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このグループは，わたしが学校に入るために役に立つのでしょ
うか。

学業を修めることは簡単ではありませんが，この自立グループは，より良い仕事に
必要な教育を受ける最良の手段を学ぶためにあなたを援助します。グループミー
ティングでは，特定のアクションを実行する決意をします。グループは，あなたに
アイデアを提供し，励ましてくれます。グループの目標は，あなたが教育を受ける
備えをし，教育において成功を収められるように助けるだけではありません。この
グループは，あなたがさらに従順と主に対する信仰をもって行動し，主が約束さ
れた物質的かつ霊的な自立という祝福を受ける助けともなります。

自立グループとは何ですか。
自立グループは通常の教会のクラス，レッスン，ワークショップとは異なります。
教師，指導者，訓練者はいません。グループのメンバーはともに学び，互いを助
け励まし合います。各自が自分の決意に対する責任を負い，互いに相談し合って
問題を解決します。

グループのメンバーは何をするのですか。
グループメンバーは，ミーティングの中で行動する決意をします。わたしたちは，
自立するための事柄を学ぶだけでなく実行するのです。決意し，その決意を守る
ために互いに助け合い，進歩したことを報告します。グループは評議会のように
機能するため，ミーティングには定期的に出席し，時間通りに来ることが重要で
す。ミーティングには，常にこのワークブック『わたしの礎：原則，スキル，習慣』，
および『自立への道』を持ってきてください。グループミーティングの時間は，そ
れぞれ約 2 時間です。決意の実行には，1日1－2 時間が必要となります。

進行役は何をするのでしょうか。
進行役は教育または教える専門家ではありません。彼らはグループを導いたり，
指導したりしません。進行役の役割は，グループミーティングが資料に書かれて
いる通りに進行するように助けることだけです。通常，自立支援スペシャリストが
グループミーティングの進行役となりますが，何週かミーティングを行った後，必
要に応じてグループのメンバーが進行役に割り当てられることもあります。詳細に
ついては，『指導者用ガイド』および srs.lds.orgにある動画を参照してください。

修了証書
ミーティングに出席し決意を守るグループメンバーには，LDSビジネスカレッジか
ら自立の修了証書が授与されます。要件については，『わたしの礎』の 29 ペー
ジを参照してください。

はじめに

「わたしたちが真に互
いから助言を求める
ことにより，主の方法
で問題の解決法を求
めるなら，家族，ワー
ド，ステークの中に解
決できない問題など
ありません。」
M・ラッセル・バラード，
C o u nse l i ng  w i t h 
Our Council,　改訂版

（2012 年），4
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どのような仕事が自立する 

ための助けとなるでしょうか。
より良い仕事に就くための教育
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進行役の方へ
ミーティング当日：

•	 グループメンバーの連絡先を持っている場合は，携帯メールや電話で連絡
します。ミーティングに参加する予定かどうかを確認します。出席簿への記
入のため，10 分早く到着するように勧めます。

•	 ミーティング資料を準備します。
◦	グループメンバーそれぞれのために，このワークブックと，『わたしの
礎：原則，スキル，習慣』を持参します。

◦	可能であれば動画を見せる準備をします。
◦	ワークブックや動画がない場合は，srs.	lds.	orgからオンラインで入手
できます。

◦	自立支援サービスの推奨リスト（（1）推奨職業リスト，および（2）
推奨学校とプログラムリスト）のコピーを持参します。これらのリスト
は，所属ステークの自立リソースセンター，自立支援スペシャリスト，
または，srs.	lds.	org/	pefからオンラインで入手できます。

ミーティング30分前：
•	 全員が近くに座れるようにテーブルの周りに椅子を配置します。

◦	進行役はミーティング中立っていたり，テーブルの上座に座ったりし
ません。進行役は，自分が注目の対象になるのではなく，グループ
の一人一人が互いに注目し合えるようにします。

ミーティング10分前：
•	 グループメンバーが到着したら暖かく迎えます。生徒の名前を教えてもらい
ます。

•	 紙を回して，グループメンバーに氏名，ワードまたは支部，および誕生日（月
と日だけで年は不要）を書いてもらいます。

•	 グループがスケジュール通りに進むように，タイムキーパーを割り当てます。
タイムキーパーには，テキストの指示のとおりにタイマーをセットしてもらい
ます。
◦	例えば，「時間：タイマーを 60 分にセットしてから，『学習する』セクショ
ンを始めてください。」といった指示が書かれています。タイムキー
パーは，電話，時計などのタイマーをセットし，時間が切れたときに
グループに伝えます。時間が切れた時点で，グループメンバーは次
のセクションを開始するか，今の話し合いをもう数分続けるかを決め
ます。

ミーティング終了後：
•	 グループミーティング終了後，srs.	lds.	org/	reportにアクセスし，指示に従っ
てすべてのグループメンバーを登録します。

1：どのような仕事が自立するための助けとなるでしょうか。1：どのような仕事が自立するための助けとなるでしょうか。
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ミーティング開始時：
•	「自立グループにようこそ」と言います。
•	 携帯電話，およびその他の機器の電源を切ってもらいます。
•	 次のように言います。

◦	「この自立グループは，『より良い仕事に就くための教育』と呼ばれ
るものです。みなさんは全員，より高度な教育を受けるためにここに
集っておられると思います。」

◦	「永代教育基金ローンが必要なければ，それで結構ですが，必要と
される方は，第 4 回目のミーティング後に申請を開始する準備が整
います。」

◦	「ミーティングは合計 12 回です。各ミーティングの時間は約 2 時間で
す。また，教育または訓練を受けるための助けとなる決意を実行す
るために，各自毎日1時間から2 時間を費やすことになります。こ
れらの時間を取る決意をしていただけますか。」

•	 開会のお祈りをします（賛美歌を歌うことも可）。
•	 次のように言います。

◦	「ミーティングを持つときは，常に『わたしの礎：原則，
スキル，習慣』から一つのトピックを使ってミーティン
グを始めます。この冊子は，霊的および物質的な自
立につながる原則，スキル，習慣を学び，それに従っ
て生活する助けとなります。

•	 タイマーを20 分にセットしてから，『わたしの礎』を始めます。
•	『わたしの礎』の 2ページにある大管長会からの手紙，「は
じめに」を読みます。次にその冊子の「原則 1」を完了します。
それから，このワークブックに戻ります。

わたしの礎
いしずえ

：	
原則，スキル，習慣

自　立

1：どのような仕事が自立するための助けとなるでしょうか。



4

このグループでは何をするのでしょうか。
 時間： タイマーを 60 分にセットしてから，「学習する」セクションを始めます。

 読む： 自立グループの目的を理解するため，ワークブックの表紙の裏を開いて
「はじめに」を読みます。
わたしたちは，教育を受け，より良い仕事を得るようお互いを助け合う
ためにここに集っています。また，自立して，人々により良く奉仕でき
るようになるという，より大きな目標も持っています。

 視聴する： 「自立のための教育」（動画を視聴することができない場合は，18 ペー
ジを読んでください。）

 話し合う： この動画から，何を学び，感じましたか。

 読む： 順番に次の声明を読んでいきましょう。
1.	わたしたちは自立することを望んでいます。
2.	しかし，良い仕事を得るためのスキル，または良いビジネスを築くた
めのスキルがまだありません。

3.	よって，スキルを向上させるための教育や訓練が必要です。
4.	これらのスキルはより良い仕事や収入につながります。
5.	そして，より多くの収入と，より強い信仰により，さらに自立できる
ようになります。

 話し合う： これらの声明は，ここに集っている理由を的確にまとめたものでしょうか。

 読む： わたしたちのグループでは，毎週次の質問に答えていきます。

第1週 第2 週 第 3週 第 4週 第 5 週 第 6 週

どのような仕
事が自立する
ための助けと
なるでしょう
か。

その仕事に就
くには，どのよ
うな教育が必
要でしょうか。

教育費用はど
のように払え
ばよいでしょう
か。

永代教育基金
ローンを申請
するべきでしょ
うか。

学校で成功
するにはどう
すればよいで
しょうか。

学校外で成功
するにはどう
すればよいで
しょうか。

	 話し合う：	 必要となる教育を決める前に，今週をやりたい仕事を選ぶことから始める
のはなぜだと思いますか。

1：どのような仕事が自立するための助けとなるでしょうか。

学習する



5

 読む： 教育の目標は，良い仕事を得ることにあります。最初の 6 週間，わた
したちは教育について学びます。7－12 週目では，良い仕事をみつけ
る方法，そしてそれに成功する方法を学びます。

第 7週 第 8週 第 9週 第 10週 第 11週 第 12週
自分に合った就
業の機会はどの
ように見つけれ
ばよいですか。

説得力を持って
自らをアピール
するには，どう
すればよいです
か。

「非公開」の求
人市場にはどの
ようにアクセス
すればよいです
か。

仕事に対する明
白な適任者とし
て際立つ存在
になるには，ど
うすればよいで
すか。

早く仕事を見つ
けるにはどうす
ればよいです
か。

職場で腕を上
げ，成功し続け
るには，どうす
ればよいです
か。

　　　　読む：	 ともに学習することにより，わたしたちはこれらの質問の答えを見つけ，成
功を収めることができます。

わたしは何を提供できるでしょうか。
	 読む：	 		どのようにチームワークを発揮できるかを見ていきましょう。

 視聴する： 「行っておこなう」学習法（動画を視聴することができない場合は，20ペー
ジを読んでください。）

 話し合う： わたしたちは「行っておこなう」ことができるようにお互いを助け合います。
この動画の重要な点は何でしたか。この学習法は，学校や教会の通常の
クラスとどのように異なりますか。

 やってみる： クラスを3人ずつの小さなグループに分けます。お互いに向き合うよう
に椅子を動かし，次の活動を行います。
1.	簡単に自己紹介（自分の名前と家族について）をします。達成した
事柄について話します。例えば，「職場で表彰されたことがあります」，
「伝道に出ました」，「3人の子供を育てました」などです。
2.	ここで，あとの 2人が，それを達成するためにはどのような能力が
必要であったかについて簡単に述べます。「伝道に出ました」と言っ
た場合，もう2人は「それならば，あなたには勇気がありますね。
努力家で，指導者，そして教師です。他人と接するのが上手です」
などと言うことができます。

3.	これを各メンバーごとに繰り返します。
4.	グループ全体に戻ります。グループメンバーが達成したこと，および
そのメンバーの能力のいくつかを発表します。

 読む： わたしたちが持つスキルや能力のすべては，主の倉の一部です。右側
にある聖句を読んでください。

 話し合う： わたしたちのグループは，お互いを助け合うため，どのように協力する
ことができますか。

 やってみる： 最初のグループ活動に取り組みましょう。5 分間でグループ名を決めま
す。
下にグループ名を書きます。
�

「すべての者が自分の
タラントをさらに増
すため，またすべての
者がほかのタラント
をまことに百倍も得
て，……主の倉に納
めるためである。す
べての者はその隣人
の益を図るように努
め，また神の栄光に
ひたすら目を向けて
すべてのことをなす
ようにしなければな
らない。」
教義と聖約 82：18－
19

1：どのような仕事が自立するための助けとなるでしょうか。
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将来どんな仕事を選べばよいでしょうか。
 読む： これからの1 週間，わたしたちが自立するためにはどのような仕事がで

きるかを決めます。そのあと，再度集まって報告します。
次の質問と今週のアクションが，話し合いと決意の導きとなります。

 読む： 今週の質問—どのような仕事が自立するための助けとなるでしょうか。
今週のアクション—自分の将来の仕事の選択肢を模索し，周りの人か
ら仕事について学び，ワークプランを準備します。

	 やってみる： 自立するために必要な毎月の収入額を書く（自立への道にある自立評
価参考）。
自立するためには，毎月  金額  の収入が必要です。

 読む：	 では，その金額の収入を得るためには，将来どのような仕事をしたい
ですか。

 視聴する： 「永代教育基金の推奨リスト」（動画を視聴することができない場合は，
21ページを読んでください。）

 やってみる：	 進行役はグループの各メンバーに推奨職業リストのプリントを配ります。
1．グループの他のメンバーと向き合うように椅子を動かします。進行
役から配られた推奨職業リストを一緒に見ます。

2．次の質問に答えます。
•	 あなたの注意を引いた仕事はどれですか。あなたの強みや経験と
一致しそうな仕事がありますか。

•	 どの仕事の収入が一番良いですか。
•	 より多くの教育を必要とする仕事ははどれですか。
•	 このリストはあなたにとってどのように役立ちますか。

	 読む：	 どの仕事が自分の収入ニーズを満たすか，また需要の高い仕事が何か分
かったら，わたしたちはその選択肢についてさらに学び，選択する必要が
あります。「ワークプラン」は，将来の仕事またはビジネスを決めるために
役立ちます。

『自立への道』は，
これらを判断する
ために役立ちます。

1：どのような仕事が自立するための助けとなるでしょうか。
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 読む：	 これからの1 週間，わたしたちはワークプランを作成します（24 ページ
参照）。この練習は，その方法を段階的に学ぶために役立ちます。

	 やってみる： グループの他のメンバーと向き合うように椅子を動かし，一緒に練習し
ます。
ステップ 1。2 つの例を読みます。次に，練習として，「あなたの例」と
いう空白の欄に，検討している職種を1つ書きます。次の行には，そ
の職種について質問することができる人の名前を書きます。

わたしのワークプラン：どの仕事が自立するための助けとなるでしょうか。

例1 例 2 あなたの例

検討する職業を 3 つ
書き出します。 自動車整備工 医療技師

この職業について知っているのは誰ですか。

それぞれの職業につ
いて話をすることが
できる人を 3－5人
書き出します。

ミゲル，整備工の友人
ロベルト，自動車販売員
カルロス，叔父

ナオミ，病院勤務
ドリン，看護師

スージー，コンピュー
ター専門家

1：どのような仕事が自立するための助けとなるでしょうか。
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ステップ 2。次の質問と例を読みます。「あなたの例」の空白の欄に記
入します。この練習では，推測して書き込む必要があるかもしれません。

これらの人々にどのような質問ができますか。

例1（自動車整備工） 例 2（医療技師） あなたの例

この仕事を始めた時
に期待できる収入は
いくらですか。仕事
を始めてから1年後
に期待できる収入は
いくらですか。

開始時の給料：3500
一年後の給料：4500

開始時の給料：4200
一年後の給料：5000

それぞれの職種には
どのような資格が必
要ですか。

整備工学校，8か月
1年の経験

知り合いがいる，人脈がある

医療技師学校，2 年半
1年半の経験

数学，科学のクラス
を修了する

地元に学校がありま
すか。 はい はい

この職種の需要は成
長していますか。 成長は遅く，需要はまあまあ 成長は早く，需要が高い

仕事を始めるための
費用はいくらですか。 工具に6000 資格試験に4000

1：どのような仕事が自立するための助けとなるでしょうか。
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ステップ 3。例を読んでから，3 番目の欄に答えをまとめます。これは
練習のみであることを忘れないでください。今週はより正確な情報を収
集します。活動を終えたら，もとのグループに戻ってください。

自分の強みとスキルに一致しており，収入をもたらす最良の職業は何ですか。

例1（自動車整備工） 例 2（医療技師） あなたの例

これらの選択肢につい
て何を学びましたか。ど
の学校が自分に最も適
していますか。

学校に費やす時間が短い，コ
ストが低い，必要を辛うじて
満たすことができる収入，需
要が低い。

資格を得るためにより長い時
間がかかる，コストが高い，よ
り良い収入，需要が高い。

 読む： 今週情報を収集した後，決断する必要があります。助けを得るために
祈り，祝福師の祝福文を読むことができます。留意する事柄：（1）自
立するために必要な収入を判断することから始めます。（2）次に，そ
の収入を得るために将来就きたい仕事を選びます。（3）その後，その
仕事の資格を得るための教育または訓練について決定します。

1：どのような仕事が自立するための助けとなるでしょうか。
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ワークプランは，どのように発表すればよいですか。
	 読む：	 来週，わたしたちは自分のワークプランをグループに発表します。次の例

を見てから，練習してください。

 視聴する： 「3 分で見るわたしのワークプラン」（動画を視聴することができない場
合は，22 ページを読んでください。）

	 やってみる： 椅子から立って，今日まだ一緒に練習をしていないパートナーを探してくだ
さい。このワークプラン例（7－ 9ページ）を自分のワークプランである
かのように発表します。動画の例を真似てください。情報がいくつか欠け
ている場合は，想像力を働かせてください。
1.	自分が選んだ仕事，またその仕事について尋ねた人について1分間話
します。

2.	あなたが尋ねた質問への答えについて1分間話します。
3.	これらの仕事の選択例から何を選ぶかを発表し，その理由を1分間話
します。

4.	その後 2分間，他の人から意見をもらいます。次の質問をします：自
分のワークプランをより良くするには何ができるか。もっと効果的に発
表するには何ができたか。

5.	役割を交替して，他の人に発表してもらいます。

 話し合う：	 グループ全体で，この1週間どのように情報を収集するか，および来週ど
のようにワークプランを発表するかについて話し合います。質問して，アイ
デアを分かち合います。

	 読む：	 これからの1週間，情報を収集して次のページのワークプランに記入しま
す。できるだけ多くの人と話してください。たくさん質問してください！追加
の記入スペースが必要な場合は，24ページにある追加のワークプランを
使うことができます。

1：どのような仕事が自立するための助けとなるでしょうか。
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わたしのワークプラン：どの仕事が自立するための助けとなるでしょうか。

検討する職業を3つ
書き出します。

この職業について知っているのは誰ですか。

それぞれの職業につ
いて話をすることが
できる人を 3－ 5人
書き出します。

これらの人々にどのような質問ができますか。

この仕事を始めた時
に期待できる収入は
いくらですか。仕事
を始めてから1年後
に期待できる収入は
いくらですか。

それぞれの職業に対
する資格を得にはど
うすればよいですか。

地元に学校がありま
すか。

この職種の需要は成
長していますか。

仕事を始めるための
費用はいくらですか。

その他の質問はあり
ますか。

自分の強みとスキルに一致しており，収入をもたらす最良の職業は何ですか。

これらの選択肢につ
いて何を学びました
か。どの学校が自分
に最も適しています
か。

1：どのような仕事が自立するための助けとなるでしょうか。
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どうすれば家計を賢く管理できますか。
 読む： 自立するということには，出費を収入以下に抑え，貯金することも含ま

れます。貯金は，不測の出費を対応したり，収入が予想より低かった
時に自分自身と家族を養うために役立ちます。このグループの一員とし
て，たとえ硬貨数枚でも毎週貯金することを決意します。

 話し合う： 銀行での貯金が好ましい地域もありますが，インフレ率が高い国，ま
たは銀行が不安定であるときなど，それが好ましくない地域もあります。
あなたの地域の状況は，銀行に貯金するために好ましい状況ですか。
利息が一番良い銀行はどの銀行ですか。

 読む： 自立のもう一つの側面は，個人的な負債を無くすことです。個人的なロー
ンを使用するのは，わたしたちが払える以上のお金を費やすときです。
預言者は，個人負債を避けるように勧告されました。わたしたちがより
自立するにつれて，個人負債を削減し，なくしていきます（自営業のた
めの負債は，賢明である場合もあります）。
急な病気は，しばしば大きな金銭的負担となります。これらの負担に
備えるために，保険や国によるヘルスケアが役に立つます。保険，お
よび政府の保健制度への登録は，自立の道への重要な一歩となり得ま
す。

 話し合う： 保険タイプのいくつか（健康保険や生命保険など）は，他のタイプの保
険と比較して，利用がより簡単で役に立ちます。保険会社には，良い
会社も不誠実な会社もあります。あなたの地域で最も良い保険オプショ
ンは何ですか。

1：どのような仕事が自立するための助けとなるでしょうか。
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主がわたしたちに自立するよう望まれるのはなぜでしょうか。
 話し合う： 主がわたしたちに自立するよう望まれるのはなぜでしょうか。

 読む： 右側にある引用文を読んでください。

 話し合う： 仕事を得ようとするわたしたちの努力は，クリストファーソン長老が話さ
れた「聖なる目的」をどのように果たすことができますか。

 読む： 主は，わたしたちが自立することを助ける力を持っておられます。「さて
見よ，わたしは神である。奇跡の神である」と主は言われました。（2
ニーファイ27：23）わたしたちが自立するという聖なる目的を達成する
ために，努力をささげ，聖別するときに，主は霊感を通じてわたしたち
を導いてくださいます。主の促しに耳を傾け，それに従うことによって
わたしたちが信仰を示すとき，主は奇跡を起こし，わたしたち自身が成
し得る努力以上の結果を引き出してくださいます。

「奉献とは，聖なる目
的にささげるために，
何かを神聖なものとし
て聖別することです。」
D・トッド・クリスト
ファーソン，「奉献され
た生活についての熟
考」，『リアホナ』2010
年11月号，16

1：どのような仕事が自立するための助けとなるでしょうか。
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永代教育基金ローンを受けるために，どのような備えができるでしょ
うか。

あなたとあなたの家族に資金がなく，その他の地域的な資金を得ることができない場合，教
育費用の支払いを援助するための永代教育基金ローンの受給資格を得ることができる可能性
があります。ワークプランも，永代教育基金ローンに対する準備を行う援助となります。永代
教育基金ローンが必要だと思う場合，ワークプランを作成しながらこれらの質問に答えて，こ
の情報を永代教育基金申請のために取っておきましょう。

わたしのワークプラン：どの仕事が自立するための助けとなるでしょうか。

現在の仕事

1週間の勤務時間（すべて
の仕事の合計）：

職種：

月収：

将来の仕事	
（自立支援サービスの推奨職業リスト上にあるものである必要があります。リストに載ってい

ない職種を選んだ場合，原則として，リストに載るように求める必要があります。）

将来の職種：

推定月収
（プログラム修了後）：

1：どのような仕事が自立するための助けとなるでしょうか。
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「まことに，わたしは言
う。人は熱心に善い
ことに携わり，多くの
ことをその自由意志に
よって行い，義にかな
う多くのことを成し遂
げなければならない。」
教義と聖約 58：27

