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レッスンの形式 資料を使う 

この手引きには44課のレッスンしか含まれていませんが，各レッスンには物語，活動，引用聖�

句，視聴覚教材が十分掲載されています。特に重要だと思われるレッスンには，自由に，たっぷ�

り時間をかけるとよいでしょう。幾つかのレッスンには，日曜学校のクラス時間2回分に相当す�

る資料が含まれています。�

どれだけの資料を使うかは，御霊の導きによって決めてください。生徒が何を必要としている�

か，またどれだけクラスの時間があるかなどによって，レッスンの計画を立てましょう。各レッ�

スンに含まれている資料のすべてを使う必要はありません。どの資料を使うかを選ぶに当たって�

は，御霊に従って聖典を使ってください。レッスンの計画を立てる際，聖典が生徒にとって も�

重要な資料であり，聖句についての話し合いがすべてに優先すべきであることを覚えておきまし�

ょうo 

各レッスンを何度か入念に読んで，必要な教材を集め，準備してください。必要であれば，絵，�

チョーク，黒板消しなどを教会付属図書館から借りる手配をしましょう。黒板の代わりに単語力�

一ドまたはポスターなどを使う場合には，前もって準備しておきましょう。�

年度の始めに，コース全体のレッスンに目を通しておくとよいでしょう。レッスンの配分に気�

を酉己り， 近の預言者に関するレッスンにも十分な時間が取れるように注意してください。�

この手弓Iきは簡易であることを意図して企画されたもので，日曜学校の全コースに共通な形式�

が取られています。次の点に特に留意してください。�

1.資料の一つとして，ビデオカセット『末日聖徒イエス•キリスト教会歴代大管長の証』�

(53242〔英語版のみ〕）があります。このビデオカセットには，9人の大管長の短い証が収録�

されています。レッスンをより効果的なものとするために活用してください。レッスンで紹�

介する前に，あらかじめビデオカセットを見ておくとよいでしょう。このビデオカセットが�

入手できない地域もありますが，本手引きにはビデオ力セットなしでも不自由しない十分な�

資料が提供されています。�

2.教室での活動の中には多様なものが含まれています。生徒はレッスンに実際に参加すること�

によって，より多くを学びます。活動の中には，生徒が席を立って動き回ることを目的とし�

たものも含まれています。このように体を動かすことは，レッスンに変化をもたらし，生徒�

が楽しみながらレッスンの内容により大きな関心を示す結果となるのです。そのほかには，�

読書やレポートなどの活動も含まれています。このような活動をする場合には，前もって生�

徒に責任の割り当てをし，準備する時間を与えてください。�

3.この手引きには，生徒に聖典を使わせるための配慮がなされています。そのための 善の方�

法は，聖典を通して生徒を救い主と直接結びつけることです。生徒に聖典を直接体験させて�

ください。クラスにはいつも聖典を持ってくるように，またクラスや家で聖典を読み，印を�

付けて，相互参照するように勧めましょう。（聖典を持ってこない生徒のために，教会付属図�

書館から必要な数の聖典を確保する。）クラスを代表して生徒に聖典を読んでもらうときには，�

各生徒の読む能力や聖典の理解力などを十分考慮に入れて，責任を与えるようにしましょう。�

生徒が聖典を愛し，理解するように仕向けることが，教師の責任の一つでもあります。その�

ためには，短い聖句でも前もって生徒に責任を与え，生徒がその聖句を理解してクラスの前�

で気楽に読むことができるようにしましょう。�

4.手引きの 後のグラビアのページには，歴代教会大管長の写真または肖像画が掲載されてい�

ます。各大管長の写真または肖像画の裏の簡潔な伝記には，その大管長の生涯で重要な出来�

事の日付，業績，大管長の言葉が列挙されています。グラビアのページには，キリストの絵�

と，クロード•モネ作の「ひまわり」も収められています。さらに，何枚かの白黒の絵や写�

真が本文中に挿入されています。ほかの視覚資料は教会付属図書館で入手できますし，大抵�

教師のために 
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の絵は『福音の視覚資料セット』に収められています。本手引きに記された『福音の視覚資�

料セット』のアイテム番号を参照してください。例——「漁師への召し」（『福音の視覚資料セ�

ット』209) 

5.注——預言者の死によって新しい預言者が聖任された場合には，間もなく『聖徒の道』に掲�

載される新任の大管長についての記事を基にして， 後の課の後にそのレッスンをしてくだ�

さい。�

教えるための提案 効果的な教え方をするための4つの基本原則 

1.自分を霊的に備えることが第一です。レッスンを学び，準備しながら，回復された福音への�

証を築き，強めることが大切です。身近な人々の証から恵みを受けるように努めましょう。�

日曜学校教師は，互いに霊的にはぐくみ合うように協力しなければなりません。�

2.クラスで実際に教える部分は特に大切です。また同様に大切なのは，クラスの生徒一人一人�

に愛をもって心からの関心を示すことです。それぞれの生徒にとってレッスンが生活の大事�

な部分となるように，特別な努力を払ってください。�

3.クラスの生徒と良い関係を築くためには，生徒と意義ある体験ができるような計画を立てま�

しょう。問題を抱えている生徒と一対一で心を割った話し合いをしたり，教会や学校での生’ 

徒の活動を支援することは，たくさんのレッスンを準備することよりも大きな効果が得られ�

るものです。�

4.定期的に何を学んだかを生徒とともに評価しましょう。例えば，次のような質問をしてくだ�

さい。「どんなことを感じますか。これまでの体験は，あなたにとってどんな意味があります�

か。今学んでいる預言者の体験は，わたしたちが日々の生活のチヤレンジに遭遇するとき，�

どのような助けになりますか。」�

以上の4原則は，質の高い教え方をするための秘訣です。�

パウロがテモテへ送った言葉を覚えてください。「というのは，神がわたしたちに下さったのは，�

臆する霊ではなく，力と愛と慎みとの霊なのである。……神はわたしたちを救い，聖なる招きを�

もって召して下さったのであるが，それは，わたしたちのわざによるのではなく，神ご自身の計�

画に基き，また，永遠の昔にキリスト•イエスにあってわたしたちに賜わっていた恵み……によ�

るのである。」（2テモテ1：7，9) 

あなたは「聖なる招き」によって召されたのです。天の御父の助けを求めることによって，教�

える力が与えられます。時間を割いて奉仕することによって，クラスの生徒への愛が増すでしょ�

う。また，学び，レッスンの準備をすることによって，福音の原則への理解が高まり，あなたの�

生活は祝福されるのです。確かに，この責任を果たす一歩を踏み出すとき，教師という召しの聖�

なることとそれに伴う特別な祝福を知るようになるでしよう。�
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目的� わたしたちが前世においてキリストに従うことを選んだように，この世においても再びキリス�

トに従おうと望むことの必要性を認識させる。�

準 備 1.生徒の親に連絡して，各自の幼いころの写真を入手する。または幼少時代の思い出話を聞き�

出す。�

2.レッスンの終わりにある投票用紙を使う準備をする。�

3.時間があれば，監督または支部長の許可を得てから，ワード日曜学校会長会，または監督会�

の一人，および扶助協会会長会または若い女性会長会の一人をクラスに招き，キリストの教え�

に従おうと選択したことが，彼らの生活にどのような影響を与えたかを簡単に話してもらう。�

レッスンの展開 初めに 

クラス活動と� 集めた写真や話を使って，過去を振り返る。幼いころにはどんな顔や様子をしていたか，どん�

話し合い� なことをしたかについて話し合う。生徒全員を漏れなく含むように努める。�

•生まれる以前のこと——天の御父と一緒に暮らしていたころのこと——を振り返って見ること�

ができたらどうだろうか。そのときにはどんなことを言い，どんなことをしていたのだろうか。�

(前世でも，また地上でもキリストに従おうという決意——聖なる約束——をどのようにした�

のかを話し合うよう仕向ける。）�

前世において，わたしたちはイエス•キリストに従うことを選んだ 

次の文を読む。�

この地上に生まれてくる前——この地球が創造される前——わたしたちは天父とともに住んで�

いました。わたしたちは天父の霊の子でした。この地上に住んだことのある人々はすべて天父の�

霊の子なのです。�

御父の 初の霊の子はイエス•キリストでした。ですからキリストはわたしたちの長兄です。�

キリストは地上に来られる前，すなわちまだ天におられるときに神会の一員になられました。�

天父はすべての霊の子が父である御自分のようになることを望まれました。霊の子たちが御父�

のようになれるための計画は「救いの計画」と呼ばれました。�

天上の会議において，天父はこの計画を提案されました。その計画とは，霊の子であるわたし�

たちが地上に行き，骨肉の体を得て，御父から離れた所でその戒めを忠実に守るかどうかを試さ�

れるというものでした。�

この計画には救い主が必要でした。天父はわたしたちが地上で試される間に，きっと罪を犯すだ�

ろうと知っておられました。聖くない者や罪ある者は御父とともに住むことができないことから，�

わたしたちの罪が赦されて御父のもとに帰り，御父のようになるためには，救い主がどうしても�

必要だったのです。救い主とは，悔い改めて戒めに従う人々の罪を贖う人を意味します。�

天父は救いの計画を提案され，「わたしはだれを遣わそうか」と言われました。イエスは，「わ�

たしがここにいます。わたしをお遣わしください」（アブラハム3: 27)と答えられました。する�

と，霊の子の中の別の一人，ルシフエルが言いました。「わたしがここにいます。わたしをお遣�

わしください。」（アブラハム3:27)「わたしをお遣わしください。わたしはあなたの子となりま�

しょう。そして，わたしは全人類を贖って，一人も失われないようにしましょう。必ずわたしは�

そうします。ですから，わたしにあなたの誉れを与えてください。」（モーセ4:1)しかしイエス�

はこれに答えて言われました。「父よ，あなたの御心が行われ，栄光はとこしえにあなたのもの�

でありますように。」（モーセ4: 2) 

これを聞いた天父は言われました。「わたしは 初の者を遣わそう。」（アブラハム3: 27)する�

と，ルシフエルは怒って神に背き，「その日，多くの者が彼に従った。」（アブラハム3: 28)主は�
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ジョセフ•スミスに，「彼は天の衆群の三分の一を……わたしから背き去らせた」（教義と聖約�

29:36)と言われました。�

すべての忠実な霊の子たちは，ルシフエルと彼に従った霊の子らに対抗し，天父とイエスの側�

に立ちました（黙示12: 7参照)。�

ルシフエルは天から地上に追われ，サタンすなわち悪魔と呼ばれるようになりました。サタン�

に加担して天父とキリストに背いた霊の子たちはすべて，サタンとともに天を追われ地上に落と�

されました（黙示12: 9参照)。�

この地上に生まれてくるすべての人は，悪魔ではなく天父とキリストに従うことを選んだので�

す。悪魔および彼とともに天から地上に落とされた霊の子たちは，決して肉体を持つことはでき�

ません。また，天父のもとに帰ることもできないのです。�

一方，わたしたちはキリストに従うことを選んだことによって肉体を得，地上に生まれてきま�

した。もしわたしたちが続けてキリストに従うならば，天父のもとに帰ることができるのです。�

この地上にいるわたしたちは，今でも引き続きサタンと戦っています。わたしたちはどのよう�

にサタンに抗し，キリストの味方となることができるのでしょうか。それはわたしたちが考えた�

り言ったりすること，そして行いによって，キリストの味方であることを示すことができます。�

またどんな友達を選ぶか，どんな映画を見るか，どんな言葉を使うか，人々にどのように尽くす�

かによって示すのです。そしてさらには，知恵の言葉を守り，什分の一を納め，集会に出席し，�

神権を尊び，両親に従い，神の戒めをすべて守ることによって，わたしたちがキリストの味方で�

あるかどうかが分かるのです。�

考えるための質問 •あなたは何を選びますか。天において選んだように，今地上でもキリストに従うことを選びま�

すか。天においてそうしたように，今地上でも悪魔と戦うことを選びますか。�

この世は試練と誘惑に満ちている 

聖句を使った� 次の聖句とエズラ•タフト•ベンソン大管長の教えを読み，話し合う。�

話し合い A.教義と聖約11:35 

B .黙示12:17 

C. 2テモテ3�：1-7 

D. 2テモテ3�：13 

E.エズラ•タフト.ベンソン——「わたしは主の導きを求める度に，心の中で『悔い改めのほか�

に何も語ってはならい』（教義と聖約6�： 9�；11：9)という主の宣言を再確認してきました。�

これはすべての末日の預言者が，イエスはキリストであり，ジョセフ•スミスは神の預言者�

であるという証とともに，繰り返してきた主題です。�

先の偉大な預言者スペンサー•W•キンボールも，声を大にして悔い改めを叫びました。�

彼の説教や著書の中には，この悔い改めという主題が貫かれています。『赦しの奇跡』という�

すばらしい本はその一例です。そしてわたしたちは，今も教会員に対して，また教会外の�

人々に対しても，悔い改めを叫ばなければなりません。�

『夜回りよ，今は夜のなんどきですか。』（イザヤ21:11)わたしたちはこれに対して，シ�

オンの中では，万事がよいわけではないと答えざるを得ません。モロナイの勧告のように，�

わたしたちは器の内部を清潔にしなければなりません（アルマ60�： 23参照)。まず自分自身か�

ら始め，次に自分の家族， 後に教会という順で進めていく必要があります。」（「器の内側を�

清めなさい」『聖徒の道』1986年7月号，4) 

活 動� わたしたちが毎日言ったり行ったりすることは，すべて，キリストに従うかまたはサタンに従�

うかの選択にほかならない。このような選択をすることは，毎日善または悪に投票するのと同じ�

である。�

用意しておいた投票用紙を配り，それについて話し合う。それぞれの選択は何に投票すること�

を意味するかを話し合う。�
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第10課 

訪問者� 「キリストに従うことを選んだことが，自分の生涯にどのような影響を与えたか」について, 

訪問者に話してもらう。�

証とチャレンジ 

すべての預言者や使徒はイエス•キリストについて証していることを生徒に説明する。エテル�

12�： 41を読んでから，スペンサー• W •キンボール大管長の証を読む。�

「これら古代の偉大な使徒たち，同じ主なるキリストの業に携わった兄弟たちの証に加えて，�

わたし自身の証も述べさせていただきたい。わたしは，イエス•キリストが生ける神の御子であ�

り，世の人々の罪のために十字架におかかりになったことを知っている。�

イエス•キリストはわたしの友であり，わたしの救い主，わたしの主，そしてわたしの神であ�

る。」（「キリストにあって永遠の望みを抱く」『聖徒の道』1979年2月号，120) 

前世で主に従ったのと同じように，現世でもキリストに従うことを選ぶよう生徒たちにチャレ�

ンジする。日々の選択の中で悪を退け，正義を選ぶことで，キリストに従えるようになるのであ�

る。教師の証を生徒たちに伝える。�

毎日行う投票 
•キリストに従うことに投票する�

•聖餐会に出席する�

•毎日祈る�

•敬虔な気持ち，態度で主の御名を使う�

•ほかの人々を助ける�

•毎日聖典の勉強をする�

•常に真実を語り，誠実である�

•サタンに従うことに投票する�

•聖餐会に出席しない�

•祈ることを拒む�

•主の御名をみだりに唱える�

•利己的である�

•不健全な本を読んだり映画を見る�

•うそをつき，盗み，不正をはたらく�

每曰行う投票 
•キリストに従うことに投票する�

•聖餐会に出席する�

•毎日祈る�

•敬虔な気持ち，態度で主の御名を使う�

•ほかの人々を助ける�

•毎日聖典の勉強をする�

•常に真実を語り，誠実である�

•サタンに従うことに投票する�

•聖餐会に出席しない�

•祈ることを拒む�

•主の御名をみだりに唱える�

•利己的である�

•不健全な本を読んだり映画を見る�

•うそをつき，盗み，不正をはたらく�
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聖典一末日における確かな導き手 

目 的� リーハイの見た鉄の棒の示現を理解することによって，聖典を確かな導き手として使うように�

生徒に勧める。�

準 備 1.1ニーフアイ8章と1ニーフアイ11章を読んで，リーハイおよびニーフアイの示現とその解き明�

かしを知る。�

2.レッスンの中のリーハイの夢の絵を使う準備をする。�

3.生徒全員が『モルモン書』を持っているようにする。（万一のために，教会付属図書館から何�

冊かを借りておく。）�

4.レッスンの中の二つの話のコピーを取り，クラスで読む準備をさせるために二人の生徒に割�

り当てる。�

5.目隠しとひもを用意する。�

レッスンの展開 初めに 

話� 一人の生徒に目隠しする。この生徒を1,2回ぐるりと回して，教室の向こう側へ歩いて行くよ�

うに指示する。彼は恐らく手探りで，途中何かにつまずくかもしれない。（けがなどしないよう�

に十分注意する。）次に，彼がつかまって歩けるように，ひもを張る。前と同じ行動を繰り返す�

ように指示する。ただし，今回はひもを伝って歩かせる。聖典は，わたしたちが伝って行くこと�

のできる強い導き手のようなものであることを説明する。�

聖典という鉄の棒はわたしたちを主へと導いてくれる 

物 語� 一人の生徒に次の物語を読んでもらう。�

何年か前，南アメリカの赤道近くの，アンデス山中のある診療所で，ペドロとナンシー•カン�

トスに男の子が生まれました。初めは正常に見えた赤ちゃんが，次第に重い病気の徴候を示し始�

めました。腸が正常に機能しておらず，また心臓にも先天性の欠陥がありました。両親はすでに�

二人の子供を病気で亡くしており，幼いぺドリトも失うのではないかと悲しみに暮れていました。�

二人は絶えず祈りました。�

「ぺドリトが生まれてから10か月ほどたったある夜，ナンシーは夢を見ました。台所の窓から，�

いつものごみごみした建物ではなく，見渡すかぎり続く美しい芝生が見えました。遠くで一人の�

男が土を掘っていました。彼女は近づいて行って，『何をしているのですか』と尋ねました。�

『人間の病気を治す薬草を植えているのだ』と，男は答えました。�

そのときナンシーは，近くにある見たこともない木に気がつきました。そこで彼女は，『あの�

木は何のために植えてあるのですか』と，尋ねました。�

『あの木はぺドリトの病気を治すことができるのだ』と，見知らぬ男は言いました。�

彼女は切に尋ねました。『それならあの木の薬をどのようにわたしの子供に与えることができ�

るのか，教えてください。』�

見知らぬ男が答える前に，ナンシーはまた遠くに男の人がいるのを見ました。その男ともう一�

人の男が……近づいて来て，……『わたしたちは神から遣わされた者です。あなたの信仰とあな�

たが「聖書」を学び，神の言葉を熱心に求めたために，あなたを助けるようにと，遣わされまし�

た』と言いました。……そのときナンシーは目が覚めましたが，その夢は頭の中にはっきりと残�

っていました。�

それから1週間たって，二人の宣教師がカントス家のドアをたたきました。その夜，宣教師た�

ちは第1課のレッスンを教えました。�

長老たちは帰る前に，その日教えた聖句に……印を付けてから，1冊の『モルモン書』を渡し�

ました。……宣教師たちはまた，命の木についてのリーハイの夢に関する聖句に印を付けるよう�

第：課 
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霊感を受けました。それは今までになかったことでした。�

しばらくしてリーハイの夢について……読んだナンシー•カントスは，非常な興奮を覚えまし�

た。自分の見た夢と何とよく似ていたことでしょう。これこそ自分たちの祈りへの答えだと，ナ�

ンシーは心にはっきりと知ったのです。…… 

〔それから間もなく，カントス家族はパプテスマを受けました。幼いぺドリトに神権の祝福が�

与えられ，その病状は快方に向かいました。しかし，再び病状が悪化し，心臓の手術が必要とな�

りました。2度目の神権の祝福によって，無事にこの難関も突破することができ〕やがてべドリ�

トはほかの子供たちと同じように，遊んだり走り回ることができるようになりました。」（ヴィ�

ラ• H •ブレイク，“A Mother's Dream” Ensign「母の夢」『エンサイン』1986年3月号，53 — 54) 

ナンシーの夢に出てきた木は，この家族にとって大きな奇跡の源であった。�

生徒にリーハイの夢の絵を見せる。�

生徒と一緒に，1ニーフアイ8�： 5-35を読む。�

•リーハイの夢に出てきた木は，何を意味していると聖典には書かれていますか。（リーハイの�

夢に出てきた木は神の愛を表している〔1ニーフアイ11：25〕。）�

•行く先がまったく見えないほど暗い場所に行ったことがありますか。深い洞窟や鉱山のまった�

く明かりの入らない所にいると想像してごらんなさい。そんな中では，伝って外に出られるよ�

うな手すりがついていることは，どんなに大切でしょうか。リーハイの夢の中で，鉄の棒はど�

んな大切なことを表していますか。（多様な答えが予想される。1ニーフアイ11：25参照）�

•しっかりと鉄の棒につかまっていなかった人々はどうなりましたか。ニーフアイは，鉄の棒が�

象徴しているものについて，どんなことを知りましたか（1ニーフアイ11：25参照）。聖典はど�

んな点で鉄の棒となることができますか。�

次の聖句を読み，話し合う。生徒が，聖典を勉強することは非常に大切であるという結論に達�

するように指導する。�

申命6�： 6-7 

使徒17 ：10-11 

2テモテ3�：15-17 

2ニーフアイ4�：15 

アルマ37�： 8 

教義と聖約33 ：16 

1ニーフアイ15 ： 23-24から鉄の棒に関する神の約束を読んで，この話し合いをまとめる。�

聖典は今日の問題の解決にも役立つ 

話し合い� 神権指導者会において，エズラ•タフト•ベンソン大管長は，次のように述べている。�

「もし各個人や家族が定期的に続けて熱心に聖典を読むならば，これらの様々の領域の活動�

〔教会の活動，聖餐会の出席率，宣教師の人数，神殿結婚〕は白動的に成し遂げられます。もっ�

と証が深まり，人々はさらに熱心に参加するようになるでしょう。家族が強められ，個人のうえ�

に啓示が注がれることでしょう。」（「御言葉の力」『聖徒の道』1986年7月号，81) 

•聖典はあなた自身や家族，または友達にとって，どのような助けとなっていますか。聖典を読�

んで，勉強することは，ベンソン大管長が約束している点において，どのようにあなたの助け�

となりますか。（様々な答えが予想される。）�

物 語� 前もって責任を与えておいた生徒に，次の物語を読んでもらう。読み終わったところで，聖典�

が物語の主人公にどのような助けとなったか質問する。�

アメリカに住むティーンエージャー，ジャネットは，その日，中学1年の理科の時間に，先生�

力$「何かいつもと様子が違うことに気がつきました。…… 

授業は理科ではなく，アメリ力が重大な軍事危機に直面しているという話から始まりました。�

糸;S 

聖句を使った�

話し合い�

聖句を使った�

話し合い�
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ソ連がミサイルを積んだ艦船をキューバへ派遣したために，大統領（アメリカ合衆国大統領）は�

海上封鎖を行ったのでした。�

『戦争になるかもしれない』と，先生は強い語調で机をたたきながら言いました。『今存在す�

るこの世界というものが30分で終わってしまうかもしれないのだ。核戦争というものがどんなも�

のか，みんなは分かっているか。核戦争になったら，世界は完全に破壊されるだろう。』……わ�

たしは恐ろしくなりました。……それから後の1日，何が起こったのかはっきり覚えていません。�

学校から帰る途中も，理科の先生の言葉が頭の中で繰り返されていました。『30分で世界は破�

壊される。』……夕食後，わたしは宿題をしようと机に向かいました。……しばらくして，勉強�

に疲れたので……机の上を整理していると，その年ビーハイブ（若い女性）になったときにもら�

ったしおりが目に入りました。しおりの裏には，その年の聖典読書リストが書かれていました。�

それまでリストが書かれていたことには気がつきませんでしたが，……リストの 初の聖句を少�

し読んでみることにしました。それはジョセフ•スミスによって翻訳された，『高価な真珠』の�

中のジョセフ•スミス-マタイの章でした。�

間もなく涙で目がかすんできました。23節を読んでいると，わたしは温かい平安な気持ちに包�

まれました。『あなたがたはまた，戦争と戦争のうわさとを聞くであろう。あわてないように気�

をつけなさい。わたしがあなたがたに告げたことはすべて，必ず起こるからである。しかし，ま�

だ終わりではない。』（ジョセフ•スミス-マ夕イ1:23)…… 

そのときには，もうその日理科の授業のときに感じた恐れや動揺はなくなっていました。天の�

お父様がわたしたちのことを忘れずにいてくださることや，世界の出来事は預言のとおりに起き�

ていることが分かったのです。恐れることはありませんでした。」（「まだ終わりではない」『聖徒�

の道』1987年3月号，42) 

証とチャレンジ 

聖典の真実性とその価値に関する自分の証を述べる。毎日聖典を読むように，生徒一人一人に�

チャレンジする。聖典を読むことによって，どのような影響があったかを，来週生徒に話しても�

らつ。�
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目 的� 末日における啓示が，大きな祝福であることを生徒に認識させる。�

準 備 1.各生徒に『聖書』と『高価な真珠』とを持参させる。（教会付属図書館から予備の『聖書』と�

『高価な真珠』を借りておく。）�

2.生徒の人数と同じ数の紙コップまたはそのほかの種類のコップを用意する。�

3.コップを差し出して物乞いをする老人の絵を用意する（レッスン内容参照)。�

レッスンの展開 初めに 

•先週毎日聖典を読んだことは，あなたの生活にどんな影響を与えましたか。（先週のチヤレン�

ジを行ってみて，その経験を話してくれる生徒に簡単に答えてもらう。）�

霊的な渴望を感じるのは，神の言葉を受けることがないためである 

アモス8�：11-12を読む。この聖句は啓示のない状態を飢饉にたとえている。�

•飢饉になると，どんなことが起こりますか。（食物がほとんど，またはまったくなくなる。�

人々は飢え，病気に苦しみ，死ぬ人もある。）�

•食物なしで，どのくらいの期間生きていられますか。（様々な答えが予想される。）�

•食物が手に入らず，長い間空腹に耐えなければならなかった経験がありますか。（様々な答え�

が予想される。）�

•そのときどんな気持ちでしたか。（様々な答えが予想される。）�

自分の霊を養わなければならない 

ヨハネ6: 35を読む。この聖句では，肉体にパンと水が大切であると同様，霊には霊的食物が�

大切であるとイエスが述べておられることを説明する。�

これは，ある末日聖徒の少女が霊的食物に対する飢えを感じたときの話である。そのとき彼女�

は高校の交換留学生プログラムの一環としてドイツへ行っていた。ホストファミリ一の家に温か�

く迎えられたものの， 初の日の終わりには，この新しい環境にすっかり疲れ果ててしまった。�

「その日の活動が全部終わって，自分の見慣れぬ，新しい寝室にたった一人で戻って来たとき，�

わたしはとても当惑していました。わたしは柔かいベッドに身を投げ出しました。…… 

時差ぼけによるひどい疲れも感じ始め，わたしは泣きだしてしまいました。泣けば泣くほど，�

もっと泣けてきました。自分でもなぜ泣いているのか分からなかったからです。確かに自分の家�

族とは離れ離れにはなってしまいましたが，一か月後にはまた会えるのです。この新しい家族も�

わたしを王女様のように大事にしてくれていました。それなのに，とてつもなく大事なものが何�

か欠けているのを感じ，今日という1日に何かが足りない気がしました。救いようもなくふさい�

だ気持ちで，寝転んで泣きながら，わたしはふと思い出したのです。その日は日曜日だったので�

す。そうでした。わたしは忘れていましたが，わたしの心は忘れずに，一日中そのことをわたし�

に思い起こさせようとしていたのです。ぜひとも，教会へ行きたくなりました。でもそのころに�

はもう遅すぎました。そこで，わたしは目を閉じ，自分の家でのごく普通の日曜日を心に思い描�

いてみました。家族の祈り，日記，皆と一緒にする夕食，教会でのクラス，そして聖餐会。…… 

その日は，いつもの日曜日らしい活動も，聖餐も，何もありませんでした。何もないことで，�

心が痛むほど寂しく感じました。わたしにはそれらが必要であることを，そのとき悟りました。�

わたしはひざまずき，涙で枕をぬらしながら，次の日曜日には末日聖徒イエス•キリスト教会の�

集会に出席できるよう，天のお父様に祈り求めました。」（カーステン•クリスチヤンセン，“A 

Sunday without the Sacrament” New Era「聖餐にあずからなかった日曜日」『ニューエラ』�

聖句を使った�

話し合い�

聖句を使った�

話し合い�

実 例�
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第 3課 生ける預言者への啓示 
——再び地上に与えられる 



