができます。言葉と行いを通して証を伝えた
り，活動に誘ったり，ともに楽しむことによって，わたしたちの心からの愛と関心を
感じられるように助けることができます。

霊的に備える

若い女性が，あまり教会に来ていない友人をどのように助けたらよいかを学ぶため
に，どの聖句や説教が役立つでしょうか。

ルカ15 章（迷い出た羊，失われた硬
貨，放蕩息子のたとえ）

ルカ 22：32；ヨハネ 21：15 －17；1 ペ
テロ 5：2 － 4（主はわたしたちに，互い
に強め合うように命じておられる）

アルマ 31：34 －35；教義と聖約 18：
10 －16（人の価値は大いなるものであ
る）

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

ブレント・H・ニールソン「放蕩息子を
待つ」『リアホナ』2015 年 5 月号，101
‐103

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

ゴードン・B・ヒンクレー「山を動かす
信仰」『リアホナ』2006 年 11 月号，82
－ 85

ビデオ―「人々が教会に戻ってこれる
ように助ける」「青少年の信仰 ―エニ
ス家族」

経験を分かち合う

毎回クラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経験
について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個人
的な改心が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助け
ることができます。

自分が知っているあまり活
発でない教会員に働きかけ
るために，あなたはどのよう
なことをしていますか。あ
なたは，どのような経験を
若い女性と分かち合えるで
しょうか。

若い女性は，あまり教会に
来ていないクラスのメンバー
に対して，どのように接して
いるでしょうか。若い女性
は，どのような方法で彼女
たちに働きかけることがで
きるでしょうか。
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教義を導入する

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。

• 次のビデオを見せます。「青少年の
信仰 ―エニス家族」。それから若い
女性に人々が教会に戻れるよう助ける
ことについて考えを分かち合ってもらい
ます。

• レッスンのタイトルをホワイトボード
に書きます。若い女性に，あまり活発で
ない友達が教会に戻れるように助ける

方法を一つ，1 枚の紙に書くように勧め
ます。紙を集め，別の人に当たるように
配ります。渡された紙に書かれたアイデ
アを分かち合ってもらいます。レッスン
の間，若い女性が知っている教会にあ
まり活発に来ていない人について考え，
その人を助けるためにできることを探し
てもらいます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性が，活発に集っていない友人が教会に戻れるように助け
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，クラスに最も適した
活動を一つ，あるいは幾つか選んでください。

• 若い女性に，とても価値ある物をなく
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，何をしましたか。 
若い女性一人一人に，ルカ15 章の 3 つ
のたとえの中の一つを割り当てます。 
たとえを自分の言葉で説明し，救い主
がそのたとえで教えられたことを要約す
る言葉をたとえの中から見つけて分か
ち合ってもらいます。 若い女性は，たと
えの中の羊飼いや女性，父親の行動か
らどんなことを学べるでしょうか。若い
女性は教会から「失われた」人々を助
けようと努力するうえで，どのように彼ら
の模範に従えるでしょうか。さしつかえ
なければ，以前はあまり活発でなかっ
たが再び教会に戻った友人や家族の経
験について話してもらいます。

• 前もって，一人の若い女性に，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
んできてもらいます。 説教の中から印
象に残った話を一つか二つ選び，分か
ち合う準備をして来るよう依頼してくだ
さい。若い女性たちに，この話が彼女
たちのクラスにどのように当てはまるか
話し合うように勧めます。彼女たちの
知っている人の中で，教会に集っていな
い人がいるでしょうか。その人が救い
主に近づけるように助けるために，彼女
たちはクラスとして協力して何ができる
でしょうか。若い女性に，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
女たちが知っている人の中で，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，
彼女たちは何ができるでしょうか。

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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• ブレント・H・ニールソン長老の説教
「放蕩息子を待つ」から長老の姉の話
を分かち合うか，教会に活発に集って
いない友人や家族が戻れるように助け
た自分の経験を分かち合ってください。 
次の聖句を若い女性に読んでもらいま
す。 アルマ 31：34‐35；教 義と聖 約
18：10 －16 。これらの聖句から，天
の御父が子供たちに対してどのように
感じておられることが分かりますか。 
ワードで，活発に教会に集っていない
若い女性のリストを作り，その一人一人
がどれほど大きな価値を持った存在で
あるか，また，彼女たちが教会に戻れる