1：どのような仕事が自立するための助けとなるでしょうか。

深く考える

自分を向上させるには何ができるでしょうか。
	 時間：	 「深く考える」セクションでは，タイマーを10分にセットします。

	やってみる：	 右の聖文を読む，または別の聖文を考えてください。学んでいることを静
かに熟考します。心に感じることを以下に記入します。
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	

	 話し合う：	 自分のアイデアを話したい人はいますか。
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毎日進歩するにはどうすればよいでしょうか。
 時間： タイマーを10 分にセットしてから，「決意する」セクションを始めます。

 読む： 各週ごとに「アクションパートナー」を選びます。アクションパートナー
とは，決意を守る援助をしてくれるグループメンバーです。アクションパー
トナーはその1週間お互いに連絡を取り合い，進歩を報告します。通常，
アクションパートナーは同性の人で，家族の一員ではありません。

 やってみる： アクションパートナーを選びます。お互いにいつ，どのように連絡を取
り合うかを決めます。

アクションパートナーの名前 連絡先情報

アクションパートナーに向けて各決意を読み上げます。決意を守るこ
とを約束してください！下に署名してください。

わたしの決意

わたしは少なくとも 5人の人と話して，ワークプランのための情報を集めます。
   目標：   5人   8人   10人

わたしは発表するためにワークプランを準備します。

わたしは今日の『わたしの礎』の原則を実践し，それを家族に教えます。

わたしはたとえ硬貨数枚であっても，貯金を増やします。

わたしはアクションパートナーに報告します。

わたしの署名 アクションパートナーの署名

1：どのような仕事が自立するための助けとなるでしょうか。

決意する
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進歩はどのように報告すればよいですか。
 視聴する： 「アクションと決意」（動画を視聴することができない場合は，23 ペー

ジを読んでください。）

 読む： 自分の決意を報告するとき，その決意を守る可能性が高くなります。右側
にある引用文を読んでください。

 やってみる： 次のミーティングの前に，この決意チャートを使って自分の進歩を記録
します。下の欄には，「はい」，「いいえ」，または自分が決意を守った
回数を記入します。

ワークプラ
ンについて
最低 5 人の
人と話した
（ 人 数 を記
入）

発表するた
めにワーク
プランを準
備した（はい
／いいえ）

『 わたし の
礎』の原則
を 実 践 し，
それを家族
に教えた（は
い／いいえ）

貯金を増や
した（はい／
いいえ）

アクション
パートナー
に報告した
（はい／いい
え）

 読む： また，『自立への道』の裏表紙に個人の出費を記録することも忘れない
でください。
次のグループミーティングでは，進行役がホワイトボードに決意チャート
（上に記載されているようなチャート）を書きます。ミーティングの開始
10 分前には到着して，そのチャートに自分の進歩を記入します。
次のミーティングで『わたしの礎』トピックを進行する人を選びます。
選ばれた人には，ワークブックの表紙裏を読んで進行役の役割につい
て学んでもらいます。この人物は，今日の進行役と同じ方法でクラスを
進めるようにするべきです。
•	 聖霊を招く。グループのメンバーに聖霊の助けを求めるように勧めま
す。

•	 教材を信頼する。教材に追加するようなことはせず，教材が教える
とおりに実践します。

•	 時間を管理する。
•	 活気を与える。楽しんでください！

閉会のお祈りを誰かにお願いします。

進行役の方へ：
グループメンバー全
員をsrs.lds.org/
reportで登録するの
を忘れないでください。
また，次のミーティン
グのためにグループの
連絡先情報のコピーを
作るようにしてくださ
い。

ご意見をお待ちして
います
アイデア，フィード
バック，ご提案，およ
びご経験等について
は，srsfeedback@
ldschurch.orgまで
お送りください。

「評価することにより，
業績は向上します。し
かし，評価し，さらに
報告するならば，業績
は飛躍的に改善されま
す。」
トーマス・S・モンソン，
大会報告，1970 年
10月，107

1：どのような仕事が自立するための助けとなるでしょうか。
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自立のための教育
役割を選んで次の会話を演じます。

進行役：皆さん，ようこそ！皆さんのお名
前と，簡単な自己紹介をお願いします。
クワメ：わたしは，クワメです。伝道から
帰ってきたばかりで，奥さんになる人を探し
ているところです。臨時雇いの仕事をして
います。
コンスエロ：わたしは，コンスエロと申しま
す。結婚していて小さな息子が 2人います。
夫の果物の売店を手伝っています。
メカラ：わたしは，メカラです。わたしはシ
ングルマザーで，6 歳の娘がいます。ホテ
ルの清掃の仕事をフルタイムでやっていま
す。
ロベルト：わたしは，ロベルトです。結婚
していて 5人の子供がいます。ビショップ
として奉仕していますが，良い仕事を見つ
けるのに苦労しています。
進行役：ありがとうございます。では，皆
さんがここに来られた理由は何ですか。
クワメ：学校に行きたいのです。伝道して
いたときの同僚は，皆家に帰ったら大学に
行きました。わたしも大学に行きたいです。
ロベルト：永代教育基金からローンを受け
たいと思っているのですが……それがこの
集まりの目的ではないのですか。
コンスエロ：預言者はできるだけ多くの教
育を受けるように言われました。ですから，
そうする必要があると夫に言ったのです。
メカラ：わたしはもっと自立できるように，
良い仕事が必要なだけです。でもスキルは
あまりないんです。

進行役：そうですか，どうやら皆さんそれ
ぞれの理由でここに来られたようですね。
皆でがんばっていきましょう。メカラさん，
あなたがおっしゃったことはとても大切で
す。もう少し話してくださいますか。
メカラ：わたしはとても長い時間働いてい
るので，娘と過ごす時間があまりありませ
ん。それに何かしら訓練を受けなくては，
これ以上良い仕事を見つけることができな
いと分かりました。だからスキルを身につけ
るために教育が必要なんです。わたしのビ
ショップが，ここに来れば良いとおっしゃっ
てました。
進行役：メカラさん，そのとおりです！それ
こそが，わたしたちがここに集っている理
由です。この集まりは，教育についてだけ
のものではありません。意外ですか。この
グループは，訓練や教育を受ける計画を立
てる助けとなりますが，目的はスキルを身
につけ，よりよい仕事を見つけて，収入を
増やすことにあります。おそらく最も大切な
のは，この12 週間，わたしたちが本当の
意味で自立するために役立つ原則，スキル，
および習慣を学ぶということです。ですか
ら，ただ学校に行くというよりも，ずっと多
くの目的があります。
ロベルト：永代教育基金ローンはどうなん
でしょう。
進行役：本当にローンが必要だと分かった
ら，もちろん利用できます。その方法につ

リソース

次のページに続く

1：どのような仕事が自立するための助けとなるでしょうか。
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いても全て学びます。でも，もしローンを借
りずに必要な訓練を受けることができたら
どうでしょうか。借金をせずに済みますよ。
コンスエロ：大学に行く助けにはなります
か。
進行役：良い仕事を得るためにあなたが必
要とするスキルを身に付けるには大学に行く
ことが適切であるならば，はい，助けになり
ます。しかし，わたしたちの経済社会では，
大学を卒業しても仕事に結びつかないこと
もあるのです。
ロベルト：確かにそうですね。タクシーの
運転手をしている医者を知っていますから。
クワメ：わたしはただ何かを始めたいと
思っているんです。伝道前は路上販売しか
していません。仕事のスキルが全くないん
です。
コンスエロ：それでは，ここで学ぶのは仕
事についてですか。それとも教育について
ですか。
進行役：両方です。わたしたちは自立した
いと望んでいるので，これから自立するた
めの重要な原則を学んでいきます。まず最
初に，どのような仕事が自立につながる収
入をもたらすかを判断することから始めま
す。
その後で，その仕事の資格を得るために役
立つ教育や訓練を判断します。次に，その
教育費を支払う方法について，そして学校
で成功を収める方法について学びます。皆
が目標を達成できるよう，お互い助け合って
いきます。
ロベルト：なるほど。今までは学校に入る
ことだけを考えていましたが，なぜ学校に
行くべきなのかはあまり考えていませんでし

た。
クワメ：自分の方向性を見つけることがで
きそうですね。長老定員会会長がここに来
るよう言った理由が分かりました。
メカラ：でも本当にうまくいきますか。わた
しはかなり切羽詰っているんです。前にも
教育を受けるための方法をいくつか試した
ことがあります。
進行役：ともに努力して，お互い助け合って
いくしかありません。でも，わたしはうまく
いくと信じています。主はわたしたちが自立
し，成功することを望んでおられると，わた
しは心から信じています。主は，わたした
ちが学び，成長することを望んでおられま
す。そしてわたしたちを助ける力を主はお
持ちです。贖いは，物質的な事柄，そして
霊的な事柄の両方に実在します。自立グ
ループは，わたしたちのような人を大勢助け
てきました。どう思われますか。できると
思いますか。やってみるべきですか。ある
人のお話しをしましょう。
エメルダ：トップクラスの学生になれたの
は，わたしの力ではなくて，教会のおかげな
んです。末日聖徒イエス・キリスト教会の
会員となることがわたしを霊的に成長させ
てくれることは知っていましたが，学業面で
の道を開いてくれるとは想像もしていません
でした。
福音を学ぶことは，まさにわたしを目覚めさ
てくれました。自分の運命の責任を持つの
は自分しかいないと分からせてくれたので
す。現在の状況や，自分の気持ちがどうで
あろうと，天の御父がわたしたちにすばらし
い計画を用意してくださっていることに全く
疑いはありません。
4 ページに戻る

1：どのような仕事が自立するための助けとなるでしょうか。
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「行っておこなう」学習法
次の段落を順番に読みます。

通常の授業では，次のようなパターンに従
うことがよくあります。（1）たいていの場
合，自分ではほとんど何も準備することな
く，教室に入り，着席します。（2）教師が
話します。（3）わたしたちはそれを聞いて
学ぼうとします。（4）時々質問に答えます。
その後（5）帰宅します。
わたしたち自立グループでは，違うパター
ンに従うことになります。

1 週間の間，わたしたちは絶えず実行しま
す。前回のグループミーティングで決意し
たことを実行します。質問をしたり，アイ
デアを試してみたりして，実際に学びます。

そして，グループミーティングの前にはワー
クブックと自分の決意を見直し，準備を整
えた状態で時間通りにミーティングに出席
します。

毎回のグループミーティングの最初の部分
では，『わたしの礎』の原則，または習慣
に焦点を当てます。また，家族や他の人々
にそれを教える決意もします。

次に，自分の決意について報告し，お互
いから学び，向上する方法を見つけます。

その次は学習です。ここでは，1 週間の間
「行っておこなう」ために必要なアイデアや
ツールを検討します。グループとして話し
合い，ビデオを見て，学び，練習します。

学習の部分が終わったら，一旦話すのを
やめて深く考えます。これは啓示や答えを
得る時間となり得ます。

最後に，お互いに決意し合います。この1
週間，わたしたちの生活を向上させるため
に「行っておこなう」事柄を見直します。

これでまた実行に戻ります。この学習パター
ンで一番重要な箇所はミーティングとミー
ティングの間に行うことです。助けを得る
ため，わたしたちはその週の「アクションパー
トナー」を選び，毎日そのパートナーと連
絡をとって，その日に実行し，学んだこと
を簡潔に報告します。携帯メールやその他
の連絡手段を用いることができます。また，
家族はわたしたちの最も大きな助けとなり
ます。
5 ページに戻る

わたしの礎

報告
学習

深く考える

決意

責任を持って毎日 

実行

1：どのような仕事が自立するための助けとなるでしょうか。
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永代教育基金の推奨リスト
役割を選んで次の会話を演じてみます。

進行役：さて，皆さん。この永代教育基
金の推奨リストには，わたしたちの地域で
最も良い職業，教育プログラム，および学
校がいくつか記載されています。永代教育
基金ローンを希望する場合は，このリスト
から選択しなければなりません。
コンスエロ：なぜですか。
進行役：良い質問です。このリストには，
わたしたちの地域で最も良い職業が記載
されています。これらは「推奨職業」であ
り，需要の高い職業です。これらの職業
の求人は他よりも多く，より多くの人が雇
用されています。
ロベルト：これは大変参考になりそうです。
誰がこのリストを作ったのですか。
進行役：わたしたちの地域の自立支援サー
ビスマネージャーと数人のボランティアの
方々が地域の労働市場や求人傾向を調査
して，多くの雇用主と実際に話をしました。
また，推奨職業のために必要なスキルを得
る助けとなる地元の学校やプログラムも見
つました。
メカラ：プログラムの期間や費用も記載さ
れているようですね。
クワメ：すごいですね。同じプログラムに
2 年必要な学校もあれば，10 か月しか必
要としない学校もあるのが興味深いです。

コンスエロ：それに，費用もかなり違います。
なぜなんでしょう。
進行役：費用と価値については何週間か先
にもっと詳しく学習します。しかし皆さん
が気付いたことは重要なことです。すべて
の学校が同じ価値を提供しているわけで
はないからです。
メカラ：それは大切ですね。わたしは，良
い仕事を得る助けとなる学校に行きたいで
すが，費用の安い短いコースというのも重
要です。
進行役：その通りです。推奨学校やプログ
ラムは，妥当な期間と費用で，推奨職業
のためのスキルを提供してくれます。これ
らの学校やプログラムでは就職率も高いは
ずです。これはわたしたちにとって大変価
値のあるツールです。
ロベルト：永代教育基金ローンが必要ない
場合でも，このリストは役に立ちますか。
クワメ：もちろん役に立ちますよ。ともかく，
わたしはこのリストから始めるつもりです。
進行役：良い考えですね。このリストの職
業，プログラム，学校を選ばないにして
も，どの職業の需要が高いか，これらの
職業にはどのようなプログラムや学校が適
切か，という質問に対する答は見つけられ
るはずです。どう思われますか。
6ページに戻る

1：どのような仕事が自立するための助けとなるでしょうか。
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3分で見るわたしのワークプラン
役割を選んで次の会話を演じてみます。

メカラ：これが自分の 3 分で見るわたしの
ワークプランです。最初の部分はわたしが
選んだ職業のリストです。これらの職業に
ついてまだ確信は持てませんが，多くのこ
とを学んで，希望も湧いてきました。秘書，
教師，それからホテルマネージメントです。
次の部分は……
ロベルト：ワークプランの次の部分は，わ
たしが話をした人です。通訳の職業につい
ては，翻訳会社の方々，それから国際的
な仕事を多くこなしておられるわたしのス
テーク会長とお話ししました。教育アドミ
ニストレーターについては，わたしのため
に時間を割いてくださる私立学校のお 2人
しか見つけられませんでした。パン屋の自
営業については，エレンおばさんを含む 4
人のパン屋のオーナーと話しました。わた
しはビジネスの経歴がありますので，実現
する可能性は多少なりともあると思います。
わたしに質問やフィードバックはありせん
か。
メカラ：教会の召しでよりよく奉仕すること
ができる職業はどれですか。あなたにとっ
ては大切なことですよね。
コンスエロ：パン屋を始めるにはどのくら
いの器材が必要ですか。
ロベルト：どちらもいい質問です。……時
間には余裕ができると思いますが，費用に

ついては……
クワメ：とても楽しい活動でしたよね！もう
一度宣教師になったみたいでした。溶接
工場のマネージャーの方が，どうやって訓
練を受けたか，費用はどれくらいだったか
を話してくれました。それから，見習いに
なるのがわたしにとって良い方法だとも教
えてくださいました。もう一つの工場では
その場で見習いにしてくれるとも言われま
したが，無給なので，どうするか分かりま
せん。警察学校もとても良かったです。1
年間学校に通って，その後もう1年他の警
察官に付いて回ることになります。なので，
費用はもっとかかりますが，給料はこれま
での最高額の 4 倍になります。選択しなけ
ればなりません…….
コンスエロ：ついに，わたしも選択しなく
てはなりませんでした。最後の2つまで絞っ
たのですが，これには家族全員で取り組
んでいて，とても順調です。わたしは，ソ
フトウェアスペシャリストか医療技術師を目
指すつもりです。給料はどちらもほぼ同じ
ですが，おそらくソフトウェアスペシャリス
トの方がわたしの家族にとっては良いと思
います。夫の手伝いもできますし，学校の
期間もこのほうが 3 か月短いし .…….
クワメ：はい，そこまで，時間切れです！
皆はかどっていますね！
10 ページに戻る

1：どのような仕事が自立するための助けとなるでしょうか。
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アクションと決意
役割を選んで次の会話を演じてみます。

グループメンバー1：わたしたちは決意を
すること，またそれを守ることを信じてい
ます。わたしたちの自立グループでは，行
うことすべてが，決意と報告を中心に成り
立っています。
グループメンバー2：グループミーティング
の最後に，その週に実行する事柄を見直
し，決意を示すために署名をします。また，
「アクションパートナー」を選びます。アク
ションパートナーもワークブックに署名し
て，サポートを誓います。次のミーティング
までの間，実行した事柄を報告し，必要
なときに助けをもらうために，毎日アクショ
ンパートナーに連絡します。
グループメンバー3：ミーティングまでの間，
わたしたちは自分の進歩をワークブックに
記録して，ワークシートやその他フォーム
のような提供されたツールを使います。さ
らに助けが必要な場合は，家族，友達，
進行役に助けを求めることができます。
グループメンバー 4：次のミーティングの始
めに，自分たちの決意について報告します。
これは一人一人にとって，気楽に参加でき，
力を得られる経験となるようにするべきで
す。グループの各メンバーが報告するとき
は，決意し，進歩を報告することが彼らに
どのように役だったかについて考えてみてく

ださい。
グループメンバー1：自分の決意について
初めて報告したときは，奇妙な気持ちがし
ました。わたしがやったことなど，グルー
プメンバーが気にするはずはないと思って
いました。でも，メンバーが実際に気にか
けてくれていたことが分かったのです。そ
れが助けになりました。
グループメンバー2：グループのみんなを
がっかりさせたくないと思っている自分に
気付きました。だから，決意を守るために
懸命に努力しました。他の方法では，進
歩できたかどうか怪しいです。毎週報告す
ることは，自分の優先順位を守るうえでと
ても役立ちました。
グループメンバー3：わたし自身の自立へ
の道を考えたとき，それがとてつもなく大
きなことに思え，怖くなりました。けれど，
グループミーティングはそれを小さなステッ
プに分けることができるように助けてくれ
ました。わたしは，それぞれのステップを
グループに報告しました。それによって真
の成長を遂げることができたのです。成功
できたのは，新しい習慣を身につけた結果
であると思います。
17ページに戻る

1：どのような仕事が自立するための助けとなるでしょうか。
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わたしのワークプラン：どの仕事が自立するための助けとなるでしょうか。

検討する職業を 3 つ
書き出します。

この職業について知っているのは誰ですか。

それぞれの職業につ
いて話をすることがで
きる人を 3－5 人書
き出します。

これらの人々にどのような質問ができますか。

この仕事を始めたとき
に期待できる収入はい
くらですか。仕事を始
めてから1 年後に期
待できる収入はいくら
ですか。

それぞれの職業に対
する資格を得る方法
は何ですか。

地元に学校があります
か。

このタイプの職業の
需要は増えています
か。

仕事を始めるための
費用はどれくらいです
か。

その他の質問はあり
ますか。

自分の強みとスキルに一致しており，収入をもたらす最良の職業は何ですか。

これらの選択肢につい
て何を学びましたか。
どの学校が自分に最
も適していますか。

1：どのような仕事が自立するための助けとなるでしょうか。



2
その仕事に就くには，どのよ
うな教育が必要でしょうか。
より良い仕事に就くための教育
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進行役の方へ
ミーティング当日：

•	 グループのメンバー全員に，携帯メールや電話で連絡します。決意について
報告するため，10 分早く到着するように勧めます。

•	 ミーティング資料を準備します。ワークブックや動画がない場合は，srs.	lds.	
orgから入手できます。

•	 グループの各メンバーに自立支援サービスの推奨リストを先週配らなかった
場合，今日渡せるように準備します。これらのリストは，所属ステークの自
立リソースセンター，自立支援スペシャリスト，または srs.	lds.	org/	pefから
オンラインで入手してください。

ミーティング 30 分前：
•	 全員が近くに座れるようにテーブルの周りに椅子を配置します。
•	 グループ内の人の名前が書かれた決意チャートをホワイトボードに書く（下
の例を参照）。

グループ 
メンバー名

仕事につい
て最低 5 人
の人と話した
（人数を 

記入）

発表するた
めにワーク
プランを準

備した 
（はい／ 
いいえ）

『わたしの
礎』の原則
を実践し，
それを家族
に教えた 
（はい／ 
いいえ）

貯金を増や
した（はい
／いいえ）

アクション
パートナー
に報告した
（はい／ 
いいえ）

グロリア 8 はい はい はい はい

ミーティング 10 分前：
•	 メンバーが到着したら暖かく迎えます。
•	 グループメンバーが到着したら，ホワイトボードの決意チャートに書き込ん
でもらいます。

•	 タイムキーパーを割り当てます。

ミーティング開始時：
グループメンバーの連絡先情報（先週のミーティングから）のプリントを配ります。
•	 携帯電話，およびその他の機器の電源を切ってもらいます。
•	 開会のお祈りをします（賛美歌を歌うことも可）。
•	 遅れてきた人には，電話の電源を切り，ホワイトボードの決意チャートに記入
するように静かに伝えて，グループにはそのまま話し合いを続けてもらいます。

•	 タイマーを20 分にセットしてから，『わたしの礎』を始めます。
•	『わたしの礎』の原則 2を完了します。終わったら，ワークブックに戻って
次のページを読み進めます。

 NEW!

 NEW!

NEW!