1986年1月号，49)カーステンは，ドイツのホストファミリーの助けを得て，その次の日曜日ま�

でには，末日聖徒イエス•キリスト教会を見つけることができた。�

話し合い •もし何年もの間，または生涯，福音の祝福なしに生きなければならないとしたら，何がないこ�

とをいちばん残念に思うでしようか。（様々な答えが予想される。）�

わたしたちはジョセフ•スミスが祈りから得た祝福にともにあずかる 

福音の祝福は，地上のほとんどの人々と様々な教会の指導者とが，祝福を受けることを望み求�

めなかったために，長い間この地上に与えられなかった。末日になって，主はアメリカ合衆国と�

いう国を起こされ，その政府は福音が栄えるのに必要な自由を国民に許した。こうして主は再び�

地上の人々に，その もすばらしい賜物である福音を与えられた。主は，まず1820年，ある心の�

へりくだった農村の少年の祈りにこたえられた。�

•その少年とはだれですか。（ジョセフ•スミス）�

ジョセフ•スミスはその地方の人々の霊的な飢えに気づいた。そして自分自身もまた，霊的に�

飢えていることを感じ，当時の様々な教会で教えられている相反する勧告にとまどった。それら�

の教会はすべて別々な方法で神を求めるようジョセフに勧めた。ジョセフは迷った。ジョセフは�

そのときのことを，次のように書いている。�

「このように，12歳から15歳までの間，わたしは世の中の状態，争いと分裂，人々の心にしみ�

込んでいる邪悪と憎悪，そして暗黒に関して，多くのことを深く思い悩んだ。わたしの心はひど�

く苦しんだ。自分が罪深いことを確信するようになり，聖典を研究することによって，人類は自�

ら主のもとに来ようとはせず，かえってまことの生きた信仰から背いていることに気づいたから�

である。」（ジョセフ•スミス，“ Kirtland Letter Book”「カートランド書簡集」1829 — 1835, 1-5) 

ジョセフは聖典を読むことによって，信仰をもって祈り求めれば，神はこたえてくださること�

を知った。彼は神の約束を信じ，家の近くにある森へ行ってひざまずき，熱心に神に祈ってその�

信仰を示した。�

聖 典�

活動と絵�

黒板を使った�

話し合い�

証とチヤレンジ 

末日聖徒イエス•キリスト教会の会員として，わたしたちは多くの霊的な賜物と，霊的に成長�

するために十分な食物を豊かに与えられてきた。�

これらの賜物に飢えている人が，わたしたちの知っている人や出会う人々の中にいるかもしれ�

ない。少ししか持っていない人々，また霊的な食物が足りないためにほんとうに飢えている人々�

に，主がわたしたちに与えてくださったものを分かち合うならば，主はきっと喜ばれるに違いない。�

『高価な真珠』の中のジョセフ•スミスの証を読み，祈り尋ねることによって，福音の回復に�

対する証を強めるようにチヤレンジする（ジョセフ•スミス-歴史1：1-26参照）。適切な機会�

生徒とともに，ジョセフ•スミス-歴史1：1-26を読む。�

各生徒に紙コップまたはそのほかの種類のコップを渡す。（紙コップを使う場合には，「霊的滋�

養で満たしなさい」と書いて，家に持ち帰らせる。）レッスンの中の「コップを持った老人」の�

絵を見せる。�

世界中には，お金や食物をもらうためにコップを差し出している空腹な人々が数多くいること�

を，生徒に説明する。�

參あなたは，イエス•キリストの福音をまったく知らず，霊的食物に飢えているとします。もし�

ジョセフ•スミスが自分の祈りと，天父と御子が現れられたことをあなたに話したとしたら，�

そのとき，あなたの「コップ」には，どんな霊的食物が入ることでしょう。（黒板に答えを書�

く。次のような答えが考えられる。神が生きておられるという確信，神はわたしたちのことを�

心にかけていてくださるという確信，祈りはこたえられるという確信，神はわたしたちの御父�

であり，わたしたちはその形に創造されたという理解）�
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があったら，こうして得た証をほかの人々と分かち合う準備をするようにチヤレンジする。�

神はわたしたちの祈りを聞かれ，それにこたえてくださること，また福音を分かち合おうと努�

めるとき，神は確かに導いてくださることを証する。�
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目 的� 生徒が清い心を持ちたいという望みを得るように助ける。�

準 備 1.ブラシ，ほうき，ちりとり，クレンザーなどの掃除用具をクラスへ持って来る。�

2.キリストがドアをたたいていらっしゃる絵およびエノクとシオンの町の絵を用意する。�

3.アルマ17 — 19章を読む。�

レッスンの展開 初めに 

ボーン• J •フエザーストーン長老は，次のように話している。�

「数年前，ある父親が次のような話をしてくれました。この父親の長男は，伝道から帰った後，�

1年ほどブリガム•ヤング大学に出席していました。その間に彼は婚約し，結婚する準備をして�

いました。結婚式が1週間後に迫ったある夕べ，彼はソルトレーク•シテイーに住んでいる家族�

のもとへ帰り，一時を過ごしました。その父親はこのように言いました。『息子はとても深刻な�

様子でした。彼はいつも快活で活気にあふれていました。そばにいると，こちらまで楽しくなっ�

てしまうほどだったのです。』30分ほどして，息子は父親に尋ねました。『お父さん，ちょっと書�

斎で話があるんだけど。』いつもは父が息子を書斎に招き入れるのでした。息子は父親が書斎に�

入るのを待って，ドアを閉めました。（いつもは父の方がドアを閉めていました。）それから息子�

は大きな安楽いすに腰かけたので，父はやむなく背の硬いいすに座りました。まるで父と息子の�

立場が逆になった感じだったと父親は言っていました。そして自分はどんな悪いことをしたのだ�

ろうかと思ったそうです。彼は言いました。『まばゆいほど明るい電灯の下で尋問されるときの�

ような気分でした。』そのとき息子がロを切りました。『お父さん，ぼくが来週結婚するのは御存�

じですよね。』�

父親は息子の結婚式のことをほのぼのとした気持ちで考えながら答えました。『ああ，知って�

いるさcj 

すると，息子は言いました。『お父さん，ぼくは生まれたままの清い体で結婚式を迎えること�

を，お父さんとお母さんに知っておいてもらいたかったんです。』息子の目には涙が光っていま�

した。父親の目にも涙が光りました。父親は息子に近づき，しっかりと抱き締めて，頰にキスし�

ました。胸がいっぱいで言葉が出てこなかったのです。」(Purity of Heart『心の清さ』42-43) 

清い宮 

掃除用具を見せる。�

•特別な来客がある場合には，この掃除用具をどのように使いますか。それが特に大事なお客様�

だった場合には，いつもと同じように掃除をしますか。（様々な答えが出てよい。）�

ヒラマン4:24を読んで，「清くない宮」には主の御霊は宿らないことを強調する。�

•この聖句で言っている「宮」とは何を意味していますか。（個人——肉体と霊）�

生徒に，自分たちはどんなに清いかを考えさせる。預言者や主御自身が来られるとしたら，自�

分の家を磨いておくのと同じように，自分たちも自らを清く保っているかどうか考えさせる。�

キリストがドアをたたいていらっしゃる絵を見せながら，一人の生徒に黙示3�： 20を読んでも�

らう。主を心の中に招き入れる準備ができているかどうかについて，生徒に考えさせる。マタイ�

5�： 8を読む。�

主は清い人々を望まれる 

絵と話し合い� エノクとシオンの町の絵を掲示する。教義と聖約97�： 21を読み，黒板に「シオン 1：、の清い�

者」と書く。シオンについて何を知っているか，生徒に尋ねる。次の事柄を復習して，主は常に�

活動と話し合い�

絵と聖句�
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第 j 課 シオン建設の召し 



この地上にシオンを建設することを望んでおられたことを説明する。�

1.大洪水のずっと前，エノクの時代に，心が非常に清かったために主によって天に取り上げら�

れた民があった（モーセ7�：18-21；へブル11：5参照)。�

2.バプテスマのヨハネは，「民を主に備える」ために遣わされた（ルカ1:17)。�

3.主がアメリカ大陸を訪問されてから200年の間，人々は正しく清い民であった。�

4.末日において主は，「シオンの大義を起こして確立するように努めなさい」（教義と聖約6: 6) 

と言われた。�

•主はなぜ人々が清い心を持つことを望まれるのでしようか。（様々な答えが考えられる。主の�

もとに帰るためには，心が、清くなければならないことを強調する。）�

話し合い� アンモンの話をする（アルマ17�：19-19�： 36)。�

アンモンは福音を宣ベるために，レーマン人の地へ行きました。彼は捕らえられて，レーマン�

人の王ラモーナイの前へ引き出されました。アンモンはラモーナイ王の僕になって働きたいと言�

いました。こうして王の僕となったアンモンは，王の羊の群れを守り，王の僕たちの命を救いま�

した。アンモンの勇気ある行いを耳にした王は，彼を呼び出しました。アンモンはラモーナイ王�

に福音を教えました。御霊の力を通して，主はラモーナイ王の心を変えられました。�

清い心になるには 

アルマ19�： 33を読む。�

•心が清いとは現在ではどんな意味ですか。（様々な答えを受け入れる。）�

•どうしたら心の清い者となることができますか。わたしたちがする選択は，どのように心の清�

さに影響を与えますか。（次の事柄を生徒が挙げるように指導し，それを黒板に書く。括弧内�

に示してある聖句を使って，主がわたしたちに従うようにと指針を与えてくださったことを強�

調する。）�

ふさわしい友達を選ぶ（教義と聖約38�： 42�；アルマ5�： 57参照）。�

聖典を学ぶ（教義と聖約26�：1；モーサヤ1：7�；教義と聖約11：21-22参照)。�

祈る（教義と聖約31：12参照)。�

あらゆる種類の悪から遠ざかる（1テサロニケ5�： 22参照)。�

良い書物，雑誌，テレビ番組，音楽，映画を選ぶ（教義と聖約88:118参照)。�

清い思いを持ち，清い行いをする（教義と聖約121：45参照)。�

•以上の事柄は，わたしたちが心の清い者となるために，どのような助けとなりますか。（様々�

な答えが考えられる。）�

わたしたち各自がシオンを築くためには 

話し合いと黒板 •わたしたちはどのようにしたらシオンを築くことができるでしようか。わたしたちにはどんな�

ことができますか。（答えをまとめて黒板に書く。次のような事項が含まれる。）�

わたしがシオンを築くためには 

証とチャレンジ 

毎日自分たちがすることを考え，心の清い者となれるようにそれらのことを行うようチャレン�

ジする。心の清い者となれるように，祈り，天父の助けを求める。�

心を清く保つことの大切さと祝福について証する。�

聖句を使った�

話し合い�

黒板を使った�

話し合い�
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清い心を持つ�

模範となる�

伝道に出る�

教会で奉仕する�

義にかなった家族を築く�

何事にも誠実である�

什分の一およびそのほかの献金を納める�

家族やほかの人々を愛する�



預言者に従う 

目 的� 生徒に，なぜ今生ける預言者がいるかを理解させ，預言者の言葉に従うことによって幸福がも�

たらされることを認識させる。�

準 備 1.次の絵を用意する。�

a.自分の家族，または生徒の家族から，よちよち歩きの子供の写真。手に入らない場合には，�

教会付属図書館によちよち歩きの子供の絵があるかどうか調べる。�

b.教会の現在の預言者の写真�

2.「預言者とは」と書いたカードを用意する。�

3.「ヒュー• B •ブラウン物語」の台本のコピーを作る。少なくとも1週間前に，有能な二人の�

生徒に割り当てて準備させる。�

4.『聖徒の道』大会特集号から，現在の預言者の話を一つ選ぶ。一人の生徒に責任を与え，預言�

者がどんな指示を与えているか報告してもらう。（この報告は5分以内とする。）�

初めに 

よちよち歩きの子供の絵を掲示し，次の話をする（読んでもよい）。�

この子はあなたが心から愛している弟（または妹）だと考えてみましよう。今日は午後からこ�

の子の子守りをするように頼まれて，庭で一緒に遊んでいました。庭の一方は車の交通の激しい�

通りに，もう一方は水がとうとうと流れる水路に面していました。交通の激しい通りの近くには�

寄らせないようにしたために，今度は水路の近くで遊びたいと言い出しました。そこは危ないか�

らと，庭の中央に連れて来ると，泣き叫んであなたをけり始めました。あなたは彼の望みどおり�

にさせますか。激しい通りや水路の近くで遊ばせますか。なぜそうさせないのですか。（彼には�

分からなくても，あなたは危険を知っている。彼を愛し，彼が安全であることを望むから。）�

•危険から遠ざかるように10代の若人を守ってくれるのはだれですか。つまり「暴力や不道徳な�

映画は見ないように」「麻薬に近寄らないでいなさい」「早く家に帰って来なさい」「16歳にな�

るまでデートをしないように」などと言うのはだれでしようか。（親，教師，教会の指導者）�

•親や教師，教会の指導者を危険から守るのはだれですか。（自分たちの経験，聖霊の導き，神�

の預言者）�

天父はわたしたちすべての子らを愛しておられ，養ってくださる。神は預言者に導きを与えら�

れ，預言者は神の子らに勧告を与える。経験の浅い者や人生の様々な危険を知らない者を導くた�

めに，神は親や教師，また教会の指導者を与えてくださる。�

•親や教師，また教会の指導者たちはすべてのことを知っていますか。（いいえ。彼らも聖霊や�

生ける預言者の導きが必要である。預言者はわたしたちすべてに教え，警告を与える。）�

今日は，生ける預言者の重要性について学ぶ。�

レッスンの展開 

絵と話し合い�

預言者は神の代弁者 

現在の預言者の写真を掲示するC 

カードまたは黒板と�

話し合い�

•預言者とは何ですか。（生徒は，預言者は未来を預言または予告する人，と答えると思われる。�

これは預言者の一つの特質である。話し合いながら，次の点を引き出すように努める。生徒の�

答えを黒板に書く，またはカードを掲示する。）�

14 

第 C 課 



預言者とは 

神の代弁者�

神とイエス•キリストについて教える人�

罪を非難し，その罪の罰を宣言する人�

正義を宣べ伝える人�

悔い改めを叫ぶ人�

聖典を解釈する人�

現在の教会方針の執行者�

次の文を読む（一人の生徒に読んでもらってもよい）。�

ブルース•R•マッコンキー長老は次のように述べている。�

「まことの預言者とは，イエスの証人であり，個人に与えられる啓示によってイエス•キリス�

トが生ける神の御子であって，世の罪のために十字架にかけられる，あるいは十字架にかけられ�

たことを知っている者である。また神が直接話される者であり，御霊の静かな細い声が分かる者�

である。まことの預言者とは，聖なる神権を持つ者であり，法律にかなった執行者である。また�

地上において神を代表する者として神からの力と権能を持つ者である。また，まことの預言者と�

は，義を教える教師であって，彼には福音の真理が明らかにされている。そして彼は同胞が も�

高き位にあって救いを受け継ぐ者となることができるように，その真理を彼らに伝える者である。�

さらに，まことの預言者とは，証人すなわち生ける証人である。真理を知り，それを証する者で�

ある。そしてこのような預言者は，必要があれば未来を予告し，主が明らかにされたことを人々�

に知らしめるのである。」(The Mortal Messiah『この世のメシヤ』1980年，2:169) 

わたしたちには生ける預言者か-必要 

台 本� 前もって責任を与えておいた生徒に次の台本を読んでもらう。�

教師：使徒であり大管長会の一員であったヒュー• B •ブラウン副管長は，「英国 高裁判所」�

の前判事と次のような会話をしたことを述べている。判事は裁判の一件を取り扱うような調子で，�

モルモン教の幾つかの教えを説明してくれるよう，ブラウン長老に依頼した。�

判事：ジョセフ•スミスについてあなたのおっしゃることは，どうも道理に合いませんな。…… 

ブラウン長老：それでは，共通な点を幾つか考えてみたらどうでしょう。……あなたはクリス�

チャンだと推測して続けてよろしいのでしょうな。�

判事：そのとおりです。�

ブラウン長老：旧約と新約の両方の『聖書』を信じておられるのですね。�

判事：そうです。�

ブラウン長老：祈ることを信じておられますか。�

判事：はい。�

ブラウン長老：神がこの時代に人間に話されるというのは道理に合わず，ばかげていると言わ�

れるのですね。�

判事：わたしにはそう思われますが。�

ブラウン長老：それでは，過去において神が人間に話されたことは信じておられますか。�

判事：もちろんですとも。『聖書』全体を通してそれは証明されています。�

ブラウン長老：神はアダムに話されましたか。�

判事：はい。�

ブラウン長老：エノクやノア，アブラハム，モーセ，ヤコブ，そしてそのほかの預言者にもで�

すか。�

判事：神はそれらの預言者たちにそれぞれ話されたと思います。�

ブラウン長老：神と人間との接触は，イエスが地上にお現れになったとき終わったと言われる�
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のですか。�

判事：そうではありません。そのような神とのコミュニケーションはイエスの時代にクライマ�

ックス，すなわち頂点に達したのです。�

ブラウン長老：ナザレのイエスは神の御子だと信じますか。�

判事：イエスは神の御子です。�

ブラウン長老：イエスが復活された後，神は人間に話されたと信じますか。�

判事：夕ルソのサウロは，聖徒たちを迫害しようとダマスコへ行く途中で示現を得，目が見え�

なくなり，実際に声を聞いた……のを覚えています。�

ブラウン長老：〔サウロは〕だれの声を聞いたのですか。�

判事：え一と，……その声は，「わたしは，あなたが迫害しているイエスである」（使徒9: 5) 

と言われました。�

ブラウン長老：それでは，神が人々に話しかけられることは，『聖書』の時代にはごく当たり�

前のことだったと言ってよろしいですね。�

判事：それは認めましょう。しかしキリスト教の第1世紀が終わって間もなく，それは終わっ�

たのです。�

ブラウン長老：なぜそれは終わったと思いますか。�

判事：さあ，それは何とも言えませんな。�

ブラウン長老：それ以来神は人々に話してはおられないとおっしやるのですね。�

判事：わたしの知っているかぎりではね。�

ブラウン長老：なぜ神が人々に話されなかったのか理由を幾つか推測させていただいてもよろ�

しいでしょうか。それは恐らく神が人々に話すことができないからではないでしょうか。神はそ�

の力を失われたのです。�

判事：……それは神に対する冒瀆というものです。�

ブラウン長老：さて，それを納得されないとするならば，神が人々に話されないのは，たぶん�

わたしたちをもう愛しておられないからではないでしょうか。人間のことに関してもう関心を持�

っておられないからでしょう。�

判事：いや，それは違う。……神はすべての人を愛しておられる。神は人を偏り見ない御方だ�

から。�

ブラウン長老：ふ一む，それでは……わたしの知るかぎり， 後に考えられる答えとしては，�

わたしたちは神を必要ではないということです。教育や科学に急速な進歩を遂げたために，もは�

や神が必要ではないのです。�

判事：……ブラウンさん，この世界の歴史において，今ほど神の声が必要なときはありません。�

たぶんあなたなら，なぜ神は人々にお話しにならないのか，教えてくださることができるのでは�

ないのですか。�

ブラウン長老：神は話されます。神は話されたのです。しかし，神の声を聞くには信仰が必要�

なのです。〈Conference Report『大会報告』1967年10月，117-118より改編）�

話し合い •なぜわたしたちには生ける預言者が必要なのですか。（生徒に答える機会を与える。様々な答�

えが期待される。）�

ジョン•テーラ一大管長は，このことについて次のように説明している。�

「アダムへの啓示はノアに箱船を造ることを教えず，ノアの啓示はロトにソドムを見放すこと�

を告げず，またそのいずれもイスラエルの子孫のエジプト脱出を語らなかった。これらの預言者�

はすべて自分たちのための啓示を受けたのであり，それはイザヤもエレミヤもエゼキエル，イエ�

ス，ぺテロ，パウロ，ヨハネ，ジョセフも同じであった。わたしたちもそのはずである。さもな�

くば，わたしたちは挫折崩壊するであろう。」（ジョン•テーラー，The Gopel Kingdom I福音の 

王国』34) 

『旧約聖書』の預言者アモスは言っている。「まことに主なる神はそのしもべである預言者に�

その隠れた事を示さないでは，何事をもなされない。」（アモス3: 7)さらに主は近代において，�

預言者について次のように言われている。�
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第10課 

聖句を使った� 「それゆえ，彼がわたしの前を完全に聖く歩み，わたしの言葉と戒めを受けるとき，あなたが�

話し合い� た教会員は，彼があなたがたに与えるそれらのすべてを心に留めなければならない。あなたがた�

は忍耐と信仰を尽くして，あたかもわたし自身のロから出ているかのように，彼の言葉を受け入�

れなければならない。」（教義と聖約21：4-5。教義と聖約1:38参照）�

•わたしたちにとって，モーセ，アブラハム，ニーファイ，およびそのほかの古代の預言者と同�

様に大切なのは，どの預言者ですか。（現在の預言者。わたしたちを現在導いてくれるから。）�

•多くの人々は，今日生きている預言者よりも，『聖書』に出てくる古代の預言者を尊ぶ傾向が�

あるのはなぜでしょうか。（人々は，今生きている人の人間的な欠点に対して，より批判的に. 

なる傾向がある。幾つかの異なった答えが出ると思われる。）�

末日の預言者はわたしたちに必要な勧告を与えてくれる 

例と話し合い� 次の出来事を話す。一人の若い宣教師が，わたしたちの教会は主の預言者によって導かれてお�

り，この預言者は教会全体と世界のために啓示を受けることをある人に説明していた。その人は�

非常な関心を示し，預言者は何と言ったか，その長老に尋ねた。しかし，この宣教師は預言者の�

言葉を一つも思い出すことができなかった。�

「それでは，その預言者が も 近言われたことは何ですか」とその人は尋ねた。宣教師は，�

この質問にも口ごもってはっきり答えることはできなかった。彼はまったく何も知らなかったの�

である。�

•わたしたちは，この困った宣教師よりもよく答えられるでしょうか。預言者はどんな指示を与�

えていますか。（様々な答えが期待される。『モルモン書』を勉強し，日記をつけ，宣教師にな�

るようにという勧告，また堕胎，ポルノグラフイー，同性愛，そのほか今日の重大な罪に対す�

る警告などが含まれる。）�

発 表� 預言者の話から，わたしたちにとって大切な指示について，前もって責任を与えておいた生徒�

に発表してもらう。�

預言者の言葉に従う 

天の御父はこの世の悪について警告され，また世の道に従ったために受ける報いから救われる�

ためにはどうしたらよいかを教えておられる。今わたしたちにとって も必要なことは，神の今�

日の預言者の勧告に誠心誠意耳を傾け，それに従うことである。J •ルーベン•クラーク•ジユ�

ニア副管長は次のように述べている。「わたしたちに欠けているのは預言者ではなく，聴く耳で�

あり，神が命じられるままに生きる決意である。」（『大会報告』1948年10月，80) 

自分が正しいと思うことはすべて預言者の言葉に従うけれども，_分が正しいと思わなかった�

り自分の気に入った勧告ではない場合には，自分自身が預言者になる人がある。こういう人々は，�

主が何を望まれ，何を望まれないかを自分で決定する。ある戒めは守るが，そのほかの戒めは守�

らないと自分で決めることは，主の律法を自分の自由にすることであり，自分が預言者になるこ�

とである。こういう人は道を外れて背教してしまう。都合のよいときだけ生ける預言者に従う�

人々は，自らが偽預言者となるのである。�

•わたしたちは，どの戒めに従おうかと選ぶことができますか。わたしたちのやりたいことをや�

ってはいけないと勧告する預言者は，預言者ではないと思いますか。（生徒に答えさせる。）�

聖句を使った�

話し合い�

へブル13�：17を読む。�

「あなたがたの指導者たちの言うことを聞きいれて，従いなさい。彼らは，……あなたがたの�

たましいのために，目をさましている。」�

話し合い� •ジョセフ•スミスが知恵の言葉について啓示を受けたことを発表し，たばこやお茶，またコー�

ヒーやアルコール性飲料を避けるよう聖徒たちに勧告したとき，すべての人々はこれを正しく�

かつ大切な忠告だと認めましたか。（いいえ。生徒に意見を出させる。この忠告が科学的にも�

正しいことを世の人々が認めるには，100年以上の歳月がかかっている。医者でさえ，たばこ�
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やお茶，コーヒーなどは体に害はないと言っていた。預言者の言葉に従った人々は，健康とい�

う大きな祝福を受けた。）�

•純潔や道徳的に清くあることに関する預言者の教えに耳を傾けない人々は，どんな危険を冒し�

ていますか。（次のような答えが考えられる。信仰と証を失う。家族の崩壊，エイズなどの病�

気，会員資格の喪失，および永遠の祝福を失う。）�

預言者に従順であるかどうかは，忠実かどうかの尺度である 

聖句を使った� ニーフアイの兄弟ヤコブは次のように言っている。「おお，人の虚栄と意志の弱さと愚かしさ�

話し合い� よ。人は学識があると自分は賢いと思い，神の勧告に聞き従わない。そして自分独りで分かると�

思って神の勧告を無視するので，彼らの知恵は愚かであって役に立たない。そして彼らは滅びる�

のである。しかし，神の勧告に聞き従うならば，学識のあるのはよいことである。」（2ニーフア�

イ 9�： 28-29) 