ように自分たちにできることをクラスで
話し合います。

• ビデオ―「人々が教会に戻ってこれ
るように助ける」を見せます。 ベドナー
長老が教えている原則の中から，教会
にあまり活発でない友人が教会に戻れ
るように効果的に助けるうえで役立つも
のを探してもらいます。あまり活発でな
い友人を教会に来るように誘うため，家
族歴史が良い手段であるのはなぜで
しょうか。ベドナー長老が話したこと
を果たすために，ほかにどのような活動
があるでしょうか。

若い女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。あまり教会に活発でない友達を助ける方法が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した方が助け
になるでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• 『成長するわたし』の中の「善い行
い」の徳質の体験 7 を完了する。

• 友人や家族が教会に戻れるように助
ける方法や，教会やミューチャルの活動

に誘う方法について，霊感を求めて祈
る。

• あまり活発でないクラスの若い女性
に働きかけるために，今日立てた計画を
やり遂げる。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

関連する青少年の活動
若い女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。

救い主の方法で教える

救い主は，信仰を行いに表
すように招くことによって，
御自分 がお教えになった
人々が霊的に成長し，改心
できるようにお助けになりま
した。あなたが教える若い
女性に対して，「彼女たちに
は福音に従って生活する能
力がある」とあなたが信じ
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

329

精選されたリソース

リチャード・C・エッジリー「まことの成長のための救
助の業」『リアホナ』2012 年 5月号 52－ 54より抜
粋

わたしがステーク会長会で奉仕していた30 年ほど前
のある日曜日，ある忠実なビショップから電話があり
ました。ビショップはワードが急速に発展したために
すべてのふさわしい会員にやりがいのある召しを提供
できなくなったことを説明し，ワードの分割を申請して
きました。分割の承認が下りるまでの間，わたしたち
はステーク会長会としてそのワードの会員を訪問し，
すべての立派でふさわしい兄弟姉妹をステーク宣教
師に召すことにしました。

わたしが訪ねた3人目ぐらいの姉妹は，地元の大学
に通う女子学生でした。 2，3 分雑談をしてから，宣
教師として奉仕する召しを伝えました。しばらくの沈
黙の後，彼女はこう言いました。「ステーク会長，わた
しが教会に行っていないことを御存じではないのです
か。」

今度はしばらくわたしが沈黙してしまい，その後「え
え，知りませんでした」と言いました。

彼女は「わたしは何年も教会に行っていないんです」
と答え，こう言ったのです。「しばらく教会に行ってい
ない人にとって，教会に戻るのはそんなに簡単ではな
いと思いませんか。」

わたしは答えました。「そんなことはないですよ。あな
たのワードの集会は午前 9 時に始まります。礼拝堂
に来れば，あなたも活発な会員ですよ。」

彼女は言いました。「いいえ，そんなに簡単なことで
はありません。教会に戻ろうと思う人はいろいろなこ
とを心配するのです。あいさつしてくれる人はいるの
か，それとも独りぽつんと座って，集会の間だれも見
向きもしないのではないかと心配します。それに，受

け入れられるのか，どんな人が友達になってくれるの
かも心配です。」

彼女は涙を流しながらこう続けたのです。「わたしが
教会に戻るよう父と母が長い間祈ってきたことは分
かっています。」またしばらく沈黙があり，こう言いまし
た「ここ3か月の間，教会に戻る勇気と強さと方法が
見出せるようにと祈って来ました。ステーク会長，こ
の召しは祈りの答えだとお考えですか。」

わたしは涙ながらに答えました。「主はあなたの祈り
にこたえてくださっていると思いますよ。」

彼女は召しを受けただけでなく，良い宣教師になりま
した。そして自分自身だけでなく両親にも，きっとそ
のほかの家族にも，大きな喜びをもたらしたとわたし
は確信しています。

彼女との面接や，似たような面接からわたしが学ん
だ，あるいは思い起こしたことが幾つかあります。

あまり教会に来ていない会員には，その人が教会に
戻って来るよう毎日ひざまずいて主に願い求めている
家族がいる場合が多いということを学びました。

あまり教会に来ていない会員にとって，教会に戻るの
はそれほど簡単なことでも心地よいことでもないとい
うことを学びました。彼らには助けが必要です。支え
が必要です。フェローシップが必要です。

あまり教会に来ていない会員の中には，教会に戻る道
を見いだそうと，進んで努力している人がいるというこ
とをわたしは学んだのです。

また，あまり教会に来ていない会員の多くは，お願い
すれば召しを引き受けてくれることを学びました。

あまり教会に来ていない会員は愛にあふれる神の息
子娘として同じように扱われ，神の息子娘と見なされ
るべきだということを学びました。
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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「シオンの大義を起こして確立するように」命じておられます（教義と聖約
6：6）。シオンとは，心と思いを一つにし，義のうちにともに住む主の民を指しま
す。わたしたちは，家庭やワードあるいは支部，また地域において一致と霊的な力
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