2：その仕事に就くには，どのような教育が必要でしょうか。
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「評価することによ
り，業績は向上しま
す。しかし，評価し，
さらに報告するなら
ば，業績は飛躍的に
改善されます。」
トーマス・S・モンソン，
大会報告，1970 年
10 月，107

2：その仕事に就くには，どのような教育が必要でしょうか。

報告する

わたしは決意を守ったでしょうか。
 時間： このページのためだけに（「報告」セクション全体ではありません），タ

イマーを10 分にセットします。

 話し合う： 右側にある引用文を読んでください。この文は，わたしたちのグループに
どのように当てはまりますか。

 やってみる： わたしたちの決意について報告しましょう。決意をすべて守った人は
立ってください。（すべてを守った人には拍手を送りましょう。）

 読む： では，皆さん，立ってください。わたしたちは皆，すべての決意を守る
努力をすべきです。これは，自立した人たちの重要な習慣の1つです。
立ったままで，わたしたちのテーマを一緒に繰り返しましょう。これら
の声明は，わたしたちのグループの目標を思い出させてくれます。

「万物はわたしのものであるから，わたしが意図している
のは，聖徒たちに必要なものを与えることである。」

教義と聖約104：15

わたしたちは，主への信仰を持って，自立するためにと
もに努力しています。

 読む： 席につきましょう。
では，教育とよりよい仕事のための計画について，ともに相談し合い，互い
に助け合いましょう。これが今日の集会で最も重要な話し合いです。

 話し合う： 今週，自分の決意を守るときに何を学びましたか。グループからの助けは
必要ですか。
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2：その仕事に就くには，どのような教育が必要でしょうか。

ワークプランを準備することによって何を学びましたか。
 時間：	 このページのためだけに，タイマーを40 分にセットします。

	 読む：	 このビデオを見て，発表方法を思い出しましょう。

	 視聴する：	 「3分で見るわたしのワークプラン」（動画を視聴することができなければ，
22 ページを読んでください。）

	 やってみる：	 見終わったら，グループメンバーはそ
れぞれ 3 分以内でワークプランをグ
ループに発表します。
自分の発表を終えたら，フィードバッ
クを求めます。あなたが受けたフィー
ドバックは書き留めておきます。メモ
を書くには，下の余白を使ってくだ
さい。
制限時間内で全員が報告する機会
を持てるように，フィードバックは短
くまとめるようにしてください。

	 話し合う：	 報告の中で得た，あなたが決断する上
で助けになるアイデアは何でしたか。
あなたの考えを書いてください。
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
�

わたしのワークプラン：どの仕事が自立するための助けとなるでしょうか。

検討する職業を
3 つ書き出しま
す。

この職業について知っているのは誰ですか。

それぞれの職業
について話をす
ることができる
人を 3－ 5人書
き出します。

これらの人々にどのような質問ができますか。

この仕事を始め
たときに期待で
きる収入はいく
らですか。仕事
を始めてから
1 年後に期待で
きる収入はいく
らですか。
それぞれの職業
に対する資格を
得る方法は何で
すか。

地元に学校があ
りますか。

このタイプの職
業の需要は増え
ていますか。
仕事を始めるた
めの費用はどれ
くらいですか。

その他の質問は
ありますか。

自分の強みとスキルに一致しており，収入をもたらす最良の職業は何ですか。

これらの選択肢
について何を学
びましたか。ど
の学校が自分に
最も適していま
すか。
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2：その仕事に就くには，どのような教育が必要でしょうか。

学習する

わたしの教育の選択肢には何がありますか。
 時間： タイマーを30 分にセットしてから，「学習する」セクションを始めます。

 読む： 将来の仕事についての考えがまとまったところで，今週は，その仕事に適
したスキルを身に着けるために必要な教育または訓練の種類について
話し合います。

第 1 週 第 2 週 第 3 週 第 4 週 第 5 週 第 6 週
どのような仕事
が自立するため
の 助 けとなるで
しょうか。

そ の 仕 事 に 就
くには，どのよ
うな 教 育 が 必
要でしょうか。

教 育 費 用 はど
の ように 払 え
ばよいでしょう
か。

永 代 教 育 基 金
ロ ーン を 申 請
するべきでしょ
うか。

学 校 で成 功 す
るにはどうすれ
ばよいでしょう
か。

学 校 外で成 功
するにはどうす
ればよいでしょ
うか。

	 やってみる：	 進行役はグループの各メンバーに自立支援サービスの推奨リストのプリン
トを配ります（先週渡したリストを持っていない場合）。
ホワイトボードに書いてもらう人を 2人選びます。次に，2分間で，地
域の学校や職業訓練プログラムの名前を出来るだけ多く，かつ素早く
挙げてもらいましょう。以下を実行することを検討しましょう。
•	 公立および私立の学校または大学
•	 職業訓練または技術訓練
•	 見習い研修または社内研修
•	 推奨学校とプログラムリストからの推奨プログラムと学校

	 読む：	 どのオプションが将来の仕事のための資格を得ることができるオプション
でしょうか。全ての学校やプログラムが同等ではないとを知っておくこ
とが重要です。これらには，期間，費用，また難易度における違いが
あります。卒業生の就職援助に長けたものもあれば，効率的ではなかっ
たり，費用が高すぎるものもあります。

	 視聴する：	 学校または訓練プログラムの選択（動画を視聴することができなければ，
38 ページを読んでください。）

	 話し合う：	 適切な訓練プログラムを見つけるために必要なステップは何ですか。

	 読む：	 永代教育基金ローンを利用する場合は，推奨学校とプログラムリストか
ら学校またはプログラムを選択する必要があります。これらの学校は，
推奨される仕事を得るためのスキルを提供します。また，卒業生の就
職も援助します。地元の自立支援マネージャーに連絡して，例外，ま
たはリストへの追加を要請することができます。

	 読む：	 今週，わたしたちはこの質問をして，この活動をします。
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2：その仕事に就くには，どのような教育が必要でしょうか。

 読む： 今週の質問－どの教育または訓練がわたしの仕事に必要な資格を提供
してくれますか。
今週の活動－教育における選択肢を調査し，他の人たちと話すことに
よってプログラムについて学び，教育プランの準備をする。

教育プランはどのように作成すればよいですか。
 やってみる：	 これからの1 週間，わたしたちは「教育プラン」を作成します（33 ペー

ジ参照）。この練習は，その方法を段階的に学ぶために役立ちます。
ステップ 1。次の例を読みます。次に，練習として，「あなたの例」の下
に，検討している職種を1つ書きます。そのオプションについて話すこ
とができる人を全て書き出します。

わたしの教育プラン：教育の選択には何がありますか。

例 1 例 2 あなたの例

検討している訓練プ
ログラムまたは学校
を書き出します

工業大学 ソフトウェア資格認定
センター

プログラムまたは学校について知っているのは誰ですか。

それぞれのプログラ
ムや学校についてあ
なたが話を聞くこと
ができる人を書き出
します

アド姉妹がそこで
働いている

学校のアドバイザー，教師
友人のソフィアが

そこに通っていた生徒

コンピューター
販売店の男性

モルドナ兄弟が資格認定
を受けている資格認定
センターの誰か
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2：その仕事に就くには，どのような教育が必要でしょうか。

ステップ 2。下記の質問と例を読んでください。「あなたの例」の空白
の欄に記入します。この練習では，推測して書き込む必要があるかも
しれません。

何を聞けばよいでしょう。

例 1 例 2 あなたの例

卒業生は何人ですか。
良い仕事に就いた人
は何人ですか。

80パーセントが卒業し，
資格を得ている

ほとんどの卒業生がよい
仕事を得ている

多くの人が一年でマネー
ジャーになっている

60－65パーセントが
資格認定を受けている
合格者のほぼ全員がよ
い仕事を得ている。

そのプログラムや学
校への入学許可を受
けるためには何が必
要ですか。

溶接科では毎年100人を
受け入れる。基礎的な数
学のテストに合格する必要
がある。2 人からの推薦

状が必要

数学テストに合格する
諸経費を払う
ラップトップへの
アクセスがある

認定取得／卒業まで
どれくらいかかりま
すか

認定取得には18 か月
6 か月の見習い期間推奨
（学校が手配，無料）

9 か月の期間および
認定試験

一年間ごとの費用は
いくらですか。プロ
グラム全体での費用
は？認定取得のため
の費用は？

授業料と諸経費で年間
10,000

プログラム全体で
15,000

認定取得と道具に別途
8,000

9 か月ごとに15,000
（プログラム全体で

15,000）
認定証明に別途 5,000

奨 学金はあります
か。政府奨学金は？
ローンは？

優秀な生徒には，最後の
6か月間のための奨学金
あり。政府奨学金なし。ロー

ンは利息が高い
いいえ

授業のスケジュール
は？通学手段は？

3 セッション
（午前，午後，夜間）
バス路線付近。
通学時間 45 分

午前と夜間
バス乗継1回，
片道一時間
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2：その仕事に就くには，どのような教育が必要でしょうか。

ステップ 3。それでは，例を読んでから，右の欄に「あなたの例」に答
えをまとめます。これは練習のみであることを忘れないでください。今
週はより正確な情報を収集します。

自分の強みとスキルに一致しており，収入をもたらす最良の職業は何ですか。

例 1 例 2 あなたの例

これらの選択肢につ
いて何を学びました
か。どの学校が自分
に最も適しています
か。

期間が長い。費用が少し
高い。就職率が良い，
奨学金，時間の融通が
きく。雇用主との良い
つながりがある。

期間が短い。総合的に
費用が低い。落第する
リスクが高い。就職率が

非常に良い。
通学が難しい。

 読む： これからの1 週間情報を集めたら，決断する必要があります。助けを
得るために祈り，祝福師の祝福文を読むことができます。わたしたちが
ふさわしく，また誠実であれば，聖霊がわたしたちを導いてくださいま
す。主はわたしたちを祝福したいと思っておられます。主の助けを求め
ましょう。

教育プランはどのように発表すればよいですか。
 読む：	 次の週に向けて準備するために，教育プラン発表の練習をしましょう。

	 やってみる：	 立って，新しい練習パートナーと組んでください。教育プラン例のひとつ
を，自分のプランであるかのように発表してください（30－31ページを
参照）。すべての情報がなくても，想像力を働かせてください。それを
3 分間で行ってください。その後 2分間，他の人から意見をもらいます。
役割を交替して，他の人に発表を練習してもらいます。

	 話し合う：	 グループ全体に戻ります。この1週間どのように情報を収集するか，およ
び来週どのように教育プランを発表するかについて話し合います。質問
して，アイデアを分かち合います。

	 読む：	 1週間の間に情報を集めて，それをこの教育プランの中に記入してくださ
い。できるだけ多くの人から話を聞いてください。多くの質問をします。
自分のメモにもっと多くの質問を追加します。別の教育プランフォーム
が必要であれば，39 ページにコピーがあります。
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2：その仕事に就くには，どのような教育が必要でしょうか。

わたしの教育プラン：教育の選択肢には何がありますか。

検討している訓練プ
ログラムまたは学校
を書き出します。

プログラムまたは学校について知っているのは誰ですか。
それぞれのプログラ
ムや学校についてあ
なたが話を聞くこと
ができる人を書き出
します。

何を聞けばよいでしょうか。

卒業生は何人ですか。
良い仕事に就いた人
は何人ですか

そのプログラムや学
校への入学許可を受
けるためには何が必
要ですか

認定取得／卒業まで
どれくらいかかりま
すか

1年間ごとの費用は
いくらですか。プロ
グラム全体での費用
は？認定取得のため
の費用は？

奨学金はあります
か。政府奨学金は？
ローンは？

授業のスケジュール
は？通学手段は？

どの学校を選びますか。
これらの選択肢につ
いて何を学びました
か。どの学校が自分
に最も適しています
か。
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2：その仕事に就くには，どのような教育が必要でしょうか。

永代教育基金ローンを受けるために，どのような備えができる
でしょうか。

教育や訓練の支払い費用に充てるためにローンが必要である場合，教育プランは永代教育基金ローン
の準備にも役立ちます。永代教育基金ローンが必要だと思う場合，教育プランを作成しながらこれら
の質問に答えて，この情報を永代教育基金申請のために取っておきましょう。

わたしの教育プラン：その仕事に就くには， 
どのような教育または訓練が必要でしょうか。

選択した学校（自立支援サービスの推奨学校とプログ
ラムリストから）：
専攻またはプログラム（自立支援サービスの推奨学校
とプログラムリストから）：
推奨される仕事（自立支援サービスの推奨職業リスト
から）：

このローン申請では，いつ学校が始まりますか。

卒業予定の年と月：

注意：学校またはプログラムが自立支援サービスの推奨学校とプログラ
ムリストに記載されていないがローンを申請したいという場合は，自立
支援サービスマネージャーに連絡してください。
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「わたしはあなたを教
え，あなたの行くべ
き道を示し，わたし
の目をあなたにとめ
て，さとすであろう。」
詩篇 32：8

2：その仕事に就くには，どのような教育が必要でしょうか。

深く考える

向上するためには，何をするべきでしょうか。
 時間： 「深く考える」セクションでは，タイマーを10 分にセットします。

 やってみる：	 右の聖文を読む，または別の聖文を考えてください。学んでいることを
静かに熟考します。心に感じることを以下に記入します。
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	

 話し合う： 自分のアイデアを話したい人はいますか。
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2：その仕事に就くには，どのような教育が必要でしょうか。

決意する

毎日進歩するにはどうすればよいでしょうか。
 時間： タイマーを10 分にセットしてから，「決意する」セクションを始めます。

 やってみる： アクションパートナーを選びます。お互いにいつ，どのように連絡を取
り合うかを決めます。

アクションパートナーの名前 連絡先情報

アクションパートナーに向けて各決意を読み上げます。決意を守るこ
とを約束してください！下に署名してください。

わたしの決意

少なくとも 5 人の人と話して，教育プランのための情報を集めます。
   目標：   5人   8人   10人

発表するために教育プランを準備します。

わたしは今日の『わたしの礎』の原則を実践し，それを家族に教えます。

たとえ硬貨数枚であっても，貯金を増やします。

アクションパートナーに報告します。

わたしの署名 アクションパートナーの署名



37

フィードバックをお待
ちしています
アイデア，フィード
バック，ご提案，お
よびご経験等につい
ては，srsfeed-
back@ldschurch.
orgまでお送りくだ
さい。

2：その仕事に就くには，どのような教育が必要でしょうか。

進歩はどのように報告すればよいですか。
 やってみる： 次のミーティングの前に，この決意チャートを使って自分の進歩を記録し

ます。下の欄には，「はい」，「いいえ」，または自分が決意を守った回
数を記入します。

教育の選択
について最
低 5人の人
と話した
（人数を
記入）

発表するた
めに教育プ
ランを準備
した（はい
／いいえ）

『わたしの
礎』の原則
を実践し，
それを家族
に教えた（は
い／いいえ）

貯金を増や
した（はい
／いいえ）

アクション
パートナー
に報告し
た（はい／
いいえ）

 読む： また，『自立への道』の裏表紙に個人の出費を記録することも忘れないで
ください。
次のグループミーティングでは，進行役がホワイトボードに決意チャート
（上に記載されているようなチャート）を書きます。ミーティングの開始
10 分前には到着して，そのチャートに自分の進歩を記入します。
次のミーティングで『わたしの礎』トピックを進行する人を選びます。
その人には，この資料だけに従い，余分な資料を持ち込まないことに
留意してもらいます。（『わたしの礎』トピックの進行方法が分かりませ
んか。17ページと表紙内側を読んでください。）
閉会のお祈りを誰かにお願いします。
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リソース
学校または訓練プログラムの選択
役割を選んで次の会話を演じます。

クワメ：目指すべき良い仕事について自分
のアイデアが固まってきたと思っています。
コンスエロ：自立するゴールを達成する助
けになる仕事ですか。
クワメ：なると思います。でも，その仕事
に必要なスキルがまだありません。
メカラ：そうなんです。わたしも同じ状況
です。
ロベルト：わたしたち皆が何らかの教育や
訓練を受けなければなりませんね。
コンスエロ：でも，学校がありすぎてどこ
に通えばよいのか分かりません。かかる費
用もまちまちです。学校が良いか悪いかも，
どうすれば分かるのでしょう。
クワメ：わたしのワードの友人がニューエイ
ジ学校に行っていますよ。専門学校なんで
すけどね。そこに行っておけばよいのかも。
メカラ：州立大学がこのあたりで一番良い
というポスターを良く見かけます。でも，わ
たしには州立大学は無理だわ。
ロベルト：見習いをしたり実務研修を受け
ると良い仕事が見つかりやすいと聞きまし
たよ。
コンスエロ：では，どうすれば分かるのか
しら。
クワメ：学校の人から話を聞くことはできま
せんか。卒業生はどうですか。
メカラ：無理かもしれません。すごく緊張し
てしまうので . . .. . .

ロベルト：でも，多分そうすることが必要
だと思います。生徒が卒業しているか，卒
業生はよい仕事を得ているかを学校の人に
聞く必要があるでしょう。それに，費用や
奨学金などの資金面のことについても聞け
ますよね。とにかく，学校の人と話をしな
ければならないと思います。それから，そ
の学校に通ったことのある人たちとも。
コンスエロ：メカラ，わたしが一緒に行くわ。
一緒にやりましょう。
メカラ：そうしてもらえるととても助かるわ！
クワメ：これはわたしたちのお金と将来に
とって大きな決断です。このことについて
祈るべきではないでしょうか。それから，
導きを得るために祝福してもらうのはどうで
しょう。わたしは伝道していたときに，主
が導いてくださることを学びました。
メカラ：わたしもそれを信じています。自
立することに信仰が占める割合は大きいと
思います。信仰と希望とわたしたちの努力。
わたしは，天のお父様がこのことについて
わたしたちを祝福したいとお考えだと感じ
始めています。
ロベルト：学校とプログラムの推奨リストも
お忘れなく。推奨される仕事に必要な資格
を得るために役立つプログラムやスキルに
ついて良いアイデアが載っていますよ。永
代教育基金ローンが必要か必要ないかに
関わらず，ここが出発点になるのではない
でしょうか。
29 ページに戻る

2：その仕事に就くには，どのような教育が必要でしょうか。
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わたしの教育プラン：教育の選択肢には何がありますか。

検討している訓練プ
ログラムまたは学校
を書き出します。

プログラムまたは学校について知っているのは誰ですか。

それぞれのプログラ
ムや学校についてあ
なたが話を聞くこと
ができる人を書き出
します。

何を聞けばよいでしょうか。

卒業生は何人です
か。良い仕事に就い
た人は何人ですか

そのプログラムや学
校への入学許可を受
けるためには何が必
要ですか

認定取得／卒業まで
どれくらいかかりま
すか

1年間ごとの費用は
いくらですか。プロ
グラム全体での費用
は？認定取得のため
の費用は？

奨学金はあります
か。政府奨学金は？
ローンは？

授業のスケジュール
は？通学手段は？

どの学校を選びますか。

これらの選択肢につ
いて何を学びました
か。どの学校が自分
に最も適しています
か

2：その仕事に就くには，どのような教育が必要でしょうか。
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メモ
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	

2：その仕事に就くには，どのような教育が必要でしょうか。



3
教育費用はどのように�
払えばよいでしょうか。

より良い仕事に就くための教育
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進行役の方へ
ミーティング当日：

•	 グループのメンバー全員に，携帯メールや電話で連絡します。決意につい
て報告するため，10 分早く到着するように勧めます。

•	 ミーティング資料を準備します。

ミーティング 30 分前：
•	 全員が近くに座れるようにテーブルの周りに椅子を配置します。
•	 この決意チャートをホワイトボードに書きます。

グループ
メンバー
の名前

教育の選択
について最
低 5 人の人
と話した（人
数を記入）

発表するた
めに教育プ
ランを準備
した（はい
／いいえ）

『わたしの
礎』の原則
を実践し，
それを家族
に教えた 
（はい／ 
いいえ）

貯金を増や
した（はい
／いいえ）

貯金を増
やした 

（はい／ 
いいえ）

グロリア 7 はい はい はい はい

ミーティング 10 分前：
•	 メンバーが到着したら暖かく迎えます。
•	 グループメンバーが到着したら，ホワイトボードの決意チャートに書き込ん
でもらいます。

•	 タイムキーパーを割り当てます。

ミーティング開始時：
•	 携帯電話，およびその他の機器の電源を切ってもらいます。
•	 開会のお祈りをします（賛美歌を歌うことも可）。
•	 遅れてきた人には，電話の電源を切り，ホワイトボードの決意チャートに記
入するように静かに伝えて，グループにはそのまま話し合いを続けてもらい
ます。

•	 タイマーを20 分にセットしてから，『わたしの礎』を始めます。
•	『わたしの礎』の原則 3を完了します。終わったら，ワークブックに戻って
次のページを読み進めます。

3：教育費用はどのように払えばよいでしょうか。
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3：教育費用はどのように払えばよいでしょうか。

報告する

わたしは決意を守ったでしょうか。
	 時間：	 このページのためだけに（「報告」セクション全体ではありません），タイマー

を10 分にセットします。

	 やってみる：	 わたしたちの決意について報告しましょう。決意をすべて守った人は立っ
てください。（拍手する。）

	 読む：	 では，皆さん，立ってください。わたしたちは皆，すべての決意を守る努
力をすべきです。これは，自立した人たちの重要な習慣の1つです。
わたしたちのテーマを一緒に繰り返しましょう。

「万物はわたしのものであるから，わたしが意図している
のは，聖徒たちに必要なものを与えることである。」

教義と聖約104：15

わたしたちは，主への信仰を持って，自立するためにと
もに努力しています。

	 読む：	 席につきましょう。

	 話し合う：	 今週，自分の決意を守るときに何を学びましたか。グループからの助けは必
要ですか。
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3：教育費用はどのように払えばよいでしょうか。

教育プランを準備することによって何を学びましたか。
	 時間：	 このページのためだけに，タイマーを40 分にセットします。

	 やってみる：	 見終わったら，グループメンバーはそれ
ぞれ 3分以内で教育プランをグループ
に発表します。
自分の発表を終えたら，フィードバッ
クを求めます。あなたが受けたフィー
ドバックは書き留めておきます。メモ
を書くには，下の余白を使ってくださ
い。
制限時間内で全員が報告する機会を
持てるように，フィードバックは短くま
とめるようにしてください。

	 話し合う：	 報告の中で得た，あなたが決断する上で
助けになるアイデアは何でしたか。あ
なたの考えを書いてください。
� �
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わたしの教育プラン：教育の選択肢には何がありますか。