もちろん，わたしたちには選択の自由があるので，従うことを拒むことができる。しかし，そ�

の場合には，自分のした選択の結果を甘んじて受けなければならない。難しい選択をしなければ�

ならないときには，友達の忠告と預言者の忠告とのどちらかを選ばなければならない場合が多い�

ので，その選択をした結果どうなるかを十分に考えないで決めてしまうことがある。�

•ルカ6: 46で主は，「わたしを主よ，主よ，と呼びながら，なぜわたしの言うことを行わないの�

か」と言われていますが，どんなことを意味しておられるのでしようか。（偽善者であること�

を非難しておられる。主は偽善者についてどう思っておられただろうか。）�

証とチャレンジ 

生ける預言者に従うことの重要性について証する。信仰と勇気をもって進んで今日の預言者の�

勧告に従うよう，生徒にチャレンジする。「世の汚れに染ま」らないように，必要ならば悔い改�

めて，全力を尽くして地上に神の王国を築く助けをするように促す。まことの末日聖徒は預言者�

を支持し，預言者を支持するためには，預言者の言葉に従わなければならない。�
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預言者ジョセフ•スミス 
——暗黒の中の光 
1805年12月23日生まれ大管長在任期間：1832-1844年�

目 的� ジョセフ•スミスが預言者であったことを自分で確認したいという望みを，生徒一人一人に起�

しさセる。�

準 備 1.レッスンに先立ち，一人の生徒にジョセフ•スミス-歴史1：13-26を読み，それに関して自�

分が感じたことをクラスで発表する準備をしておくよう，責任を与える。この聖句を読み，�

それについて話し合うことは，このレッスンの も重要な部分である。たとえほかの部分を�

省略しなくてはならなくても，これを行うのに十分な時間を取ることが望ましい。�

2.「わたしにとってジョセフ•スミスはいかに重要か」という配付資料を用意し，生徒に配る�

(課末にある）。�

3.地球儀（または地球を表すような球体）を用意する。レッスンの前には黒い布で覆っておく。�

4.生徒全員が『モルモン書』と『高価な真珠』を持っているようにする。万一のために，教会�

付属図書館から何冊かを借りておく。�

5.教会付属図書館から，ジョセフ•スミスの絵を入手する。（「 初の示現」『福音の視覚資料セ�

ット』403)，「天使モロナイの訪れ」『福音の視覚資料セット』404，「メルキゼデク神権の回�

復」『福音の視覚資料セット』408) 

6.監督または支部長の許可を得て，ワードまたは支部の中で証を得るのに苦労した経験のある�

人に，その結果どのように証を得たかをクラスで話してもらう。�

初めに 

クラスの始まる前に，ボス夕一または黒板に次の質問を書いておく。�

レッスンの展開 

ポスタ一または黒板�

ジョセフ•スミスが預言者であったと�

どうしたら自分で知ることができるでしょうか。�

ジョセフ•スミスが見た，あるいは聞いたと述べていることが�

事実であったとどうしたら知ることができるでしょうか。�

以上の質問に答えられるということは，どんな意味があるでしょうか。�

ポスタ一を掲示し，クラスの生徒にそれを読んでもらう。�

配付資料と話し合い� 注——次の話し合いは，生徒一人一人が証を強める助けとなる。これが真実であるという教師�

の強い確信と自信は，生徒に霊感を与える助けとなる。ジョセフ•スミスはまさに真理を語って�

いることから，わたしたちにとって，特に教会員であるわたしたちにとって，その真理の証を持�

つことは大切であることを指摘する。�

「わたしにとってジョセフ•スミスはいかに重要か」という配付資料を生徒に配る（課末にあ�

る配付資料を参照)。�

一人の生徒に，配付資料の 初の文を読んでもらう。「わたしはこの地上に生まれてくる前に�

わたしの霊がどこから来たか，なぜ今地上にいるのか，死後どこへ行くのかを知った。」1820年�

当時のキリスト教世界では，完全な真理を知る者がいなかったので，近代の啓示は非常に重要で�

あることを，生徒に伝える。�

•なぜその当時の人々は完全な真理を与えられていなかったのですか。ほかの時代の預言者たち�

は完全な真理を知っており，それを人々に教えました。（人々の悪のために，聖典の「分かり�

やすくて貴い」（1ニーファイ13�： 28)部分の多くが抜き去られた〔1ニーファイ13�： 20-29参照〕。）�

ジョセフ•スミスによって，わたしたちは自分がだれであり，どこから来たのかを知ることが�

できるのだと説明する。また戒めに従えば，御父のもとに帰ることができることも知っている。�
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しかし，世間一般にはまだこの真理は知られてはいない。わたしたちには偽りの教義を見破るだ�

けの知識が与えられており，神とその預言者とに従うかぎり，悪魔と悪魔にだまされている人々�

の教えを拒む力を得ることができる。�

一人の生徒に，配付資料の2番目の文を読んでもらう。「わたしは，天父は生ける御方で，わた�

しの祈りを聞き，こたえてくださることを知った。」�

•世の中の一般の教会では，神とキリストのことをどのように考えているのでしょうか。（世の. 

教会のほとんどすべてが神とキリストは霊である，あるいは肉体を持たない一つの霊的存在で�

あると考えていることを説明する。）永遠の父なる神とイエス•キリストは復活し，昇栄した，�

触って知ることができる体を持っておられ，わたしたちはその形に創造された。またイエス• 

キリストは文字どおり肉体における天父の独り子である——という真理を知っていることはす�

ばらしいことである。生徒が，神とキリストとはどんな御方であるかを知り，主の人類に対す�

る計画を学ぶことの大きな意義を理解できるよう手助けする。�

実物を使った� 黒い布で覆い隠しておいた地球儀（または球体）を見せる。1820年当時の世界は霊的暗黒の状�

レッスン� 態であったことを説明する。神について知ろうと探し求めていた善人は大勢いたが，預言者もい�

なければ権能もなかった。また真理を教えるまことの教会もなく，誤った教えや原則が多くはび�

こっていたので，大きな混乱が起こっていた。�

そのとき，主は若いジョセフ•スミスを通して真理，新しい知識，権能，啓示——すなわち�

「光」をこの世にもたらされた。これは主がモーセなどの『旧約聖書』時代の預言者を通してな�

されたことと同じであった。地球儀の覆いを取る。�

わたしたちがキリストの再臨の備えをなすべき神権時代がすでに始まっていることを明確に説�

明する。わたしたちには高価な賜物である福音が与えられている。福音が真実であり，大きな価�

値があることを自分自身で確信できたときに初めて，それをほかの人々と分かち合うことができる。�

話し合い� 一人の生徒に，配付資料の3番目の文を読んでもらう。「わたしはまことの教会が地上に存在し，�

自分はその教会の会員であることを知った。」�

たとえ今はまだ知らなくても，この教会が真実であり，ジョセフ•スミスはまことの預言者で�

あったことを知ることができ，それに対する証を強めることができると伝える。�

聖 句� モロナイ10: 4を一緒に読む。�

黒板を使った�

話し合い�

黒板または大きなポスターに，「証を得る過程」という表（段の上に言葉を書かずにおく）を書�

く。 上段に「証」と書いておく。�

証を得る過程 

証�

従順�

悔い改め 

勉強�

祈り�

望み�

•ジョセフがまことの預言者であり，この教会がまことの教会であるかどうかを知るには，どん�

な過程を経なければなりませんか。（正しい答えが出される度に，段の上に言葉を書き入れ，�

表を完成する。）�
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証� 監督あるいは支部長の許可を得ていれば，ワードまたは支部の中で証を得るのに苦労した経験�

のある人に，その結果どのように証を得たかを，生徒に話してもらう。�

話し合い� ジョセフ•スミスに対する理解と感謝とを増す 

若きジョセフ•スミスについて，また彼がどのように感じていたかについて学ぶことは，ジョ�

セフに対するわたしたちの感謝と理解を増す助けになることを話す。�

•ジョセフのどんな点があなたに似ていますか。（同じ年齢だった。家族を愛していた。生活の�

ためにお金を稼ぐこと，正しいことを行うことに心を砕いていた。善人であるように努力して�

いた。真理を知ることを望んでいた。恐らく，失敗すること，病気になることなどを恐れてい�

た。〔当時は，今日あるような抗生物質，麻酔，予防接種などはなく，ジョセフは幼いとき足�

の骨の病気で痛い思いをした経験がある。〕家族のために毎日家事を手伝った。スポーツが好�

きだった。傷ついたときには痛みを感じた。祈った。）�

絵を使った復習� ジョセフ•スミスの絵，特に聖なる森でのジョセフ•スミスの絵を見せる。聖なる森へ行く�

至るまでのジョセフの気持ちを簡単に復習する（または一人の生徒に話してもらう）。�

聖句を読んでの�

話し合い�

最初の示現について学ぶことによって証を強めることができる 

生徒に自分の聖典を黙読させながら，ジョセフ•スミス-歴史1：13-26をゆっくり読む。全�

文を読み終わるまでは，だれも発言しないように言っておく。�

読み終わったところで，次の中から幾つかの質問をする。�

•なぜサタンはジョセフ•スミスのこの経験を阻止しようとしたのでしようか。（サタンは福音�

の真理と光，そして神権の力と権能とが地上に再び回復されることを知っていた。サタンはこ�

れらすべてに敵対する者であり，それと戦っている。）�

•なぜサタンはジョセフを打ち負かすことができなかったのですか。（神の力はサタンの力より�

勝っている。神はジョセフがサタンに打ち負かされることをお許しにならない。）�

•ジョセフはどのように感じたと思いますか。�

•ジョセフはいつ恐れを感じなくなったと思いますか。（安らぎをもたらす聖霊の御霊が慰めを�

与えてくれた。わたしたちがもし同じような体験をしたら，同じ慰めを受けることができる。�

それは喜びに満ちた経験であろう。）�

•示現を見終わったとき，ジョセフはなぜ「力がなかった」のですか。（これは体力を非常に消�

耗させる経験だった。）�

主がおられるときにその力と栄光の前にとどまることができるためには，ジョセフがそうであ�

ったように，神の御霊によって変えられ，守られなければならないことを説明する。そうでなけ�

れば，肉体のままでは，どんな男性も女性も「神の御霊によって変えられないかぎり，いまだか�

つて肉体において神を見た者はいない」（教義と聖約67:11)からである。�

発 表� 前もって割り当てておいた生徒に，聖なる森でのジョセフ•スミスの経験について，自分の感�

じたことまたは証を発表してもらう。�

証とチャレンジ 

黒板またはポスターに書かれている「証を得る過程」の表に再び戻って，ジョセフがしたよう�

に生徒たちもやってみるようチャレンジする。ジョセフは啓示を求め，それを受けた。わたした�

ちにもそれができる。福音に関する疑問に加えて，学校，家族，友達，金銭，どのように振る舞�

うかなどの様々な問題を解決するに当たって，わたしたちは曰々知恵を必要としている。また信�

仰をもって，真心から神に祈り求めなければならない。そうすれば答えを得ることができる。ま�

たどうすべきかを知ることができる。�

聖句と証� ヤコブの手紙1：5-6を読み，証を述べる。�
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わたしにとってジョセフ•スミスはいかに重要か 
ジョセフ•スミスはまことの預言者である。今そのことはわたしにとってどんな意味を持�

っているか。�

1.わたしはこの地上に生まれてくる前にわたしの霊がどこから来たか，なぜ今地上にいる�

のか，死後どこへ行くのかを知った（アブラハム3�： 22�；教義と聖約45�： 56-59�； 76章�

参照)。�

2.わたしは，天父は生ける御方で，わたしの祈りを聞き，こたえてくださることを知った�

(ジョセフ•スミス-歴史1：16-20参照）。�

3.わたしはまことの教会が地上に存在し，自分はその教会の会員であることを知った（教�

義と聖約20:1参照)。�
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目 的� ジョセフ•スミスが御父である神とイエス•キリストを見たことに対する生徒の証を増す。�

準 備 1.レッスンの 後にある例を参考にして，「ジョセフ•スミスの 初の示現を友達が理解するよ�

うに助ける」という配付資料を生徒の人数分用意する。�

2.黒板に「ヨハネ1：18を理解する」の箇所を書き出す。または参照聖句と文章を紙に書いておく。�

3.生徒全員が『聖書』を持てるようにする。必要なら，教会付属図書館で余分の部数があるか�

調べておく。�

レッスンの展開 初めに 

話� 次の話を読む。�

博志は14歳になる教会員です。ある日，非会員の友達である賢司が博志に打ち明けて言いまし�

た。「君の教会の宣教師が家へ来て，話をしてくれたんだ。家族みんな，君の教会は良い教会で, 

良いことを教えていると思っているけれども，父とぼくはどうもジョセフ•スミスが示現を見て，�

金版を得たということが信じられないんだ。」�

わたしたちはジョセフ•スミスに関する質問に答えることができる 

話し合いと聖句 •ジョセフの見神に関して，賢司が思い悩む原因にはどんなことがあるでしょうか。友達である�

賢司のために，博志はどんなことが言えるでしょうか。（ジョセフの見神は確かにこの時代に�

は特異なことに思えるかもしれないが，預言者にとっては珍しいことではない。歴史を通して，�

主はその預言者たちに，多くの場合は「顔と顔を合わせて」語ってこられた。）�

•主にまみえ，主と言葉を交わしたことのある預言者にはほかにだれがいるでしょう力、。（次の�

ような預言者を挙げる。アダム〔創世3: 8-13;教義と聖約107: 54-55;モーセ6: 22参照〕，�

エノク〔創世5: 22, 24�；教義と聖約107�： 49�；モーセ7�： 4〕，ノア〔創世6�： 9�；モーセ8�： 27〕，�

アブラハム〔創世12�： 7�；18�：1：アブラハム2�： 6〕，イサク〔創世26: 2〕，モーセ〔出エジプ�

ト24:1, 9-11;33:11〕，イザヤ〔イザヤ6:1〕，エゼキエル〔エゼキエル1：1；44�： 4〕，ス�

テパノ〔使徒7: 55-56〕，ヤレドの兄弟〔エテル3: 6-15〕，ニーフアイ〔1ニーフアイ11: 

2-6],ヤコブ〔2�ニーフアイ11：3〕，モルモン〔モルモン1：15〕，ジョセフ•スミス〔ジョセ�

フ•スミス一歴史1：17〕）�

これらの預言者以外にも，主にまみえたことのある預言者は多くいる。�

話し合いと •もし賢司が，神を見た者はまだ一人もいないと述べている，ヨハネ1：18を引き合いに出した�

聖句のつなぎ� らどうでしょうか。（ほかの聖典や主の預言者によって，わたしたちには次の事柄が分かって�

いる，と博志は説明するであろう〔3つの文章と参照聖句を黒板に書く。または言葉の書いて�

ある紙を掲示する〕。）�
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ジョセフ•スミスに対する 
証を強める 



黒 板�

聖句を使った�

話し合い�

資料配付�

ヨハネ1：18を理解する（ジョセフ•スミス訳ヨハネ1：19も参照） 

1.神の力と御霊によって強められ，守られていないかぎり，だれも神を見�

ることはできない（教義と聖約67:11参照)。�

2.ふさわしい者だけが，神を見ることができる（ヨハネ6�： 46�；教義と聖�

約93�：1参照)。�

3.主は，御g分が望まれるときに，望まれる場所で，望まれる者に，御自�

身を現される（出エジプト33�： 20も参照。ジョセフ•スミス訳出エジプ�

ト33 ： 20と比較)。�

生徒に次の聖句を探させ，一緒に読む。創世12: 7;出エジプト24: 9-10 ;33:11。以上のま�

たそのほか多くの聖句には，義にかなった者が神にまみえてきたことが書かれている。�

•このような啓示が起こるためには，どんな条件が満たされなければなりませんか。�

1.まず，その必要性がなければならない。例えば，ジョセフ•スミスの時代には，福音が回�

復される必要があった。�

2.その人がふさわしくなければならない。�

3.人が望むからではなく，主が望まれるときに，示現が与えられる。�

•これでジョセフ•スミスの 初の示現は，主がその預言者たちに長い間行ってこられたことの�

一つの例であるという理由を，友達に易しい言葉で簡単に説明できますか。�

(レッスンの 後にある）配付資料「ジョセフ•スミスの 初の示現を友達が理解するように�

助ける」を，生徒に配る。一人の生徒に，なぜジョセフ•スミスの 初の示現は奇異な出来事で�

はなかったかを説明してもらう。�

教師への注意——金版が入っていた石の箱は，決して珍しい特異なものではなかった。（重要�

な記録が彫り込んである金属板は，古代には決して珍しいものではなかった。現代の考古学者は，�

あらゆる種類の金属板が文書記録保存のために使われていた事実を次々に発見している〔H•力�

ーチス•ライト，“Ancient Burials of Metal Documents in Stoce Boxes Journal of Library 

History「金属文書の石箱への古代埋蔵」『図書館歴史記録』1981年〕。）�

ほかの人力《証を育てる助けをする 

話し合いと聖句 •賢司のような友達が，ジョセフ.スミスは真実を述べていることを自分で確かに知る助けをす�

るためには，何が も大切な方法でしょうか。（聖霊について話し合うように聖徒を導く。）�

モロナイ10�： 4の中で預言者モロナイは，もしわたしたちが真実を知りたいと心から望むなら，�

キリストの御名により，神に尋ねることができると述べている。誠心誠意で，キリストを信じな�

がら問うならば，聖霊によって真理を知ることができる。�

モロナイ10�： 4-5を生徒に読み聞かせる。�

初の示現に対するジョセフ•スミスの証について，友達に話すこともできる（ジョセフ•ス�

ミス-歴史1：5-26参照）。祈りの心で読み，誠心誠意で神に尋ねるように勧める。また「聖霊�

の力によって」（モロナイ10: 4),それが真実であることが感じ取れる。�

証とチャレンジ 

ジョセフ.スミスは御父とイエス•キリストを確かに見たと確信していることを証する。自分�

自身でこのことに対する確信を得るようにチヤレンジする。�
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ジョセフ•スミスの最初の示現を 
友達が理解するように助ける 

1.神はその預言者としばしば顔と顔とを合わせて語られる。天父または救い主は次のよう�

な預言者と顔と顔とを合わせて話された。�

アダム（創世3�： 8-13�；教義と聖約107�： 54-55�；モーセ6�： 22) 

エノク（創世5�： 22，24�；教義と聖約107�： 49�；モーセ7�： 4) 

ノア（創世6�： 9�；モーセ8�： 27) 

アブラハム（創世12�： 7�；18�：1；アブラハム2�： 6) 

イサク（創世26: 2) 

モーセ（出エジプト24:1,9- 11;33:11) 

イザヤ（イザヤ6:1) 

エゼキエル（エゼキエル1：1；44�： 4) 

ステパノ（使徒7: 55-56) 

ヤレドの兄弟（エテル3: 6 — 15) 

ニーフアイ（1ニーフアイ11:2 — 6) 

ヤコブ（2ニーフアイ11：3) 

モルモン（モルモン1：15) 

ジョセフ•スミス（ジョセフ•スミス-歴史1：17) 

2.もし，真実を知ろうとして主に誠心誠意で問うならば，主は聖霊の力によってそれが、真�

実なことを示してくださる（モロナイ10:5参照)。�
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目 的� 生徒は，啓示の力を自分たちの生活に役立てることを学ぶ。�

準 備 1 .ダリン• H •オークス長老が十二使徒に召される以前，まだユタ州 高裁判所判事であった�

1981年9月29日に，ブリガム•ヤング大学宗教講演の席上で話した話をよく読み，研究する。�

(この話は「啓示」『聖徒の道』1983年12月号，29-49に掲載されている。）�

2.この課の中で使うためにポスターを作っておく。または黒板を使う準備をしておく。�

レッスンの展開 初めに 

自分の言葉で，次の状況を話す。�

一人の友達が，一緒に泳ぐのに格好な個人所有の美しい湖があることを話してくれた。そこに�

は鍵のかかった門があり，「通り抜け厳禁」という標識があるが，門のわきにある平たい石の下�

に鍵が隠してあって，みんなこの湖で泳いでいるから大丈夫だとその友達は言った。あなたは友�

達を誘って行くことにした。確かに彼の言ったように，美しく水の温かい湖だった。そこで泳ぐ�

のは楽しかった。しかし帰りに体がかゆくなり，皮膚は妙な灰色に変わっていた。家に帰り着く�

ころには，あなたも友達も体中が大きな水泡で覆われ，入院騒ぎとなり，生命の危険さえあった。�

友達は，その湖が有毒な化学廃棄物で汚染されていたことをあなたに話さなかった。知らなか�

ったのかもしれない。�

話し合い •あなたに対してこんなことをする人をどう思いますか。もしこの友達が，湖で泳ぐとどうなる�

かを知っていたとしたらどうですか。（しばらくの間，生徒に話し合わせる。）�

これがサタンのやり方である。しばしば非常に大きな約束をし，その結果はとても良いもので�

あるような錯覚を起こさせるが，実際起こり得ることには触れずにいる。�

•サタンはどんな方法で，わたしたちを度々だますのでしょう。（万引き，喫煙，不道徳行為，�

麻薬などは良いことであると語りかける。）これらの行為に対してサタンは何を約束し，その�

結果，実際には何が起こりますか。（様々な答えが出てよい。）�

黒板またはポスター� ポスターを掲示する。または次の事柄を黒板に書く。�

サタンがだます方法 

サタンがこの世での問題すべてを起こしているわけではない。わたしたちは学び，試されるた�

めに，この地上に来ている。わたしたちが直面しなければならない試しや問題にはどんなものが�

あるだろうか（不健康，家族や友達の死，事故，経済的挫折，友の裏切り，苦学など)。�

幸いなことに，天父はわたしたちに必要なものを心にかけられ，御存じである。天父はわたし�

たちがこの世で成功するよう望まれ，サタンの誘惑に勝てるよう，特別な賜物を幾つか与えてく�

ださった。この賜物の中で 大のものの一つは啓示である。�
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m 
万引き�

麻薬乱用�

不道徳行為�

サタンの誘惑 

すぐ金持ちになれる�

手軽な快楽，人気�

自己満足�

その結果  

評判を悪くする，犯罪者記録に名前が載る，受刑�

中毒，脳障害，健康障害，死�

純潔および自尊心の喪失，未婚での妊娠，病気�



黒 板�
— —� みこころ�

黒板に，「『啓示とは神の御心が人に伝えられること』ダリン•オークス」と書く。�

啓示とは 

神の御心が�

人に�

伝えられること�

啓示には多くの目的がある 

現在十二使徒のダリン• H •オークス長老は，わたしたちはこれまでに啓示を受けたことがあ�

り，もっと受けることもできると述べている（「啓示」参照）。神は実際，わたしたちにその御心�

を伝えようとされている。これは現実に起こっていることである。�

黒板を使った� 次のような啓示の目的を黒板に書き（またはポスターを使う），これまでにどんな啓示を受けた�

話し合い� か，その例を生徒に考えさせる。�

啓示の目的 

1.証するため�

2.預言をするため�

3.慰めを与えるため�

4.励ますため�

5.新しい知識を与えるため�

6.思いとどまらせるため�

7.確認を与えるため�

8.行動を促すため�

(レッスンについて質問したり，自分の霊的な経験を話すよう生徒に促す。8つの目的の一つ一�

つがわたしたちだれにでも当てはまる。）�

黒板に書かれている「啓示の目的」1の「証するため」を丸で囲む。�

オークス長老は，「イエスはキリストであり，福音が真実であると告げる聖霊の証は神からの�

一つの啓示である」（「啓示」30)と言っている。�

それを確かに知りたければ，天父に祈り求めなければならない。�

「目的」2の「預言をするため」を丸で囲む。�

啓示はこれから起こることを知らせる。オークス長老は次のように述べている。「わたしたち�

夫婦は5人の子供を授かっていましたが，その後は新しい子供に恵まれませんでした。10年以上�

の年月が流れ，わたしたちは我が家にはもうこれ以上子供は授けられないのだとあきらめて，と�

ても悲しい気持ちになりました。ところがある日，妻が神殿で，もう一人子供が授けられると御�

霊のささやきを受けたのです。その預言は1年半後に成就し，6番目の子供が生まれました。13年�

の間待望していた子供でした。」（同上，31) 

「目的」3の「慰めを与えるため」を丸で囲む。�

オークス長老は，また次のように述べている。「この世を去った愛する人の訪れを受けたり，�

その存在を身近に感じたりして慰めを受けた人もいます。……失業，取り引き，結婚のことなど�

で慰めを与えられた人もいます。�

慰めをもたらす啓示は，神権による祝福と関連して与えられることもあります。…… 

慰めをもたらす啓示のもう一つの例として，罪が赦されたという確信が挙げられます。」（同上，�

32) 

「目的」4の「励ますため」を丸で囲む。�
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「わたしたちは落胆，不安，無力感，霊的なマンネリ状態から脱しなければならないときがあ�

ります。そんなとき多くの方法で励ますための啓示が神から与えられます。」（同上，33) 

「目的」5の「新しい知識を与えるため」を丸で囲む。�

「天の使いとの直接的な会話を通して知識が与えられるというこうごうしい啓示も幾つかあり�

ます。古代や近代の聖典の中にはそのような例が幾つか載せられています。また，御霊の静かな�

ささやきを通して必要な事柄が教えられる場合もあります。（このような例の場合には，）聖霊が�

教師もしくは啓示する者としての働きをなし……ているのです。」（同上，33) 

「目的」6の「思いとどまらせるため」を丸で囲む。�

ニーフアイは，思いとどまらせるための啓示の例の一つを挙げている。「さて……これ以上言�

うことができない。御霊がわたしの語るのを止められるからである。」（2ニーフアイ32:7) 

オークス長老はブリガム•ヤング大学の学長であったときの経験をその例として挙げている。�

「何年か前のこと，わたしはブリガム•ヤング大学の執務室で，自分のサインを待つばかりの�

1枚の書類に目を通していました。その書類の内容について，わたしは連日少なくとも10回以上�

は何かをしてきました。わたしがその書類にサインをすれば，大学は必然的にわたしたちが選択�

したある一定の事柄を履行するよう求められることになっていました。すべての細かい準備は終�

了しており，万端整っているように思えました。しかし，サインをしようとしたとき，非常に消�

極的な思いと不安を感じ，わたしはそれを保留事項とし，もう一度すべてを洗い直すように依頼�

しました。数日のうちに，それまで分からなかった問題点が明らかになってきました。もし既定�

の方針どおりに事を進めていたら，大学は将来非常に厄介な問題を抱え込んでしまうところだっ�

たのです。」（同上，34-35) 

「目的」7の「確認を与えるため」を丸で囲む。�

オークス長老はまた，次のようなブルース•R•マッコンキー長老の言葉を引用している。�

「わたしたちは賜物，才能，知覚，判断力，選択の自由など，すでに与えられているものをよく�

用いるよう期待されています。……信仰をもって主に伺う前に，自分が目標とするところを達成�

するために， 善を尽くさなければなりません。……わたしたちは自分の力を使って，できる限�

りのことをするように求められています。それから，自分が出した答えが正しいかどうかの確認�

を求めて，主に祈るのです。」（同上，36) 