よく祈って，以下の聖文や資料を研究してください。若い女性がシオンの大義を推
し進める方法を学ぶのに役立つのはどんなことだと感じますか。

モーサヤ 18：21；教義と聖約 38：26 －
27（一致を求めるべきである）

1 ニーファイ13：37；教義と聖約 6：6
（シオンを起こすことを求める）

4 ニーファイ1：1－18（ニーファイ人と
レーマン人はシオンのような状態でとも
に暮らす）

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

ボニー・L・オスカーソン「姉妹のきず
な ―わたしたちは何と互いを必要とし
ていることでしょう」『リアホナ』2014
年 5 月号 119 －121

「シオン」『真理を守る』86 － 87

「シオンの娘」『賛美歌』195 番

経験を分かち合う

毎回クラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経験
について分かち合い，教え，証するよう若い女性に勧めます。それによって個人的
な改心が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助ける
ことができます。

あなたの生活や家族の中
で，シオンの原則に従って生
活するためにどのような努
力をしているでしょうか。 
ワードや家族の中で，一致
の御霊を感じたのはどのよ
うなときですか。

若い女性は姉妹として一致
していますか。シオンを確
立するために，若い女性は
どのようなことができます
か。若い女性はどのような
障害に直面しているでしょ
うか。
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教義を導入する

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。

• ホワイトボードに「シオン」と書き，
シオンについて考えるとき思い浮かぶ
言葉を書き出してもらいます。『真理を
守る』の 86 － 87 ページを読んで，さら
に書き加えてもらいます。シオンを築く
うえで，女性が果たす役割は何でしょう
か。

• 「シオンの娘」（『賛美歌』195 番）の
1 番を，一緒に歌います。賛美歌の中
でシオンについて教えている言葉や文
章を見つけてもらいます。シオンのよう
な家庭やワード，あるいは地域を築くた
めに，自分が果たす役割は何であると
信じているか，分かち合ってもらいます。

一緒に学ぶ

以下の活動は，若い女性がシオンとは何かを理解するのに役立ちます。御霊の導
きに従って，クラス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。

• クラスで教義と聖約 38：27とモー
セ 7：18 を読んでください。心を一つ
にし思いを一つにするとはどのような意
味でしょうか。一つとなることは，シオ
ンを築くためになぜそれほど大切なの
でしょうか。このアウトラインの中の総
大会説教の一つを選び，その説教を若
い女性の人数に応じてブロックに分け，
各自にその部分を読んでもらい，家族
や若い女性クラスがさらに一致するた
めに役に立つ原則を探してもらいます。
若い女性たちに，見つけた原則をホワイ
トボードに書くように勧めます。若い女
性たちが一致を育むのを妨げる障害と
なるものには，どのようなものがあるで
しょうか。そのような障害を克服するに
はどうしたらよいでしょうか。若い女性
たちに，家族がさらに一致するために，
これらの原則の中から一つを選んで自
分の状況に合わせて目標を作るように
励まします。クラスの仲間がさらに一致

することができるように，同様の目標を
皆で話し合って作ってください。

• クラス全員で，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
ンを出てシオンに来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。クラスを 3 グループ
に分け，説教の「一致」「聖さ」「貧しい
人の世話をする」のうち一つを各グルー
プに割り当てます。今の家庭と将来の
家庭でシオンを築くために，これらの原
則を応用してできることについて，グ
ループで話し合うように勧めます。話し
合ったことをクラス全員と分かち合って
もらいます。

• 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モーサヤ 18：21と
教義と聖約 97：21を読んで話し合って
もらい，もう一つのグループには教義と

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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聖約 38：27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，読んだ聖句から学んだことをクラス
で教えるために実物を用いたレッスンを
計画してもらいます（助けが必要な場
合は，『教師，その大いなる召し』163
－164 ページの「比較と実物を用いた
レッスン」を参照してもらいます）。互
いに自分の考えを分かち合ってもらいま
す。家庭やクラス，ワードあるいは支部
でシオンを築く助けをするうえで，これ

らの聖句から何を学ぶことができます
か。

• 若い女性に 4 ニーファイ1：1－18 を
読 んで，キリストの 来 臨 の 後，ニー
ファー人とレーマン人が築いたシオンの
ような社会を表す言葉や文章をホワイト
ボードに書き出してもらいます。個人，
あるいはクラスとしてこれらの原則に従
うため，またほかの人々にそうするよう
に励ますためにできる具体的なことを
ホワイトボードに書き出してもらいます。