検討している訓練プ
ログラムまたは学校
を書き出します。

プログラムまたは学校について知っているのは誰ですか。

それぞれのプログラ
ムや学校についてあ
なたが話を聞くこと
ができる人を書き出
します。

何を聞けばよいでしょうか。

卒業生は何人ですか。
良い仕事に就いた人
は何人ですか。

そのプログラムや学
校への入学許可を受
けるためには何が必
要ですか。

認定取得／卒業まで
どれくらいかかりま
すか。

1年間ごとの費用は
いくらですか。プログ
ラム全体での費用は？
認定取得のための費
用は？

奨学金はあります
か。政府奨学金は？
ローンは？

授業のスケジュール
は？通学手段は？

どの学校を選びますか。

これらの選択肢につ
いて何を学びました
か。どの学校が自分
に最も適しています
か。
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「富を求める前に神の
王国を求めなさい。
キリストに望みを抱
いてから富を求める
ならば，富は得られ
るであろう。しかし，
富を求める目的は，
裸でいる者に着せ，
餓えている者に食物
を与え，束縛されて
いる者を自由にし，
病人や苦しんでいる
者を救うなど，善を
行うことである。」
モルモン書ヤコブ 2：
18－19

3：教育費用はどのように払えばよいでしょうか。

学習する

教育費はどのように支払えばよいでしょうか。
	 時間：	 タイマーを30 分にセットしてから，「学習する」セクションを始めます。

	 読む：	 どの教育または訓練が将来の仕事の資格を得るために役立つかについて
の理解が深まったところで，教育費がいくらかかるか，またそれをどの
ように支払うかについて考えていくことができるようになりました。個人
の貯金，家族の援助，奨学金，ローンなど，多くのオプションとリソー
スが考えられます。

第 1 週 第 2 週 第 3 週 第 4 週 第 5 週 第 6 週
どのような仕事
が自立するた
めの助けとなる
でしょうか。

その仕事に就
くには，どのよ
うな教育が必
要でしょうか。

教育費用はど
のように払え
ばよいでしょう
か。

永代教育基金
ローンを申請
するべきでしょ
うか。

学校で成功す
るにはどうすれ
ばよいでしょう
か。

学校外で成功
するにはどうす
ればよいでしょ
うか。

 視聴する：	 「学費の支払い」（動画が視聴できない場合は，54 ページを読んでくださ
い。）

	 読む：	 今週，わたしたちはこの質問に対する答えを見つけ，このアクションを実
行します。

	 読む：	 今週の質問—教育費用はどのように支払えばいいでしょうか。
今週のアクション—検討している教育プログラムに支払う必要がある金
額を調べ，それを支払う方法を学び，資金計画を作成します。

	 読む：	 これから，教育費を払うためにお金について詳しく考えていくことになりま
す。最初は抵抗を感じるかもしれませんが，これは資金を賢く計画し，
必要な教育を受けるための助けとなります。

	 話し合う：	 右側にある聖句を読んでください。グループでこの聖句の原則について話
し合います。これらの原則を理解すると，お金についてどう感じるよう
になりますか。
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3：教育費用はどのように払えばよいでしょうか。

どのように費用を予測できるでしょうか。
	 やってみる： 次の例を声に出して読み，話し合いながら計算を進めていきます。

マニュエルは冷凍冷蔵設備技術者になろうと計画しています。この仕事は，彼の地
域で需要の高い仕事で，推奨職業リストに記載されています。マニュエルと妻のエ
リザベスは，推奨される学校とプログラムリストから学校とプログラムを選び出しま
したが，その費用を支払う方法が分かりません。2人は，家計を整えるために協力
し合っています。支出と収入を記録し，『自立への道』にある収入と支出を毎月更
新しています。2人が分かったことは次のとおりです。

月収

仕事からの収入 1450

家族からの援助 100

その他の収入（月ごと） 100

「A」1か月の総収入 1650

1 か月の支出

什分の一と献金 170

家賃 550

食費 450

交通費 200

水道，電気，電話料金 230

「B」1か月の総支出 1600

毎月教育費に充てることが出来る金額を計算します：「A」1か月の総収入－「B」
1か月の総支出＝「C」（ここでは 50）。
その後，1年間に支払うことがで
きる金額を計算します：「C」（50）
×12（か月）＝「D」（600）。「D」
または 600が1年間に支払うこ
とができる教育費の合計となりま
す。

次に，教育費「E」を計算します。

最後に，現在支払う余裕がない金
額「F」を計算します。

この金額は別の仕事で稼ぐ，ロー
ンを組む，またはその他の方法で
支払う必要があります。

教育費 
（1 年間）

テクニコ・
インスティ
テュート

学費 9800

試験料および手数料を追加 ＋500

教科書および文房具代を追加 ＋1200

奨学金を減算 − 1150

「E」わたしの教育費 ＝10350

「D」自分で払える金額 − 600

「F」自分で払えない金額 ＝9750

 話し合う：	 マニュエルとエリザベスは最初1年の教育費を支払うためにさらに9750
が必要です。2人がどのように計算したか分かりましたか。質問があ
れば皆で話し合いましょう。
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3：教育費用はどのように払えばよいでしょうか。

収入はいくらですか。支出はいくらですか。
 読む： それでは，次に自分の教育資金計画を作成してみましょう。

	 やってみる： 少し時間を取って，この用紙に自分で記入してください。正直に答えて
ください。鉛筆を使ったほうが良いかもしれません。次に，これからの
1週間，家族と協力して内容をさらに正確にしてください。とりあえずは，
自分でできるだけ正確に数字を見積もってください。

毎月の収入	
（結婚している場合は配偶者の収入も含める）

仕事からの収入

教育費のための家族からの援助

その他の収入

その他の収入

「A」1か月の総収入

収入と支出を記入してから，毎月教育費に充てることが
できる金額を計算します。

「A」1か月の総収入－「B」1か月の総支出＝「C」     。

「C」が 0 以下の場合は，教育費に充てる余分な資金がない
ことになります。

「C」が1以上の場合は，次に1年間に支払うことができる金
額を計算します。

「C」     ×12（か月）＝「D」     。

「D」が教育費のために毎年支払うことができる総額となりま
す。

1 か月の支出

什分の一と献金

貯蓄額

食費

住居費

水道代

医療費

交通費

教育費

債務返済

被服費

電気代

電話代

その他

「B」1か月の総支出

『自立への道』
の裏表紙に記
録してきた数
値を使います。
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3：教育費用はどのように払えばよいでしょうか。

教育費はいくらですか。
 読む： 次は，教育費を見て行きます。

 やってみる： 次の空白欄に記入して，計算します。鉛筆を使ってください。特定のプ
ログラムを1つ選択した場合は，1つの列に記入します。2－3 個のプ
ラグラムを検討している場合は，それらの列にも記入して比較します。
助けが必要であれば，メンバー同士で助け合う，または進行役ととも
に作業を進めてください。
この例は 1年分を表しています。あなたのプログラムがそれより短い場
合は，見積もりを調整します。自立支援サービスの推奨学校とプログラ
ムリスト，およびあなたの教育プランに記載された情報が役立ちます。

わたしの教育資金計画（1 年間）
例 

放射線医
療技術者

プログラム
1

プログラム
2

プログラム
3

学費（1年間） 12000

試験料およびその他料金（1年間の入学費，免許，資格
検定，最終試験，およびその他手数料）を追加 ＋2000 ＋ ＋ ＋

教科書代および文房具代を追加（1年間） ＋1000 ＋ ＋ ＋

奨学金または助成金（利用できる場合）を減算（1年間） −1000 − − −

「E」わたしの教育費（1年間） ＝14000 ＝ ＝ ＝

「D」払うことができる金額（1年間） −1000 − − −

「F」支払う必要がある残高（1年間） ＝13000 ＝ ＝ ＝

教育費をいくらまで自分で払えるでしょうか。
	 やってみる： 上記のチャートの一番下の欄を見てください。

「F」が 0 以下の場合は，すべての教育費を自分で支払うことができます。
おめでとうございます！
「F」が 1以上の場合は，この金額分を支払う方法を見つける必要があ
ります。不足分は，追加の奨学金，別の仕事，またはローンで補うこ
とができます。
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3：教育費用はどのように払えばよいでしょうか。

自分で支払えない場合は，どのようなオプションがあるでしょ
うか。
 読む： たとえ多少の犠牲を伴う場合でも，自分の教育費は自分で払うことが

できればそれが最良です。計算の結果，すべての教育費を自分だけで
支払うことができないと分かった場合は，その他のリソースを調べます。

 話し合う： グループ全員で，順番にこの表の各セクションを読みます。各オプショ
ンについて簡単に話し合います。どれが最も適していると思いますか。

資金調達オプション 長所 短所

学校に通いながら別の仕事を始
める

負債や利子がない。スキルを習
得したり，向上させることができ
る。重要な人脈を築くことがで
きる。

2 つの仕事をしながら良い成績
を収めることは難しい場合があ
る。家族への負担になるかもし
れない。プログラムを修了するま
での時間が長くなる場合がある。

家族から借りる
あなたが知っている人で信頼で
きる。家族はあなたの成功を望
んでいる。

家族の関係を損なう場合がある。
家族に緊急の事態が発生したと
きに困難になる場合がある。

奨学金または助成金を見つける
負債や利子がない。別の仕事を
見つけることなく勉強する自由
がある。

見つけにくい場合がある。しか
し努力してみる価値あり！

有給の見習い研修またはイン
ターンシップを探す

自分の勉強に関連のあるスキル
を習得する。経験を得る。内定
に繋がるかもしれない。

仕事，勉強，見習い研修を同時
に行うのは難しい場合がある。

銀行や政府機関からローンを組
む

銀行で良い個人信用情報を築く
ことができる。政府のローンに
は低利息のものもある。

高利息である場合がある。ロー
ンであるため，返済する必要が
ある。

永代教育基金ローンを申請する
ふさわしい教会員が利用できる。
低利息。ローン返済を助けるた
めの優秀者奨励制度がある。

ローンであるため，返済する必
要がある（他の人がローンを受け
られるようにするため）

 話し合う： 値段と質を考慮して，費用に対する価値が最も高い学校は見つかりま
したか。
ローンを検討している場合は，返済できると思いますか。ガイドライン
として，教育プログラムを終えた後の月々のローンの返済額は，見込ま
れる月収合計の10 パーセントを超えないようにするべきです。
教育費の支払いについてもっと情報が必要な場合，誰に尋ねればよい
でしょうか。家族と話し合いますか。どこでもっと詳しい情報を得るこ
とができるでしょうか。
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3：教育費用はどのように払えばよいでしょうか。

教育資金プランはどのように発表すればよいですか。
 やってみる： 来週は，あなたの資金プランを3 分以内で発表してもらいます。以下

の台本を使うことができます。内密情報を発表する必要はありません。
来週の発表後，グループは資金調達オプションの1つである永代教育
基金ローンを検証します。
今週 1 週間，次の空白欄に記入する答えを探してきてください。家族
やその他の人に発表して練習してください。

わたしの教育資金プラン

1．	 わたしは，費用と価値に基づいて          （数字）校の学校を比較し

ました。

2．	 わたしにとって最適な学校は次の 3 校です：

	 ，	 ，	 。

3．	 現時点では，	 学校がわたしに最適だと考えています。その理由は

	 だからです。

4．	自分の収入と支出を家族と一緒に見直してみました。次のことが分かりました。

	 。

5．	教育費を自分で支払えるかどうか計算したところ，（払える／払えない）ことが分か
りました。

（自分で払える場合は，9まで飛びます。払えない場合は 6に進みます。）

6．	別の仕事，奨学金，家族からの援助，またはローンを利用して，学校での最初1年
のために追加の       （金額）を賄う必要があります。

7．	1年目から後は，その後     年間学校に通うために，約   （金額）が追

加で必要となります。

8．	わたしは，教育費を支払うための異なる方法を検討し始めました。今のところ，	 が
よいのではないかと考えています。

9．	（分かち合う場合）わたしは，自分の教育と資金プランについて祈りました。そして，	

	 。

10．皆さんのアドバイスと助けが必要です。何か良い提案はありますか。アイデアをこ
こに書く。

�
�
�
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「すべての勝利と栄光
は，あなたがたの熱
心さと，忠実さと，
信仰の祈りを通して
あなたがたにもたら
されるのである。」
教義と聖約103：36

3：教育費用はどのように払えばよいでしょうか。

深く考える

自分を向上させるには何ができるでしょうか。
 時間： 「深く考える」セクションでは，タイマーを10 分にセットします。

	 やってみる： 右の聖文を読む，または別の聖文を考えてください。学んでいることを
静かに熟考します。心に感じることを以下に記入します。
� �
� �
� �
� �
� �
�

 話し合う： 自分のアイデアを話したい人はいますか。
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3：教育費用はどのように払えばよいでしょうか。

決意する

毎日進歩するにはどうすればよいでしょうか。
 時間： タイマーを10 分にセットしてから，「決意する」セクションを始めます。

	 やってみる：	 アクションパートナーを選びます。お互いにいつ，どのように連絡を取り合
うかを決めます。

アクションパートナーの名前 連絡先情報

アクションパートナーに向けて各決意を読み上げます。決意を守るこ
とを約束してください！下に署名してください。

わたしの決意

わたしは家族と協力して我が家の収入と生活費を正確に書き出します。

わたしは教育費を記録して，奨学金，助成金，ローン，およびその他の資
金調達オプションを調べます。

発表するために資金プランを準備します。

わたしは今日の『わたしの礎』の原則を実践し，それを家族に教えます。

わたしはたとえ硬貨数枚であっても，貯金を増やします。

わたしはアクションパートナーに報告します。

わたしの署名 アクションパートナーの署名
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フィードバックをお待
ちしています
アイデア，フィード
バック，ご提案，およ
びご経験等について
は，srsfeedback@	
ldschurch.	orgまで
お送りください。

進行役の方へ：
次のミーティングま
でに，あなたの国で
永代教育基金ローン
を返済するための手
順の説明を準備して
ください。次のミー
ティングに，各グルー
プメンバーのために
説明のコピーを持参
してください。

3：教育費用はどのように払えばよいでしょうか。

進歩はどのように報告すればよいでしょうか。
	 やってみる：	 次のミーティングの前に，この決意チャートを使って自分の進歩を記録し

ます。下の欄には，「はい」，「いいえ」，または自分が決意を守った回
数を記入します。

家族と協力
して我が家
の収入と支
出を書き出
した（はい
／いいえ）

教育費を
記録し，資
金調達オプ
ションを調
べた（はい
／いいえ）

発表するた
めに資金プ
ランを準備
した（はい
／いいえ）

『わたしの
礎』の原則
を実践し，
それを家族
に教えた（は
い／いいえ）

貯金を増や
した（はい
／いいえ）

アクション
パートナー
に報告し
た（はい／
いいえ）

 読む：	 また，『自立への道』の裏表紙に個人の出費を記録することも忘れないで
ください。
次のミーティングで『わたしの礎』トピックを進行する人を選びます。（『わ
たしの礎』トピックの進行方法が分かりませんか。17ページと表紙内
側を読んでください。）
閉会のお祈りを誰かにお願いします。
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リソース
学費の支払い
役割を選んで次の会話を演じます。

メカラ：今週はいろいろな学校についてた
くさんのことを学んできました。
コンスエロ：みんなにも彼女を見せたかっ
たわ。物怖じすることなく，ほんとうにたく
さんの人と話していましたよ。置いていか
れそうでした。
ロベルト：どの学校にするか決めましたか。
メカラ：まだです。でも2 つに絞りました。
コンスエロ：わたしは 3 つです。
クワメ：2 人とも，すごいですね。わたしは
全然だめです。
ロベルト：どうしたんですか。
クワメ：まだかなり混乱してるんです。それ
か，ただ怖いだけかもしれません。わたし
の家族では，基礎レベルの学校以上に進
学した人はいないんです。5つの学校と話
をしたのですが，圧倒されてしまいました。
条件も複雑そうでしたし，費用が大変です。
そんな大金は絶対用意できません。
ロベルト：伝道も最初の頃はそう感じたん
じゃないですか。
クワメ：まあ，考えてみればそうですね。
そんな感じでした。
コンスエロ：でも伝道は大成功だったじゃ

ないですか。
クワメ：少し時間はかかりましたけど，でも
本当に祝福されていたと思います。宣教師
へと成長したんです。
メカラ：わたしも少し怖い気がします。費
用面も不可能に思えます。でも，わたしの
ワードの姉妹と話したんですが，その姉妹
は自分で出来る限りのことをしてから，残
りを払うためにローンを組んだと言ってまし
た。永代教育基金だったそうです。お互い
助け合っていけば，細かいことは何とかな
るのではないですか。
ロベルト：わたしのワードには，最初の1
年は自分で払って，2 年目からは奨学金を
もらった兄弟がいます。
コンスエロ：わたしは，少しずつ節約でき
る箇所を夫と考えてみているところです。も
しかしたら叔父が助けてくれるかもしれま
せん。
クワメ：うちの家族にはお金持ちの叔父さ
んはいないんですよね。でもここまで来た
んだし，夢をあきらめることはできません。
たぶんあなたの言うとおりですよ，メカラさ
ん。もし皆さんが励まし続けてくださるな
ら，もう何週間かがんばってみます。
45 ページに戻る。

3：教育費用はどのように払えばよいでしょうか。
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永代教育基金を 

申請するべきでしょうか。
より良い仕事に就くための教育



進行役の方へ
ミーティング当日：

•	 グループメンバーに携帯メールや電話で連絡します。決意についての報告す
るため，10 分早く到着するように勧めます。

•	 ミーティング資料を準備します。
•	 ステークの自立リソースセンターから，その地域の永代教育基金パンフレッ
トをグループメンバー人数分入手してください。今日のミーティングにそのパ
ンフレットを持参してください。

•	 あなたの国での永代教育基金ローン返済のための手引き（ステークの自立
リソースセンターから，またはオンライン（srs.	lds.	org/	pef）で入手可能）を
持参してください。グループメンバーそれぞれにコピーを作ってください。

ミーティング 30 分前：
•	 全員が近くに座れるようにテーブルの周りに椅子を配置します。
•	 この決意チャートをホワイトボードに書きます。

グループ
メンバー

名

家族と協力
して我が家
の収入と支
出を書き出
した（はい
／いいえ）

教育費を
記録し，資
金調達オプ
ションを調
べた（はい
／いいえ）

発表するた
めに資金プ
ランを準備
した（はい
／いいえ）

『わたしの
礎』の原則
を実践し，
それを家族
に教えた 
（はい／ 
いいえ）

貯金を増や
した（はい
／いいえ）

アクショ
ンパート
ナーに報
告した 

（はい／ 
いいえ）

グロリア はい はい はい はい はい はい

ミーティング 10 分前：
•	 メンバーが到着したら暖かく迎えます。
•	 グループメンバーが到着するたびに，ホワイトボードの決意チャートに書き
込んでもらいます。

•	 タイムキーパーを割り当てます。

ミーティング開始時：
•	 携帯電話，およびその他の機器の電源を切ってもらいます。
•	 開会のお祈りをします（讃美歌を歌うことも可）。
•	 遅れてきた人には，電話の電源を切り，ホワイトボードの決意チャートに記
入するように静かに伝えて，グループにはそのまま話し合いを続けてもらい
ます。

•	 タイマーを20 分にセットしてから，『わたしの礎』を始めます。
•	『わたしの礎』の原則 4を完了します。終わったら，ワークブックに戻って
次のページを読み進めます。

 NEW!

 NEW!
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４： 永代教育基金を申請するべきでしょうか。
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「わたしの決意」を守ったでしょうか。
 時間：	 タイマーを10分にセットしてから，このページ（セクション全体ではありま

せん）を始めてください。

	 やってみる： 「わたしの決意」について報告しましょう。決意をすべて守った人は立っ
てください。（拍手する。）

 読む： では，皆さん，立ってください。わたしたちは皆，すべての決意を守る
努力をすべきです。これは，自立した人たちの重要な習慣の一つです。
わたしたちのテーマを一緒に言いましょう。

「万物はわたしのものであるから，わたしが意図している
のは，聖徒たちに必要なものを与えることである。」

教義と聖約104：15

わたしたちは，主への信仰を持って，自立するためにと
もに努力しています。

 読む：	 席につきましょう。

 話し合う： 今週，決意を守ることによって何を学びましたか。グループからの助け
は必要ですか。

報告する
４： 永代教育基金を申請するべきでしょうか。
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４： 永代教育基金を申請するべきでしょうか。

資金プランを準備することによって何を学びましたか。
 時間：	 タイマーを40分にセットしてから，このページ（セクション全体ではありま

せん）を始めてください。

 やってみる：	

MY EDUCATION FINANCE PLAN

 1. I compared   (number) schools for price and value.

 2. The three best schools for me are:

  ,  ,  .

 3. At this point, I believe the school   will be best for me

 because  .

 4. I looked at my income and expenses with my family. I learned these things:

  .

 5. I did the calculations to see if I could pay for my education myself and I found that  
(I could or could not).

 (If you can pay for yourself, skip to number 9; if you cannot, go on to number 6.)

 6.  
through another job, scholarships, family help, or a loan.

 7.   (amount) more for the next   years of 
school.

 8. I have begun to explore different options to pay for my education. Right now, I’m  

leaning toward  .