わたしたちはしばしば，決定を下すよう主から求められ，それから，その決定が正しいとの確�

認を主から得るように求められる。教会の役職に召され，副の職に就くとき，また助け手を選ぶ�

ときにも同様である。わたしたちは決めたことが正しいかどうか，主に確認を頂くのである。才�

一クス長老は，中央幹部も皆この手順を踏むと言っている（同上，36参照)。�

「目的」8の「行動を促すため」を丸で囲む。�

これは，わたしたちの方で特に何かの啓示を受けるつもりではなくても，何かの行動に駆り立�

てるような啓示である。�

次のオークス長老の話は，人に何かをさせようと促す啓示の良い例である。�

「わたしの祖母チェステイ•オルセン•ハリスも若いときに同じような体験をしています。場�

所はユ夕州のキャッスルデ一ル，家の近くの干上がった川底で何人かの子供たちを遊ばせていた�

ときのことです。突然彼女の名を呼び，子供たちを川底から土手に上げるようにという声が聞こ�

えてきました。とても天気の良い日で，雨が降りそうな気配などはまったくありませんでした。�

その声に聞き従う理由はどこにも見当たらず，彼女は川底で遊びを続けさせていました。ところ�

がせかすような声がまた聞こえてきたのです。今度ばかりは彼女もその警告に従いました。急い�

で子供たちを集めると，土手に駆け上がりました。そうすると，何キロも離れた山での突然の豪�

雨による水が濁流となって峡谷を走り，子供たちが遊んでいた場所をものすごい音を立てながら�

流れて行きました。彼女を駆り立てたその啓示がなければ，彼女も子供たちもおぼれ死んでしま�

っていたことでしょう。」（同上，38) 

預言者ジョセフ•スミスは述べている。�

「人は啓示の霊の 初のささやきを自覚しただけで祝福を受ける。例えば清い知識が心に流れ�

込むのを感じたとき，あなたの心にはいろいろな考えが閃光のように次から次へと浮かんでくる�

だろう。そしてそれがその日のうちに（あるいは間もなく）実現することを知るのである。（つ�
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まり）神の御霊によって心の中に示されたことは，必ず実現するのであり，神の御霊がどのよう�

なものかを知り，理解するとき，あなたがたは啓示の原則を自分のものとし，やがてキリスト• 

イエスにあって完全な者となるであろう。」（「あなたにとって聖霊とは」『聖徒の道』1983年8月�

号，30) 

教会の召しを果たすとき，若い男女はその責任をもっと十分に果たすよう促す啓示を受けるこ�

とができる。このような啓示や導きは，常に教会の定められた教義や方針にのっとったものであ�

り，決して福音の原則と相反するものではない。�

だれがふさわしいのか 

話し合いと聖句� 啓示とは御霊が与えるすばらしい賜物の一つである。�

•このような価値ある賜物を頂くのにふさわしいのはだれですか。（生徒に答えさせ，それから�

教義と聖約46�： 8-9を読む。9節の次の箇所を強調する。「〔その賜物〕は，わたしを愛してわ�

たしのすべての戒めを守る者たちと，そうしようと努める者たちのために与えられる。」）�

•「そうしようと努める」ということは，あなたにとってどんな意味を持っていますか。（生徒�

に各々自分なりの答えを出させる。そして 終的には「そうしようと努める」とは，心を尽く�

して努力することだと気づくように導く。）�

したがって，啓示とは，主を愛し，その戒めを守ろうと努力する人ならだれでも受けることの�

できる賜物の一つである。わたしたちには，正しいことを行えるよう主の助けを毎日受ける特権�

力《务る。�

証とチャレンジ 

次の1週間，主がその御心を伝えようとされる特別なときがあるかどうか，心を澄ましている�

よう生徒にチャレンジする。オークス長老が述べている啓示の様々な形について考えさせる。証�

のため，預言をするため，慰めを与えるため，励ますため，新しい知識を与えるため，思いとど�

まらせるため，確認を与えるため，行動を促すため。�

自分の人生において，啓示の力がどんなものであったかを証する。�
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目 的� 教会の大管長がどのように選ばれるかを生徒に理解させる。�

準 備 1.巻末のグラビアページにあるジョセフ•スミスの絵およびブリガム•ヤングの絵を見せられ�

るように準備しておく。�

2.教会付属図書館または『聖徒の道』の 新の大会特集号から，現在の大管長会および十二使�

徒定員会会員の写真を用意する。�

3.黒板または用意したポスターに，このレッスンを教える当日現在の大管長会および十二使徒�

定員会の写真を掲示する。�

レッスンの展開 初めに 

話し合い 1844年6月に起きた，預言者ジョセフ•スミスの暗殺は，教会員にとって大変な打撃であった。�

聖徒たちは，ジョセフが預言者でも教会の大管長でもない時期というものを知らなかった。彼ら�

にとって，大管長の交替は初めての経験であった。聖徒の多くは，新しい大管長がどのように選�

ばれるのかと考えたこともなかったと思われる。�

•教会の新しい大管長はどのようにして選ばれますか。�

聖句を使った� イザヤ55: 8を読む。主が教会の大管長となる人を選ばれることを説明する。主は教会の指導�

話し合い� 者の交替を秩序ある方法で行うように定められた。�

エレミヤ1：5を読む。神はエレミヤが生まれる前に前世において彼を預言者に選ばれたことを�

説明する。神はすべての預言者たちが地上に生まれる前に彼らを選び，聖任された。教会のすべ�

ての大管長も，彼らが生まれる前に主が選ばれた（さらにアブラハム3: 22-23および教義と聖�

約138�： 53-56参照)。�

大管長会 

教義と聖約107: 22を読む。教会の大管長会と呼ばれるこの定員会は，預言者である大管長と�

二人の副管長によって構成される（二人以上の副管長が召される場合もある）。�

•教会の大管長が死亡した場合には，だれが教会を管理しますか。�

教義と聖約107: 23-24を読む。教会の大管長が死亡した場合には，大管長会は解任され，副�

管長はそれぞれ聖任された日付に従って十二使徒定員会の職に戻る。そしてこの十二使徒定員会�

が，新しい大管長と大管長会が選ばれるまで，教会を管理する。�

使徒はそれぞれが預言者，聖見者，啓示者である 

絵� 現在の大管長会および十二使徒定員会の写真を見せる。使徒に聖任された者はそれぞれ皆預言�

者，聖見者，啓示者として聖任される。総大会の席上，わたしたちはこれらの使徒たちを預言者，�

聖見者，啓示者として支持する。各使徒は，使徒として聖任されたことによって，教会の大管長�

となる鍵を持っている。しかし，生存する先任使徒（先任使徒とは在任期間の も長い使徒を指�

す）になるまで，この鍵を使うことはできない。預言者が死亡すると，先任使徒は，大管長会が�

再組織されるまで十二使徒評議会の会長として教会を管理する。�

これまで教会の大管長が死亡したときには，十二使徒定員会が教会を管理してきた。新しい大�

管長が選ばれるまでに数年間，十二使徒定員会が教会を管理したこともあった。しかし，ウイル�
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フォード•ゥッドラフが大管長であったとき，将来においては教会の大管長の死後直ちに十二使�

徒定員会が新しい大管長を選ぶよう，主は望んでおられると述べた。�

話し合い •もし教会の大管長が今日死亡したら，次の大管長になるのはだれですか。（生存の先任使徒が�

次の大管長になることを説明する。これは確定された手続きであって，主からの直接の啓示に�

よる以外にはこれを変えることができない。十二使徒定員会の先任使徒の名前を告げ，この使�

徒が現在の大管長を除いては，使徒の職に も長くいる人であることを説明する。大管長の死�

後には，副管長が聖任された日付に従って十二使徒の職に戻ることを再び思い起こさせる。）�

十二使徒定員会の会員が死亡した場合には，聖任の日付が死亡した使徒の次に来る使徒が1順�

序上る——すなわち12番目の使徒は11番目となる。そして新しい使徒が選ばれると，その聖任の日�

付が十二使徒定員会の中での位置付けをする。すなわち新任の使徒は定員会の12番目の会員となる。�

主は教会の大管長となる人のすべてを知っておられることを説明する。主はこれらの人々をま�

ず使徒の職に召され，彼らを大管長にしようと思われるときには，すでに十二使徒定員会の中で�

先任使徒となっている。�

ス ペ ン サ ー • w •キンボール大管長は，大管長になる前に次のように述べた。「わたしたちの�

主は，種々の交替に備えて常に完璧な準備をしておられる。今日では，12人の使徒と二人の副管�

長，合わせて14人の使徒職を持つ人々がいて，状況が変わればいつでもその権能を行使できる状�

態にある。この人々は皆，聖任順位が進んで_分に順番が回ってくればいつでも指導者の地位に�

就くことができるよう，聖任されているのである。�

ジョセフ•スミスの時代から今日まで，およそ80人が使徒職の権能を与えられた。だが，死が�

間に入るため，その中で大管長の地位に就いた人は11人しかいない。主の僕たちの死は，主の統�

治下にあるため，主は，その指導の職に就くよう予任されている人々にのみ，教会の先任使徒の�

職に就くことをお許しになるのである。生も死も主の統治の要因となる。主により新しい使徒が�

順次選ばれ，そのときの生ける預言者に明らかにされ，その預言者が新しい使徒を聖任するので�

ある。」（「感謝を神にささげん——預言者の導き」『聖徒の道』1973年7月号，291) 

預言者の衣 

話� ジョセフ•スミスが殺された後，十二使徒が教会を管理した。多くの教会員は新しい大管長が�

どのように選ばれるのかを知らなかった。�

シドニー •リグドンは11年間にわたってジョセフ•スミスの副管長であり，いろいろな面でジ�

ョセフを助けた。シドニー*リグドンは次期大管長には自分がなるべきだと思った。十二使徒定�

員会が教会を管理することに同意せず，人々によって大管長に選ばれることを願った。�

シドニー •リグドンは，だれが教会を管理すべきかを人々に選んでもらうために，集会を招集�

した。このとき先任使徒であったブリガム•ヤングとほかの使徒たちは，ジョセフ•スミスが殺�

されて6週間後の，1844年8月に伝道から帰って来た。このときノーブーにおいて集会が開かれた。�

シドニー •リグドンとブリガム•ヤングの両人が集会で話をした。�

翌日午前10時に，再び集会が開かれたが，この集会において驚くべきことが起こった。ブリガ�

ム•ヤングが話をしようと立ち上がったとき，ほんのしばらくの間彼の姿と声はまるでジョセ�

フ•スミスのようであった。�

絵� ジョセフ.スミスとブリガム•ヤングの絵を掲示する。�

後に教会の大管長になったウイルフオード•ウッドラフは，次のように述べている。「わたし�

は2, 3人の兄弟がノーブーでのヤング兄弟にっいて証するのを聞いた。その集会に出席した何千�

人もの男女一人一人も，同じ証をすることができた。わたしも，また十二使徒たちも，またその�

ほか大勢の人々も出席していたが，すべての者が同じ証をすることができた。なぜブリガム•ヤ�

ングがジョセフ•スミスの姿になったのか，と問われるかもしれない。シトゴー•リグドンをは�

じめ，ほかの人たちが立ち上がり，それぞれ自分が教会の指導者となることを主張し，人々は迷�

いに迷っていたからである。しかし，あの集会でブリガム•ヤングが立ち上がるやいなや，彼の�

顔はジョセフ•スミスの顔に変貌した——ジョセフの衣が彼のうえに置かれ，ジョセフ•スミス�
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のうえにあった神の力が彼のうえにあり，彼はジョセフの声で語った。それは羊飼いの声であっ�

た。この集会に出席した人はすべて，それぞれの心の中で，ブリガムが人々の正当なる指導者で�

あると確信した。リグドンにしてもそうであった。ブリガムの説教の後では，彼も納得して自分�

の名前を提出することをしなかったからである。神の御旨には，この変貌ははっきりした理由が�

あり，それが人々に確信を与えた。彼ら自らこれを見聞した。そしてそれは神の力によるもので�

あっだ。」(Journal of Discourses B�説教集』15:81) 

ェメリン• B •ウェルズもそのときの集会に出席していた一人で，次のように語っている。�

「わたしは馬車の車輪の上にある箱の中に立っていたので，立ち上がる必要はありませんでした�

が，座っていた人々は立ち上がって驚きの叫び声を上げました。わたしはよく見ることができま�

した。みんなそれは死からよみがえった預言者ジョセフだと思いました。けれどもブリガム•ヤ�

ングが数語話し始めると騒ぎは収まり，それが預言者ジョセフではなく，十二使徒定員会会長で�

あることが分かりました。わたしは数多くのすばらしい出来事を見てきましたが，これはわたし�

が知り，見てきたことの中でも もすばらしいしるしだったと思います。」（“My Testimony” 

Faith Promoting Stories「わたしの証」『信仰を高める物語』プレストン•ニブリー編，137) 

主は，十二使徒定員会の先任使徒であるブリガム•ヤングが教会の次期大管長であることを，�

人々に示された。�

指導者の変更は秩序正しく行われる 

話し合い� 教会は今日も，主が定められた秩序正しい方法に従って指導者の変更を行っている。�

•あなたは大管長の死に伴って大管長会が交替するのを経験したことがありますか。�

スペンサー•W•キンボール大管長がどのように教会の大管長および主の預言者として召され�

たかを，N •エルドン•タナー副管長は次のように説明している。これを読む。「リ一大管長の�

葬儀の後，12月30日日曜日午後3時，キンボール会長はソルトレーク神殿の会議室に使徒の全員�

を招集した。ロムニー副管長とわたしは，それぞれ先任順位に従って席に着いた。したがって，�

出席者は14人である。�

歌と，ロムニー副管長の祈りの後，キンボール会長は心からへりくだって自分の思いをわたし�

たちに打ち明けた。キンボール会長は金曜日に神殿に入って主と話し，新しい責任に就くことと，�

副管長を選ぶことについて導きを求めて祈ったとき，涙を止めることができなかったと語った。�

聖なる神権の衣をまとったわたしたちは祈りの輪を作り，キンボール会長の要請でわたしが祈�

りを指揮し，トーマス• S •モンソン長老が祈りをささげた。次にキンボール会長は，その集い�

の目的を説明し，エズラ•タフト•ベンソン長老から始めて定員会の全員に先任順に意見を求め，�

大管長会をその日に組織すべきかそれとも十二使徒評議会として継続すべきかを尋ねた。全員が�

今組織すべきである旨を表明し，キンボール会長と彼の十二使徒会に対する働きについて多くの�

称賛の言葉が述べられた。�

そして，エズラ•タフト.ベンソン長老はスペンサー•W•キンボール会長を大管長として推�

薦した。マーク• E •ピーターセン長老がこれに賛成し，全会一致で承認された。次いでキンボ�

ール大管長は，N •エルドン•タナーを第一副管長に，マリオン• G •ロムニー長老を第二副管�

長にそれぞれ指名した。指名を受けた両者は，その職を受け入れ，その職務を果たすためにすベ�

ての時間と力をささげることを表明した。�

そして，全会一致の賛成を得た。次いで十二使徒会の第2先任順位にあるマーク• E •ピー夕�

一セン長老が，エズラ•タフト•ベンソン長老を十二使徒会の第1先任会員および十二使徒定員�

会会長として推薦した。この動議は全会一致の承認を得た。�

ここで全員がスペンサー•W•キンボール長老の頭に手を置き，エズラ•タフト•ベンソン会�

長がスペンサー• W •キンボール長老を末日聖徒イエス•キリスト教会の第12代大管長として聖�

任し，任命した。」（「教会の管理」『聖徒の道』1980年3月号，59) 

黒板またはポスターを用意したポスターを掲示する。または黒板に現在の大管長会および十二使徒評議会の写真を先�

使った話し合い� 任順に掲示する。（このためには， 新の『聖徒の道』大会特集号にある現在の中央幹部を説明�

する。）�
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第10課 

話し合い� 教会の新しい大管長が選ばれ，発表されたときには，わたしたち一人一人に責任が生じる。主�

の預言者である大管長が主によって選ばれた者であるという証を得なければならない。�

証とチャレンジ 

•わたしたちはどのようにしてその証を得ることができますか。（生徒に答えさせる。）�

主が選ばれた僕である預言者は，啓示によって示された方法によってその職に召されたことを，�

生徒が各自知るようにチャレンジする。�

教会の大管長は，教会を導くためにそれぞれ主に選ばれ，主に油注がれた預言者であることを�

証する。現在の預言者および教会の大管長についての証を述べる。�
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目 的� 生徒は，ブリガム•ヤングの生涯を学ぶことによって，イエス•キリストの忠実な弟子になる�

といういっそうの決意を持つ。�

準 備 1.各生徒が『新約聖書』と『教義と聖約』とを持っているかどうか確認する。�

2.鉛筆と教会付属図書館から必要な教材を入手する。�

3.配付資料「ブリガム•ヤング言葉探し用問題」および「ブリガム•ヤング言葉探しパズル」�

を用意する。�

4.次の絵を入手し，掲示する用意をしておく。「漁師への召し」（『福音の視覚資料セット』209)，�

ブリガム•ヤング，現在の預言者，およびクロード•モネの「ひまわり」（本書グラビアペー�

ジ参照）�

5. 6人の生徒にブリガム•ヤングの生涯についての短い発表をしてもらうよう，前もって責任を�

与えておく。クラスの生徒数が6人以下の場合には，教師自身が幾つかの発表を受け持つか，�

または生徒にニつ以上の発表をしてもらう。レッスンの発表の部分をコピーしておく。�

レッスンの展開 初めに 

黒板と話し合い� 黒板に「弟子」と書く。�

•「弟子」という言葉は何を意味していますか。（イエス•キリストに従う者）�

絵� 「漁師への召し」の絵を掲示する。�

聖句を使った� 生徒に『新約聖書』を開かせ，ヨハネ8: 31を読ませる。�

話し合い •どのようにしたらわたしたちはイエス•キリストに従う者となることができますか。（イエス�

の言葉〔戒め〕にとどまる〔学び従う〕ことによって）�

絵� 「漁師への召し」の絵の横に「ブリガム•ヤング」の絵を掲示し，その上または下に「弟子」�

と書く。それから次を読む，あるいは自分の言葉で話してもよい。�

言葉探し用問題� 「今日は，まことの弟子であったブリガム•ヤングの生涯について学びます。（ここで配付資�

料と鉛筆を生徒に配る。）まず責任を与えられている6人の短い発表から始めましょう。よく聞い�

て，それぞれの発表の後で配付資料の問題の答えを書き入れてください。これらの問題の答えは，�

後のグループ活動で使います。また，ブリガム•ヤングが確かにイエス•キリストの弟子であっ�

たことを示す箇所によく注意を払って聞いてください。」�

前もって責任を与えられている6人の生徒に発表してもらう。�

幼くしてへりくだることを学んだ 

発表1� ブリガム•ヤングは，1801年6月1曰，バーモント州ウィッティングハムで，善良ではあったが�

貧しい家族のもとに生まれた。義務教育はわずか11日間しか受けなかった。後に彼はこのように�

述べている。「わたしたちには若いときに義務教育を受ける機会はまったくなかったが，小枝を�

拾い集め，木を切り倒し，丸太を転がし，そして根を堀り起こして働くという特典には恵まれて�

いた。だからすねや足，つま先に打ち傷を作ることがよくあった。（彼はまたパンの焼き方や皿�

の洗い方，乳の搾り方やバターの作り方も学んだ。）」（プレストン•ニブレー，Brighmn Young: 
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第 1 0 課 ブリガム•ヤング 
——まことの弟子 

1801年6月1日生まれ大管長在任期間：1847-1877年�



The Man and His Work『ブリガム•ヤングその人と業績』1) 

発表2 

驚くべき書物を発見した 

1828年，ブリガム•ヤングはニューヨーク州メンドンに移った。それは後に教会が組織された�

場所から程遠からぬ地であった。メンドンで彼は『モルモン書』を読んだ。それは預言者ジョセ�

フの弟サミュエル•スミスが 初の伝道中に，プリガム•ヤングの兄フィニアス•ヤングに売っ�

たものであった。フィニアスはこれを読んで非常に感動し，自分の父にこれを読むように勧めた。�

そしてそれを読んでその教えを信じた父親は，これをブリガムに渡した。ブリガムもこれを入念�

に研究し，モルモンの教えには何か価値あることがあると思うと兄に報告した。�

ブリガム•ヤングは後にこのように述べている。「その書を入手しようと決心する2年ほど前か�

ら，わたしはそのことについてあれこれ思い巡らしていた。わたしはこれが真実であると分かる�

まで，あらゆる角度からそれを研究した。……これらのことが自分で証明できるよう，十分な時�

間が欲しかった。」（ス一ザ•ゲイツ，リー• D •ウイッツォ 一 ， T h e Life Story of Brigham 

Young『ブリガム•ヤングの一生』9)これから2年後に，彼はパプテスマを受けた。�

黒板を使った�

話し合い�

•ブリガム•ヤングが預言者となるための備えとしてどんな出来事や状況が与えられましたかc  

(次のような様々な答えが考えられる。喜んで働くことを学んだ，自制の精神を教えられた，�

『モルモン書』を受けるためにニューヨークへ移るよう主の導きを得た。）�

預言者ジョセフを愛した 

発表3� 預言者ジョセフ•スミスほどブリガム•ヤングの一生に大きな影響を与えた人物はほかにはい�

なかった。今では非常に著名な人物となったこの二人の出会いは，1832年9月，ブリガムがバプ�

テスマを受けてから5か月後，そして 初の妻ミリアム•ワークスが世を去って数週間後に起こ�

った。ブリガム.ヤングは，兄弟のジョセフと友人であるヒーバー• C •キンボールとともにオ�

ハイオ州カートランドに旅し，預言者ジョセフに会ったときの思いを，次のように記している。�

「わたしは，預言者が彼自身の兄弟たち2, 3人と一緒に木を切り出して運んでいるところを見つ�

けた。神の預言者と握手をしてこのすばらしい特権にわたしは小躍りした。そして，預言の霊に�

よって，彼が聞きしに勝るまことの預言者であるという確かな証を受けた。」（“History of 

Brigham Young" Millenial Star「ブリガム•ヤングの経歴」『ミレニアルス夕一』25〔1863年�

10月10日付け〕：439) 

ブリガム•ヤングはこの出会い以来ずっと，預言者ジョセフ•スミスに従い，忠実な友であっ�

た。後に彼は，「わたしは……ジョセフ•スミスを知っていたのだということを思い起こす度に，�

ハレルヤと叫びたい心境になる」（Discourses of Brigham Young『ブリガム•ヤング説教集』ジ�

ョン• A •ウイッツオー編，458)と述べている。�

ブリガム•ヤングは，主および預言者ジョセフ•スミスが求めることは何でも喜んでそれに従�

ったことを説明する。�

英国で伝道した 

発表4� ノーブー市はミシシッピ川周辺の湿地帯にあるために，その生活環境は決して健康的なもので�

はなく，多くの聖徒は群棲する蚊によってマラリヤにかかった。このような状態の中で，ブリガ�

ム•ヤングと同僚の使徒たちは主に召され，家族を残して英国で福音を宣べ伝えるために出発し�

た。彼らは自分たちが病気であったばかりでなく，病の床に伏す家族をも残して行かなければな�

らなかった。ブリガム•ヤングはこのときの模様を次のように記録している。「わたしは病のた�

めに非常に体力が衰えており，川までの160メートルを歩くのに人の助けが必要であった。…… 

わたしは病に伏し，生後10日目の赤児を抱えた妻と，同様に病気で互いに看病し合うこともでき�

ない子供たちを残して出かけた。」（「ブリガム•ヤングの経歴」『ミレニアルス夕一』26〔1863年�

10月10日付け〕：7)しかし主の僕であった彼は，愛する者たちを主の手にゆだね，彼らが十分な�

世話を受けるという確信をもって出発して行った。�

ブリガム•ヤングは1年と16日間英国に滞在した。そして伝道部長として彼とその同僚は，「7，�
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8，000人にパプテスマを施し，『モルモン書』5，000冊と『賛美歌集』3，000冊，『ミレニアルス夕一』�

(英国伝道部の出版物）2,500部，および5万枚のちらしを印刷した。」（『ミレニアルス夕一』26 

〔1864年1月2日付け〕：7)さらには海運代理店を設立し，1，000人の改宗者がノーブーへ移住した�

(同上参照)。�

話し合い� ブリガム•ヤングは教会に加わって以来ほとんど継続的に10年間，宣教師として教会のために�

働いた。�

•ブリガム•ヤングの生涯に関する以上の事柄から，彼がどれほど忠実であったかが分かります�

か。（すべてをなげうって預言者に従い，主の召しを果たした。）�

預言者ジョセフを擁護した 

発表5� ブリガム•ヤングは次のように記録している。�

「十二使徒の数人と『モルモン書』の証人，ほかに一部の中央幹部たちが神殿の会議室で評議�

会を開いたときのことである。議題は，預言者ジョセフ•スミスをどのように大管長の地位から�

退かせ，代わりにデビッド•ホイットマ一を就かせるかということであった。そこにはジョセ�

フ•スミスの父親や，ヒーバー• C •キンボール兄弟らも出席していたが，彼らはこのような考�

え方には反対であった。わたし（ブリガム•ヤング）は立ち上がり，率直にかつ力を込めてジョ�

セフが預言者であることを彼らに述べた。わたしにはそれがはっきり分かっていた。それからわ�

たしは続けて，彼らが幾らジョセフをあざけり中傷しても，神の預言者の地位から落とすことは�

できない。ただ自分たちの権能を失い，預言者と神とにつながっている糸を自ら断ち切り，地獄�

へと沈んで行くのみであると言った。彼らの行動に対するわたし（ブリガム）のこのようにきっ�

ばりした反対表明によって多くの人は激怒し，……こうして背教者たちは意見や行動をまとめる�

ことができずに散会した。」（エルデン• J •ワトソン，Manuscript History of Brigham Young, 

1801-1844『ブリガム•ヤング人物史稿本，1801 — 1844』15-16) 

地位を求めなかった 

ブリガム•ヤングは若くして重い責任を与えられた。シオンの陣営（ミズーリ州ジヤクソン郡�

において家を追われた聖徒たちの救援に行くために，1834年に預言者ジョセフによって組織され�

た小規模な軍隊）の隊長であり，十二使徒定員会会長，さらには英国伝道部の部長でもあった。�

しかし彼はこのような地位を求めることはしなかった。回復された福音のメッセージを宣べ伝え，�

神の奥義を預言者ジョセフ•スミスから学ぶことだけが，彼のただ一つの望みだった。ブリガム�

自身，このように述べている。「預言者（ジョセフ）から教えを受ける機会をだれにも譲り渡し�

はしない。これが預言者の謙遜な僕となる秘訣である。」(Journal of Discourses『説教集』12�： 270) 

•預言者から学ぶことに関して，ブリガム•ヤングは何と言っていますか。（「預言者から教えを�

受ける機会をだれにも譲り渡しはしない。」）�

プリガム•ヤングは自分に求められたことは何でも喜んで行った。あらゆる状況下において，�

彼は預言者を固く支持し，預言者から多くを学んだ。�

•ブリガムのジョセフ•スミスとの関係を一つの簡単な文章で表すとしたら，何と言ったらよい�

でしょうか。（様々な答えが出てよい。例えば，預言者を支持したなど。）�

復習の時間があれば，「ブリガム•ヤング言葉探し用質問」の答えがパズルの中に隠されてい�

ることを説明する。パズルを解くためには，隠されている答えを探して，それを線で囲む。答え�

は縦，横，斜め，あるいは下から上に読む場合もある。（10分の間にパズルを完成し，答えを合�

わせる。それから素早くレッスンの次の部分に進む。）�

弟子は主の預言者に従う 

絵，黒板，� 現在の預言者の写真を掲示し，その横に「あなた」と書く。�

および話し合い •ブリガム•ヤングと預言者ジョセフとの閨係は，わたしたちが今日の預言者とどのような関係�

発表6 

話し合い�

言葉探しパズル�

(随意）�
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ブリガム•ヤング言葉探し解答 

を持つべきかについて何を教えていますか。（預言者に従い，預言者を支持し，預言者から学�

び，預言者を助ける。）�

聖句を使った� 生徒に教義と聖約1:38を読ませる。主の言われた言葉もその僕（預言者）が言う言葉も同じ�

話し合い� であると，主は言われていることを指摘する。�

絵� 「ひまわり」の絵を掲示し，次のように言う。�

ひまわりは忠実さのシンボルとして使われてきました。「伝説によれば，朝早くから正午まで, 

そして長い昼を経て，太陽が地平線のかなたに姿を消すまで，太陽に従い続けます。」（『1986年�

度扶助協会テキスト』「教養」第3課，178) 