若い女性に今日学んだことを分かち合ってもらいます。どのような思いや印象を抱
いたでしょうか。シオンとは何かを理解したでしょうか。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した方がよいでしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，彼女たちは以下のことを行うことができるでしょう。

• 友達の輪に入れていないと感じる人
に，話しかける。

• 家族や友達の一人との関係を強める
（「成長するわたし」の「神から受け継
いだ 特 質」の 徳 質の 必 修 体 験 3 参
照）。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。学ぶ備えをするために，彼女たちは何が
できるでしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを
見たり，聖句を研究したりすることができます。

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，教師であられました。 
主は御自分の生き方によっ
てお教えになりました。あ
なたの愛と一致の模範は，
シオンを目指して努力した
いという若い女性の望みに
どのように影響を与えるで
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

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 より抜粋

御父は，一致の喜びを与えることを強く望まれていま
すが，それは独りでは得られないのです。ほかの人
と一緒に求め，ふさわしさを示さなくてはなりません。
ですから，祝福を与えるという目的をもって，神がわた
したちに集まるようにと勧告されたのは，驚くことでは
ありません。神はわたしたちに，家族として集まるよう
望んでおられます。また，クラス，ワード，支部を設立
し，しばしば集まるように命じられました。神が意図
されたそのような集まりに，すばらしい機会が待って
いるのです。わたしたちは祈ることができます。そし
て喜びをもたらし，奉仕の力を強めてくれる一致に向
けて努力することができるのです。 . . . . . .

. . . . . .高慢は一致の大敵です。皆さんは，高慢の
恐ろしい影響を肌で感じたことがあるでしょう。ほん
の数日前，意見の食い違う二人の人を見ました。どち
らも善良な人です。最初は，穏やかな雰囲気で何が正
しいのかを話し合っていました。それが，二人のどち
らが正しいかという争いに変わりました。次第に声が
大きくなり，顔も赤らんできました。問題そのものにつ
いてではなく，互いの人格についての言い合いに変わ
り，自分には優れた能力や知識があることを示しなが
ら，なぜ自分の考えの方が正しいのか，証拠をぶつけ
合っていました。 . . . . . .

幸いなことに，平和を作り出すことにたけた仲裁者も
多く，彼らは大事に至る前に波風を鎮めてくれます。
皆さんも，争いの中にあるときや，争いを見かけたとき
に，平和を作り出す人になることができます。

平和を作り出す方法の一つは，同意できる点を何か
しら見つけることです。平和を作り出す人，または仲
裁者となるには，どんなに相違点が多くても，神の子
であるわたしたちが正しいと信じる意見の一つ一つに
は，どれにもきっと真実の一端があるのだと心から信
じる必要があります。一致を取り戻す偉大な仲裁者
は，共有できる真実に皆の目をむけさせられる人です。
共通の真実は常に相違点をしのぎ，より大切なものと
なります。神に助けを求め，そして行動するなら，自ら
共通の土台を見つけられるだけでなく，ほかの人もそ
うできるよう助けることができます。神は，平和を回
復したいと望む皆さんの祈りにこたえてくださいます。
そのようなわたしの祈りにも，神はこたえてくださいま
した。 . . . . . .

これは，一致についてのもう一つの原則につながりま
す。それは互いの良い点について話すということです。
家族や教会のだれかについての意見や，その人の最
近の状況を尋ねられたときのことを思い出してくださ
い。この 1 週間で，わたしにはそのようなことが何度
もありました。人を判断しなければならないときは確
かにあります。そのような判断を言葉にしなければな
らないときもあります。しかしたいていは，どのような
判断をするか自分で選ぶことができます。 . . . . . .

自分が不完全な光の中でほかの人を見ていることを
悟れば，わたしたちはもう少し寛大な言葉遣いをする
ようになるでしょう。皆さんはこの聖句に加えて，母親
からこのような言葉を聞いたことがあるかもしれませ
ん。わたしの母はよくこう言いました。「その人につい
て良いことを言えないのであったら，何も言わないでお
きなさい。」

12325_300_YW-Unit12_jp.indd   333 14/01/27   15:51
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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）こ
の業において，若い女性は重要な役割を果たします。わたしたちは，次のような方
法でキリストのもとに来るようにすべての人を招くことによって，この業に参加でき
ます。その方法とは，福音を分かち合うこと，キリストのような奉仕を行うこと，新
会員を強めること，教会にあまり活発に集っていない会員をレスキューすること，死
者のための救いの儀式を行うことです。