 9. (If you choose to share)  

 

 10. I’d like your advice and help. Do you have any suggestions for me? Write any ideas here. 

  

  

 

グループメンバーはそれぞれ3分以内で資金
プランをグループに発表します。
自分の発表を終えたら，フィードバックを
求めます。あなたが受けたフィードバックは
書き留めておきます。下の余白を使ってメ
モしてください。
制限時間内に全員が報告する機会を持て
るように，フィードバックは短くまとめるよ
うにしてください。

 話し合う：	 報告から，あなたが決断する上で助けにな
るアイデアを得ましたか。あなたの考えを
以下に書き出します。
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
�

わたしの教育資金プラン

1． わたしは，費用と価値に基づいて （数字）校の学校を比較しました。

2． わたしにとって最適な学校は次の 3 校です：

 ， ， 。

3． 現時点では， 学校がわたしに最適だと考えています。その理由は

 だからです。

4． 自分の収入と支出を家族と一緒に見直してみました。次のことが分かりました。 
 。

5． 教育費を自分で支払えるかどうか計算したところ，（払える／払えない）ことが分
かりました。 
（自分で払える場合は，9 まで飛びます。払えない場合は 6 に進みます。）

6．別の仕事，奨学金，家族からの援助，またはローンを利用して，学校での最初1
年のために追加の       （金額）を賄う必要があります。 

7． 1年目から後は，その後     年間学校に通うために，約   （金額）が
追加で必要となります。 

8． わたしは，教育費を支払うための異なる方法を検討し始めました。今のところ，
 がよいのではないかと考えていま

す。	

9．（分かち合う場合）わたしは，自分の教育と資金プランについて祈りました。そし
て，	  
 。

10． 皆さんのアドバイスと助けが必要です。何か良い提案はありますか。アイデアを
ここに書く。

�

�

�



59

永代教育基金ローンを申請するべきでしょうか。
 時間： タイマーを30 分にセットしてから，「学習する」セクションを始めてくだ

さい。

 読む： わたしたちは，教育費を支払うための手段をいくつか検討してきました。
永代教育基金（PEF）ローンはその手段の一つです。

第 1週 第 2週 第 3週 第 4週 第5週 第 6週
どのような仕
事が自立する
ための助けと
なるでしょう
か。

その仕事に就
くには， どの
ような教育が
必要でしょう
か。

教育費用はど
のように払え
ばよいでしょ
うか。

永代教育基金
ローンを申請
するべきでし
ょうか。

学校で成功す
るにはどうす
ればよいでし
ょうか。

学校外で成功
するにはどう
すればよいで
しょうか。

	 読む：	 今週，わたしたちは次の質問に対する答えを見つけ，次のアクションを実
行します。

	 読む：	 今週の質問－永代教育基金を申請するべきでしょうか。
今週のアクション－家族との話し合いのもと，永代教育基金ローンを
申請するかどうかを判断します。永代教育基金ローンがわたしにとっ
て正しい選択であれば，ローン申請書を完成させます。

学習する
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４： 永代教育基金を申請するべきでしょうか。

永代教育基金ローンとは何でしょうか。
 視聴する： 「永代教育基金とは。」（動画を視聴することができない場合は，68 ペー

ジを読んでください。）

 話し合う： この動画を見て思ったこと，感じたことはありますか。

 やってみる： 2－3人のグループを作ってください。永代教育基金ローンを受ける人
たちに関するゴードン・B・ヒンクレー大管長の言葉を順番に読んでくだ
さい。

「（彼らは）需要の高い技術を学びます。
……就職に役立つ技能を身に付ければ，
こうした若い男女は，……貧困から抜け
出すことができます。……教育は機会を
得るための鍵です。」（「永代教育基金」『リ
アホナ』2001年 7月号，60－ 61ペー
ジ）

「彼らは結婚し，生計を立て，社会に貢
献できる地位に就けるような技能を身に
付けることができるでしょう。」（「教会は
前進する」『リアホナ』2002 年 7月号，
6 ページ）

「彼らは自分たちの母国でこの偉大な業
を導く指導者となります。什分の一やそ
の他の献金を納めます。その結果として
全世界の津々浦々で教会の業の発展が
可能となるのです。」（「手を差し伸べ，引
き上げる」『リアホナ』2002 年1月号，
62ページ）

「受益者は資金を返済し，そうするとき
に，晴れ晴れとした自由な気持ちを味わ
うでしょう。……借りて返済することに
より，生活を改善することができるから
です。自立の精神で頭を高く上げること
ができるのです。」（「永代教育基金」『リ
アホナ』2001年 7月号，62ページ）

 話し合う： これらの約束の中で，あなたにとって大切な約束はどれですか。これ
らの約束が成就されるなら，あなたとあなたの家族の生活はどのよう
に変化するでしょうか。



永代教育基金ローンを受けることができるのは誰ですか。
 読む： 以前，永代教育基金ローンは 18 歳から 30 歳の帰還宣教師のみが利

用できるものでした。現在では，18 歳以上のふさわしい教会員全員が
対象となっています。その要件を見て行きましょう。（特別なニーズに対
応するため，神権指導者がこれらの要件の例外を承認する場合もあり
ます。）

	 やってみる： グループの他のメンバーと向き合うように椅子を動かします。以下の枠
内の左側の条件を一緒に読みます。空欄に当てはまる言葉を右の欄か
ら選び，線で結びます。一例が示されています。

永代教育基金ローンプログラム参加者の条件：

教会の活発な会員で を受けて奉仕している インスティテュート

神権指導者によって にふさわしいと推薦され， 
金銭的援助を必要としており，目標達成に全力を尽くしている。

18 歳以上

年齢が　　　　　である。 召し

 プログラムや学校で勉強している。 「より良い仕事に就くための教育	」

 グループに参加し，永代教育基金ロー	

ン計画を完成させることによって準備が整っている。
神殿

 地域で生活，仕事をしており，その地域の学校に

通っている。
推奨された学校とプログラムのリス
トに記載された

 ことにより，高潔さと自立を決意している。 メンター

学業，仕事，およびローン返済で成功するために参加者を援助する
　　　　　　とパートナーになっている。

永代教育基金ローンが認可されて
いる

ヤングシングルアダルトである場合は， に参加している。 ローンを完済する

条件をより良く理解するには，69 ページを参照してください。
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４： 永代教育基金を申請するべきでしょうか。
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４： 永代教育基金を申請するべきでしょうか。

永代教育基金ローンの仕組みはどのようになっていますか。
進行役の方へ：あなたの地域固有の永代教育基金プログラムガイドライ
ンが記載されている永代教育基金パンフレットを配ってください。

	 話し合う：	 あなたの地域の永代教育基金ローンガイドラインが記載されている永代教
育基金パンフレットに簡単に目を通してください。どんなことが分かりま
したか。

	 読む：	 良い成果を挙げると，ローン返済額の減額を受けることができます。ロー
ンの合計返済額は，（1）良い成績を残す，（2）卒業する，（3）雇用目
標を達成する，および（4）期日通りのローン返済によって減額すること
が可能です。これらを実現することにより，優秀な成果に対する功績
が認められ，未払額が減額されます。
永代教育基金ローンの詳細については，70 ページを参照してください。
家に帰ってから，この情報をもう一度注意深く読んでください。自立リ
ソースセンターに問い合わせて質問することもできます。

	 話し合う：	 グループの助けによって解決し得るその他の質問はありませんか。

どのように申請しますか。
 読む：	 永代教育基金ローンを申請するための手順は次のとおりです。パートナー

と一緒に，各手順で必要な情報について学んでください。各手順に書
かれているページを開いて，交替で読んでください（その他のページに
は情報を記入しないでください）。読み終わった後，このページに戻り，
その手順のボックスにチェックマークを入れてください。

□1．自立支援サービス推奨リストから職業，プログラム，および学校を選択	
	する（11，14，33，34ページ）。

□ 2．教育資金プランを完成させる（50ページ）。
□ 3．永代教育基金ローンメンターを選ぶ（71－72ページ）。
□ 4．永代教育基金ローン計画ワークシートに記入する（73－74ページ）。
□ 5．神権指導者からの推薦を受ける（75－76ページ）。
□ 6．	srs.	lds.	org/	pefにあるオンラインの永代教育基金ローン申請書に記入	

	する（77ページ）。

 話し合う： この手順を完成させるために必要なすべての情報を入手済みですか。
入手していない場合は，どのように入手できますか。



申請後の流れはどのようになっていますか。
	 読む：	 申請書記入後の流れは次のとおりです。

申請書を提出	
する。

永代教育基金職
員と指導者が申
請書を審査する。

申請書が承認さ
れた場合は，永
代教育基金ウェブ
サイトでローン契
約書に同意する。

永代教育基金担
当者があなたと
あなたのメンター
を電話で個別に
面接する。

学校に登録し，学
費の支払いを要請
する。

1 2 3 4 5

 話し合う：	 質問はありますか。不明な点がある場合は，地元の自立リソースセンター
を訪問してください。
進行役がインターネットにアクセスできる場合，ミーティング後に進行役
が永代教育基金ローン申請ウェブサイトを開き，使用方法を実演するこ
ともあります。

どのように返済しますか。
 読む：	 永代教育基金ローンは贈与されるものではないため，返済が求められます。

わたしたちは，返済することを決意します。これは，神権指導者との
永代教育基金ローン推薦面接中，そしてオンラインで申請書に記入する
ときに行われます。
わたしたちのローン返済金は，わたしたちのステークや地方部の会員を
含む，他の兄弟姉妹たちが将来永代教育基金ローンを受けるための資
金となります。わたしたちが返済をしなければ，将来の永代教育基金
ローンに充てる資金も減ることになります。
右側にある引用文を読んでください。

	 話し合う：	 なぜ永代教育基金のローンの返済をすることが大切なのでしょうか。以下
の理由を考慮してください：
•	 決意に忠実となり，聖約を守る力を高める。
•	 他の人たちにローンを受ける同様の機会を提供する。
•	 あなたとあなたの家族のために約束された祝福を受ける。
•	 イエス・キリストへの信仰を強め，自立する。

	 読む：	 返済の方法を確実に理解するため，わたしたちは学校がお金を受け取る
前に第 1回目のローン返済を支払う必要があります。
進行役の方へ：あなたの国に対応する返済手順を配ってください。
皆と一緒に，あなたの国の返済手順に簡単に目を通します。

「受益者は資金を返済
し，そうするときに，
晴れ晴れとした自由
な気持ちを味わうで
しょう。助成金や寄
贈ではなく，借りて返
済することにより，生
活を改善することが
できるからです。自立
の精神で頭を高く上
げることができるの
です。生涯忠実で活
発な会員となる可能
性は非常に高くなる
でしょう。」
ゴードン・B・ヒンクレー
「永代教育基金」『リア
ホナ』2001年 7月号，
62ページ
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４： 永代教育基金を申請するべきでしょうか。
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４： 永代教育基金を申請するべきでしょうか。

永代教育基金ローンで成功するには何が必要でしょうか。
 視聴する：	 「わたしには働くための二つの手があります」（動画を視聴することができ

ない場合は，78 ページを読んでください。）

	 話し合う：	 このビデオを見て感じたことを一言で表す言葉を選んでください。その言
葉を皆に発表します。
これまでに学んだことを踏まえて，永代教育基金ローンの申請をする
ことを選択しますか。この選択肢について正しい決断ができるように，
今週 1 週間何ができるでしょうか。

	 読む：	 わたしたちは独りきりで進歩するのではありません。「わたしを強くして下
さるかたによって，何事でもすることができる」（ピリピ4：13）という
言葉を忘れないようにしましょう。
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「主の言葉に聞き従い
なさい。そして，あ
なたがたが必要とし
ているものは何でも，
イエスの名によって
御父に求めなさい。
疑ってはならない。
信じなさい。」
モルモン 9：27

深く考える

向上するために，何をするべきでしょうか。
 時間：	 タイマーを10分にセットしてから，「深く考える」セクションを始めてくださ

い。

	 やってみる：	 右の聖句を読むか別の聖句を考えてください。学んでいることを静かに熟
考します。心に受ける印象を，以下の空白に書き出しましょう。
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	

 話し合う：	 自分のアイデアを話したい人はいますか。
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毎日進歩するにはどうすればよいでしょうか。
 時間：	 タイマーを10 分にセットしてから，「決意」セクションを始めてください。

	 やってみる：	 アクションパートナーを選びます。お互いにいつ，どのように連絡を取り合
うかを決めます。

アクションパートナーの名前 連絡先情報

アクションパートナーに向けて各決意を読み上げます。決意を守るこ
とを約束してください！下に署名してください。

わたしの決意

わたしは仕事，教育，資金プランについて家族と話し合います。

わたしは家族との話し合いのもと，永代教育基金が必要かどうかを判断し
ます。

わたしはローンメンターを見つけ，神権指導者に相談して，申請手続きを開
始します。

わたしは今日の『わたしの礎』の原則を実践し，それを家族に教えます。

わたしはたとえ硬貨数枚であっても，貯金を増やします。

わたしはアクションパートナーに報告します。

わたしの署名 アクションパートナーの署名

決意する



進歩はどのように報告すればよいでしょうか。
	 やってみる：	 次のミーティングの前に，この決意チャートを使って自分の進歩を記録し

ます。下の欄には，「はい」，「いいえ」，または自分が決意を守った回
数を記入します。

仕事，教
育，財政計
画について
家族と話し
合った（はい
／いいえ）

永代教育基
金が必要か
どうかを判
断した（はい
／いいえ）

永代教育基
金が必要で
あると判断
した場合は，
申請手続き
を始めた	
（はい／
いいえ）

『わたしの
礎』の原則
を実践し，
それを家族
に教えた	
（はい／
いいえ）

貯金を増や
した（はい
／いいえ）

アクション
パートナー
に報告し
た（はい／
いいえ）

 読む：	 また，『自立への道』の裏表紙に個人の出費を記録することも忘れないで
ください。
次のミーティングで『わたしの礎』の進行役となる人を選びます。（『わ
たしの礎』トピックの進行方法が分かりませんか。17ページと表紙内
側を読んでください。）
閉会のお祈りを誰かにお願いします。

フィードバックをお待
ちしています
アイデア，フィード
バック，ご提案，お
よびご経験等につい
ては，srsfeed-
back@	ldschurch.	
orgまでお送りくだ
さい。
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リソース
永代教育基金ローンとは何か。
役割を選んで次の会話を演じてみます。

ブラジル人の兄弟：伝道から帰ってきたと
き，教育を受けたいと切に願いました。学
校に入ろうと何年も努力しましたが，無理
でした。これから学費が安くなるだろうと
思っていましたが，そうなることはありませ
んでした。学費はもっと高くなり，入学はよ
り難しくなるばかりでした。
ハイチ人の姉妹：教育を受けてない人は，
ハイチでは絶望的です。教育を受けなけれ
ば，生活することはできません。
アルゼンチン人の兄弟：わたしには，家族
を持って教会で奉仕するという教会の若者
の誰もが持つ夢があります。それをうまく
実現させるには，良い仕事が必要です。
ヒンクレー大管長：こうした状況を改善する
ため，わたしたちはある計画を提案いたし
ます。主から霊感を受けたものだとわたし
たちは信じています。……それを「永代教
育基金」と呼ぶことにいたします。
バンデルレイ：伝道から帰っても，教育を
受ける機会などありませんでした。そんな
ときに発表されたのが永代教育基金です。
本当にうれしかったです。わたしは学校に
行き，入学手続きを行って，授業料を払い
ました。ベストを尽くして，好成績を収めま
した。クラスで 1番だったんですよ！学校
に行く前は，肉体労働をしていました。他
の人から指示を受けるだけです。卒業後，
450人のチームを管理するために雇われて，
今は前に比べてずっと良い給料をもらって
います。妻はもう働かなくてもよくなり，子
供の世話をしてくれています。これは，わ

たしたちにとっては一番大切なことです。
そして，わたしは愛を持って教会で奉仕す
ることができます。献身的に奉仕すること
ができるのです。教育はわたしの人生とわ
たしの家族の人生を大きく変えてくれまし
た。
ネイディーン：ローンの返済には出来る限り
の努力をしなければなりません。そうする
ことが，他の人たちがローンを借り，教育
を受ける助けになると知っているからです。
このローンプログラムを利用するならば，
正直でなければなりません。
カルロス：わたしの祝福師の祝福には，教
育の機会に恵まれることが示されていまし
た。そしてその言葉は成就したのです。わ
たしたちにとって，永代教育基金とは単な
る物質的なものではありません。預言なの
です。神聖なものなのです。
ケビン：預言者がわたしを見ておられる，
わたしの状況を理解しておられると感じま
した。預言者が「あなたを助けましょう」
とおっしゃっているかのように感じたので
す。
ヒンクレー大管長：何をすべきかは明確で
す。援助の必要性はとてつもなく大きく，
主がこの道を示されたのです。若い男女，
彼らが将来養う家族，教会など，そのおか
げで生活が潤うすべての人にとって祝福と
なるでしょう。この努力を神が助けてくださ
いますように，へりくだり感謝を込めて祈っ
ています。
60 ページに戻る



永代教育基金ローンを受けるためにはどのような条件がありますか。
•	「より良い仕事に就くための教育」グループに参加し，永代教育基金ローン
計画ワークシートを完成させる。

•	 自立支援サービス推奨リストから，職業，学校，プログラムを選択する（例
外は個別に申請）。

•	 学校，仕事，ローンの決意に対して援助するローンメンターを選ぶ。
•	 ヤングシングルアダルト対象のインスティテュートに参加する。
•	 年齢が 18 歳以上である。
•	 神殿にふさわしい状態であり，召しにおいて奉仕する。
•	 神権指導者から推薦を受ける。

61ページに戻る
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永代教育基金ローンはどのような用途に利用できますか。返済はど
のような仕組みになっていますか。
永代教育基金は以下の用途に利用することができます。

•	 地元で有望な就職や起業につながる教育および訓練。
•	 学費，教科書，および消耗品の一部（学費は学校に支払われる）。

ローン返済のガイドラインは次のとおりです。
•	 特定の返済額と返済方法が記載された国別の手引書があります。
•	 返済は優秀者奨励制度と現金の組み合わせで行われます。

◦	優秀者奨励制度により，合計返済額が以下のように減額されます。
•	 各年，好成績に対して年間ローン返済額から 5％減額（好成績の
定義については永代教育基金パンフレットを参照してください）

•	 教育プログラムの修了（卒業）に対して 10％減額
•	 計画目標（仕事および収入レベル）の達成に対して 10％減額
•	 期日どおりに返済されたすべての金額に対して 25％の補助金報
酬

•	 ローンの早期完済に対して残額をさらに10％減額
◦	在学期間における毎月のローン返済額
•	 学校への支払いが行われる前に，初回返済が必要
•	 学費が安く，期間の短いプログラム在学期間中での毎月のローン
返済額：低額

•	 学費が高く，期間の長いプログラム在学期間中での毎月のローン
返済額：上記より高額

◦	卒業または退学 6 か月後に始まる毎月のローン返済額
•	 返済額はローン金額とプログラムの長さに応じて異なる
•	 少額の利子が含まれる
•	 優秀者奨励制度の奨励金全額が支払われた場合，ローンは 3－
4 年で完済可能

62ページに戻る



永代教育基金ローンメンター

永代教育基金ローンメンターとはどのような人でしょうか。
永代教育基金ローンメンターとは，あなたが学校，仕事，ローン返済
で成功するための援助を提供する大人です。ローンメンターは連帯保証
人または保証人ではなく，永代教育基金ローンに関連する金銭的責任
は負いません。

永代教育基金ローンメンターはどのように選べばよいです
か。
責任感のある大人に永代教育基金メンターになってもらえるよう依頼し
てください。あなたが仕事や学校について相談した人など，あなたの
計画を知っている人を選ぶと良いでしょう。ローンメンターは，教会員
であってもなくてもかまいません。
永代教育基金ローンメンターには，永代教育基金ウェブサイトのローン
メンターページへのアクセスのために LDSアカウントが必要となります。
永代教育基金のオンラインローン申請書の記入には，ローンメンターか
らの以下の情報が必要です：
1．LDSアカウントユーザー名（任意）	 	
（LDSアカウントはすべての人が取得可能です。）
2．電話番号	

3．電話番号（予備）	

4．電子メール	

永代教育基金の担当者は，永代教育基金ローンメンターとしての責任
に対する承諾を受けるために，あなたのローンメンターに連絡を取りま
す。

次のページに続く
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わたしの永代教育基金ローンメンターが知っておくべきこ
と，およびするべきことは何ですか。
ローンメンターは，
•	 あなたの永代教育基金ローンに対する金銭的責任がないことを理解
する必要があります。

•	 あなたが学校，仕事，ローン返済で困っているときに励ましやアド
バイスを提供し，あなたが永代教育基金ローンを返済するという決
意を守る援助をします。

•	 あなたの進歩を話し合うため，永代教育基金担当者と神権指導者
からの電話やメール等でのメッセージを受ける必要があります。

•	 あなたのローン情報を内密として保持します。
•	 永代教育基金ローンメンターとしての役割に関連する目的のために，
永代教育基金が教会会員記録からの情報にアクセスし，それを収
集，処理することに同意し，承諾します。

62ページに戻る



永代教育基金ローン計画

この計画書は，ミーティング中ではなく，自宅に持ち帰って完成させてください。あなたが使用して
いる『より良い仕事に就くための教育』ワークブックからの情報を使用してください。その計画書を，
永代教育基金の推薦面接時に神権指導者に見せてください。

わたしのメンター（71ページの 4週目からの情報）
名前：	

LDSアカウントのユーザー名（任意）：	

電話番号：	

電話番号（予備）：	

電子メール：	

わたしのワークプラン（14 ページの1週目からの情報）

わたしのワークプラン：どの仕事が自立するための助けとなるでしょうか。

現在の仕事

1週間の勤務時間（すべて
の仕事の合計）：

役職：

月収：

将来の仕事（自立支援サービスの推奨職業リスト上にあるものである必要があります。 
リストに載っていない職種を選んだ場合，原則として，リストに載るように求める必要があります。）

将来の役職：

推定月収（プログラム修
了後）：

わたしの教育プラン（34 ページの 2 週目からの情報）

わたしの教育プラン：その仕事に就くには，どのよ
うな教育または訓練が必要でしょうか。

選択した学校（自立支援サービスの推奨学校とプログ
ラムリストから）：
専攻またはプログラム（自立支援サービスの推奨学校
とプログラムリストから）：
推奨される仕事（自立支援サービスの推奨職業リスト
から）：