わたしたちはひまわりやブリガム•ヤングのように忠実でなければならない。生ける預言者に�

従うことによって，イエス•キリストに従うようにしなければならない。ゴードン• B •ヒンク�

レ一大管長は，このように述べている。「聖約を守り，主の聖なる戒めに従順に歩む人々には，�

栄えある驚くべき約束が与えられています。」（「天父から受け継いだ資質に恥じない生き方」『聖�

徒の道』1984年1月号，149) 

証とチヤレンジ 

今日の生ける預言者に従うことによって，イエス•キリストのまことの「弟子」になるよう，�

生徒にチヤレンジする。これはキリストの教会であり，今日でも生ける預言者を通して主がこの�

教会を管理し，導いておられることを証する。�
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1.バーモント州�

2.勤勉な労働�

3.『モルモン書』�

4.サミユエル•スミス�

5.ジョセフ•スミス�

6.イエス，預言者�

7.ハレルヤ�

8.英国�

9.カートランド�

10.弟子�

トテキルニアシセロヤノウ�

(パ一モントシユウ)ムテヨレオ�

ノ (；モルモンシ^)ヤワラセカコ�

ハアラマゲルエアトビフサ夕�

コスヨ力(ョゲンシめノスツ「ド�

デイ鬥ンリキツーエリミテン�

ツクレヨヘ^\ミスリクyンラ�

y ， ル ジ グ コ ク ) ル 力 ト�

( ^ y ウ イ ソ ^ ^ レ ケ ヤ レ ー�

ン(サミユエルスミス)クソイ�

ア才夕(キンベンナロウドウ)ン�



ブリガム•ヤング言葉探し用問題 
言葉探しの答えは言葉探しパズルの中に隠されています。それぞれの問題を読んで，バズ�

ルの中から適切な言葉を探し，線で囲みなさい。答えは縦，横，斜め，または下から上へと�

読む場合もありますから，よく注意して探してください。良い弟子であるためには，大変な�

努力が必要です。答えを線で囲んだ後で，やり残した言葉探しの空所を埋めなさい。�

1.ブリガム•ヤングは何州で生まれましたか。�

2.義務教育はわずか11日間しか受けなかったが，人生の大切なこと�は� から学んだ。�

3.プリガム•ヤングは，家族が手に入れ�た� を熱心に研究して福音の証を得た。�

4.ブリガム•ヤングが改宗する元となった『モルモン書』は，教会の 初の宣教師で�

あった� が置いていったものである。�

5.教会に入って�，� と出会ったことは，ブリガム•ヤングの人生に大きな変化を�

もたらした出来事であった。�

6.ブリガム•ヤングはしばしば，自分�は •キリストと� ジョセフ•スミスの�

弟子だと述べた。�

7.預言者ジョセフ•スミスを知っていたのだということを思い起こす度に�，� と�

叫びたい心境になる，とブリガム•ヤングは言った。�

8.ブリガム•ヤングが忠実かつ従順なる弟子であった証拠に，彼は預言者から伝道に�

召されたとき，それが非常な試練の時であったにもかかわらず，� へと旅立った。�

9.多くの聖徒がつまずいた背教の暗黒の中で，ブリガム•ヤングは教会史上の何とい�

う市においてジョセフ•スミスを擁護しましたか。�

10.イエス•キリストとその預言者に真に従う人のことを何と言うでしようか。�

ブリガム•ヤング言葉探しパズル 

トテキルニアシセロヤジノウ 

バーモントシユウムテヨレ才 

ノモルモンシヨヤワラセカコ 

ハアラマゲルエアトビフサ夕 

コスヨカヨゲンシヤノスツド 

デイハンリキツーエリミテン 

ツクレヨヘイミスリクスンラ 

サデルジグラエイコクルカト 

シコヤウイソシスレケヤレー 

ンサミユエルスミスクソイカ 

ア才夕キンべンナロウドウン 
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ブリガム•ヤング一義にかなう 
行いにより神の王国を築く 

目 的� ブリガム•ヤングの生涯を勉強することによって，自分の能力に添って義にかなう行いをする�

よう，生徒を促す。�

準 備 1.生徒全員が『高価な真珠』と『モルモン書』を持っているかどうか確認する。�

2.レッスンの中に示されている発表をするために，3-5人の生徒に責任を割り当てておく。（発�

表のための資料はレッスンの中に含まれているので，それをコピーして割り当てておいた生�

徒に渡す。）�

3.監督または支部長の許可を得て，伝道に出ようとしている若い男性または女性に来てもらい，�

その準備をするに当たり，主がどのように祝福を与えてくださっているかを話してもらう。�

主から助けを頂いた経験があれば，それを具体的に話してもらう。（この条件に当てはまる人�

がいない場合には，指示どおりにレッスンを進める。）�

4.レッスン中のビーハイブ（蜜蜂の巣）の絵を見せる用意をしておく。�

初めに 

このレッスンの 後にあるビーハイブ（蜂の巣）の絵を見せる。�

これはブリガム•ヤングが率いるモルモンの開拓者がユ夕準州に入植したときに使ったシンボ�

ルの一つであった。ブリガム•ヤングが建ててビーハイブハウスと名付けた彼の美しい家にも，�

ビーハイブの絵が付いている。これはソルトレーク神殿にも使われ，ドアの取っ手には蜂と蜂の�

巣の絵が描かれている。ビーハイブはまた，ユタ州の州旗にも使われている。�

•ブリガム•ヤングとモルモンの開拓者たちにとって，ビーハイブは何を象徴していたのですか。�

(蜜蜂とその巣は，勤勉と労働の象徴である。）�

•この象徴は彼らにとってなぜそれほど重要だったと思いますか。（蜂の象徴は，西部の山々と�

盆地の中で暮らしていくためには，蜂のように一生懸命働かなければならないことを忘れずに�

いる手助けとなった。またそれは，彼らがすべき仕事を神が備えておられることをも思い起こ�

させた。開拓者たちは 初，アメリカ合衆国西部のこの地域をデゼレト準州と名付けた。デゼ�

レトというのは，ヤレドの民の言葉で，蜜蜂を意味したからである〔エテル2: 3参照〕。ヤレ�

ドの民は約束の地に到着したとき，一緒に蜂の群れを携えて来た。）�

神がプリガム•ヤングにさせようとなさった仕事は，神がわたしたちにさせようとしておられ�

る仕事に似ていることを指摘する。生徒に『高価な真珠』を開けさせ，モーセ1：39を読ませる。�

•この地上においてわたしたちのなすべき業，そして神の業とは何でしょうか。（「人の不死不滅�

と永遠の命をもたらすこと」）�

これからの短い発表は話し合いが活発になるように計画されたものであり，生徒がブリガム• 

ヤングと今日の自分たちとを結びつけて考えられるような質問がその後に続いている。�

プリガム•ヤングのなすべきことを行う態度は，聖徒たちが主の業を推し進めようとして困難�

に直面しているとき，その心を高揚させ多くの助けを与えた。責任の割り当てを受けた生徒が短�

い発表をする間，十分に耳を傾け，この模範が自分の人生にどのように応用できるか生徒たちに�

考えさせる。�

無益なものを役立つものに変える 

発表1� ジョセフ•スミスと同様，ブリガム•ヤングも現実に即した手腕を持ち，天からの示現を見る�

人であった。彼は，主が末日に行うべきとされたことをすべて成就するために，できることはす�

レッスンの展開 

絵を使った話し合い�

話し合い�

聖句を使った�

話し合い�

発 表�

第 J 1 課 
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ベて行おうと心に誓っていた。ジョセフは神の王国の土台を置いたが，彼に続く者たちはその土�

台の上に王国を築く必要があった。これを知っていると，ブリガム•ヤングが行った幾つかのこ�

との理由を理解することができる。預言者，聖見者としての彼の役割を理解していないと，彼の�

行ったことの幾つかはまったく現実にそぐわないと思われるかもしれない。�

例えば，聖徒たちがイリノイ州ノーブーから追われる寸前に，ヤング大管長はノーブー神殿を�

完成すべきであると主張した。聖徒たちがこの神殿を末長く使えないことは明らかであったにも�

かかわらず，これを完成するために莫大な時間と費用と才能を費やさなければならなかった。�

話し合い •聖徒たちがノーブー神殿を使えるのはほんの短期間だと知りつつ，なぜブリガム•ヤングはそ�

の完成を強く主張したのだと思いますか。（ブリガム•ヤングは主が神殿の建設を聖徒に命じ�

られたことを知っていた〔教義と聖約124: 27参照〕。またたとえほんのつかの間しか神殿を使�

えなくても，後に来る西部への脱出の折に遭遇する苦難に耐える力を与えてくれる儀式を，ノ�

一ブー神殿で行うことができた。）�

ブリガム•ヤングは聖徒らを西部へと導いた 

発 ^ 2� ジョセフ•スミスの権能がブリガム•ヤングに受け継がれて3年もしないうちに，彼は十二使�

徒定員会とともに，忠実な聖徒たちをグレート•ソルトレーク盆地へと導いた。彼らは合衆国の�

西部に約350もの開拓地を設立し，ソルトレーク•シティ一を築き上げ，預言者ジョセフ•スミ�

スの預言どおり，聖徒たちはロッキー山脈の真っただ中にあって偉大な民となった。�

ブリガム•ヤングは，神がその民を住まわせたいと望まれる場所を示現の中で見た。「……こ�

こは神がその民のために定められた場所である。我々はフライパンから火の中へ，そして火の中�

から床の真ん中へとけり出され，この地にたどり着いた。我々はここに定着する。……我々はこ�

こにいと高き神にささげる都市と神殿を建てる。……世界の各国より集まる何千何百という聖徒�

らによって，多くの都市や町を建てる。……世界の王と皇帝と貴人，賢人とはここに我らを訪れ�

る……であろう。」（『回復された真理』106-107) 

話し合い •ヤング大管長は，ジョセフ•スミスが置いた霊的土台の上に，どのようにその業を引き継ぎ築�

きましたか。（聖徒らを西部へと導き，各地に入植させ，山々の頂にイエス•キリスト教会を�

設立した。）�

•ブリガム•ヤングと聖徒たちが「さばくは……花咲く」（イザヤ35:1)ようにするためには，�

どんな福音の原則が役立ちましたか。（信仰と勤労）�

ブリガム•ヤングは勤労，文化，教育を奨励した 

発表3� 家々を建て，耕地を開き，統治組織を確立する一方，ブリガム•ヤングは生活における芸術性�

もおろそかにしないよう励ました。教育，宗教，美術，演劇，音楽などが人々の社交性〔および�

知性〕を育てるために奨励された。聖徒たちは自らの劇場を建て，子供たちに様々な学問や音楽�

を習わせた。個人の住宅の建築と並行して，各々の定住者グループが互いに協力し合って，教会�

堂，学校，および舞踊や演劇が行われる場所として公会堂を建てた（ミルトン• R •ノ、ン夕一， 

Brigham Young: the Colonizer『プリガム•ヤング——植民者』359)。�

話し合い •ブリガム•ヤングは聖徒たちが勤勉に働くことのみでなく，美術，音楽，教育，演劇などの文�

化的なものを生活の中で楽しむように奨励したのはなぜでしょうか。（聖徒たちが肉体的，知�

的，社会的，霊的にすべて釣り合いの取れた生活をすることを望んだから。）�

人々に愛された模範者 

発表4� 「〔ブリガム•ヤング〕が家族や生徒たちから深く愛されたのは，彼の実務上の手腕ゆえでは�

ない。彼の率直さ，親切，思いやりが聖徒たちの心に父親に対するような愛を感じさせたのであ�

る。彼は聖徒たちと一緒に木を倒し材木を作り，橋をかけ，開墾し，道を作った。ノーブーを追�

われた際には，朝だれよりも早く起き，夜はいちばん遅くまで起きていて，すべての生徒が安全�
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に過ごせるように周囲を監視していたのだった。しかし，何と言っても彼は神の預言者であった。�

彼は叱責することもできたが愛と霊感によって導き，要求することもできたが自分の持てるもの�

を与え，先頭に立って引っ張ることもできたが後押しをしたのである。試練に直面したときに彼�

からあふれる勇気とユーモアは，迫害に打ちひしがれた聖徒たちにとって模範であり，心のより�

どころであった。」（『歴代大管長』インステイテュート生徒用資料，66) 

話し合い •ブリガム•ヤングのどんな人格が聖徒たちから愛され慕われたのですか。（聖徒たちと肩を並�

ベて喜んで奉仕する心，彼らへの心配りと愛。）�

堪え忍ぶ指導者 

発表5� 「ブリガム•ヤングは〔33年の〕長きにわたって〔十二使徒定員会会長または教会の大管長と�

して〕教会を導いた。彼はこの業の神聖さと将来の行く末をよく知っていた。このことを土台に，�

彼は王国の建設に努めたのである。そしてこの王国はやがて全世界に広がり，この世をシオンに�

作り変えることであろう。」（『歴代大管長』67) 

話し合い •ブリガム•ヤングの人柄の中で， も力あふれるものはどんな特質だったのでしょうか。（業�

を推し進め，すべての敵するものにもめげずに神の業を行おうとする意気込み。）�

聖句を使った�

話し合い�

訪問者� 監督または支部長から許可が得てあり，伝道に出ようとしている若い男性あるいは女性に前も�

って頼んである場合には，その人にクラスへ来て，伝道に出る準備をするに当たって，主から特�

にどんな助けを頂いたか話してもらう。その条件に当てはまる人がいない場合には，続けて黒板�

を使った話し合いに進み，証を述べてレッスンを終わる。�

黒很を使った�

話し合い�

•義にかなった働きをするときわたしたちに与えられる祝福にはどんなものがありますか。（黒�

板に答えを書く。次のような答えが含まれる。自信，自己鍛練，信仰，奉仕，慈愛，独立独行，�

幸福。）�

ブリガム•ヤングは度々聖徒たちに語った。「人は正直かつ勤勉であるとき，幸福を感じる。」�

(Discourses of Brigham Young『ブリガム•ヤング説教集』ジョン• A •ウイッツオー編，235) 

証とチャレンジ 

主がわたしたちに望まれることを行うかぎり，たとえそれが難しく，実行不可能に見えても，�

主はその命じられたことを行う助けを与えてくださるという証を述べる。この概念を実証するた�

めに，個人的な話や体験を話すとよい。義にかなった働きをして，神の王国を築くよう生徒にチ�

ヤレンジする。�
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主はブリガム•ヤングを助けられたと同じように，わたしたちか、業を成し遂げられるように助け 

しんちゅう�

生徒に，1ニーフアイ3�： 7を開かせる。エルサレムへ戻って，ラバンの真鍮の版を手に入れて�

くるように，主がリーハイの息子たちに命じられたときの背景を復習する。�

一人の生徒に，1ニーフアイ3: 7を読んでもらう。�

•なぜニーフアイは主の命じられたことを行って行うと言ったのでしょう。（ニーフアイは，主�

のために行うときには主が必ず助けを下さるという信仰を持っていた。）�

ブリガム•ヤングもまたニーフアイと同様に，自分は神のための業を行っているのだと知って�

いたことを強調する。彼は，自分やまたほかのだれでも，神の王国建設のために全力を尽くせば，�

後は神がすべて良いようにしてくださると信じていた。わたしたちができるだけのことをするな�

らば，後は神が助けてくださることを，生徒に理解させる。�





ジョン•テ "̂ラー 
——信仰の人 
1808年11月1日生まれ大管長在任期間：1880-1887年�

目 的� 生徒は，聖霊の導きに従ったジョン•テーラーの模範に添って，イエス•キリストを信じる信�

仰を養う。�

準 備 1.生徒全員が『新約聖書』を持っているかどうか確認する。�

2.ジョン•テーラ一の写真を掲示する用意をしておく。�

3.実物を使ったレッスンで目隠しに使うためのスカーフまたは布を準備する。�

レッスンの展開 

話し合い�

初めに 

次の3つの質問を使って，ジョン•テーラーの幼年時代について話し合うきっかけを作る。�

•何かをしなければならないというような夢を見たり，感じがしたり，あるいは印象を受けたり�

したことがありますか。�

•それに対して何か行動しましたか。�

•その結果はどうでしたか。�

以上の質問について話し合ってから（自分の体験を話してもよい），ジョン•テーラーに関す�

る次の資料を提示する。�

写 真� ジョン•テーラーの写真を掲示する。�

ジョン•テーラ一は幼少のころから霊的であった 

伝記と話し合い� ジョン•テーラーは1808年11月1日，英国ウェストモーランドのミルンソープで，10人兄弟の�

一人として生まれた。裕福ではなかったが，強いきずなで結ばれた宗教的な家庭で，勤労の価値�

を教えられた。彼は家族が所有する農場で働き，後には様々な形に木材を形造る木工師となった。�

ジョンは生まれて間もなく洗礼を受けたが，両親の宗教にはあまり関心を示さなかった。少年�

のころ，彼は夢を見た。「彼は天使がラッパをロに当て，万国の民に訪れを伝えている示現を見�

た。しかしこの示現の意味は後になって知ったのである。」（B • H •�ロバーツ，The Life of 

John Taylor『ジョン•テーラーの生涯』27-28) 

ジョン•テーラーはまた，その夢の中で，自分の予任された使命は英国以外の地で果たされる�

という啓示を受けた。15 — 16歳のころ，メソジスト教徒となった。「ある日，布教に赴く途中�

(彼は地域の説教師となっていた），同僚に言った。『わたしはアメリカへ福音を宣べ伝えに行か�

ねばならない。心の中に強くそう感じるんだ。』」（ポール.トーマス•スミス，“John Taylor，，�

The Presidents of the Church「ジョン•テーラー」『教会の歴代大管長』レオナ一ド.J •アー�

リントン編，77) 

1832年，アメリカへ移住する道が開けた。船で海を渡る途中，船長や船員たちが船が沈むので�

はないかと恐れるほどの大嵐に出遭った。しかしジョン•テーラーは動揺しなかった。「御霊の�

声が彼の心の中でこうささやき続けていた。『あなたはアメリカに行って福音を宣べ伝えなけれ�

ばならない。』『だから，わたしは自分の身がどうなるか確信していた。』彼はこう記している。�

『真夜中，わたしはたけり狂う海の中を甲板に出たが，自宅の居間にいると同じような安らぎを�

覚えた。アメリカに着き，与えられた仕事をしなければならないということを確信していたから�

である。』」（ロバーツ『ジョン•テーラーの生涯』29) 

話し合い •主はジョン•テーラーを将来に備えるために，何をされましたか。（これと次の質問の答えに�

は様々なものが考えられる。）�

•御霊の導きに耳を傾け，それに従わなかったならば，ジョン•テーラーはどうなっていたでし�

よつか。 
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•わたしたちはどのようにしたら，ジョン•テーラーのようにイエス•キリストへの信仰を養う�

ことができますか。（ジョン•テーラーは，御霊の導きに耳を傾け，それに従ったことによっ�

て，主が自分の人生を導いていてくださることを知っていた。わたしたちも同じようにするこ�

とができる。）�

ジョン•テーラ一は主が、導いてくださるという信仰を持っていた 

実物を使ったレッスンと一人の生徒に目隠しをし，この生徒にもう一人の生徒を選ばせて，日の栄えの王国と定めた部�

話し合い� 屋の一点まで，いすの迷路や途中に立ちふさがる生徒たちの合間を縫って，言葉で手引きをして�

もらう。選ばれた「ガイド」が目隠しされた生徒の手引きをする間，ほかの生徒は目隠しされた�

生徒を迷わせるように努力する。（どういう結果が起こるか試してみる。）ゴール（日の栄えの王�

国を象徴する地点）に着いたら次の質問をする。�

•このレッスンから何を学ぶことができますか。�

•(目隠しをされた生徒に尋ねる。）あなたのガイドとしてなぜその人を選びましたか。（通常，�

ガイドというものは，信頼が置ける人で，目的地に安全に導いてくれるという信仰をもって選�

ぶものであることを指摘する。）�

•このレッスンをわたしたちの日常生活にどのように応用できますか。（生徒に意見を述べさせ�

る。）�

ジョン•テーラーも偉大な信仰をもって真理を求めたことを指摘し，次のジョン•テーラーの�

体験を話す（読んでもよい）。�

物語と話し合い 1832年，ジョン•テーラーは英国を去り，ニューヨークに移住した。それから数か月後，彼は�

カナダ北部に移ってメソジスト教会の布教活動を続けた。その説教に耳を傾けた会衆の中には，�

後にジョンと結婚した才女レオノラ•キャノンがいた。ジョンは布教活動を続けてはいたものの，�

自分の宗教に何か物足りなさを感じていた。彼は後にこのように書いている。「わたしたち数人�

は聖典の研究を目的として集った。そしてイエスと使徒たちが教えた教義の中で，幾つかのもの�

はメソジストやバプテスト……そのほかどの宗派でも教えていないことが分かった。もし『聖書』�

が正しいとすれば，近代キリスト教各派の教義は誤りであり，逆に各派の教義が正しければ『聖�

書』は偽りであるとの結論に達した。……さらに，……わたしたちは断食し，神に祈った。その�

祈りは，もし神が地上のどこかに福音を説く権能を授けたもうた教職者をお持ちであれば，その�

人を自分たちのところに遣わしていただきたい，というものであった。」(Journal of Discourses 

『説教集』23�： 30) 

•ジョン•テーラーは，真理を探し求めるに際して，どのように信仰を示しましたか。（祈りと�

断食によって。）�

•ジョン•テーラーはなぜ断食して祈ったのですか。（権能を持った教職者から真理を受けたい�

と望んだ。）�

主はパーリー• P •ブラットをカナダへの伝道に送り，ジョン•テーラーの信仰あふれる祈り�

にこたえられた。�

神への信仰はジョン•テーラーの必要を満たすに十分であった 

•あなたはお金をまったく持たずに旅行に出られますか。（普通の人は，何かの事業を始めると�

きに，財政的な保証があることを重視する。しかし，ジョン•テーラーはほとんどお金もなく，�

その責任を果たし続けた。）�

ジョン•テーラーの生涯から次の話をして，彼がどのように信仰の模範を示しているかを学ぶ�

(自分の言葉で話す)。�

ジョン•テーラ一の信仰 

ジョン•テーラーは，教会に入ると，家族をカナダからオハイオ州カートランドへ，そして後�

にはミズーリ州に移した。しかし，ミズーリ州で迫害に遭い，家から追われた。聖徒たちの新し�

い集合地であるイリノイ州ノーブーに家族を移したのもつかの間，彼は福音を宣べ伝えるために�
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英国に派遣された。同僚はウイルフォード•ウッドラフであった。「財布も袋も持たずに」（お金�

を持たず）福音を伝え，金銭的なことは主にゆだねると，彼は次のように述べた。『わたしは世�

の王たちにではなく，主に信頼を置きます。』」（ロバーツ『ジョン•テーラーの生涯』71)英国�

に向かう途中でニューヨークに着いたときには，彼のポケットにはわずか1ペニーしか入ってい�

なかった。それでも彼はお金のないことを一言も言わなかった。金銭上のことを尋ねられても，�

「お金は十分にある」と答えていた。�

ある日，パーリー• P •プラットが彼のところへ来て言った。「テーラー兄弟，あなたは多額�

のお金を持っているそうですね。」……「ええ，プラット兄弟，そうですよ。」「わたしは今『警�

告の声』（Vo/ce of购277//3容）と『（ミレニアル）詩集』UMillennial〕Poems)を発行しようとし�

ているのですが，そのためにはお金が必要です。2, 300ドル融通していただけたら，まことにあ�

りがたいのですが。」……「それでしたら，わたしの持っているものは全部差し上げましょう。」�

テーラー長老はそう言ってポケットに手を入れ，1ペニーの銅貨を手渡して大声で笑った。�

プラット長老は言った。「あなたは多額のお金を持っていると思っていました。」�

「そうです。持っていますよ。」テーラー長老は答えた。「衣食住に不足することなく，そのう�

え1ペニー余計に持っているのですし，借金もありません。それでたくさんではありませんか。」�

(同上，72-73) 

話し合い •宣教師は自費で伝道することになっています。もしあなたがジョン•テーラーの時代に生きて�

いて，伝道に出るお金がなかったとしたら，外国へ行くようにという伝道の召しにどのような�

反応を示したと思いますか。（様々な答えが期待される。）�

考えるための質問 •あなたは物質的なものを求めるのをやめて，伝道の準備をすることができますか。（伝道を全�

うするためにどんなものをあきらめなければならないか，生徒に考えさせる。）�

• も強く行動に表さなければならない福音の原則とは何ですか。（信仰）�

ジョン•テーラーは英国に到着すると， 初の説教の中で，教会に入るずっと以前に見たラッ�

パをロに当てた天使の示現について証した。天使がジョセフ•スミスのもとに現れ，福音が回復�

されたことによってこの示現は成就したのであった（黙示14�： 6-7参照）。このようなジョン• 

テーラーの努力によって，生まれ故郷英国で多くの人々が教会に入った。�

わたしたちは御霊の導きとささやきに信仰を持たなければならない 

參今日の教会で，どんなときにジョン•テーラーの持っていたような信仰を必要としますか。�

(生徒の答えを黒板に書き上げる。次のような答えが考えられる。什分の一やそのほかの献金�

を納めるとき，伝道に出るとき，あまり活発でない会員を助けるとき，ホームティーチングを�

するときなど。）�

•信仰を築き，主に従順に従うためには，どんな犠牲を払う必要がありますか。（様々な答えが�

期待される。例えば，_転車，自動車，あるいは 新流行の衣服などの所有物を所有しない。�

友達とのつきあいをあきらめたり，伝道のために大学を休学したり，ほかの人々に奉仕するた�

めに時間やお金をささげる人もいる。）�

ヤコブの手紙2�： 20を一緒に読ませる。�

•使徒ヤコブは信仰について何と言っていますか。（行いを伴わない信仰はむなしい。）�

•ジョン•テーラーはこの聖句をどのように実行しましたか。わたしたちは今この聖句をどのよ�

うに応用できますか。（主が求められることを行うとき，主はジョン•テーラーにしたのと同�

じように聖霊のささやきによってわたしたちを導いてくださることを指摘する。もっと完全に�

主に仕えるために，主の求められることを行い，ほかの欲望を抑えるならば，わたしたちは祝�

福される。）�

次のジョン•テーラーの言葉を読んで，レッスンを終える。�

「我々の行く手に難局が待ち受けている。それもそう遠いことではない。これには我々の全信�

仰，全精力，全確信，神に対する全幅の信頼を結集して対抗せねばならない。……我々は我々の�

黒很を使った�

話し合い�

聖句を使った�

話し合い�
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知性に頼ることはできない。富にも，我々を取り巻く環境にも頼ることはできない。我々は我々�

を導き，指示を与え，指導し，教えたもう唯一の生ける神に頼らねばならない。」（ジョセフ•フ�

イ一ルデイング•スミス，Essentials in Church History『教会歴史粋』479 ) 

証とチャレンジ 

聖霊の導きに耳を傾け，それに従うことによってイエス•キリストへの信仰を養うことができ�

ると証する。聖霊の導きに従えば，日常生活のすべてにおいて主はわたしたちを導いてくださる。�

信仰を養うよう，生徒にチャレンジする。�
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目 的� 生徒は，ジョン•テーラーの生涯を学ぶことによって，回復された福音の標準を擁護し，それ�

に従って生活しようといういっそうの決意を固める。�

準 備 1.テキストの「森に囲まれている小さな松の木」の絵を見せる用意をしておく。�

2.各生徒が『教義と聖約』および『新約聖書』を持っているかどうか確認する。�

3.詩「良い樹木」のコピーを生徒に配る用意をしておく�（レッスンの 後にある）。�

初めに 

これから大切なメッセージが含まれている詩を読むことを伝える。森に囲まれている小さな松�

の木の絵を見せる。詩を注意深く聞いて，どんなメッセージだったかを話し合えるようにチヤレ�

ンジする。（レッスンの 後にある詩「良い樹木」を読み，生徒にコピーを配る。）�

•この詩はどんなメッセージを伝えようとしていますか。（詩を聞いて，どんなメッセージを受�

けたかを生徒に答えさせ，短い話し合いを行う。逆境を克服することによって強くなることを�

強調する。）�

•逆境とはどんな意味ですか。（それから脱しようと努力しなければならない苦難の状態または�

艱難の時。）�

•詩の中では，どんな要素が樹木を強くすると言っていますか。（太陽，空，空気，光，そして�

強い風を得ようと努力すること。）�

今日わたしたちは，逆境によってどのように人が強くなり人格が築かれるかを学ぶ。特に，ジ�

ョン•テーラーの生涯から3つの模範例を学んでいく。彼はほかの人だったら放棄したくなるよ�

うな困難な事態に出遭った。それぞれの問題をジョン•テーラーはどのように処理したか，よく�

聞くように言う。（次の話を読む。できれば自分の言葉で話した方がよい。）�

ジョン•テーラーは預言者ジョセフ•スミスを擁護した 

模範例と話し合い 1836年に教会に入ってから，ジョン•テーラーは1837年にオハイオ州カートランドを訪れた。�

ちようどこのころ，それまで教会の強い支持者であった人々が預言者に反旗を翻した。その結果，�

ついに預言者はカートランドを離れなければならなくなった。預言者はジョン•テーラーを大祭�

司に聖任し，カナダでの教会を管理する責任を与えた。後にカートランド神殿での集会で，預言�

者が出席していないにもかかわらず，一人の背教者が「預言者の人格を激しく非難した。……集�

会の 後に，テーラー長老は発言の機会を求めた。それが認められると，彼は初めに古代イスラ�

エルの民について，また彼らが神とモーセに何度も不平を言ったことを述べて，尋ねた。�

わたしたちは英知を，また神の王国の律法や儀式や教義に関する知識をどこから得るのだろう�

か。キリストの教義の第一の原則をだれが理解しているのだろうか。キリスト教界で，だれがそ�

れを教えただろうか。もしもわたしたちが研究と英知とをもってしてもその第一の原則を見いだ�

せないならば（これはわたし自身にも，またほかの多くの人々にも言えることである），王国の�

奥義をどのようにして見いだすと言うのだろうか。全能者のもとに第一の原則を説いたのはジョ�

セフ•スミスであった。したがってわたしたちは，その後の指示を彼に仰がなければならない。」�

(B • H •�ロバーツ，The Life of John Taylor『ジョン•テーラーの生涯』40 — 41) 

•教会史上のこの出来事は，ジョン•テーラーのどんな特質を表していますか。（生徒の答えを�

黒板に書き上げる。忠誠，勇気，勇敢，証の強さなど様々な答えが考えられる。）�

初の話について話し合ってから，次の模範例を読む（または話す）。信仰を擁護するジョ�

ン•テーラーの勇気を，ここでも注目させる。�

レッスンの展開 

絵と詩�

話し合い�
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ジョン•テーラ一は，夕一ルと羽根を塗り付けようとする暴徒たちの動きを封じた 

模範例と話し合い� オハイオ州コロンブスに近いある町で，大勢の人々がジョン•テーラーの説教を聞くために集�

まった。集会が始まる少し前のこと，町の人々のうち何人かがタールと羽根を持って，「もしや�

つが説教をするならこれを浴びせる」（ロバーツ『ジョン•テーラーの生涯』53)と豪語してい�

ると，地元の教会員がテーラー長老に警告した。しかし，彼は一瞬のためらいもなく，説教に向�

かうことに決めたと答えた。�

テーラー長老は次のように話を始めた。「『皆さん，わたしたちの先祖は人類に与えられる 大�

の祝福のうちのある一つのために戦い，それを勝ち取った。その祝福とはすなわち，考え，話し，�

書く権利であり，……自らの良心に従い神を礼拝する権利である。これらすべては神から与えら�

れた，人間としての権利であり，今やアメリカの憲法によって保証されているものである。……』�

それからテーラー長老は，大胆にも次のように表明した。『しかし，あなたがたがわたしの宗教�

上の意見のゆえにタールと羽根をわたしに浴びせようとしていることを聞いている。これがあな�

たたちがその先祖から受け継いだ恵みなのか。これが，血を代償に勝ち取ったあなたたちの自由�

なのか。もしそうであれば，あなたたちはいけにえを手中に収めている。……』そして彼はチョ�

ツキを開き，言った。『夕一ルと羽根を持ってここに来なさい。あなたたちのいけにえは用意が�

できている。……さあ，諸君，来たまえ。用意はできている。』�

だれ一人として身じろぎする者はなく，声を上げる者もなかった。彼は背を伸ばし，穏やかで�

はあるが，挑むような様子で立っていた。そして，完全にその場を制していた。�

しばらく間を置くと，ジョン•テーラーは話を続けた。大胆さと力をもって約3時間にわたっ�

て説教したのである。〔集会の後でも〕兄弟たちは……群衆は確かに〔テーラー長老にタールと�

羽根を浴びせる〕つもりだったが，テーラー長老の大胆さに恐れをなしておとなしくなってしま�

ったのだと言った。」（ロバーツ『ジョン•テーラーの生涯』54-55) 

話し合い •群衆はなぜジョン•テーラーに危害を加えなかったと思いますか。（様々な答えが期待される�

が，ジョン•テーラ一は自分が正しいと信じることを守る勇気があった点を強調する。迫害�

の嵐が吹き荒れたとき，それに耐える深い根〔証〕があった。）�

ジョン•テーラーは教会が迫害を受けていたとき，教会員を力づけた 

次の出来事は，末日聖徒にとって事態が非常に深刻なときに起こった。1854年，「ヤング大管�

長の特別な召しによって……テーラー長老はニューヨーク市へ行き，新聞を発行する準備をする�

ことになった。この新聞は，1年以上にもわたって深まり続けている反モルモンの感情を和らげ�

るために，教会の教義や慣習を広く知らせることが目的であった。……そのほかの長老たちは，�

ワシントンD.C.，……セントルイス，……サンフランシスコなどの主要都市で，末日聖徒の新聞�

を発行することになっていた。」（フランシス• M •ギボンズ， John Taylor: Mormon 

Philosopher, Prophet of God『ジョン•テーラ� モルモンの哲学者，神の預言者』138)テ一�

ラー長老はニューヨーク市に居を構え， 1857年までそこに滞在した。�

合衆国政府がユ夕へ軍隊を送ったことによって，教会の危機は頂点に達した。この軍隊は，反�

逆行為と見なされた事態を鎮圧するために送られたものであった。一方ニューヨークで，テーラ�

一長老は，教会員を滅ぼそうとする政府の権力に対してモルモンの人々を守ろうとしていた。彼�

は教会に敵対する者たちに対して次のように挑戦した。「モルモニズムが非道徳的，非哲学的で�

あり，『聖書』に基づいていないと言われる方々，ユタはほかの合衆国諸州よりも愛国心に欠け�

ると言われる合衆国のすべての新聞関係者ならびに著作家の方々に挑戦する。どうか証明してみ�

ていただきたい。理由を述べていただきたい。紳士諸君，もしも証明ができるのなら，理由があ�

るのなら言っていただきたい。我々はあなたがたの調査研究にしりごみしない。むしろ恐れず，�

それに応じよう。」（B • H •�ロバーツ，Comprehensive History of the Church『教会概史』4�：�

63) 

教会と多妻結婚に反対する世論が起こり，それを禁止する法律が制定されたため，大勢の兄弟�

たちが投獄された。また投獄を免れるために身を隠す者も多かった。1877年のブリガム•ヤング�

の死から，1880年に教会の大管長に召されるまで，ジョン•テーラーは先任使徒であった。彼自�
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身，また副管長であったジョージ•Q•キヤノンやジョセフ•F•スミスも主を信頼して，相次�

いで身を隠した。�

ジョン.テ一ラーのように正義の勝利者となりなさい 

勇気あふれる一生を送り，長い間福音の原則を擁護し，新聞関係の仕事をしてきたために，ジ�

ョン•テーラーは「信仰の擁護者」また「自由の闘士」として知られるようになった（ェマーソ�

ン•ロイ.ウェスト，Pwfiles of the Presidents『大管長の横顔』90)。彼の勇気と忠実さから，�

どのように反応し，どのように信仰を保つかを学び，またわたしたち自身がどのように信仰の擁�

護者となり正義の闘士となれるかを見いだすことができる。�

グループ活動と� 次の3つの状況の下ではどうするかを生徒に尋ね，どのようにしたら福音の原則を擁護するこ�

話し合い� ができるかを述べてもらう（自分たちの文化慣習に合った範例を使ってもよい）。�

その1：ティーンェージヤーのグループが友達の家に集まってビデオの映画を見ていた。すべ�

ては順調に行ったが，突然だれかが卑わいな場面や下品な言葉，暴力の場面の登場する映画のビ�

デオに変えてしまった。�

その2�：アメリカ史のクラスで，教師がモルモンや多妻結婚について正しくない否定的なこと�

を言った。�

その3:�ロッカールームで，教会員である友達が不愉快で恥ずかしい下品な冗談を言った。�

以上の範例について話し合う時間を取った後で，元七十人第一定員会のウィリアム•グラン�

ト•バンガー夕一長老の言葉を読む。�

「ではわたしたちの立場を明確にしましょう。わたしたちは寛容で，思いやりと敬意をもって�

人と接するべきですが，事柄によってはわたしたちに明らかにされたことにはしっかりと従わな�

ければいけません。ほかの教会にある教義や原則がこの教会にないからといって，弁解する必要�

はありません。そのことを温かく友好的な態度で話すことはできますが，弁解はしないのです。�

わたしたちがこの回復に着手したのではありません。神がなさったのです。たとえ人々がこの教�

会や教義の価値を認めなくても，わたしたちはそれらが真実であることを知っています。」（ウィ�

リアム•グラント•バンガー夕一「一方通行ではだめです」『聖徒の道』1986年3月号，39) 

証と聖句� 教会とその教えを擁護することの大切さとそうすることによって得られる祝福について，次の�

二つの聖句を読んで証する。ローマ1：16�；教義と聖約14�： 7。�

話し合い •キリストの福音を恥としないならば，主はわたしたちにどんな約束をしておられますか。（救�

いと永遠の命，それは神の賜物の中で もすばらしいものである。）�

証とチヤレンジ 

真理についての証をしてレッスンを終わる。逆境や教会に直接向けられる挑戦を恐れないよう，�

生徒にチャレンジする。真理は常に 終的には勝利を収める。�
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良い樹木 
太陽や空，空気や光を�

勝ち取る必要のなかった木，�

ただ広々とした平地で�

十分に雨を受けて育った木，�

それは決して森の王者にはならず�

平凡に生きてつまらぬ木として枯れてしまった。�

小さな農地を得て耕すために�

骨折って働く必要のなかった人，�

太陽と空，空気や光の�

分け前を勝ち取る必要のなかった人，�

それは決して男らしい男にはならず�

平凡に生きて多くを達成することなく死んだ。�

良い樹木というものはそう簡単に育つものではない。�

風が強ければ強いほど，木は強くなる。�

空が高ければ高いほど，長く伸びる。�

嵐を何度も経験すればするほど力強くなる。�

木でも人でも太陽と寒さ，雨と雪によって�

良い樹木に育つ。�

森が繁っていればいるほど�

強くて大きい木と人が育つ。�

そして彼らは星と話す。�

傷跡だらけの折れた枝は�

何度もやって来た嵐と闘争の跡。�

これが生きることに共通な法則だ。�

(ダグラス•マロック，スターリング• W •シル引用，�

Making the Most Yourself『 良の自分を築く』23) 
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目 的� 生涯を通して宣教師となるように生徒を促す。�

準 備 1.次のようなポスターを用意する。黒板に書いてもよい。�

養つ��

1.仕えたいという気持ち�

2.じっくり準備する�

3.惜しみなく働く�

トーマス•S•モンソン�

「まず，頭を真理で満たし，�

次に生活を奉仕によって満たす。�

後に心を愛で満たしなさい。」�

トーマス•S•モンソン�

2.次のような引用聖句を書いた紙を用意して生徒に渡し，指定した箇所で読んでもらう。�

A.モーサヤ28: 3, 5 B .アルマ29:1 C.教義と聖約58�： 26-29 

3.クラスの生徒全員に『モルモン書』と『教義と聖約』を持参させる。�

初めに 

初等協会で「宣教師になりたい」（『子供の歌集』91)の歌を歌ったのを覚えていますか。あな�

たがたはこの望みをかなえることのできる年齢に近づいてきています。�

ふさわしい若い男性はすべて伝道に出るように望まれている。子供を育て上げた年輩の夫婦も�

伝道に出るよう勧められている。若い女性は伝道に出たいという気持ちがあり，ふさわしいなら�

ば，伝道に出ることができる。�

•デビッド • 0 •マッケイ大管長は，「すべての会員は宣教師である」（Co22/ereflce Report『大�

会報告』1959年4月，122)と述べたとき，19歳以上の会員のみを指していたのでしようか（生�

徒の答えを聞く）。�

専任宣教師になるための正式な伝道の召しは教会の大管長から出される。しかし，わたしたち�

は皆，生涯を通して宣教師であるように望まれている。�

初のポスターを掲示する。黒板に書いてもよい。�

トーマス• S •モンソン長老は，良い宣教師になるために養わなければならない3つの事柄を�

挙げている——「1.仕えたいという気持ち；2.じっくり準備する；3.惜しみなく働く。」(Be 

Your Best Self『 良の自分であれ』59) 

第1に，宣教師は仕えたいという気持ちがなければならない 

聖典には，「主は心と進んで行う精神とを求める」（教義と聖約64:34)と書かれている。宣教�

師への指示として与えられた教義と聖約4�： 2には，このように述べられている。「おお，神の務�

めに出で立たうとする人々よ……心と，勢力と，思いと，力を尽くして神に仕えなさい。」�

レッスンの展開 

話し合い�

ポスターまたは黒板�

第 1 4 課 生涯を通しての宣教師 
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•これは宣教師にとってなぜ大切な条件なのですか。（中途半端な気持ちでほんとうのやる気が�

ないならば，ほんとうの良い宣教師になることはできない。）�

一人の生徒に，モーサヤ28: 3, 5を読んでもらう。�

モーサヤ王の息子たちはやりたいという強い気持ちを持っていた。彼らの教えや模範によって，�

も心のかたくなな人々も心を動かされ，改宗してパプテスマを受けた。�

息子アルマも強い望みを持っていた。�

一人の生徒に，アルマ29:1を読んでもらう。�

アルマはさらに，次のように述べている。「しかし見よ，わたしはただの人であり，このよう�

に願うことさえも罪である。わたしは主から与えられたもので満足すべきだからである。」（アル�

マ 29�： 3) 

•主はその言葉を宣べ伝えるのに，なぜいつも天使を送らずに人を遣わされるのでしょうか。�

(正しい答えはたくさんあるが， 後の審判の後で神の王国に入りたいと望むならば，わたし�

たち人間は今この地上で神の王国の建設に従事しなければならないことを，生徒が理解するよ�

うに指導する。いつも天使から教えを受けているならば，わたしたちは信仰を養うことができ�

ない。ジョセフ•フィールディング•スミス大管長はこのように述べている。「天が開かれて�

使いが降り，人にできることを代わってすることは，神の律法に反する。……使いが来て人々�

に指図し，人々を遣わして指示どおりのことをさせた例は見つかっても，使いが天から降って�

来て人が自分でできる何かを人に代わってしたというような箇所は聖典の中に見いだすことが�

できない。」〔『救いの教義』ブルース• R •マッコンキー編，1：187-188〕）�

伝道に出るために王国を捨てた青年はいないかもしれないが，主に仕えるために良い就職や居�

心地よい家庭や家族との交わり，学業およびスポーツの奨学金を捨てた若い人々は大勢いる。そ�

れまでの生涯を通して伝道に出る望みを持ち続けてきた人々もいるし，またモンソン長老が述べ�

ているように，その望みを養った人々もいる。�

照男には二つの大きな望みがあった。小さいときから，兄たちと同じように，伝道に出ること�

を望んでいた。事実，伝道に出ることはもう当然のことのように思っていたので，あまりそのこ�

とについて真剣に考えることもなかった。しかし，もう一つの望みは彼の夢であり熱烈な願い事�

だったのである。高校の野球チームの優秀な外野手であった彼は，野球の強い大学に入り，いず�

れはプロ野球の選手になりたいと夢見ていた。この夢を実現するために，抜群の選手になりたい�

と思っていた。そして確かに彼は群を抜いた外野手であった。夢にまで見た大学の野球部から勧�

誘が来たときの彼の喜びようは絶大なものだった。しかし，その喜びはつかの間のものだった。�

コーチはモルモン教会について少しばかり知っていたので，照男がモルモンであることを知ると，�

言った。「教会のために，学業の途中で伝道に出るなんていうことを考えていないだろうね。」照�

男はそのとき初めて，どちらの望みの方が強いかを自覚した。「いいえ，そうするつもりです」�

という答えを聞いたコーチは，照男を野球部に勧誘することを断念した。もしこのとき野球を選�

んでいたら自分の人生はどのように変わっていただろうかと，しばしば考えることはあったが，�

伝道に出る方を選んだことを後悔したことは一度もなかった。それは彼の人生が，伝道に出なか�

ったならば得られなかったすばらしいもので満たされていたからである。実際，自分の人生を正�

しい見地から眺めることができるようになって，野球をそれほど大事なものとは考えなくなって�

いたのである。�

物 語 1950年代の初め，子供が熱を出すと，親の心は冷たい恐怖に打たれた。「どうぞ，小児まひで�

はありませんように」と，親たちは祈った。小児まひにかかると死ぬ子供もあったり，多くは体�

が不自由になったり，あるいは一生寝たきりになったりした。何らかの後遺症が残らない者はほ�

とんどいなかった。�

1954年，ワクチンが発見されるわずか6か月前，生後14か月の幼いデビーは小児まひにかかっ�

た。その結果彼女は体がまったく不自由になったが，両親は彼女の命が助かったことをせめても�

の幸いと感謝した。デビーは美しい子供であったが， 初の数年間は22回もの難しい手術を受け�

て，特に大変だった。�

中学1年までは，手術と手術の合間に学校区から派遣された先生が彼女の家にやって来て，学�
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習をした。大変な苦労をしてやっと使えるようになったコルセットや松葉杖に，いつも頼らなけ�

ればならなかったが，学校や教会ではほかの子に引けを取らなかった。性格は明るく，彼女の生�

きることへの愛は周りの人々へも影響を与えた。大勢の友達があり，パーティーや活動はいつも�

一緒だった。また音楽的な才能を伸ばし，使った。�

両親は，彼女が自分を哀れむ気持ちを持たず，できるだけ独立心を持つように育てた。そのた�

めに彼女はできることは全部自分でやらなければならなかった。そして，大変困難な状況の下で�

はあったが，大学を卒業するまでに至った。�

大学卒業後，デビーは自分が歩くことさえできたら伝道に出られるなどと夢想してはいなかっ�

た。歩けようが歩けまいが，伝道に出て，福音を分かち合うことが彼女の大きな望みだった。�

デビーは伝道に出た。彼女はただ普通の良い宣教師ではなく，ほかのだれよりも勝れた宣教師�

となった。彼女が主に仕えたいという強い望みを果たしたために，多くの人々に生活の変化と希�

望の光をもたらすことになったのである。�

第2に，じっくりと伝道の準備をしなければならない 

•試験の日に，もし勉強していなかったら，先生が答案用紙を配るときどんな気持ちがしますか。�

(怖い，挫折感，恥ずかしい。）人前で楽器を弾いたり，朗読や独唱をしなければならないのに，�

練習も準備もしていなかったら，どんな感じがしますか。�

主は，「備えていれば恐れることはない」（教義と聖約38: 30)と言われている。もし十分な備�

えがしてあるならば，これからやることを心躍らせて待つのが普通である。備えができていて，�

やる気十分なのである。伝道に対する準備や思いも同じであって，備えができていれば，早く行�

きたいと思うし，備えができていなければ，しりごみすることになる。�

話し合い� 生徒が宣教師になるための準備をするときに，次の各事項はどのような助けになるかについて，�

簡単な話し合いをする。�

1.勉強——聖典や現在の教会指導者の言葉を勉強することによって，教義を知り，それをどの�

ように教えたらよいかを知ることができる。�

2.祈り——祈りを通して，御霊を受け，真理を知ることができる。�

3.奉仕——奉仕することから喜びを見いだすことができる。�

4.セミナリー，日曜学校，神権会，若い女性のクラスなどへの参加——参加することによって�

学び，成長する。�

5.正しい生活——戒めを守ることによって，主がわたしたちに求められるすべてのことに対し�

ての備えをすることができ，自分が教えることを実行して模範となることができる。�

6.金銭の管理一一伝道費用を蓄えるための貯金。�

7.健康と栄養——知恵の言葉を守り，栄養について学んで実行し，適切な運動をすることによ�

って，肉体的に宣教師となる準備をすることができる。�

第3に，惜しみなく働くという徳を養わなければならない 

前記の7つの事柄（勉強，祈り，奉仕，そのほか）は，肉体的または霊的な努力，理性的な努�

力，あるいはその両方を必要とする。伝道に備え，実際に伝道地で働くとき，「惜しみなく働く」�

ことは大切である。�

聖句を使った� 一人の生徒に，教義と聖約58: 26-29を読んでもらう（「適切ではない」とは「望ましいこと�

話し合い� ではない」ことであると説明する）。�

•上の聖句は，宣教師としての労働はただ義務としてのみ行えばよいと言っているのでしようか。�

(いいえ，喜んで惜しみなく行わなければならない。）�

話し合い�

わたしたちは生涯，宣教師であることができ，またそうでなければならない 

•わたしたちはまだ預言者から正式な召しを受けていませんが，宣教師になるために今何をする�

ことができますか（正しい生活をしてほかの人々に良い影響を与えるという意味の答えに導く）。�
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第10課 

良い末日聖徒を知人に持ったことのある人力む も熱心な求道者であり改宗者になると，宣教�

師たちはロをそろえて言っている。それは福音から受ける恵みや喜びを模範によって示した人々�

である。毎年，福音の原則を守って生活している会員たちを見て，大勢の人々がg：会へ入ってく�

る。しかし，キリストのような生活をしていない会員たちの悪い模範を見て，教会へ入らない�

人々も大勢いる。�

•もしあなたが生きる道である宗教を求めているとしたら，その宗教を信じて実行している人々�

に何を求めますか。（答えには，親切心，謙遜，キリストのような愛の模範，善良さ，喜び，�

勇気，信仰，思いやり，良い習慣，幸福などが含まれる。）�

•もしだれかがあなたを観察したならば，このような特質を見いだすでしょうか（答えさせなく�

てよい。自分で考えてみるように言う）。�

ポスターまたは黒板� ほかの人々に影響を与えることに関して，モンソン長老は次のような助言を与えている。�

2番目のポスターを掲示する（または黒板に書く）。「まず，頭を真理で満たし，次に生活を奉�

仕によって満たす。�

後に心を愛で満たしなさい。」（トーマス• S •モンソン，Be i^ur BEST Sei/•『 良の自分�

であれ』168) 

わたしたちは教会員に対しても宣教師になることができる 

わたしたちはすでに教会員である友達や隣人に対しても宣教師になることができる。会員でな�

い人だけのために時間や精力や愛をささげて，あまり熱心でも活発でもない会員たちの必要とし�

ているものを無視してよいものだろうか。このような会員たちも，自分たちが受けていない福音�

の祝福にあずかることが必要なのである。�

物 語� 誠と謙ニは親友であったが，中学生のころ，謙ニは校内でも人気者として知られている友達の�

影響を受けてたばこを吸い始めた。誠は謙ニたちに同調することもできたし，謙ニから離れて，�

謙ニの自由にさせておくこともできた。しかし，彼はそのどちらもしなかった。そして言った。�

「謙ニ，ぼくは君にたばこを吸ってもらいたくないな。ぼくたちはこれまでずっと親友だったん�

だから，君がたばこを吸うのはぼく嫌なんだ。」誠は使徒パウロが祈ったように，「大胆に語」っ�

た（エペソ6:20)。誠がこのように愛をもって大胆に話したために，謙ニはたばこをやめた。�

主は言われた。「あなたがたはこの民に悔い改めを叫ぶことに生涯力を尽くし，一人でもわた�

しのもとに導くならば，わたしの父の王国で彼とともに受けるあなたがたの喜びはいかに大きい�

ことか。」（教義と聖約18:15)主はこれが会員でない人でなければならない，とは言われていな�

い。日曜学校やセミナリーのクラスにいる人の霊も，海を渡って救いに行く人の霊も，主にとっ�

ては同じように尊い。それは自分の家族の霊かもしれないし，自分自身の霊かもしれない。自分�

の生活に祝福がないのに，ほかの人を導くことはできない。�

証とチャレンジ 

福音は貴重な賜物であり，これをほかの人と分かち合うのは，わたしたちの義務でありまた特�

権であることを忘れないようにする。これを実行するための強い望みを養わなければならない。�

またわたしたちは祈り，勉強し，正しい生活をすることによって自らを備え，常に勇気をもって�

正しいことを行わなければならない。モンソン長老は，わたしたちにまず頭を真理で満たし，次�

に生活を奉仕で満たし，そして心を愛で満たすように述べている。そうすることによってわたし�

たちの光を人々の前に輝かし，人々がわたしたちの正しく，助け合う，幸福な生活を見て，自分�

たちもわたしたちのように福音に従った生活をして祝福を受けたいと望むようになる。�

宣教師になりなさいという戒めの大切さと，その戒めに従えば，このクラスは大きな感化力を�

持つことについて証する。�
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目 的� 生徒は，福音を学んだ 初の時から忠実に主に仕えたウイルフオード•ウッドラフの模範に従�

うよう努力する。�

準 備 1.ウイルフォード•ウッドラフの写真を掲示する用意をしておく。�

2.真ん中に「わたし」と書いた額を用意する。�

3.�二つのカードを作っておく。�

ウイルフオード•ウツドラフ——忠実で誠実な人�

——忠実で誠実な人�

4.教室の窓の外からドアの外まで届くひもまたは毛糸をクラスに持って行く。�

5.ビデオカセット『末日聖徒イエス•キリスト教会歴代大管長の証』（53242〔英語版のみ〕）が�

入手できる場合は，ウイルフオード•ウッドラフの部分を見せる準備をしておく。�

はじめに 

ウィルフォード•ウッドラフの写真を掲示し，彼は教会の第4代の大管長であったことを説明�

する。�

地上での生活は，短いけれども，永遠の重要な部分であることを，ウィルフォード•ウッドラ�

フは理解していた。この概念を説明するために，部屋のドアの外から反対側の窓の外に出るよう�

にひもを渡す。窓がない場合には，反対側の壁にひもを張る。�

このひもは永遠を示すものであり，両方の端は永遠に伸びていると仮定する。そしてこの部屋�

は，この世での生活のために定められた時間と場所であると想像する。時間だけについて考える�

ならば，この部屋が表している生命の一部分——すなわちこの地上での生活——はほんのつかの�

間である。しかし，この地上での生活が，残りの永遠をどのように過ごすかを定めることになる�

ので，非常に重要な期間であると言える。�

ウィルフォード•ウッドラフは生涯忠実に仕えた 

ウィルフォード.ウッドラフは未来をはっきりと見ることができたので，天父のもとに帰ると�

きには，地上での自分の行動を報告してその責任を取らねばならないことを知っていた。彼は何�

にも増して良い報告をしたいと思っていた。�

以上のことを心に留めて， 後の審判にパスしようとして彼はどのように努力したかを考えて�

みる。�

第一に，彼は宣教師であった。生涯を通して福音を宣べ伝えたが，15年間にわたって正規の宣�

教師として奉仕し，多くの人々にパプテスマを施した。彼からパプテスマを受けた人々の家族を�

考えると，その数は無限に広がっていく。�

ヒーバー• J •グラントはウイルフオード•ウッドラフについて次のように述べている。「こ�

の地に生を受けた人の中で，人々を福音に帰依させるに当たり彼ほど偉大な人物はいなかった。」( 

Gospel Standards『福音の標準』G •ホーマー•ダラム編，20) 

ウッドラフ大管長の伝道による間接的な恵みを受けて，教会に入った生徒がいるかもしれない。�

わたしたちの多くは，ウィルフォード•ウッドラフのように，福音を求めている人々が大勢いる�

場所に宣教師として送られることはないかもしれない。しかし，一生を通して多くの人々の生活�

に強力な良い影響を与えることができる。�

レッスンの展開 

写 真�

デモンストレーシヨン�

と話し合い�

第 1 $ 課 ウイルフオード•ウッドラフ 
——忠実かつ誠実な人 
1807年3月1日生まれ大管長在任期間：1889 -1898年�
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ウイルフオード•ウツドラフは伝道中に非常な成功を収めたために，彼の伝道は気楽なものだ�

つたと思う人がいるかもしれないが，それはまったく正しくない。彼は大きな辛苦をなめたので�

あつ7こ。 

例� 次の例を話す。�

ある日，ミズーリ州南部で，ウィルフォード•ウッドラフと同僚は食事もせずに一日中歩き回�

った。たどり着いた所は牧師の家だったが，この牧師は彼らに食べ物と宿を与えることを断った。�

このために彼らはさらに19キロ川下へと歩かなければならなかった。�

ウィルフォードは日記に次のように記している。「1枚のパンさえもくれなかったあの意地悪な�

牧師は，道を教えてくれるのにもうそをつき，わたしたちは沼地を越えなければならなかった。�

曲がりくねった川に沿ってひざまで泥と水につかり，夜の10時ごろまで歩き続けた。やっとの思�

いで沼地を抜けると，草原に出た。わたしたちはこの草の上に横たわって夜を過ごすことにした。�

沼を抜けると，インディアンのたたく錫のバケツの音と歌声が聞こえてきた。辺りは暗かった�

が，わたしたちは音のする方へと歩いて行った。わたしたちがインディアンのキャンプへ近づい�

て行くと，おびただしいインディアンの犬がわたしたちの周りへやって来た。犬はわたしたちの�

においをかぎ回ったがほえたりかみついたりはしなかった。そうこうするうちに，わたしたちは�

オーセージのインディアンに取り囲まれ，ジェリュ一氏とそのインディアンの妻に迎えられた。�

彼女はわたしたちに，おいしい夕食をごちそうし，快適な寝床を提供してくれた。わたしたちは�

疲れていたのでとても感謝した。…… 

わたしは頭を枕に横たえ，心から神に感謝をささげた。教養ある……牧師の残忍な扱いから，�

野蛮なオーセージインディアンの人情あふれる親切で寛大なもてなしへと変わったことをであ�

る。神が彼らにふさわしい報いをそれぞれ与えられんことを。」（マシュー• F •カウリー，�

Wilford Woodruff: History of His Life and Labors『ウィルフオード•ウッドラフ——その生涯と�

事績』48) 

彼は従順で謙遜な人であった。預言者ジョセフ•スミスは彼を「忠実なる者ウィルフォード」�

と呼んだ（プレストン•ニブレー，The Presidents of the Church『教会の歴代大管長』101)。�

カード� ウィルフオード•ウッドラフの写真の下に「ウィルフォード•ウッドラフ——忠実で誠実な人」�

というカードを掲示する。�

ウッドラフ大管長はまた人を癒し，自分も癒されるに必要な強い信仰を持っていた。次は彼の�

日記からの抜粋である。�

ある日，ウィルフォード•ウッドラフは路上で一組の男女に出会った。女性の方が自分たちを�

覚えているかと尋ねた。彼は覚えていないと答えた。すると彼女は言った。「あなたは50年前，�

(英国）ヘレフォードシャーでこの子の頭に手を置いてくださいました。この子はロが利けませ�

んでした。あなたが頭の上に手を置いて祝福してくださるまでは，一言もしゃベったことはあり�

ませんでした。でもそれ以来彼はロが利けるようになりました。」(Wilford� が『ウィルフ�

オード•ウッドラフ』G •ホーマー•ダラム選，314) 

ウィルフォード•ウッドラフは偉大な特質を持った人だった 

彼は信仰と示現の人であった。その信仰によって，彼は教会と会員たちを導くために示現を得，�

重要な啓示を受けることができた。彼は天使の訪れや，すでに死亡していた預言者ジョセフ•ス�

ミスやブリガム•ヤングの訪れを受けた。それは教会の中でその必要性があったからであった。�

ある夢の中で，ウッドラフ長老はブリガム•ヤングに「〔ソルトレーク〕神殿の鍵を渡され，中�

に入ってこれを主に奉献するようにと言われた。」（カウリー『ウィルフォード•ウッドラフ』�

582) 

ウィルフォード•ウッドラフはまた，独立宣言や合衆国憲法の骨格を作った人々の訪れを受け�

た。そして自らベンジャミン•フランクリンやジョージ•ワシントンなどのために救いの儀式�

(神殿の儀式）を行った（カウリー，586参照)。�

彼は慈愛の人であった。ウッドラフ長老は，十二使徒評議会の会長として「評議会を開き，20 
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人のインディアンの若者を召して，自分の民の中で宣教師として働くことができるように，プロ�

ボのブリガム•ヤング.アカデミーで教育することを決議した。彼は特にインディアンの伝道部�

を心にかけ，この民が持つ偉大な可能性をはっきりと心に描いていた。」（カウリー，540) 

アメリ力合衆国大統領べンジャミン•ハリソンは，自分と病気の妻のために祈ってくれるよう�

にと，ウッドラフ大管長と教会の大管長会に依頼した。大統領夫人が亡くなったとき，ウッドラ�

フ大管長は次のような弔電をハリソン大統領に送った。「……閣下の愛されるご判侶の死を知り，�

わたしども一人一人が自分の愛する家族を失ったような気がいたします。わたしたちはここに心�

から深くお悔やみを申し上げ，この大きな試練と悲しみのときに閣下を祝福し，慰め，支えてく�

ださるよう，わたしたちすべての運命を御手に握る神に嘆願するものであります。」（カウリー，�

彼は労働の人であった。日記を読むと，ウィルフォード•ウッドラフがどんなに手を使って働�

くことを愛していたかが分かる。あるとき孫ととうもろこし畑を耕した後，このように記してい�

る。「とうもろこし畑を耕したり，あるいはどんな肉体労働でも，子供に負かされたのは生まれ�

てこのかたこれが初めてである。」（カウリー，564)このとき彼は82歳であった。�

彼は謙遜に主のために犠牲を払った。肉体的または個人的な犠牲を払うことは，彼にとっては�

神に従順であることの一部にすぎなかった。「彼は自分の我というものを持たず，むしろ神の�

御心を行うことができることを望んだ。」（カウリー，534) 

多くの人は活動を減らす年齢でありながら，ウッドラフ大管長は山中の定住地や小さな部落を�

訪れた。彼は11日間「激しい吹雪の中，羊飼いのテントの中で地面に敷いた寝床に寝泊まりした。�

1曰2回感謝の心でパンと肉を食べた。また冷たい雪溶け水を飲んで，すこぶる健康であった。… 

…さらに，数日の間1日8時間から10時間を馬上で過ごしたが，顔に当たる北風が冷たかった。間�

もなくわたしは73歳になる」と書いている（カウリー，531)。�

あるとき，管理監督であったエドワード•ハンターはウィルフォード•ウッドラフが教会の大�

管長になるであろうと預言した。ウッドラフ大管長は「〔監督〕をけん貴した。……彼は自分の�

名誉を求める人ではなかった。」（カウリー，560-561) 

彼は偉大な歴史家であった。伝道事業に熱意を注いだことに加えて，ウッドラフ大管長の記し�

た歴史的記録は教会に対する大きな貢献であった。彼の日記は7,000ページ以上にわたっている�

(カウリー，600参照)。�

カード�

ビデオ力セツトを�

見せるか読む�

あなたもウィルフオード•ウッドラフのようになれる 

生徒に言う。「あなたもウィルフォード•ウッドラフのようになることができます。人々を助�

け，改宗した人々の生活を変えることができます。正確な記録をつけ，忠実な男性または女性と�

なることができるのです。」�

ウィルフォード•ウッドラフの写真の横に「わたし」と真ん中に書いてある額を飾って言う。�

「これはあなたがた一人一人の写真を代表しています。あなたがたはこの地上に生きているの�

ですから，もしふさわしい生活をするならば，ウィルフォード•ウッドラフと同じように祝福を�

受ける特権を持っているのです。慈愛と強い信仰，そして祈りによって，人々に奉仕し，人々を�

祝福する助けをすることができます。」�

カード「 ——忠実で誠実な人」を額の下に掲示する。�

自分の写真が額の中にあると想像する。（「中山正子——忠実で誠実な人」「山田正男——忠実�

で誠実な人」というように，生徒の名前を入れる。生徒一人一人を信頼していることを伝える。）�

入手できる場合は，ビデオカセット『末日聖徒イエス•キリスト教会歴代大管長の証』（53242 

〔英語版のみ〕）の第1部，ウィルフォードウッドラフの証（38秒）を見せる。入手できない場合�

は，次のウイルフオード•ウッドラフ大管長の証を読む。�
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第 15課 

ウィルフオード•ウッドラフの証 

「わたしは，預言者ジョセフ•スミスがイリノイ州の大会衆の前で述べたこと，すなわちもし�

彼が世界国家の皇帝であり全人類を統治しているならば，すべての男女子供がそれぞれの宗教を�

享有することを許すだろうと言ったことが真実であると証する。今わたしも同じ考えを持っている。�

わたしは，ジョセフ•スミスが神のまことの預言者であり，この時満ちる 後の神権時代に，�

神の王国である教会の基を築くよう神から聖任された人物であると証する。1844年の早春にノー�

ブーで，預言者ジョセフ•スミスは十二使徒を集め，神の教会と王国の儀式を施し，神がジョセ�

フ•スミスにお与えになった鍵と権能のすべてを，わたしたちの頭上に結び固めたことを証する。�

そして，わたしたちは重責を担い，この王国を守らなければ永遠の罰に定められる，と告げられ�

た。わたしは預言者ジョセフ•スミスのロからこの証を直接聞いた唯一の生存者であり，ジョセ�

フ•スミスを通じて明らかにされた神の権能により，これが真実であることを知っている。�

この会の席上，ジョセフ.スミスは3時間にわたって王国に関することをわたしたちに教えた。�

彼の顔はこはく色に澄み，これまで肉体を持つだれにも見られなかった力に満たされていた。�

またわたしは，ジョセフ•スミスが末日聖徒が受けるエンダウメントの創始者であることを証�

する。わたし自身も彼の手と指導の下に自分のエンダウメントを受け，それがまことの原則であ�

ることを知っている。彼の手の下にエンダウメントを受けたのはわたしだけでなく，ブリガム• 

ヤング，ヒーバー• C •キンボール，ウィラード•リチャーズ，ジョージ• A •スミス，ジョ�

ン•テーラー，およびそのほかの兄弟たち，さらには，わたしの妻フィービー，バテシバ•スミ�

ス，レオノラ•テーラー，メアリー•スミス，および名前は覚えていないがそのほかの人々も，�

預言者ジョセフの手と指導の下にそれぞれ自分のエンダウメントを受けたことを証する。�

預言者ジョセフは神の言葉とイエス•キリストの証のゆえにその命を投げ捨てた。そして彼は�

神と小羊の前で殉教者として冠を頂くのである。彼の証を聞く度に，神の力が預言者ジョセフ. 

スミスに注がれていることがはっきり分かる。�

これがわたしの証である。1897年3月19日に録音する。当年91歳。ウイルフォード•ウッドラフ」�

証とチャレンジ 

証を述べ，生涯宣教師となるよう生徒にチャレンジする。「仕えたいという気持ちを持ち，じ�

っくり準備し，惜しみなく働く」ことを再び強調する。�
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目 的� 生徒は，サタンは現実に存在すること，またサタンに立ち向かい打ち勝つためには正義と勇気�

が必要であることを学ぶ。�

準 備 1.生徒各自が四大標準聖典を利用できるようにしておく。�

2.このレッスンをするに当たって，前もって全部の引用聖句を読んでおく。話し合いは引用聖�

句を中心に行う。�

レッスンの展開 初めに 

ウィルフォード•ウッドラフが記録したジョセフ•スミスの言葉を読む。�

「救いとは，この世におけるあらゆる敵，および次の世におけるあらゆる悪霊に打ち勝つことに�

ほかならない。イエス•キリストの場合には，すべての敵を足の下に踏みつけるまで統治される�

のである。…… 

ここにほとんどの人があまり考えない原則がある。それは肉体によらなければだれもこの救い�

にあずかることができないということである。……悪魔が地上に落ちたときにもそうであった。�

悪魔は非合法なものを求めた。これがために彼は地に落とされ，多くの人々をともに連れ去った�

と言われている。悪魔に与えられた罰は，肉体を持つことを許されないという重大なものであっ�

た。神命を打ち倒そうと試みるルシフエルは，地上をあちこち徘徊してだれを滅ぼそうかとねら�

つているのである。」（マサイアス• F •カウリー，mjford Woodruff: History of His Life and 

Labors『ウィルフォード*ウッドラフ——その生涯と事績』174—175) 

話し合い� サタンは今日の人々，特に若者たちを攻撃するために，次のものをどのように使うかを話し合�

う。（自分のクラスの生徒にもっとよく当てはまる問題があれば，それを加えるとよい。）�

1.薬物の乱用�

2.アルコール�

3.不道徳�

4.自殺�

5.無謀運転�

6.戦争�

7.飢饉�

8.幼児虐待�

9.堕胎�

福音に従うならサタンに対抗する力が得られる。この点を強調する。�

エルレイ• L •クリスチャンセン長老は，十二使徒補助であったとき，次のように述べた。�

「悪魔は，人が許さないかぎり，人の心に入って悪を行わせることはできない。……また聖霊が�

わたしたちの体内に宿っていると，サタンは決して入って来ない。」（「サタンに打ち勝つ力」『聖�

徒の道』1975年5月号，237) 

主はウィルフオード•ウッドラフを守られた 

ウィルフォード•ウッドラフは，使徒だったころ，毒で殺した動物の皮をはいでいて，毒に当�

てられたことがあった。彼の身体中に毒が回り，命が危なくなった。ブリガム•ヤング大管長は�

次のような祝福を彼に与えた。�

「ウッドラフ兄弟，わたしはイエス•キリストの御名によってあなたに言う。あなたは死ぬこ�

とはない。地上でなすようにとあなたに与えられた業を成し遂げるまで，あなたは生きるであろ�

う。悪魔は何度もあなたの命を滅ぼそうと試みたが，主はあなたを救われた。あなたの業が終わ�
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るまで，主はあなたを保護されるであろう。」（カウリー『ウイルフォード•ウッドラフ』368) 

ウイルフォード•ウッドラフは正義のために特に貴重な僕であることを知っているサタンは，�

彼を肉体的に痛めようと試みた。しかし，主の守りと自らの正義のために，ウッドラフ大管長は�

勝利を得た。�

次を読む。�

「ウイルフォード•ウッドラフは幼年時代に主の力を深く信頼するようになった。彼自身が書�

いた記録によると，彼は幾度となく事故や困難に遭い，主の慈悲により助けられている。彼は3 

歳のとき熱湯の入った大がまに落ち込んだ。また，父親の小屋のはりからすべり落ちて床に顔を�

たたきつけ，ころんで両腕を折り，牛に突き上げられて危うく死を免れ，馬車から落ちて片足を�

折り，雄牛に腹をけられ，馬車がひっくり返って積んでいた千草の下敷きになり，馬が丘を暴走�

して馬車もろともひっくり返り，高さ約4.5�メ一�トルの木の上から真っ逆さまに落ちて背中を打ち�

つけ，川でおぼれて約9メートルの深みに沈んでいるところを助けられた。また，りんごの木の�

空洞に入り込んでいるところを通りがかりの人に発見されて危うく凍死を免れ，木を切っている�

とき左足の甲に斧を打ち込み，狂犬病末期の犬にかまれ，暴走している馬から振り落とされて片�

足を2か所骨折し，両足首を脱臼した。何とこれは彼が20歳以前に起こった事故である。�

この後にも，水車のてっぺんから落ちて危うく死ぬような目に遭ったことが2度，暴走する馬�

に引きずられたことが2度，あるとき偶然にちょうど胸の辺りで銃の引き金が引かれたが幸いに�

も不発だったという事故がある。また，木が胸に倒れかかり胸骨と左側のろっ骨を3本折り，ふ�

とももと腰と腕にひどい打撲傷を受けるという事故にも遭った。」("Wilford Woodruff: Man of 

Faith and Zeal” New Era「ウイルフオード•ウッドラフ——信仰と熱意の人」『ニューエラ』�

1972年1月号，30-31) 

話し合い� 主の助けによってこのような逆境に耐えられたことに対して，主への依存と感謝の気持ちが，�

どのようにウイルフォード•ウッドラフの心に積み重ねられていったかを生徒に分からせるため�

に，次の質問をする。（特定な答えを求めなくてよい。生徒に感じたままを話させる。）�

•これらの九死に一生を得たような体験をしたことによって，ウイルフォード•ウッドラフはど�

のようにいつも主とともにあることを学んだと思いますか。�

•あなた，または家族のだれかは，このような重大な惨事から救われたことがありますか。�

•主が守ってくださったと知ったとき，あなたはどのように感じましたか。�

•このような経験をした結果，ウイルフォード•ウッドラフの心の中でどんな特質が強められま�

したか。�

•このようなすべての悪や事故の責任は全部サタンにありますか。（次の点を強調する。純粋な�

事故もあり，またわたしたちはすべて選択の自由によって選択することが許されている。そし�

てその選択は時によって事故や惨事をもたらすことがある。しかし，わたしたちは皆，ウイル�

フォード•ウッドラフがしたと同じように，すべてを主に頼ってできるだけ主とともに生活す�

ることができる。こうすることによって，サタンの影響を 少限にとどめることができる。）�

正しい人はサタンよりも大きな力を持つ 

次の聖句を読み，話し合う。�

モーセ4:1-3サタンは神の権能と誉れを奪おうとした。そして天から投げ落とされた。�

モーセ4: 4-21サタンはアダムとエバを滅ぼそうとした。そこで彼はのろいを受けて，義に�

かなう者に支配される者となった。�

モーセ1:12-22サタンはモーセを欺こうとした。それを見破られて，彼はモーセの正しい�

権能によって退けられた。（サタンの正体を理解する鍵は13節と14節にある。これを生徒に指摘�

する。モーセはサタンに栄光がないことを知り，また変貌することなく肉身のままでサタンを見�

ることができた。）�

マタイ4:1一11サタンはイエス•キリストを滅ぼそうとした。救い主はサタンを叱責された。�

(ジョセフ•スミス訳の1節には，イエスは「御霊によって荒れ野に導かれた。神とともにいるた�

めである」とある。）�

聖句を使った�

話し合い�
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ジョセフ•スミスー歴史1：15-16サタンは自分の力を使って，ジョセフ•スミスが神から�

真理を受けることを妨げようとした。しかし，ジョセフ•スミスの祈りと信仰のために神の権能�

によって追われた。�

以上の例はいずれも預言者に起こったことではあるが，サタンは幼児を除いてはすべての人を�

誘惑することを覚えている必要がある。また，すべての人々は正義によって，サタンの力を打ち�

破ることができる。正しくなれるのは預言者だけではない。�

証とチャレンジ 

教義と聖約21：4-6を読む。�

主はわたしたちを守ってくださると約束されていることを証する。わたしたちが預言者に従い，�

戒めを守り，そして「〔主の〕前を完全に聖く歩」むならば，「主なる神は〔わたしたちの〕前か�

ら闇の力を追い払い，〔わたしたちの〕ためと，神の名の栄光のために天を震わせ」（教義と聖約�

21：4, 6)てくださる。�

サタンは主の業を妨げることをやめようとはしない。全力を尽くして，聖徒たちを何とか堕落�

させようとする。しかし，正義と祈り，そして神権の力によってサタンに打ち勝てることを常に�

忘れてはならない。主の計画は 後には勝つのである。�

生徒に正しくあるようチャレンジする。�
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学問を 
愛した〗 規律，寛容， 

責任感，忠誠1 
を学んだ 

ロレンゾ•スノーの生涯——奉仕の道 

すべての 
人々に親切， 
慈愛，同情を 
示した 

はじめに 

黒板に道路の図と題字だけを書いておく�（下の絵を参考にする）。レッスンを学びながら，ロ�

レンゾ.スノーが生涯示した例を記入していく。レッスンの 初には次のような図を書いておく。�

レッスンを進めながら必要な事項を記入していくと，完成した黒板の図は次のようになるC 

今日は教会の第5代大管長について勉強し，神と人々への彼の愛と奉仕について学ぶことを�

話す。�

ロレンゾ.スノーの写真を見せて尋ねる。「これはだれですか。」�

この世に生まれてくるすベての人は一つの「道」を歩む。今日は，ロレンゾ•スノーが生涯歩�

ロレンゾ.スノ^•の生涯——奉仕の道 

レッスンの展開 

黒 板�

写真と黒板�

目 的� 生徒は，ロレンゾ•スノーの生涯を学んで，人々に仕えることを通して主に仕えたいという望�

みを抱く。�

準 備 1.各生徒が自分の『モルモン書』と『教義と聖約』を持つように確認しておく。�

2.グラビアページにある，ロレンゾ•スノーの写真を見せられるように準備しておく。�

3.クラスの始まる前に，「ロレンゾ•スノーの生涯——奉仕の道」の地図を黒板に書いておく。�

4. 4人の生徒に割り当てて，ロレンゾ•スノーの生涯に起きた出来事について発表してもらう。�

レッスンから発表の部分をコピーし，できれば自分の言葉で発表してもらう。�

5.レッスンにある兵士の絵を見せる用意をしておく。�
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神と人々に仕えた 
ロレンゾ、•スノー 
1814年4月3日生まれ大管長在任期間：1898-1901年�
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んだ道をたどっていくことを話す。�

ロレンゾ•スノーは少年時代に神と人に仕える備えをした 

例と話し合い� 次のロレンゾ•スノーの少年時代の話を読む（自分の言葉で話してもよい）。話し合いを活発�

に進めるために，話の後にある質問をする。�

ロレンゾ•スノーは1814年，オハイオ州マンチユアで生まれた。宗教的な家族のもとに生まれ�

たロレンゾであったが，少年のころは比較的宗教には関心を抱いていなかった模様である。彼は�

若いころ，責任感と哀れみの心を持ち，寛容であることを両親から教えられた。彼の家にはどん�

な教会を代表する人でも歓迎された。また，書物や学問への深い愛も彼の中にはぐくまれた（ト�

一マス• C •�ロムニー，The Life of Lorenzo Snow『ロレンゾ.スノーの生涯』16 —18参照）。�

黒 板� 初のブロックに「学問を愛した」と書き入れる。�

ロレンゾは少年のころ，兵士になることを望んだ。スノー家の先祖の中には何世代にもわたっ�

て「著名な」軍人が数多くいた。「祖国のために働く軍人のきらびやかな軍服や魂を鼓舞させる�

〔軍隊〕音楽に〔彼〕は興奮を覚えた。……献身的な姉エライザ• R •スノーは，軍人になれば�

……戦場に行き〔そして〕非業な死を遂げることにもなりかねないのを恐れて，決心を変えるよ�

う……彼に嘆願した。」（ロムニー『ロレンゾ•スノーの生涯』19)しかし，エライザはロレンゾ�

のために軍服を作り，彼は軍籍にある間中それを着用して，オハイオ州知事から将校に任命され�

るまでになった。�

絵，話し合い，黒板� テキストの兵士の絵を見せる。�

•少年時代の経験や軍隊から，ロレンゾはどんな価値観を学んだと思いますか。（答えには次の�

ような事柄が含まれる。同情，規律，寛容，責任感，忠誠。）�

道のブロック2に以上の答えを幾つか記入する。�

ロレンゾ•スノー，カートランドへ行く 

神はわたしたちが証を得る助けをしてくださる。神はロレンゾ•スノーのためにも同様にされ�

た。ロレンゾ•スノーがどのように証を得て，人々に仕えたいという純粋な望みを持ったか，そ�

のヒントとなる事柄に注意を払う（自分の言葉を使って，次の例を話す)。�

例� ロレンゾはオハイオ州オーバーリンのオーバーリン大学を卒業したが，この大学で教えられて�

いた宗教（長老派）にはあまり良い印象を持っていなかった。1831年に母と姉妹のレオノラがモ�

ルモンの教えを受け入れ，1835年には姉エライザもモルモン教会に入って，カートランドへと移�

住した。ここでエライザはジョセフ•スミスの「家族学校」で教えた。ロレンゾがへブライ語の�

勉強を続けるつもりであることを知っていた彼女は，カートランドへ来て預言者の塾でへブライ�

語の勉強をするように彼を誘った。（この塾は預言者ジョセフ•スミスが，指導者であった兄弟�

たちの教養を高めるために設立した。）こうしてロレンゾはカートランドへ移り住み，預言者ジ�

ヨセフ•スミスに会った。�

カートランド神殿で「祝福師の祝福」に関する集会が開かれた。ロレンゾはその集会を終えて�

出て来た大祝福師つまり預言者の父親と出会ったとき，彼からこう言われた。「スノー兄弟，わ�

たしにはあなたがモルモンの原則を理解なさろうとしていることがよく分かります。」�

「ええ，そうなんです」とロレンゾは答えた。�

「大丈夫，主に祈れば納得がいくでしょう。聖典を読んで，わたしどもの教えと比べてみてく�

ださい。あなたが親しくしている兄弟に相談してください。あなたは間もなくモルモニズムが神�

から与えられたものであることを確信し，パプテスマを受けるでしょう。」（『ロレンゾ•スノー�

の生涯』24-25) 

話し合い •ジョセフ•スミス•シニアからロレンゾへの助言を聞いて，どう思いましたか（様々が答が考�

又られる）。 
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書なぜこれは良い助言だと言えますか。（ほとんどの人はこのような方法で福音に対する証を得�

る〔モロナイ10�： 4-5参照〕。）�

黒板� ついにロレンゾの祈りはこたえられ，これが真実であることを確信した。1836年，ロレンゾ. 