霊的に備える

若い女性に，主の業を速めるために参加したいという気持ちを与えてくれる聖句や
その他のリソースにはどのようなものがあるでしょうか。

イザヤ 11：9；1 ニーファイ13：37；14：
14（主の業に関する預言）

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（神が御自分の業につい
て語られる )

教義と聖約 138：56（神の忠実な子供
たちは，主のぶどう園で働くように前世
で備えられた）

キャロル・F・マッコンキー「義の業に
仕えるためにここに」『リアホナ』2015
年 11 月号，12‐14

リンダ・K・バートン「求む ― 御業を
速める手と心」『リアホナ』2014 年 5 月
号，122 －124

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

救いの業を速める，LDS.org

ビデオ―「霊的なパスポート」

経験を分かち合う

毎回クラスの最初に，前回のレッスンで学んだことを生活に取り入れたときの経験
について分かち合い，教え，証するように若い女性に勧めます。それによって個人
的な改心が促され，福音が日々の生活に関連していることを理解できるように助け
ることができます。

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。若い女
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。

若い女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，彼女たち
がすでに実行していること
は何ですか。
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教義を導入する

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
アを考えます。 

• 「速める」という言葉をホワイトボー
ドに書き，だれかに教義と聖約 88：73
を読んでもらいます。若い女性に，何か
を速めるとはどのような意味かについ
て話し合ってもらいます（必要であれ
ば，辞書で調べることもできます。）若
い女性に，なぜこの時代に主の業を速
める必要があると思うか尋ねます。

• 「主の業とは何ですか」とホワイト
ボードに書きます。若い女性に，前に来
てもらい，この質問に対する答えをホワ
イトボードに書いてもらいます。レッス
ンの中で新たに学んだことを，ホワイト
ボードに書き加えていくように励ましま
す。

一緒に学ぶ

以下の活動はそれぞれ，若い女性が，主の業を速めるときどのように参加できるか
を見いだすのに役立ちます。御霊の導きに従って，クラス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。

• あらかじめレッスンの数日前に，若い
女性に LDS.org の「救いの業を速め
る」のサイトを開いて，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，主の業にもっと熱心に参
加しようと感じたものを，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。

• 若い女性一人一人に（個人で，または
小さなグループで）キャロル・F・マッ
コンキー姉妹の説教「義の業に仕える
ためにここに」，あるいはキャロル・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」を読んでもらいます。 教会に最近
改宗した，または最近活発になったワー
ドの会員を招いて，その人の経験につい
て分かち合ってもらってもよいでしょう。
若い女性がその説教を読んでいれば，
クラスのために話を要約してもらい，主

の業に参加することについて学んだこと
を話し合ってもらいます。救いの業に
参加する方法について，これらの話はど
んなことを教えているでしょうか。わた
したちはどのような点で既に参加してい
るでしょうか。

• ホワイトボードに次のように書きます。
若い女性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。若い女性にこのア
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。

• リンダ・K・バートン姉妹の説教「求
む ― 御業を速める手と心」の中の，

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）



343

「求人」広告を一緒に読みます。その
中から幾つかを選び，それぞれについ
て人々に参加を呼び掛けるポスターを
作ってもらいます。ポスターの中には，
その業を果たすために必要な条件や，

それを果たすことによって得られる祝
福などを書き入れるように励まします。
書き上げたポスターを見せながら，主の
業に参加した経験について分かち合っ
てもらいます。

若い女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。主の業を速めるため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した方が助けになる
でしょうか。

学んだことに従って生活する

今日学んだことに従って生活するにはどうすればよいか考えるように，若い女性に
勧めます。例えば，以下のことを行うことができるでしょう。

• ミューチャル活動やその他の教会の
行事に友人を招待する。

• FamilySearch.org を使って，まだバ
プテスマや確認を受けていない先祖を

探す。その先祖のために，神殿に行っ
てバプテスマや確認を受ける。

• 友人や家族と福音の証を分かち合
う。

若い女性に来週の学習予定を伝えます。彼女たちはこのテーマについてどんな意
見や疑問を持っているでしょうか。学ぶ備えをするために，彼女たちは何ができる
でしょうか。例えば，来週のレッスンに関連した説教を読んだり，ビデオを見たり，
聖文を研究したりすることができます。

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。若い女
性の答えや深い考えに耳を
傾け，関心を示すことによ
り，あなたは彼女たちが救
い主の愛を感じられるよう
に助けることができます。
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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。

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。

付録
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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。
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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。

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。
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ロールプレー

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。
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