このローン申請では，いつ学校が始まりますか。

卒業予定の年と月：

次のページに続く
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永代教育基金ローン計画（つづき）

わたしの収入と支出（47 ページ 3 週目からの情報）

1 か月の総収入 
（既婚者は配偶者の収入も含める）

仕事からの収入

教育費のための家族からの援助

その他の収入

その他の収入（月ごと）

「A」1か月の総収入

ここで，毎月教育費に充てることができる金額を計算します。
「A」1か月の総収入－「B」1か月の総支出＝
「C」     ×12（か月）＝「D」     。

1 か月の総支出

什分の一と献金

貯金

食費

住居費

水道代

医療費

交通費

教育費

債務返済

被服費

電気代

電話代

その他

「B」1か月の総支出

わたしの教育費（48 ページの 3 週目からの情報）

わたしの教育資金計画（1 年間） 選んだ学校

学費（1年間）
試験料およびその他料金（1年間の入学費，免許，資格検定，最終試験，およびその他手数料）
を足す ＋

教科書代および文房具代を足す（1年間） ＋

奨学金または助成金（利用できる場合）を引く（1年間） −

「E」わたしの教育費（1年間） ＝

「D」払うことができる金額（1年間） −

（F）支払い残金（1年分） ＝

進行役による推薦
               	（氏名）さんは，『より良い仕事に就くための教育』の
1課から 4 課を修了し，永代教育基金ローン申請の準備が整いました。

進行役の氏名	 		進行役の署名	 		日付



神権指導者による推薦
この用紙はあなたのステークの自立リソースセンター，またはインターネット（srs.	lds.	org/	
pef）で入手できます。あなたの永代教育基金ローン計画（73－74 ページ）を神権指導
者による推薦面接に持参してください。

次のページに続く
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神権指導者と申請者のために不可欠な自立に関する教義

イエス・キリストを信じる信仰	
教義と聖約104：15；エテル12：27

聖徒の物質的な必要を満たすことが神の目的であ
ること，および神はその力をお持ちであることを信
じる。

従順	
教義と聖約130：21；マタイ7：21

自立の祝福は，自立の基礎となる律法と儀式に従
うかどうかに左右されます。

各自が行動しなくてはなりません	
2 ニーファイ2：16，26

自立することは自助することであり，権利を主張す
ることではありません。あなた自身が取り組む必
要があります。強いられてではなく，自ら行動して
ください。

一致と奉仕	
モーセ 7：18；教義と聖約 56：16－
17

富む者と貧しい者が一つとなる必要があります。
すべての者が互いに奉仕し，愛し合う必要があり
ます。

62ページに戻る



オンライン永代教育基金ローン申請書へのアクセス
永代教育基金ローンの申請を行うには，あなたのLDSアカウントを使用して，srs.	lds.	
org/	pefでオンライン申請書に記入する必要があります。

LDSアカウントを持っている永代教育基金ローンメンターは，永代教育基金ウェブサイト
にある各自の永代教育基金ローンメンターページにアクセスすることができます。

伝道から最近帰還した会員は，すでに LDSアカウントを持っている場合があります。
LDSアカウントを持っていない場合は，ldsaccount.	lds.	orgでアカウントを入手することが
できます。

一般的な質問
1. LDSアカウントとはか。
LDSアカウントとは，ldsjobs.	org，家族歴史，オンラインの伝道申請書，
ワードやステークのサイトなどを含む，多くの教会ウェブサイトのための
サインインシステム（ユーザー名とパスワード）です。
2.末日聖徒イエス・キリスト教会の会員でなければ LDSアカウントは

使用できないのですか。
いいえ，会員である必要ありません。教会員（永代教育基金の申請は
会員であることが必須です）は会員限定の情報にアクセスすることが
できますが，誰でも（教会員ではないローンメンターを含む）自由にア
カウントに登録することができます。
3. LDSアカウントを設定するにはどのような情報が必要ですか。
あなたが教会員の場合は，会員記録番号，誕生日，および有効なメー
ルアドレスが必要です。会員記録番号は，神殿推薦状から，またはワー
ドや支部の書記に尋ねることによって知ることができます。あなたの
ローンメンターが教会員ではない場合，ローンメンターは，名前，生年
月日，性別，国を記入する必要があります。

オンラインの永代教育基金申請書にアクセスするには，以下の情報が
必要です。
1.あなたと家族についての基本的な情報
2.神権指導者が署名した推薦状
3.記入済みの永代教育基金ローン計画
◦	メンターの情報
◦	ワークプラン
◦	教育プラン
◦	教育資金プラン
◦	進行役による推薦状

62ページに戻る
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わたしには働くための二つの手があります
ペルー出身の教会員，アルチュロの話を順番に読んでください。

伝道地を去ることは簡単ではありませんで
した。わたしはたくさんの目標と夢を持っ
ていましたが，帰還後は現実と向き合わな
ければなりませんでした。スキルもなけれ
ば，たいした収入もありません。仕事探し
も大変でした。
わたしは最終的に果物の売店を開き，そこ
で得たお金を教育費，家族の援助，そし
て什分の一と献金に充てました。
その仕事を9月まで続けました。果物を売っ
ていると，後ろからワインを積んだトラック
が突っ込んできたのです。わたしは壁にた
たきつけられ，右足を切断してしまいまし
た。右足を失い，片目も失明しました。右
腕と左足にも怪我をしました。
その事故の後，預言者が，貧困は撲滅さ
れるべきであること，また金銭的手段のな
い帰還宣教師が教育を受けられるようなる
ことをお話しされたと聞きました。高い志
を持つ若者のために，永代教育基金が設
立されることになったのです。わたしは確
かに目と足を失いましたが，生きる望みを
失ったり，夢見ることをやめたわけではあ
りません。わたしは自分の目標を達成する
ために戦うことを選びました。
永代教育基金のおかけで職業訓練を3 年
で終えましたが，さらに前進したいと考え
ました。わたしは大学に出願して入学しま
した。
現在はフリーのヘルプデスク担当者として
働いています。朝から午後 4 時頃まで数
社のためにカスタマーサポートとコンピュー
ターのテクニカルサポートを提供し，家で
はパソコンの修理もしています。夜は学校
に行きます。5 時に家を出て，6 時から授
業に出席します。授業は夜 11 時までで，
11 時半頃にタクシーに乗り，深夜 12 時か
ら12 時半頃に帰宅します。食事をして，
授業を復習し，それから眠ります。次の日
は朝早く起きて，仕事に行くか，仕事探し

をします。午後の 2 時か 3 時まで仕事をし
て，大学に向かいます。
わたしは，持っているすべてのものに対し
て神にとても感謝しています。神様がわた
しのためにしてくださったすべてのことに対
して，どうにかお返ししたいとは思ってい
ますが，わたしの貢献は微々たるものです
し，神様はいつもそれ以上にわたしに恵み
を与えてくださいます。わたしは教会の永
代教育基金事務所のコールセンターでボラ
ンティアとして奉仕しています。
2 年半後にはシステムエンジニアとして卒
業する予定です。5 年後には，良い会社で
働いて，わたしの家族，そしてわたしの将
来の家族と子供たちを養えるようになるで
しょう。
わたしの目標は神殿で結婚することです。
だから勉強し，働くのです。だから毎日戦っ
ているのです。
これが簡単ではないのは分かっています
が，主が道を備えることなく戒めをお与え
になることは決してないことを知っていま
す。
主はわたしに命を与えてくださいました。永
代教育基金を与えてくださいました。主は，
わたしが夢を持って前進できるよう，働く
ための 2 つの手，考えるための頭，話すた
めの口，そして感じるための心を与えてく
ださったのです。
パウロが「わたしの力は弱いところに完全
にあらわれる」と言ったように，できない
ことはないと知っています。主はいつもわた
しを助けてくださいました。
わたしの家族，学校，命までも，わたしの
持つものはすべて主が与えてくださったも
のです。すべては主の手によってもたらさ
れるのであり，わたしはそれに感謝してい
ます。
62ページに戻る



5
学校で成功するには 

どうすればよいでしょうか。
より良い仕事に就くための教育
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進行役の方へ
ミーティング当日：

•	 グループのメンバー全員に，携帯メールや電話で連絡します。決意につい
て報告するため，10 分早く到着するように勧めます。

•	 ミーティング資料を準備します。

ミーティング 30 分前：
•	 全員が近くに座れるようにテーブルの周りに椅子を配置します。
•	 この決意チャートをホワイトボードに書きます。

グループ
メンバー
名

仕事，教育，
財政計画に
ついて家族
と話し合っ
た（はい／
いいえ）

永代教育基
金が必要か
どうかを判
断した 

（はい／ 
いいえ）

永代教育基
金が必要
であると判
断した場合
は，申請手
続きを始め
た（はい／
いいえ）

『わたしの
礎』の原則
を実践し，
それを家族
に教えた 

（はい／ 
いいえ）

貯金を増や
した（はい
／いいえ）

アクショ
ンパート
ナーに報
告した 

（はい／ 
いいえ）

グロリア はい はい はい はい はい はい

ミーティング 10 分前：
•	 メンバーが到着したら温かく迎えます。
•	 グループメンバーが到着するたびに，ホワイトボードの決意チャートに書き
込んでもらいます。

•	 タイムキーパーを割り当ててください。

ミーティング開始時：
•	 携帯電話，およびその他の機器の電源を切ってもらいます。
•	 開会のお祈りをします（賛美歌を歌うことも可）。
•	 遅れてきた人には，電話の電源を切り，ホワイトボードの決意チャートに記
入するように静かに伝えてください。グループにはそのまま話し合いを続け
てもらいます。

•	 タイマーを20 分にセットしてから，『わたしの礎』を始めます。
•	『わたしの礎』の原則 5を完了します。終わったら，ワークブックに戻って
次のページを読み進めます。

5：学校で成功するにはどうすればよいでしょうか。
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「わたしの決意」を守ったでしょうか。
	 時間：	 タイマーを20分にセットしてから，このページ（セクション全体ではありま

せん）を始めてください。

	 やってみる：	 「わたしの決意」について報告しましょう。決意をすべて守った人は立って
ください。（拍手する。）

	 読む：	 では，皆さん，立ってください。わたしたちは皆，すべての決意を守る努
力をすべきです。これは，自立した人たちの重要な習慣の一つです。
わたしたちのテーマを一緒に言いましょう。

「万物はわたしのものであるから，わたしが意図している
のは，聖徒たちに必要なものを与えることである。」

教義と聖約104：15
わたしたちは，主への信仰を持って，自立するためにと
もに努力しています。

	 読む：	 席につきましょう。

	 話し合う：	 今週，決意を守ることによって何を学びましたか。グループからの助けは
必要ですか。

5：学校で成功するにはどうすればよいでしょうか。

報告する
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わたしの進歩
 時間：	 タイマーを15分にセットしてから，このページ（セクション全体ではありま

せん）を始めてください。

	 読む：	 これまでの進歩について報告しましょう。このビデオは，その方法を学ぶ
ための手助けとなります。

	 視聴する：	 「進歩の報告」（動画を視聴することができない場合は，92 ページを読ん
でください。）

	 やってみる：	 グループメンバーは，ここで過去数週間におけるそれぞれの進歩を報告し
ます。まず最初に以下の手順を読んでください。
1．次の主な質問に対する答えを一分間自分で考えてください。情報は
これまでの週で扱ったワークブック内にあります。

2．全員の準備が整ったら，順番にあなたの答えをアクションパートナー
に発表してください。必ずフィードバックを求めるようにしてください。

より良い仕事に就くための教育に向けたわたしの進歩

もっと自立したい理由は何ですか。 
自立するために得る必要がある収入はいくらですか。 
その収入を得るために将来どのような仕事をすることに決めましたか。 
わたしの将来の仕事には，どのような訓練や教育が必要ですか。 
どの学校やプログラムを選択しましたか。なぜですか。 
教育費を把握していますか。どのように支払う計画ですか。仕事からか。家族
からか。ローンか。 
その費用を払うために永代教育基金ローンを申請する必要がありますか。 
その必要がある場合は，メンターを見つけましたか。神権指導者に連絡を取り
ましたか。 
それらの作業が終わっている場合，ローン申請の手続きは終わりましたか。  
 
これはわたしの最も大きな懸念または質問です。 
わたしへのフィードバックやアドバイスはありますか。  
 

5：学校で成功するにはどうすればよいでしょうか。
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入学した学校で良い成績を収めるにはどうすればよいでしょうか。
	 時間：	 タイマーを45分にセットしてから，「学習する」セクションを始めてください。

	 読む：	 わたしたちの教育を計画するにあたり，わたしたちは大きく前進しました。
しかし実際に入学してから良い成績を収めるには，どうすればよいで
しょうか。

第1週 第 2 週 第 3週 第 4週 第 5 週 第 6週
どのような仕
事が自立する
ための助けと
なるでしょう
か。

その仕事に就
くには，どの
ような教育が
必要でしょう
か。

教育費用はど
のように払え
ばよいでしょ
うか。

永代教育基
金を申請する
べきでしょう
か。

学校で成功す
るにはどうす
ればよいでし
ょうか。

学校外で成功
するにはどう
すればよいで
しょうか。

	 読む：	 今週，わたしたちはこの質問に対する答えを見つけ，このアクションを実
行します。

	 読む：	 今週の質問―学校で成功するにはどうすればよいでしょうか。
今週のアクション―霊的な原則に対する従順さを強め，学習スキルと
習慣を向上させる。

5：学校で成功するにはどうすればよいでしょうか。

学習する
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主はなぜわたしたちに学ぶよう勧告されるのでしょうか。
 読む：	 主とその預言者たちは，わたしたちが教育や訓練を求め，仕事を得るた

めのスキルを習得し，勤勉に働くよう勧告されています。

	 視聴する：	 「教育は機会に通じる鍵です」（動画を視聴することができない場合は，
93 ページを読んでください。）

	 話し合う：	 3人ずつのグループに分かれます。これらの質問について何分間話し合っ
てください。その後，グループで学んだ事柄をまとめます。
1.	主はなぜわたしたちが教育や訓練を受けるよう望んでおられるので
しょうか。主はわたしたちが成功するのを助けることができますか。

2.	教育や訓練を受けることは，どのように主から与えられた「召しを尊
んで大いなるものとする」助けとなりますか。

信仰によって学ぶにはどうすればよいですか。
 読む：	 右側にある聖句を読んでください。

	 やってみる：	 表から原則を1つ選んで，それを黙読してください。自分に対し，「これ
はわたしの学習方法をどのように変えることができるだろうか」と問い
かけます。

信仰の原則
ふさわしさを保つ。「もし，あなたがたが快く従うなら，地の良き物を食べることができる。」（イ
ザヤ1：19）；「祝福を受けるときは，それが基づく律法に従うことによるのである。」（教義と聖
約130：21）

御霊を求める。「助け主……はあなたがたにすべてのことを教え，またわたしが話しておいたこと
を，ことごとく思い起こさせるであろう。」（ヨハネ14：26）；「熱心に探し，常に祈り，そして信
じていなさい。」（教義と聖約 90：24）

耳を傾け，深く考え，信じる。「あなたの贖い主，イエス・キリストの声を聴きなさい。」（教義と
聖約 29：1）；「静かな細い声は告げられる。」（教義と聖約 85：6）；「怪しんではならない。……疑っ
てはならない。信じなさい。」（モルモン 9：27）
行動する。熱心に携わる。「神のみこころを行おうと思う者であれば……分かるであろう。」（ヨ
ハネ7：17）；「わたしは行って，主が命じられたことを行います。」（1ニーファイ3：7）；「人は
熱心に善いことに携わり……義にかなう多くのことを成し遂げなければならない。」（教義と聖約
58：27）

学んだ事柄をグループで話し合います。これら 4つの原則は，それぞ
れの生活にどのように取り入れることができますか。これらの原則をあ
なたの家族にどのように教えますか。

	 読む：	 わたしたちは真理を知っているため，信仰によって学ぶことができます。
神は天父であり，わたしたちは神の子供です。天父はわたしたちが御
自身のようになることを望んでおられます。救い主はその御力によって，
わたしたちが物事を成し遂げることができるようにしてくださいます。聖
霊はわたしたちの理解を増し加え，覚えていることができるよう助けて
くださいます。わたしたちはこれらの真理を知っているため，優れた生
徒となるための信仰を持つことができます。

「あなたがたは知恵の
言葉を熱心に求め，互
いに教え合いなさい。
まことに，最良の書物
から知恵の言葉を探し
求め，研究によって，
また信仰によって学問
を求めなさい。」
教義と聖約 88：118

5：学校で成功するにはどうすればよいでしょうか。
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研究によって学ぶにはどうすればよいですか。
 読む：	 信仰によって学ぶことに加えて，わたしたちは研究によって学ぶ必要もあ

ります。研究には，クラスの中で何をするか，そしてクラスの外でどの
ように準備するかが関わってきます。このミーティングの残りの時間は，
クラス内で良い成績を収めるための鍵に注目していきます。クラス外で
の準備については，来週話し合います。

学んでいることを
把握して覚える

積極的にクラスに参
加し，貢献する

学習し，期待されて
いる事柄に応える

効果的にテストを受
ける方法を学ぶ

研究によって学ぶ：	
クラス内

学んでいることを把握するにはどのようにノートを取ればよい
ですか。
 読む：	 わたしたちは，クラスで見聞きしたことを把握するためにノートを取ります。

学んだことを思い出すためにこれらのノートを見直します。

	 やってみる：	 メンバーの一人に，94 ページの「実生活に即した教育」を声を出して読ん
でもらいます。他のグループメンバーには，それを聞きながら以下のメ
モを見てもらいます。これらのメモには，アイリング管長がお話しした
事柄が捉えられていますか。

実生活に即した教育：ヘンリー・B・アイリング管長

改宗は向学心をもたらす

主はわたしたちが学び，仕えるよう望んでおられる
主の恵みは，わたしたちがより早く，より効果的に学べる助
けとなる

霊的に学ぶことを最優先する

主はわたしたちがすべきことを知っておられる

実生活は永遠の命である

わたしたちが学んだことは，わたしたちに留まる

主はわたしたちが学び，仕えるよう望んでおられる

勉強について祈る機会を増やし，聖霊に頼る

1．タイトルと話す
人の名前を書く。

2．話を聞きながら，
重要なポイントをこ
の余白に書き留め
る（簡潔にまとめま
しょう）。

3．授業が終わっ
てからなるべく早
く，あなたが書い
たメモをここにま
とめる。

4．覚えて，行うべ
き一番重要な事柄
を決めておく。

主はわたしが
学ぶことを望
んでおられる。
主の恵みはそ
の助けとなる
学ぶことによ
り，奉仕でき
るようになる

実生活は永遠
の命である

5：学校で成功するにはどうすればよいでしょうか。
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	 話し合う：	 良いノートを取ることについて何を学びましたか。

	 やってみる：	 ここで，メンバーの1人に 95 ページの「学問と末日聖徒」を声に出して
読んでもらいます。話を聞きながら，下の空欄にノートを取ります。
1．一番上にタイトル，話す人，日付を書きます。
2．聞きながら，重要なポイントを右側（大きな空欄）に記録します。
3．読み終わった後は，2分取って左側に内容をまとめます。
4．一番下には，あなたが変えたいと思っていること，もっと改善した
いことを書きます。

	 話し合う：	 あなたの書いたノートを他のグループメンバーと比べてみてください。良い
ノートが取れたでしょうか。これを習慣にするには，どのように練習す
ればよいですか。

	 読む：	 学んでいることを把握できるように以下の事柄を覚えておきましょう。
•	 ノート用紙に線を引いて区分けする。手順に従ってください。
•	 主なアイデアを捉え，詳細は後で書き込む。
•	 頭の中で，新しい情報をすでに知っている事柄に関連付ける。

5：学校で成功するにはどうすればよいでしょうか。
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学んだ事柄を覚えておくにはどうすればよいでしょうか。
 読む：	 わたしたちがふさわしい状態でいるならば，聖霊が「ことごとく思い起こ

させる」（ヨハネ14：26）ために助けてくださいます。特定の間隔で復
習することによって，覚える量を増やすこともできます。研究者によると，
次のパターンに従うことにより，学習したほぼすべての内容を覚えてお
くことができるという結果が出ています。

新しい情報 1時間後 1日後 1週間後 1か月後

クラスで何かを
読む，または学
び，ノートを取る

10 分間ノートの
内容を復習する

再度10 分間ノー
トの内容を復習
し，その内容を
まとめる

再度10 分間ノー
トを復習する

再度10 分間ノー
トの内容を復習
する。これで忘
れることはないで
しょう。

 話し合う：	 これらの復習を取り入れるためには，あなたの学習習慣とスケジュールを
どのように変えることができますか。実際にそのように変えますか。

積極的に授業に参加するには，どうすればよいでしょうか。
	 話し合う：	 授業やグループ活動に参加することが大切であるのははぜですか。あな

たは，参加することによって教師に何を示すのでしょうか。

	 やってみる：	 次の質問に答えて，あなたの参加度を評価してください。

各文の横にある 4つのボックスの1つに「X」を入れて，それぞれの分野で自分自身を評価します。

自立グループには準備を整えて参加している。頻繁
に質問に答え，頻繁に参加している。

しない 時々する 頻繁にする いつもする

学校のクラスには準備を整えて参加している。自分
の責任を果たし，質問に答え，必要な活動をすべて
こなしている。

しない 時々する 頻繁にする いつもする

グループメンバーやクラスメートの話に耳を傾け，彼
らと積極的に学習したり協力することによって援助し
ようと努めている。

しない 時々する 頻繁にする いつもする

毎日勉強している。予定を立ててそれに従っている。
課題は期日どおりに提出する。

しない 時々する 頻繁にする いつもする

教師や進行役の話に耳を傾け，彼らの期待以上のこ
とを行って援助しようと努めている。

しない 時々する 頻繁にする いつもする

 話し合う：	 もっと積極的に参加できるよう，毎日どのように改善していきますか。

5：学校で成功するにはどうすればよいでしょうか。
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効果的にテストを受けるにはどうすればよいですか。
 読む：	 テストを受けるのはときに難しいこともありますが，わたしたちがどの程度

学んだかを示すために必要なものです。わたしたちはテストの結果に責
任を負いますが，成功したい人にとってはそれは良いことです。

	 話し合う：	 グループ全体で，次の質問に対するアイデアを話し合ってください。
1.	テストを効果的に受けるために何をしたことがありますか。
2.	テストに対してどのような不安を持っていますか。その不安をどのよ
うに克服しますか。

3.	テストに向けての準備方法をどのように変えることができますか。

	 読む：	 テストを効果的に受けるには，他にもできることがあります。
•	 信仰をもって祈る。勉強する前，そしてテストを受ける前に祈る。
•	 懸命に準備し，前もって自分でテストを作ってみる。
•	 テスト中は時間配分に注意する。テストが始まったら，各質問や項
目にどれくらい時間を費やすことができるかを判断する。

•	 問題を注意深く読み，再度読み返す。その問題が実際に求めている
ものは何ですか。

•	 最初に簡単な質問を解いて自信をつけてから，他の質問に取り組む。
•	 答えを間違えた場合に減点されるかを尋ね，そうでなければ，分か
らない問題は推測で答える。

教師の期待に応えるにはどうすればよいでしょうか。
	 話し合う：	 教師の期待に応えることが大切であるのはなぜですか。

	 やってみる：	 グループの他のメンバーと向き合ってください。1人が教師役をして，もう
1人が生徒役をします。生徒は教師に以下の質問をします。教師は自由
に答えて構いません。その後，役を交代してもう一度やってみます。
1.	クラスで成功するにはどうすればよいですか。
2.	わたしたちに何を学び，何をしてほしいと思いますか。
3.	わたしの努力をどのように評価しますか。
4.	参加，期日厳守，準備のうち，最も重要視するものはどれですか。
それとも，これら以外のものですか。

	 話し合う：	 練習は終わりましたが，同じことを本当の教師に対して実行できますか。
それはいつできるでしょうか。

5：学校で成功するにはどうすればよいでしょうか。
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「求めなさい。そうす
れば，与えられるで
あろう。捜しなさい。
そうすれば，見いだ
すであろう。たたき
なさい。そうすれば，
開かれるであろう。」
3ニーファイ14：7

5：学校で成功するにはどうすればよいでしょうか。

深く考える

向上するために，何をするべきでしょうか。
 時間：	 タイマーを10分にセットしてから，「深く考える」セクションを始めてくださ

い。

	 やってみる：	 右の聖文を読んでください。または別の聖文を考えてもよいでしょう。学
んでいることを静かに熟考します。心に感じることを以下に記入します。
� �
� �
� �
� �
� �
�

 話し合う：	 自分のアイデアを話したい人はいますか。
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毎日進歩するにはどうすればよいでしょうか。
	 時間：	 タイマーを10分にセットしてから，「決意する」セクションを始めてください。

	 やってみる：	 アクションパートナーを選びます。お互いにいつ，どのように連絡を取り合
うかを決めます。

アクションパートナーの名前 連絡先情報

アクションパートナーに向けて各決意を読み上げます。決意を守るこ
とを約束してください。下に署名します。

わたしの決意

わたしは信仰によって学ぶ方法を家族と友人に教えます。

わたしはクラスで，研究によって学ぶための鍵を毎日実践します。

わたしは永代教育基金ローン手続きを継続します（ローンが必要である場
合）。

わたしは今日の『わたしの礎』の原則を実践し，それを家族に教えます。

わたしはたとえ硬貨数枚であっても，貯金を増やします。

わたしはアクションパートナーに報告します。

わたしの署名 アクションパートナーの署名

5：学校で成功するにはどうすればよいでしょうか。

決意する
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進歩はどのように報告すればよいでしょうか。
	 やってみる：	 次のミーティングの前に，この決意チャートを使って自分の進歩を記録し

ます。下の欄には，「はい」，「いいえ」，または自分が決意を守った回
数を記入します。

信仰によって
学ぶ方法を
家族と友人
に教えた（は
い／いいえ）

クラスで研
究によって
学ぶための
鍵を毎日実
践した（はい
／いいえ）

永代教育基
金ローンの
手続きを継続
した（ローン
が必要であ
る場合）（は
い／いいえ）

『わたしの礎
』の原則を
実践し，それ
を家族に教
えた（はい
／いいえ）

貯金を増や
した（はい
／いいえ）

アクションパ
ートナーに報
告した（はい
／いいえ）

 読む：	 また，『自立への道』の裏表紙に個人の出費を記録することも忘れないで
ください。
次のミーティングでは，再び自立評価を行い，自立に向けて進歩してい
るかどうかを確認します。各自『自立への道』を持参します。
次のミーティングで『わたしの礎』トピックを進行する人を選びます。（『わ
たしの礎』トピックの進行方法が分かりませんか。17ページと表紙内
側を読んでください。）
閉会のお祈りを誰かにお願いします。

フィードバックをお待
ちしています
アイデア，フィード
バック，ご提案，ご
経験がありましたら，
srsfeedback@
ldschurch.orgまで
お送りください。

進行役の方へ：
次のミーティングでは
『自立への道』を 5
冊余分に持ってきま
す。

5：学校で成功するにはどうすればよいでしょうか。
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進歩の報告
役割を選んで次の会話を演じてください。

進行役：では，わたしたちの進歩を報告し
ましょう。ロベルトさんから始めてもらえま
すか。
ロベルト：はい。最初の質問は，「わたし
はなぜもっと自立できるようになりたいの
か」です。家族が増え，たくさんの責任が
あるというわたしの状況を皆さんご存知だ
と思います。だから良い仕事が必要なので
す。家族を養うためにもっと自立したいで
すし，教会の召しについてももっと良く奉
仕できるようになりたいのです。
ロベルト：次は「収入はいくら必要か」と
いう質問です。家計を見直すことができた
のは，わたしたちにとってよい事だったと思
います。今の給料の 2 倍を少し超えるくら
いの収入が必要です。でも大丈夫です。そ
こはなんとかなると思います。
ロベルト：次に「将来どんな仕事をすれば
その収入を得ることができるか」というこ
とです。翻訳の仕事が良いかなと思ってい
ます。今は 2 か国語を話せるようになりま
したし，勤務時間も自由が利きます。
メカラ：それは推奨職業リストに載ってい
ますか。
ロベルト：ええ。需要が高い分野ですし，
どんどん成長しています。
ロベルト：そこで「どのような訓練が必要か」
という質問が出ます。言語力をもう少し磨
かなくてはなりません。テクノロジーについ
ての知識と，ビジネススキルも身につける
必要があります。仕事を得るにはインターン
シップが必要であることも分かりました。
クワメ：それが全部できる学校が見つかっ
たんですか。
ロベルト：はい，見つかりました。そのプ
ログラムと学校の両方が推奨学校とプログ
ラムリストに載っているんです。リングアセ

レリ校で上級翻訳プログラムを受講できれ
ばと思っています。あの学校は就職率も高
いですし，良いインターシップと良い人脈も
あるようです。
ジャーニャ：プログラムの期間はどのくらい
ですか。いくらかりますか。
ロベルト：インターンシップも含めて 2 年の
プログラムです。ほとんどは夜間にできま
すから，教会の召しも続けることができま
す。費用の半分ぐらいは自分で払えますが，
残りは永代教育基金ローンが必要です。
進行役：ロベルトさん，うまく行ってるみた
いですね。何か心配なことや，質問はあり
ますか。
ロベルト：そうですね。家族と会えない時
間が多くなることを妻とわたしは心配して
います。教会の召しがあるとなおさらです。
でも，子供たちにたずねたところ，皆全面
的に応援してくれています。収入は今の 3
倍になる可能性もあります。
進行役：すばらしい報告でした。皆さん，
ロベルトさんへのフィードバックやアドバイ
スはありますか。
ジャーニャ：学校までの良い交通手段はあ
りますか。その費用はどうやって払うつも
りですか。
ロベルト：通学にはバスを何台か乗り換え
なければなりません。その費用はまだ考え
ていなかったので，ご指摘ありがとうござ
います。
クワメ：ロベルトさんはきっと良い翻訳家に
なれると思いますよ。頭の回転が速いし，
お話も上手だから。在学中に翻訳の仕事を
して経験を積むことはできますか。
ロベルト：それはいいアイデアですね。皆
さん，何かご存知ではありませんか。
82ページに戻る

リソース
5：学校で成功するにはどうすればよいでしょうか。
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教育は機会に通じる鍵です
次の言葉を順番に読みます。

トーマス・S・モンソン
「……家族を養えるように，より高い教育を受けるように努め，仕事につなが
る技術を身に付けておくよう強くお勧めします。研究と学習を重ねることによっ
て才能を伸ばすことができます。子どもの勉強をよく助けられるようになるで
しょうし，人生で遭遇するかもしれない不測の事態に備えていることによって
心の平安を得られるでしょう。」（「模範になりなさい」『リアホナ』2002 年1
月号，115－116）

ゴードン・B・ヒンクレー
「どのような教育を受けるか今計画してください。そして，その計画が実現す
るように努力するのです。……長い目で人生を見ましょう。」（「若人への 4つ
の提言」『聖徒の道』1982 年 4月，68）

教義と聖約130：18
「わたしたちがこの世において得る英知の一切は，復活の時にわたしたちとと
もによみがえる。」

教義と聖約 88：78－80
「熱心に教えなさい。そうすれば，わたしの恵みがあなたがたに伴うであろう。
……天のこと，地のこと，地の下のこと，かつてあったこと，現在あること，
すぐにも必ずおこることをさらに完全に教えられるためである。……わたしが
再びあなたがたを遣わすときに，あなたがたが，わたしがあなたがたを召した
その召しを尊んで大いなるものとするように。」

84 ページに戻る

5：学校で成功するにはどうすればよいでしょうか。
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実生活に即した教育
グループのメンバーの1人に次の言葉を声に出して読んでもらい，グループのその他のメ
ンバーには 85 ページのノートを見てもらいます。

ヘンリー・B・アイリング
人はイエス・キリストの福音に改宗するとさ
らに学びたいと願うようになります。……そ
れはイエス・キリストの福音に沿って生きる
ことから生じる自然な感情です。……神と
その子供たちにさらによく仕えるために学
問を追及するなら，すばらしい祝福となり
ます。……
主と主の教会は常に，教育を奨励してきま
した。それはわたしたちが能力を向上させ，
主と天の御父の子供たちによりよく仕えるよ
うになるためです。一人一人の才能がいか
なるものであろうと，主はわたしたちに奉
仕の機会を用意しておられます。それをより
よく行うには学習が不可欠です。一度きり，
あるいは短期間の学習ではなく，継続した
学習が必要なのです。
……祈り，断食し，努力し，主に仕えると
いう動機を持つなら，主の恵みがあるとい
うことです。……それは自分の力だけで努
力したときよりもより速く学び，より技能が
向上するという意味です。……
霊的な学習を優先すべきことは明らかで
す。……皆さんが教育に関心を持つのは，
単にこの世の人生のためだけでなく，永遠
の命のためでもあることを忘れないでくだ
さい。その現実を霊的な観点からはっきり
と捉えているならば，霊的な学習を優先さ
せつつ，この世の勉学に励むことができる

でしょう。実際，霊的な観点を持っていな
かったときよりももっと熱心にこの世の勉学
に取り組めるようになるでしょう。……
……主は，将来皆さんに何をしてもらう必
要があるか，そのために皆さんが何を知っ
ておく必要があるかを御存じです。だから
主は，皆さんが将来受ける召しに備えて学
ぶ機会を，必ず皆さんに与えてくださいま
す。……
教育に終わりがあってはなりません。……
わたしたちは永遠の命という現実の生活の
ために備えています。……わたしたちが確
信しているのは，天の御父である神がわた
したちに御自身と同じような命を得てほし
いと願っておられるということです。この世
で学ぶ真実の一切は，復活のときにわたし
たちとともによみがえります。そして，学ん
だことすべてが，奉仕する能力を高めてく
れます。……
皆さんが最高の教師である救い主イエス・
キリストに恩義を感じるようになりますよう
祈ります。また，愛に満ちた天の御父がそ
の子らのためにしてほしいと皆さんに期待
しておられる大きな奉仕の業を感じ取り，
主が備えられた学習の機会をとらえること
ができるように祈ります。（“Real-	Life	Edu-
cation,”	New	Era,　2009年 4月号，2－8）
85 ページに戻る

5：学校で成功するにはどうすればよいでしょうか。
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学問と末日聖徒
グループのメンバーの1人に次の言葉を声に出して読んでもらい，グループのその他のメ
ンバーには 86 ページでノートを取る練習をしてもらいます。

ダリン・H・オークスおよびクリステン・M・
オークス
わたしたちは末日聖徒として教育の大切さ
を信じています。……教会では御霊によっ
て学問を修めるべきであり，修得した知識
を人類の益のために使う責任を負っている
と教えられています。……天父の〕御霊は，
学ぼうと努めるわたしたちを導き，強め，
真理を身に付ける力を増し加えてくださいま
す。……
学ぶ努力をするとともに，聖霊の導きを受
けるためにふさわしくあることが必要です。
……罪は主の御霊を退けます。罪を犯すと，
御霊の特別な光が消え，学びのともしびは
弱まります。……
……神の栄光にひたすら目を向ける－これ
には個人のふさわしさを保つことも含まれ
ます－ならば「全身は光に満たされ，〔わた
したち〕の中に暗さがな〔く，〕……光に満
たされるその体はすべてのことを悟る」と
約束されています。」（教義と聖約 88：67）
……
……悔い改めにはイエス・キリストの贖い
の犠牲を通して罪を洗い清める力がありま
す。それゆえに，聖霊が持っておられる「教
える力」によって光と真理を得ようとする
なら，だれもが「悔い改め」という学びに
欠かせないステップを踏む必要があるので
す。……
どんな教育を受けるかを決めるとき，それ
が将来自活し，家族を養う備えであること
を自覚するべきです。就職に有利な技能を

身に付ける必要があります。安定した，満
ち足りた生活を送るために，教育は欠かせ
ません。
天の御父は，わたしたちが自分の適性や能
力をよく調べ，どのような教育を受けるか
決定する際に，選択の自由を用い，霊感を
受けるよう望んでおられます。……祝福師
の祝福を読み，生まれ持った素質や才能
について考え，前に進んでください。最初
の一歩を踏み出せば道は開きます。……主
は，「万事を〔わたしたちの〕益となるよう
にして下さ」います（ローマ 8：28）。……
目標を達成するために大変な努力をしなけ
ればならないこともあるかもしれませんが，
学ぶためにささげた努力に見合った成長が
できます。困難を乗り越えるときに身に付
ける力は永遠の来世に持っていくことがで
きます。……
何よりも重要なことに，聖文や教会の出版
物を研究し，教会へ行き，神殿に参入する
ことによって霊的な教育を受け続ける義務
を負っています。命の言葉をよく味わうこと
はわたしたちを豊かにし，愛する人たちを
教える能力を高め，わたしたち自身を永遠
の命に備えさせてくれます。
教育を受ける最終目的は，わたしたちが王
国でよりよい親や僕になることです。……
教育は神の賜物であり，人の益となるよう
活用するときにわたしたちの宗教のかなめ
石となるのです。（「学問と末日聖徒」『リア
ホナ』2009 年 4月，26－31）
86 ページに戻る

5：学校で成功するにはどうすればよいでしょうか。
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5：学校で成功するにはどうすればよいでしょうか。



6
学校外で成功するには 

どうすればよいでしょうか。
より良い仕事に就くための教育
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進行役の方へ
ミーティング当日：

•	 グループのメンバー全員に，携帯メールや電話で連絡してくださ
い。決意について報告するため，10 分早く到着するように勧め
てください。

•	『自立への道』を 5 冊余分に持ってきます。
•	 今後 6回のミーティングでは，『わたしの求職活動』を使用します。
グループメンバーが閲覧できるように，何冊かミーティングに持っ
てきてください。

ミーティング 30 分前：
•	 全員が近くに座れるようにテーブルの周りに椅子を配置してくだ
さい。

•	 この決意チャートをホワイトボードに書きます。

グループ
メンバー

名

信仰によっ
て学ぶ方法
を家族と友
人に教えた
（はい／ 
いいえ）

クラス内で
研究によっ
て学ぶため
の鍵を毎日
実践した 
（はい／ 
いいえ）

永代教育基
金ローンの
手続きを継
続した（ロー
ンが必要で
ある場合）
（はい／ 
いいえ）

『わたしの
礎』の原則
を実践し，
それを家族
に教えた 
（はい／ 
いいえ）

貯金を増や
した（はい
／いいえ）

アクショ
ンパート
ナーに報
告した 

（はい／ 
いいえ）

グロリア はい はい いいえ はい はい はい

ミーティング 10 分前：
•	 メンバーが到着したら温かく迎えてください。
•	 グループメンバーが到着するたびに，ホワイトボードの決意チャートに書き
込んでもらってください。

•	 タイムキーパーを割り当ててください。

ミーティング開始時：
•	 携帯電話，およびその他の機器の電源を切ってもらいます。
•	 開会のお祈りをします（賛美歌を歌うことも可）。
•	 遅れてきた人には，電話の電源を切り，ホワイトボードの決意チャートに記
入するように静かに伝えてください。グループにはそのまま話し合いを続け
てもらいます。

•	 タイマーを20 分にセットしてから，『わたしの礎』を始めます。
•	『わたしの礎』の原則 6を完了します。終わったら，ワークブックに戻って
次のページを読み進めます。

 NEW!
 NEW! わたしの求職活動

　　　　　自 立   　　　　

6：学校外で成功するにはどうすればよいでしょうか。
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「わたしの決意」を守ったでしょうか。
	 時間：	 タイマーを20分にセットしてから，「報告する」セクションを始めてください。

	 やってみる：	 「わたしの決意」について報告しましょう。決意をすべて守った人は立って
ください。（拍手する。）

	 読む：	 では，皆さん，立ってください。わたしたちは皆，すべての決意を守る努
力をすべきです。これは，自立した人たちの重要な習慣の一つです。
わたしたちのテーマを一緒に言いましょう。

「万物はわたしのものであるから，わたしが意図している
のは，聖徒たちに必要なものを与えることである。」

教義と聖約 104：15
わたしたちは，主への信仰を持って，自立するためにと
もに努力しています。

	 読む：	 席につきましょう。

	 話し合う：	 今週，決意を守ることによって何を学びましたか。グループからの助けは
必要ですか。

6：学校外で成功するにはどうすればよいでしょうか。

報告する
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学校外ではどのように準備すればよいでしょうか。
 時間：	 タイマーを60分にセットしてから，「学習する」セクションを始めてください。

	 読む：	 先週，わたしたちはクラス内で信仰によって学ぶ方法と研究によって学ぶ
方法について話し合いました。今週は，学校外での準備方法について
話し合います。

第1週 第 2 週 第 3週 第 4週 第 5 週 第 6 週
どのような仕
事が自立する
ための助けと
なるでしょう
か。

その仕事に就
くには，どの
ような教育が
必要でしょう
か。

教育費用はど
のように払え
ばよいでしょ
うか。

永代教育基
金を申請する
べきでしょう
か。

学校で成功
するにはどう
すればよいで
しょうか。

学校外で成功
するにはどう
すればよいで
しょうか。

	 読む：	 今週，わたしたちはこの質問に対する答えを見つけ，このアクションを実
行します。

	 読む：	 今週の質問―学校外で成功するにはどうすればよいでしょうか。
今週のアクション―霊的な備えを強くし，他の人との共同作業や課題
を期日通りに終わらせることを含む学習スキルと習慣を改善します。

6：学校外で成功するにはどうすればよいでしょうか。

学習する
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「皆さんやわたしがこ
の 地 上 にい る の は，
永遠に向けて備える
ため，物事を学ぶ方
法を身に付けるため，
この世では重要であ
り永遠にわたっても
不可欠な事柄を知る
ため，人が知恵と真
理（教義と聖約 97：
1参照）を知るのを
助けるためです。
デビッド・A・べドナー， 

“LEARNING TO 
LOVE LEARNING” 
ENSIGN,　2010 年
2 月，27

霊的に準備するにはどうすればよいでしょうか。
	 読む：	 教育を求めるとき，わたしたちにはすばらしい強みがあります。すべてに

おける真理をご存知の聖霊に従うことができるということです。どれほ
ど忙しくても，わたしたちは毎日霊的に備えるための時間を取る必要が
あります。そうすることにより，聖霊はより早く学び，より多くのことを
覚えるようにわたしたちを助けてくださいます。

	 視聴する：	 「霊的に備えておく」（動画を視聴することができない場合は，112 ページ
を読んでください。）

	 話し合う：	 聖霊の導きを受けるためにふさわしくなるにはどうすればよいでしょうか。
聖霊はどのようにわたしたちが学ぶ助けをしてくださいますか。

	 読む：	 霊的な備えのために重要な事柄をいくつか挙げてみましょう。
•	 朝と夜に祈る。勉強の前後に祈る。わたしたちの知性と努力を祝福
してくださるよう天父に祈り求める。

•	 聖典を毎日読む。
•	 戒めを守る。清く純粋な状態を保つ。
•	 他の人に奉仕する。ともに学べるように他の人を助ける。

	 やってみる：	 以下の表には霊的に備え，学習において成功するために役立つ原則が記
載されています。
次の分野におけるあなたの状態について考えてください。改善するため
の方法を書き出してください。

聖霊がわたしを助けてくださり，わたしを通して働き
かけてくださるのを感じる。

学習する意欲，学習に対する情熱が増し，学ぶ能力
が向上している。

神の戒めに従い，効果的な学習法の原則を生かして
いる。

毎日勉強している。予定を立ててそれに従っている。
課題は期日どおりに提出する。

キリストのような属性を伸ばし，周りの人もそれがで
きるよう助ける。

 話し合う：	 霊的な備えをさらに向上させるために，わたしたちはそれぞれどのような
決意ができるでしょうか。それらの決意を守れるようにお互い助け合う
にはどうしますか。

6：学校外で成功するにはどうすればよいでしょうか。
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学校外ではどのように準備すればよいでしょうか。
 読む：	 ここでは，学校外の準備を通して成功するための鍵を4つ挙げます。1つ

ずつ学んでいきましょう。

効果的な学習に 
向けて計画する

他の人と協力し， 
一緒に学ぶ

内容を理解し， 
覚えるために読む

課題を期日どおりに 
終わらせる

研究によって学ぶ： 
学校外での 
準備をする

効果的な学習に向けて計画するにはどうすればよいでしょうか。
	 話し合う：	 いつどこで勉強をするかを計画するのはなぜ大切ですか。時間を注意し

て管理することが大切であるのはなぜなのですか。

	 やってみる：	 別のグループメンバーと二人一組になってください。学校が始まったらいつ
どこで勉強するかをお互いに助け合って決めてください。
1．毎日勉強するための，整頓された静かな場所はありますか。どこで
勉強しますか。�

2．毎日決まった時間に勉強するよう計画できますか。

月� � 火� � 水� �
木� � 金� � 土� �

	 やってみる：	 先ほどとは違うグループメンバーと一緒に，毎日勉強する妨げとなる問題
を挙げてください。次に，これらの問題をどのように解決できるかを決
めておきます。

勉強の妨げとなるものは何か。 どのようにその問題を解決するか。

近所からの騒音 午後 3 時から 5 時までは静かにしてもらえ
るよう，丁重にお願いする。

6：学校外で成功するにはどうすればよいでしょうか。
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学校外ではどのように準備すればよいでしょうか。
	 読む：	 グループ活動を通してよく学べる人もいます。自立グループはその良い例

です。

	 話し合う：	 自立グループが学習に最適な場所である理由は何ですか。わたしたちの
グループは，あなたが行動を起こし，責任を持つためにどのように役
立ちますか。

	 読む：	 わたしたちが学校で学ぶとき，通常周りにはクラスメートがいます。彼ら
もわたしたちと同じように学ぼうとしているのです。良いクラスメートを
見つけることができれば，わたしたちを助けてくれますし，逆にわたし
たちが助けることもできます。

	 話し合う：	 効率的なグループ学習方法のためのこれらの鍵について話し合ってくださ
い。勉強グループが大いに役立ったときのことを話し合ってください。
勉強グループがあまり役に立たなかったときのことを話し合ってくださ
い。その違いは何だったのでしょうか。
•	 一緒に勉強するための最良のクラスメート，特にあなたと同様に真
剣な生徒を探します。

•	 一緒に勉強するための時間を決めておく。
•	 勉強会はそれぞれ特定の目標に合意してから始める。
•	 勉強会は決意（各自が何をするか，それをいつまでに終えるか）す
ることによって終える。

•	 勉強に焦点を当てながら，仲良く楽しむ。
•	 準備を整えておき，自分の役割を果たす。グループメンバーが学べ
るように助ける。彼らから学べる限りのことを学ぶ。

	 やってみる：	 学習効果を高めるためには，勉強グループをどのように活用しますか。ア
イデアを書き出して，それらを実行してください。

6：学校外で成功するにはどうすればよいでしょうか。
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どのように読んだことを理解し，記憶すればよいですか。
 読む：	 学校では，おそらくたくさんの本を読まなければならないでしょう。読ん

だことを理解し，記憶するためにわたしたちができることは多数ありま
す。

	 話し合う：	 読んだことを理解し，記憶して，応用するために役立つ以下のステップに
ついて話し合ってください。
1．祈る。理解して記憶するために御霊の助けを祈り求めます。
2．要点を書く。読んだ内容の主な概念を書き留めます。書き終えたら，
それらの根拠となる概念，事実，数字を書き加えます。書き留めた
ことをその日にうちに再度見直し，1 週間後，1か月後に見直します。

3．教科書が自分のものである場合，キーワードや新しい言葉に下線を
引いたり蛍光ペンでマークして，余白に定義を書き込む。

4．余白にメモを書き込む。関連性と過程を明らかに書き記す。新しい
情報をすでに知っている情報に関連付ける。

5．自分をテストしてみる。学んだ情報を使用し，応用する方法を見つ
ける。

	 やってみる：	 グループ全体で次の記事を読んでください。この読者は，上記のアイデア
すべてをどのように生かしましたか。次のページにある読者の学習要点
に目を通してください。効果的な読み方について何を学びますか。

選びについての 3 つの R
トーマス・S・モンソン大管長
最近，選びとその結果についてよく考えています。……選びには様々な側面がある
ということを深く考えながら，わたしはそれらを 3 つに分けてみました。 1 番目は
選ぶ権利 （英語では right），2 番目は選ぶ 責任 （英語では responsibility），3
番目は選びの結果 （英語では results）です。……

まず，選ぶ権利について話しましょう。わたしは，選択の自由，すなわち選ぶ権利と
いう贈り物をわたしたちに与えてくださった，愛に満ちた天の御父にとても感謝し
ています。 ……わたしたちは，この世界が創造される前から自分たちに選択の自
由があったこと，またルシフェルがわたしたちから選択の自由を奪おうとしたこと
を知っています。……救い主の計画を選んだわたしたちは，人生の旅路が危険で困
難なものになることを知っていました。世の中で生活し，罪や過ちを犯すことで御
父から離れてしまうからです。しかし霊における長子が，自ら御自身を犠牲として
ささげ，すべての人の罪を贖ってくださいました。……どのような状況に縛られて
いたとしても，わたしたちには常に選ぶ権利があります。

祈り：自分に必要
なメッセージだと
感じた。

「選択の自由」と
は選ぶ権利のこ
と。

悔い改めれば，自
分の間違った選び
を正すことができ
る。

6：学校外で成功するにはどうすればよいでしょうか。
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選びについての 3 つの R（続き）
次に，わたしたちには選ぶ権利に加えて，選ぶ責任があります。……天の御父は，
手段を備えないままわたしたちを永遠の旅路に送り出しはなさいませんでした。
その手段により，わたしたちは神から導きを受け，現世を終えた後で無事にみもと
に戻ることができるのです。その手段とは祈りです。また，静かな細い声という，
心に聞こえるささやきです。そして聖文です。聖文は，現世でわたしたちも克服す
べき試練を無事に乗り越えた人々によって記されました。……決断が行く末を決
めるのです。……

最後に，選びの結果について話します。すべての選びには結果が伴います。……兄
弟の皆さん，皆さんは高貴な生得権を持っています。御父の王国で永遠の命を得
ることが皆さんのゴールです。このゴールは，輝かしい経験を 1 度すればたどり着
けるというものではありません。生涯にわたって義にかなった生活を続け，賢明な
選択を繰り返した結果として到達するのです。……

選ぶ権利に感謝し，選ぶ責任を受け入れ，選びの結果を常に心にとどめることがで
きますように。……わたしたちは主イエス・キリストの業に携わっています。昔の
人々のように，わたしたちも主からの召しを受け入れました。わたしたちは主の用
向きを受ける者です。（『リアホナ』2010 年 11月，67 －70）

学習要点（学習ノート内）

1.選ぶ権利
 わたしたちには選択の自由があり，主は選択肢を与えてくださった

 2.  選ぶ責任
3.  わたしたちの選びの結果時間をかけて良い選択をすることによって， 

目標を達成する
 時間をかけて良い選択をすることによって，目標を達成する

4.  良い選択をしなくてはならない。これは人生で大切なことである

祈るときに，もっ
とよく聞く必要が
ある。

これは伝道のとき
に学んだ事柄。

これは自分の目標
にどのように関連
しているか。

6：学校外で成功するにはどうすればよいでしょうか。
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	 やってみる：	 各自113ページを開き，「信仰によって学ぶ望みを持つ」を読んでください。
内容を理解し，記憶するために懸命に努力をする。104 ページの 5つ
のステップをすべて実行してください。
今読んだ記事を読み返さずに次の質問に答えてください。記事を理解
し記憶するように読みましたか。
1.	信仰によって学ぶためには何をしなければなりませんか。
�
2.	わたしたちそれぞれが信仰によって学ぶことが大切であるのはなぜ
ですか。
�
3.	ジョセフ・スミスは，どのように信仰によって学びたいという気持ち
を示しましたか。
�

 話し合う： 情報をより良く覚えておくため，これらの 5つの学習ステップをどのよう
に生かしますか。

6：学校外で成功するにはどうすればよいでしょうか。
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課題はどのように終わらせればよいでしょうか。
	 読む：	 課題の内容を理解し，期日までに終わらせるにはどうすればよいでしょう

か。最善を尽くすにはどうすればよいですか。これは生徒の誰もが向
き合うことになる疑問です。

	 話し合う：	 課題の内容を理解するために何をしましたか。課題を効率よく期日までに
終わらせるには何が役立ちましたか。

	 読む：	 良いスタートは通常良いゴールインにつながることを覚えておくとよいで
しょう。課題が出たら，早めに計画を立て取り掛かることが最善です。

	 やってみる：	 次の活動では自分自身を評価します。各行の4つのボックスのいずれかに
「×」印を入れて，これらの分野におけるあなたの状態を評価してくだ
さい。改善を目指して何週かおきにこの自己評価を繰り返してください。

課題の内容を完全に理解できるまで質問する。 しない 時々する 頻繁にする いつもする

課題やプロジェクトが出たときは， カレンダーに期日
を記入して， その期日までに終わらせるための手順を
計画する。

しない 時々する 頻繁にする いつもする

どのように採点されるかを確認し， 良い成績を取るた
めに必要な事柄をすべて学び， 行うようにしている。

しない 時々する 頻繁にする いつもする

期日に遅れることなく課題を終わらせるよう努める。
先延ばしにすることはない。

しない 時々する 頻繁にする いつもする

可能であれば，進み具合を教師に見せて，必要な場合
は課題の期日の前に助けを求めるようにしている。

しない 時々する 頻繁にする いつもする

決意と忍耐
 読む： わたしたちは「学習と信仰」によって学ぶ（教義と聖約 88：118）決意

をしていますか。わたしたちは努力を続け，決してあきらめない決意をして
いますか。
わたしたちがふさわしければ，聖霊がわたしたちの能力を高めてくださるこ
とを信じていますか。わたしたちは奉仕するために前進できるよう学んでい
ますか。

 話し合う： 成功するためにお互いを助け合うにはどうすればよいですか。

 やってみる： 家に帰ってから，114ページを使ってあなたの成功するための準備レベル
をチェックしてください。

6：学校外で成功するにはどうすればよいでしょうか。
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以前よりも自立しているでしょうか。
	 時間：	 タイマーを15分にセットしてから，このページ（セクション全体ではありま

せん）を始めてください。

	 読む：	 わたしたちの目標は，物質的および霊的な面の両方で自立することです。
教育を受け，仕事を見つけることはその目標の一部でしかありません。
目標のもうひとつの部分は，信仰を深め，霊的に成長することです。

	 話し合う：	 『わたしの礎』の原則を実践し，教えることによって以前よりも自立できま
したか。

	 やってみる：	 あなたと家族は，現在どの程度自立していますか。『自立への道』のまだ
記入されていない自立の自己評価ページを開いてください。ステッ
プを完了します。以下の事柄について 3 分間深く考えてください。
前よりも支出に気を配るようになったでしょうか。これらの質問の
うち，前よりも多くの質問に対して「頻繁にする」または「いつも」
と答えられるようになりましたか。あなたが自立に必要な収入と
して設定した金額について前よりも自信が持てるようになりました
か。前よりも自立するための収入の目標達成に近づいていますか。

	 読む：	 わたしたちの目標は，物質的および霊的な面の両方で自立すること
です。教育を受けることはその目標の一部でしかありません。『わ
たしの礎』の原則に従って生活し，より良い仕事を見つけること
によっても自立できるようになります。
今後 6 回のミーティングでは，引き続き『わたしの礎』の原則を
実践し，残りの原則と最後のプロジェクトを完了します。
『わたしの求職活動』ワークブックを使って，より良い仕事を得る
ための練習をします。

自立への道

わたしの求職活動
　　　　　自 立   　　　　

6：学校外で成功するにはどうすればよいでしょうか。
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わたしに学び，わた
しの言葉を聴きなさ
い。わたしの御霊の
柔和な道を歩みなさ
い。そうすれば，あ
なたはわたしによっ
て平安を得るであろ
う。
教義と聖約 19：23

6：学校外で成功するにはどうすればよいでしょうか。

深く考える

向上するために，何をするべきでしょうか。
	 時間：	 タイマーを10分にセットしてから，「深く考える」セクションを始めてくださ

い。

	 やってみる：	 右の聖文を読んでください。または別の聖文を考えてもよいでしょう。学
んでいることを静かに熟考してください。心に感じることを以下に記入
します。
� �
� �
� �
� �
� �
�

	 話し合う：	 自分のアイデアを話したい人はいますか。
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毎日進歩するにはどうすればよいでしょうか。
	 時間：	 タイマーを10分にセットしてから，「決意する」セクションを始めてください。

	 やってみる：	 アクションパートナーを選びます。お互いにいつ，どのように連絡を取り合
うかを決めます。

アクションパートナーの名前 連絡先情報

アクションパートナーに向けて各決意を読み上げます。決意を守るこ
とを約束してください。下に署名してください。

わたしの決意

わたしは学ぶために霊的に備える方法を家族と友人に教えます。

わたしは学校外で，研究によって学ぶための鍵を毎日実践します。

わたしは永代教育基金ローン手続きを完了します（ローンが必要である場合）。

わたしは今日の『わたしの礎』の原則を実践し，それを家族に教えます。

わたしはたとえ硬貨数枚であっても，貯金を増やします。

わたしはアクションパートナーに報告します。

わたしの署名 アクションパートナーの署名

6：学校外で成功するにはどうすればよいでしょうか。

決意する
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進歩はどのように報告すればよいでしょうか。
	 やってみる：	 次のミーティングの前に，この決意チャートを使って自分の進歩を記録し

ます。下のボックスに，「はい」または「いいえ」を記入します。

学ぶため
に霊的に

備える方法
を家族と
友人に教

えた（はい
／いいえ）

学校外で
研究によっ
て学ぶた
めの鍵を
毎日実践
した（はい
／いいえ）

永代教育基
金ローン手
続きを完了
した（ロー
ンが必要
である場
合）（はい
／いいえ）

『わたしの
礎』の原
則を実践

し，それを
家族に教

えた（はい
／いいえ）

貯金を増や
した（はい
／いいえ）

アクション
パートナー
に報告し

た（はい／
いいえ）

 読む： また，『自立への道』の裏表紙に個人の出費を記録することも忘れない
でください。
次のミーティングで『わたしの礎』トピックを進行する人を選びます。（『わ
たしの礎』トピックの進行方法が分かりませんか。17ページと表紙内
側を読んでください。）
閉会のお祈りを誰かにお願いします。
進行役の方へ：次回のミーティングでは，『わたしの求職活動』ワークブッ
クをグループのメンバー全員分持ってきてください。
次のミーティングでは『わたしの求職活動』の1ページから始めます。
教材には大管長会からの手紙と『わたしの礎』の原則 1に進む指示が
ありますが，原則 7へ進んでください。今後 6 回のミーティングで，『わ
たしの礎』の残りの原則と，最後のプロジェクトを完了します。
12 回目のミーティングでは，『自立への道』の裏表示にあるもうひとつ
の自立の自己評価を行うのを忘れないでください。

進行役の方へ：
『わたしの礎』の12
原則のすべてを完了
した後は，メンバー
が LDSビジネスカ
レッジから終了証を
取得できるように，
srs. lds. org/ report
でメンバーの進歩状
況を報告することを
忘れないでください。

フィードバックをお
待ちしています
アイデア，フィード
バック，ご提案，ご
経験がありました
ら，srsfeedback@ 
ldschurch. orgまで
お送りください。

6：学校外で成功するにはどうすればよいでしょうか。
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霊的に備えておく
次の文を順番に読みます。

ジュリー・B・ベック
個人の啓示を受けるのにふさわしくなり，
啓示を受けてそれに従うという能力は，こ
の人生で身に付けられる技術の中で最も大
切なものです。主の御霊を受けるにふさわ
しくなるには，まず，御霊を受けたいとい
う望みを持つことから始まり，ある程度の
ふさわしさが必要になります。
戒めを守り，悔い改め，バプテスマのとき
に交わした約束を新たにすることによって，
いつも御子の御霊を受けるという祝福を得
ることができます。〔教義と聖約 20：77参
照〕神殿の聖約を交わし，それを守ること
によっても，霊的な強さと力が増し加えら
れます。……
聖文を読むことによって難しい疑問の答え
がたくさん見つかります。なぜなら，聖文
は啓示を促すものだからです。〔2 ニーファ
イ32：3参照〕聖文から得る理解力は時
とともに蓄積しますから，毎日幾らか時間
を割いて聖文を研究することは大切なので
す。
日々の祈りも，主の御霊を受けるために欠
かせません。（3 ニーファイ19：24－33参
照）祈りと聖文研究を通して熱心に助けを
求める人の中には，そばに紙と鉛筆を置い

ておいて，疑問点を書き出し，受けた印象
や浮かんだ考えを書き留めている人がよく
います。
啓示は，正しいことをしているときに時々
刻々与えられるものです。……個人の啓示
があれば，信仰と個人の義を増し加え，家
族と家庭を強め，助けを必要としている人
を見つけるために，日々何をしたらよいか
が分かるようになります。個人の啓示は常
に新たな力を与えてくれますから，試練の
中でもふんだんに助けを受けることができ
るのです。
わたしたちは，「公正に行動し，へりくだっ
て歩み，義にかなって裁くように」導く御
霊に頼るよう言われています。（教義と聖約
11：12）また，御霊はわたしたちの思いを
照らし，霊に喜びを満たし，なすべきこと
をすべて教えるとも言われています。（教義
と聖約11：13－14）
約束された個人の啓示は，それがわたした
ちに注がれると信頼しながら，願い求め，
備え，信仰をもって前進しているときに与
えられます。（「その日わたしはわが霊をは
しために注ぐ」『リアホナ』2010 年 5月号，
10－11）
101 ページに戻る

リソース
6：学校外で成功するにはどうすればよいでしょうか。
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信仰によって学ぶ望みを持つ
このメッセージを黙読する，または別のグループメンバーと一緒に読んでください。メッセー
ジを読み，104 ページのアイデアを使用して印をつけます。今日後ほど，1 週間後，およ
び 1か月後にこれを見直してください。そうすれば，学んだ事柄のほとんどすべてを覚え
ておくことができるでしょう。

デビッド・A・ベドナー
信仰によって学ぶとはどういうことでしょう
か。
……天の御父の息子，娘として，わたした
ちには，選択の自由という賜物が与えられ
ています。……わたしたちは学習者として，
主体性をもって御言葉を行う者となるべき
であることが分かります。……わたしたち
は主体性をもって行動し，信仰によって学
ぼうとしているでしょうか。それとも受け身
になって，教えられるのを待っているだけ
でしょうか。…….わたしたちは皆，熱心に
求め，捜し，たたかなくてはならないのです。
〔3 ニーファイ14：7参照〕
……信仰によって学ぶ望みを持つには，外
からの影響を受けるだけでなく，霊的，精
神的，肉体的な努力が必要です。……信
仰によって学ぶ望みを持つには，「心と進
んで行う精神」（教義と聖約 64：34）の両
方が必要です。信仰による学習は，まず
聖霊によって神の言葉の力が心に伝えら
れ，さらに御言葉の力が心の中にまで入っ
た結果できることです。教師が講義や論証
や実験を行っただけでは，生徒が信仰に
よって学習できるようにはなりません。むし
ろ，自分で知識を得るために生徒自身が信
仰を働かせ，主体的に学ばなければなら
ないのです。
少年ジョセフ・スミスは，信仰によって学
ぶとはどういうことかを……理解していまし
た。……明らかにジョセフは「信仰をもっ
て願い求め」〔ヤコブの手紙 1：6〕，そして

行動する備えをしていたのです。……ジョ
セフの質問が自分の知るべきことだけでな
く，自分が行うべきことにも重点を置いて
いた点に注目してください。……単にどの
教会が正しいかと祈ったのではありません。
どの教会に加わるべきかと尋ねたのです。
ジョセフは信仰によって学ぶ望みを持つた
めに森へ行きました。行動する決意ができ
ていたのです。……
現世に生きるわたしたちにとって，信仰に
よって学ぶことは簡単ではありません。
……ジョセフはこう答えました。「真理と知
恵を得る最善の方法は，書物ではなく，祈
りによって神のもとへ行き，神から学ぶこ
とです。」〔History	of	 the	Church,　第 4
巻，425〕…….
.……様々な経験をするにつれ，人からも
らった答えは忘れやすく，短い間しか記憶
にとどまらないということが分かってきまし
た。…….その反面，信仰を働かせて自分
で見つけたり，たどり着いたりした答えは
通常，生涯にわたって心に残ります。……
信仰によって学ぶという責任はわたしたち
一人一人のものです。……個人が霊的に成
長し，教会が発展するには，信仰によって
学ぶことが不可欠なのです。……信仰に
よって学ぶために，一人一人が真に義に飢
え渇き，聖霊に満たされる〔3 ニーファイ
12：6参照〕ように願っています。（「信仰
によって学ぶ望みを持つ」『リアホナ』，
2007 年 9月，17－24 参照）
106 ページに戻る

6：学校外で成功するにはどうすればよいでしょうか。
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家庭での活動：わたしは学校で良い成績を収めるための備えができ
ているでしょうか。
学校や訓練で良い成績を収めるには準備が必要です。この課題は独自で行ってください。
他の人の意見を求めることもできます。

各文の前に，1，2，3 のいずれかの数字をつけてください。1＝努力が必要，2＝まあま
あできている，3＝よくできている

その分野における改善方法についてのアイデアを書き出してください。

    自発性。つらい事柄を自ら行うことができる。他の人に強要されること
なく，毎日自ら努力している。
改善方法：

�

    キャリアについての決断。わたしには明確な目標があり，学校を卒業す
る決意がある。
改善方法：

�

    学習に対する意欲。学習に対する熱意があり，試練をその妨げとしない。
改善方法：

�

    計画性。自分の人生に責任を持っている。毎日，毎週の計画を立て，
聖霊の導きに従う。
改善方法：

�

    サポート。わたしの周りには，わたしをサポートし，導き，愛を示してく
れる人がいる。いない場合には，サポートを提供してくれる人を探す。
改善方法：

�

    金銭管理。お金を稼ぎ，貯金することができる。永代教育基金ローン
返済を含め，すべての支払いを期日どおりに行っている。収入の範囲内で生活し
ている。
改善方法：

�

この経験から何を学びましたか。あなたのアイデアを家族や友人に簡潔に説明してください。

6：学校外で成功するにはどうすればよいでしょうか。
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