スノーはパプテスマを受け，末日聖徒イエス•キリスト教会の会員となった。�

•�ロレンゾ•スノーの生涯におけるこの段階（ブロック3)は，どのような言葉を使って表現す�

ることができますか。（改宗，パプテスマ，証などの言葉が考えられる。）適切な答えをブロッ�

ク3に記入する。�

ロレンゾ•スノーが、福音に全身全霊を注いでいることは，彼の神と人々への奉仕に現れている 

話し合い� ロレンゾ•スノーは一度証を得ると，たとえそのために大きな犠牲を求められても，神に仕え�

るためにできることはすべてやりたいと思った。�

1837年春，末日聖徒イエス•キリスト教会の会員として確認され，神権を受けてから1年足らず�

で，ロレンゾ•スノーは 初の伝道に旅立って行った。それ以来彼は数多くの伝道を行っている。�

ロレンゾは親類縁者に教えた 

伝道に出て2日目に48キロ歩いた後，ロレンゾはおじの家の近くで集会を開いた。これは彼が�

聴衆の前で話す 初の試みだった。彼はその日断食をして祈り，主の力と霊_を求めた。その夜，�

集会で何を話したらよいのか分からなかったが，「聖霊がわたしのうえに降り，聴衆と気持ちを�

通わせるためのアイデア，適切な言葉，そして光で心が満たされた」と彼は述べている。〔彼は�

福音が回復されたことについて強い証を述べ，大勢の人々に確信を抱かせた。〕また，彼は次の�

ように記している。「2度目の集会の後，……わたしはおじとおば，それに数人のいとこにパプテ�

スマを施し，確認した。そのうちの一人がアデリンで，彼女は〔後に〕わたしの妻になった。」�

V�エフづサ.R •スノー •スくス，Biograpny and pamily Record of Lorenzo Snow『ロレンソ• 

スノーの伝と家族の記録』16) 

話し合い •ロレンゾ•スノーの伝道はなぜ成功したのだと思いますか。（御霊に従い，献身的であったから。）�

•�ロレンゾはどんな重要なことを学びましたか。（主に頼り，御霊に耳を傾ける。）�

黒 板� 道のブロック4に鍵となる言葉を記入する。（次のような言葉が考えられる。御霊に従った，主�

の導きに耳を傾けた，主に頼った。）�

ロレンゾ•スノーは間もなく数多くの重要な人格的特質を身に付け，これらは彼が後に教会の�

大管長になったときに大きく役立った。次の発表を聞きながら，その特質とは何かを考えさせる。�

ヤング姉妹への思いやり 

1840年春，スノー長老は英国で伝道するようにという召しを受けた。彼は英国に出発するに先�

立って，すでに英国で伝道している使徒たちの家族を訪れ，夫への伝言を言付かった。彼がプリ�

ガム•ヤング夫人を訪れたときのことだった。ヤング夫人は「床はあっても，丸太の間には詰め�

物がしてなく，……〔家族〕は風雨にさらされた状態の丸太小屋に住んでいた。……彼女は前日�

どこかへ行ってしまった〔乳〕牛を遠くまで捜しに行ったが，見つけられないままに帰って来た�

ところだった。その牛は子供たちに与える食料の供給源だったのである。『ご主人に何か伝言は�

ありませんか』というわたしの問いかけに，ヤング姉妹はこう答えた。『あなたが今日御覧にな�

ったことを主人に話さないでいただきたいのですが。心配をかけたくないんです。貴い召しから�

解任されるまで，それに専念してもらいたいのです。』貧しさのどん底にいる彼女を見て，わた�

しは同情せずにはいられなかった。しかしわたしには金銭的な余裕がまったくなかった。わたし�

が持っていたお金といえば，英国への旅費の10分の1にも満たないほどの金額だった。お金の入�

る見込みもない。これが出発直前の状態だった。わたしはポケットから，わずかなお金を取り出�

して姉妹に渡そうとした。しかし姉妹は受け取ろうとしなかった。わたしはぜひにと勧め，彼女�

は執拗に断り続けていた。そのとき，ふとした拍子にかそれとも意識的にか，そのお金を床に落�
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とし，お金は板と板のすき間に入ってしまった。これでその場は収まった。わたしは彼女に時間�

をかけてゆっくりとそのお金を拾ってもらうことにし，別れを告げた。」（スミス『ロレンゾ•ス�

ノーの伝記と家族の記録』47) 

話し合い •ロレンゾ•スノーはどのような特質を高めましたか。（思いやり，同情，優しさ，心遣い，友情。）�

黒 板� 道のブロック5に鍵となる言葉を記入する。（次のような答が考えられる。親切，同情，ほかの�

人々への思いやり。）�

神権を使って慰める一一一つの奇跡 

1891年3月，スノー長老がプリガム市のあるステーク大会に出席していたときのことである。�

ちょうどそのころ，エラ•ジェンセンという15歳の少女が亡くなった。1週間以上もしょうこう�

熱で苦しんだ挙げ句のことだった。彼女は_分の死期を感じ，愛する者たちに別れを告げた。両�

親や周囲の人が泣くのを聞いて，非常に心を悩ました。彼女の霊は霊界に入り，そこに数時間と�

どまっていた。�

大会で話をしているさなかに，エラの死を知らせるメモがスノー長老に手渡された。彼は，�

「深い悲しみに暮れている人々を訪ねなければなりません」と言って，会場から退出した（『ロレ�

ンゾ•スノーの生涯』413)。スノー長老はラドガ一•クラウソン長老を伴って，エラの父親につ�

いてジェンセン家に向かった。寝室に入ると，少女の遺体が横たわっていた。スノー長老はクラ�

ウソン長老に油注ぎを依頼し，自分は祝福の言葉を述べた。「命令するような，いつもとまった�

く違った口調で言った。『戻りなさい，エラ，戻るのです。地上でのあなたの務めはまだ終わっ�

ていないのです。』…… 

スノー長老が癒しの儀式を行って1時間余りたったころ，……エラは目を開いた。彼女は辺り�

を見回して尋ねた。『あの方はどこ？』『あの方って？』〔両親が尋ねた。〕すると彼女は答えた。�

『スノー兄弟よ。わたしを呼び戻してくださったの。』」（『ロレンゾ•スノーの生涯』413 - 415) 

話し合い •以上の話から，人に仕えることについて個人的にどんな教訓を得ることができますか。（次の�

ような様々な答えが考えられる。ほかの人が緊急に必要としていることを行うためには，自分�

が今やっていることを中断しなければならないことがある。神権を使って人々から祝福された�

り，人々を祝福することができる。）�

教義と聖約42�： 29を生徒と一緒に読む。�

•わたしたちは救い主への愛をどのように示すことができますか。（主に仕え，主の戒めを守る。）�

•わたしたちはどのように主に仕えることができますか。（モーサヤ2�：17を読む。）�

黒 板� ロレンゾ•スノーの生涯は神と人に仕える一生であった。彼は主が求められることは，それが�

何であっても喜んで行うという精神を何度も何度も証明した。聖徒たちに犠牲を求めることがで�

きたのは，彼自身の一生が喜んで皆と同じ犠牲を払うという生きた証であったからである。黒板�

に「生涯，忠実に仕えた」と記入する。�

証とチヤレンジ 

ロレンゾ*スノーのように霊的に成長するよう，生徒全員にチャレンジする。神の王国の前進�

のために（それが自分の成長のためにもなる）自分の時間，才能，財産を惜しみなくささげるな�

らば，必ず成長することができる。�

人々に仕えるとき，聖霊の力というより強力な証人によって，わたしたちも救い主とその愛を�

知ることができる。�

聖 句� 正しいことをして主に仕える者に与えられる約束に関して，教義と聖約76�： 5-10を声を出し�

て読み，レッスンの締めく�くりとする。�

66 





ロレンゾ•スノ 一 
——神の王国の財政 

目 的� 生徒は，地上における神の王国の建設のために，財政的に貢献することによって人々に仕えた�

いという望みを持つ。�

準 備 1.各生徒が『聖書』『モルモン書』『教義と聖約』を持っているように確認しておく。�

2.� ロレンゾ.スノー，ジョセフ .F •スミス，ウイルフオード•ウッドラフ，およびヒーバ�

一•J•グラントの写真を掲示する。�

3.入手可能であれば，ビデオ「天の窓」（『主の導き』〔53670 300〕）を見せる用意をする。�

4.什分の一に関する預言者の言葉のコピーを作り，それを読んでもらうために前もって4人の生�

徒に責任を割り当てておく。�

レッスンの展開 初めに 

例� 『天の窓』のビデオを，次のように紹介する。�

スノー大管長は以前に教会の財政的な事柄に多くの時間をささげていたので，このような問題�

を処理するには適任者であった。1898年に彼が大管長になったとき，聖徒たちが担っていた も�

大きな重荷は教会の財政問題であった。当時，人々は什分の一を完全には納めていなかった。�

「長年にわたる迫害，教会を批判する人々や敵による不公平な法律，ばく大な〔法廷費用〕など�

が重い財政的圧力となって，教会は財政破産に瀕していた。祈りによって主に助けを求めたスノ�

一大管長は，セントジョージへ行き，その帰りには主要な定住地を訪れるようにという指示を受�

けた。〔この旅は1899年になされた。セントジョージはソルトレーク•シテイーの南方約480キロ�

の地点にある。〕財政危機の援助を求めるという観点から見ると，この旅の目的は定かではなか�

ったが，ロレンゾと何人かの選ばれた兄弟たちは南部ユタへと出発した。」（ハイジ•スイン�

トン，“Lorenzo Snow” The Presidents of the Church •ロレンゾ•スノー]『教会の歴代大管長』�

レオナルド• J •アリントン編，174) 

ビデオと朗読� ビデオ『天の窓』を見せる。ビデオテープが入手できない場合には，次を読む。�

スノー大管長は，セントジョージで驚くべき啓示を受けた。それは，聖徒たちが今ある什分の�

一の律法を守るならば，教会全体がまた聖徒個人個人が祝福を受け，財政問題は軽くなるという�

ものであった。スノー大管長はこのように述べた。�

「将来のために備えをなし，確かな土台の上にしっかりと足を踏まえようとするすべての末日�

聖徒が，主の御心をなし，完全な什分の一を納める時が今や来た。これはあなたがたへの主の御�

言葉であり，シオンの地全体のあらゆる定住地への主の御言葉でもある。わたしがあなたがた�

(セントジョージの人々）の地を去った後，じっくり考えてみると，すべての人が立ち上がって�

完全な什分の一を納める時が来たことがお分かりになるであろう。これまで主はわたしたちを祝�

福され，憐れみを与えてくださった。しかし，わたしたちが断固として命じられたことを行うよ�

う主が求められるとき，これ以上放っておいてはならない時がやって来る。このシオンのステ一�

クでわたしが申し上げることは，これまでに組織されたシオンのすべてのステークに申し上げて�

いるのである。わたしの申し上げていることを聞いて，完全な什分の一を納めない方は，心に満�

足を得ることができないであろう。（Mi77em2/a/Star『ミレニアルス夕一』1899年5月18日付け，�

61:533)」（ロレンゾ•スノー，The Teachings of Lorenzo Snow『ロレンゾ•スノーの教え』ク�

ライド• J •ウイリアムス編，155) 

それからスノ一大管長は，主が雨を送ってくださることをセントジョージの聖徒たちに約束し�

た。そのときセントジョージー帯は厳しいかんばつに襲われていたのであった。�
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話し合い *教会の財政問題を解決するために，主は現存するどのような原則をスノー大管長に強調されま�

したか。（什分の一。この律法が厳守されなければならない。）�

•セントジョージの聖徒たちが完全な什分の一を納めるならば，どんな祝福があるとスノ一大管�

長は約束しましたか。（雨が降る。）�

聖句を使った�

話し合い�

聖典と末日の預言者は什分の一の重要性を教えている 

教義と聖約119: 4を読ませ，印を付けさせる。�

この聖句の中で主は，「什分の一」とは「毎年〔の〕全利益の十分の一」と述べておられる。利�

益とは収入を意味すると解釈されている。�

引用文と写真� 前もって割り当てられた生徒に，次の文を読んでもらう。それぞれの文章が読まれている間，�

当てはまる預言者の写真を掲示するとよい。�

ウイルフオード•ウツドラフ大管長 

「わたしは兄弟たちに，一つのことを理解していただきたい。我々の什分の一，我々の努力，�

我々の働きは，全能者の昇栄のためではなく，わたしたちの昇栄のためである。」（エマーソン. 

ロイ•ウェスト，Proxies of the Presidents『大管長たちの横顔』155) 

ロレンゾ•スノー大管長（1899年7月2日，ソルトレーク神殿の聖会において）�

「不完全な什分の一は，主が明らかにされた律法に照らし合わせると，什分の一でも何でもな�

い。」(Life of Joseph F. Smith『ジョセフ• F •スミスの生涯』ジョセフ•フイ一ルデイング. 

スミス編，308) 

ジョセフ•F•スミス大管長 

「什分の一の律法は人々が個人として試される試しである。この原則を守らない人は，シオン�

の福祉に冷淡な人であり，教会員としてその義務をなおざりにしている人であ〔る。〕」（『福音の�

教義』272) 

ヒーバー•J•グラント大管長 

「証申し上げる。このことはまさしく真実である。神に正直に自らの10分の1を支払う男女は，�

……神から知恵を賜り，残りの10分の9を上手に利用することができる。そのことは人々にとっ�

て大いに価値あることであり，正直に什分の一を納めない時よりも多くのことを達成することが�

できるようになる。」（『大管長たちの横顔』231) 

話し合いと黒板 

什分の一の律法について教会の大管長たちが述べていることを，幾つか黒板に書き上げる。（什�

分の一はわたしたちの昇栄のためである。経済的な祝福だけではなくて，霊的な祝福でもある。�

不完全な什分の一を納めることは，什分の一の律法を守ることにならない。什分の一の律法は試�

しである。什分の一を納める人は，納めない人よりもお金をもっと有効に使うことができる。）�

教会の献金はどのように使われているか 

教会への献金は，神の王国建設のために，次のような様々の方法に使われており，これまでも�

使われてきた。�

黒板と話し合い� クラスの始まる前に，次のような図表を黒板に書いておく。�
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神の王国の財政 

什分の一から「建物（教会堂および神殿) 

官教師プログラム�

教育施設（大学およびセミナリー）�

家族の歴史プログラム�

[そのほか（このテキストなど）�

そのほかの献金「断食献金 I話し合いをした後で�

L�地元の官教師基金j答えを書き加える。�

上記の図表を使って次のことを説明する。�

什分の一はわたしたちが教会に納める主要な献金であって，教会の全体の運営費がこれで賄わ�

れる。その中には建物（教会堂や神殿），宣教師プログラム，教育施設とプログラム（大学やセ�

ミナリー），家族の歴史のための費用，それに管理費（例えば，このテキストの制作など）など�

が含まれる。しかし，会員が納める献金は什分の一だけではない。�

話し合い •あなたや家族が教会に納める献金には，ほかにどんなものがありますか。（生徒が挙げる様々�

な答えをそのほかの献金の項に書き加える。答えには次のような事柄が含まれる。断食献金，�

宣教師基金。上の図表を参照する。）労働や実物による寄付は，現金による寄付と同様の価値�

があることを強調する。�

わたしたちは与えることによって受ける祝福に加えて，これらの献金が，神の王国の会員であ�

るわたしたち一人一人に与えてくれる施設や奉仕の機会を歓迎している。�

天の御父は王国を築くために与える人々を祝福される 

経験と話し合い 約 束 

七十人のアンヘル•アブレア長老の次の経験を読む（自分の言葉で話してもよい）。�

「1957年に，アルゼンチンで新しく支部長に召されたわたしは，什分の一の大切さについて知�

ってもらうために会員たちと面接をすることにしました。そして什分の一を納めることが難しい，�

ホセという立派な兄弟と話をすることになりました。わたしは，勇気を奮って尋ねました。『ホ�

セ兄弟，あなたはなぜ什分の一を納めないのですか。』ホセ兄弟はわたしがこれほど単刀直入に�

言ってくるとは思っていなかったようです。�

ホセ兄弟はしばらく黙っていましたが，こう答えました。『支部長，御存じのようにわたしに�

は二人の子供がいます。労働者の賃金はすずめの涙ほどです。今月は子供たちに学校に履いて行�

く靴を買ってやらなければなりません。とにかく，どう計算してみても，什分の一を払うだけの�

お金がないのです。』�

わたしはすぐに言いました。『ホセ兄弟，わたしは約束します。あなたが什分の一を忠実に納�

めるならば，子供たちは学校に履いていく靴を手に入れ，あなたも家で必要なお金に事欠くこと�

はないでしょう。主がどのような方法でそれをなさるのかわたしにも分かりませんが，主は必ず�

約束を果たしてくださいます。もしそれでもお金が足りないようなことがあるならば，あなたが�

什分の一として払った分を，わたしがあなたに返しましょう。』�

家に帰る途中，わたしは一体正しいことをしたのだろうかと悩みました。わたしはと言えば，�

当時結婚をし，仕事も始めたばかりで，決して経済的にゆとりのある状態ではありませんでした。�

わたしはホセ家族のことよりも自分の足もとの方が心配になってきました。家に帰ると，妻は心�

からわたしの支えになってくれ，すべてうまくいきますよと言ってくれましたが，わたしはその�

晩，だれにも増して熱心にホセ兄弟の経済状態が良くなるようにと祈ったのでした。�

それから1か月後，再びホセ兄弟と話をする機会がありました。ホセ兄弟は目に涙を浮かべ，�

声が詰まって十分に話すこともできないほどでした。『支部長，とても信じられないのです。わ�

たしは什分の一を納め，必要なものも全部買うことができました。そのうえ子供に新しい靴を買�

70 



第10課 

ってやることもできたのです。別に給料が上がったわけでもないのですが，とにかく全部できた�

のです。主が約束を果たしてくださることがよく分かりました。』」（「永遠の命への道を阻む小さ�

なムシ」『聖徒の道』1982年4月号，41) 

聖句と黒板� 黒板に参照聖句マラキ3�：10と書き，次に教義と聖約82�：10と書く。一人の生徒に両方の聖句�

を読んでもらう。�

話し合い� アブレア長老は，もしホセが什分の一の律法を守ったなら，主がホセを祝福してくださると確�

信していた。�

•主はそのような約束をされていますか。（はい，什分の一を納める者には祝福を注いでくださ�

います。）�

証とチヤレンジ�

主は約束を守られると証して，レッスンを終える。わたしたちが什分の一の戒めを守るなら，�

祝福を受ける。什分の一やそのほかの献金を納めたために受けた祝福や喜びについて，自分たち�

の経験を述べるよう生徒を促す。神の王国を築くために貢献するよう，生徒にチャレンジする。�
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目 的� 生徒は，友達からの圧力は悪くもあり，良くもあることを知り，天の御父のもとへ帰ることが�

できるような良いものに従うことを選ぶようになる。�

準 備 1.できればコンパスと小さな磁石を用意する。（ボーイスカウトまたはクラスの生徒が持ってい�

るかもしれない。）磁石が手に入らない場合には，鉄分の含有量の多い金属，例えば小型のス�

パナ，大きな釘などでもよい。（ただし，クロム製品やステンレス製のものは使えない。）�

2.紙と鉛筆を生徒の人数分用意する。�

3.生徒全員に『聖書』と『モルモン書』を持参させる。�

レッスンの展開 初めに 

実物を使ったレッスンコンパスを生徒に見せながら，次の質問をする。�

•これは何ですか。�

•何をするものですか。�

•どのように使いますか。�

コンパスは常に一つの方角を指す（磁北）ので，現在位置を知ったり，どちらの方向へ行くベ�

きかを知るのに貴重である。（一人の生徒〔ボーイスカウトであればなお結構〕にコンパスを手�

に持ってもらい，残りの生徒は前に来て針の指す方向を観察する。それから，小さい磁石または�

金属を手に持ってコンパスの周りを回して，針の示している方向を撹乱させる。生徒を席に戻す。）�

•このデモンストレーシヨンはわたしたちの生活にどのように結びつきますか。（わたしたちの�

生活はコンパスの針のようなものである。何かに引かれて進路がそれたり，進む方向に影響を�

受けたりする。しかし，進路に忠実に，そして受ける影響が良いものであるならば，わたした�

ちの生活はもっと良いものになる。）�

友達からの圧力は重要な行動感化である 

聖句を使った� 生徒にアルマ37�： 38-41を読ませる。�

話し合い� リーハイの家族が荒れ野にいたとき，レーマンとレムエルそのほかの人々が正しくない行いを�

していると，球の上の針が動かなくなった。しかし，人々が正しい行いをしているときには，針�

は正しい方向を指した。したがって，正しい方向に進みたいのならば，正しい感化を受けること�

が非常に大切になってくる。�

活動と話し合い� 生徒全員に鉛筆と紙を配り，自分の生活に影響を与える人またはものを重要なものから順番に�

挙げてもらう。（ も影響力の強いものを1として，影響の少ないものを10とする。）�

•あなたに も大きな感化力を持っているのはどんなもの，または人ですか。（様々な答えが期�

待される。）�

•あなたのためになることを もよく考えていてくれるのはだれだと思いますか。（次のような�

答えが含まれる。両親，家族，宗教または青少年グル一プの指導者など。）�

•自分の利益をまず 優先させているのはどんなものですか。（仲間，広告，テレビ，など。）�

この活動はそれぞれのクラスによって異なる。自分が何から影響を受けるかは重要なことであ�

ると生徒に理解させる。また，友達や家族が正しい方向へ進むようにわたしたちが影響を与える�

ことも大切であることを強調する。�

主は，わたしたちが正しい方向に進むことを望んでおられる。主はわたしたちを愛しておられ，�

わたしたちが賢明にまた注意して周りのものから感化を受けるよう望まれている。�

教会の第6代大管長ジョセフ• F •スミスは，次のように言っている。（次を読む。必要な説明�

を加える。）�
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「わたしたちの娯楽は健全な社会環境を維持するものでなければならない。わたしたちは娯楽�

の場でどういう人と交際するかについて正しい認識を持ち，両親，友人，教会に対して責任感を�

持っていなければならない。神の承認のしるしを受けられるような楽しみであることを確認すベ�

きである。両親，教会の友人，教会員間の交際を規定するまことの原則によって是認されるよう�

な楽しみでなければならない。娯楽自体，正しい社会環境における娯楽は正しく健全であろう。�

しかしながら交わる人に問題がなく，場所に悪評がなく適当な監督の下に行われるのでなければ，�

避けるべきである。」（『福音の教義』309) 

友達や仲間は悪い感化を与えることもある 

逸話と話し合い� ロバート•D•ヘイルズ長老はブリガム•ヤング大学での講話の中で，悪い友達がわたしたち�

にどのような感化を及ぼすかを示す例をニつ挙げている。�

「島に住む人々から驚くべき教訓を学ぶことができます。島の人々はかにを取ると，それを小�

さな浅いかごに入れます。1匹だけかごに入れておくと，すぐに這い出してしまいます。しかし，�

2匹入れると，1匹が這い出そうとしても，もう1匹が引きずり降ろしてしまうのだそうです。…… 

もう一つ，おじから……学んだ教訓を理解していただきたいと思います。それはコヨーテと羊�

の話ですが，非常に巧妙なやり方です。親のコヨーテは子供のコヨーテを外に出し，遊び戯れさ�

せます。安全な囲いの中にいる子羊たちはこれを見て，『うわ一，楽しそうだなあ』と思うので�

す。そこで子羊たちは囲いを出て，コヨーテの子供たちと遊びに来ます。そのとき，親コヨーテ�

が飛び出して，子羊たちを殺すというわけなのです。」（“This Is the Way; and There Is None 

Other Way，，Brigham Young University 1981 一 82 Fireside and Devotional Speeches「これ力《す�

なわち道であって，このほかに道はない」『ブリガム•ヤング大学ファイヤサイドとデイボーシ�

ヨナル集会における講話，1981-82年』67) 

•この二つの話はあなたの生活にどのように当てはまりますか。（簡単に話し合った後，これら�

の話が自分の友達について何を教えているか，生徒に考えさせる。）�

考えるための質問� 自問してみる。わたしは友達を引きずり降ろしているだろうか。友達はわたしを引きずり降ろ�

そうとしているだろう力、。�

悪い友達やグループに感化された人がどうなったか，考えてみる。それが何度悲しみや惨事や�

苦しみに終わったか，考えさせる。ここでは深く考えてみることが肝心で，ゴシップすることが�

目的ではない。（生徒が知っている名前や話，また人を傷つけたり裁くようなことを言わないよ�

うに注意する。生徒が個人的に知っていて，しかもそれを話してもだれも傷つけることのない話�

を効果的に使うようにする。）�

わたしたちが友達を正しい方向に感化し，勇気をもって誘惑に立ち向かうならば，どんなにた�

くさんの苦しみを除くことができるか考えてみる。�

十二使徒定員会会員であったときのスペンサー•W.キンボール大管長の言葉を，一人の生徒�

に読んでもらう。�

「ああ，若人がこの大切な教訓を学んでくれればよいのだが。いつも良い友達とつきあい，標�

準を下げるような人の仲間には入らないということである。すべての若者は，常に目を覚まして，�

高い標準に達するよう仕向けてくれるような仲間を選ぼうではないか。何事も気にかけないよう�

な，だらしない生活を送るよう勧める仲間は選ばないようにしよう。」（“Love Versus Lust”「愛�

と情欲」『ブリガム•ヤング大学年度講話，1965年』8) 

友達や仲間は良い感化を与えることができる 

友達や仲間の感化を受けることは必ずしも悪いことではない。次の逸話を読む。�

「ある墓地の一人の少女の墓石に，こんな言葉が刻まれていた。『遊び友達はあなたのことを�

言いました，「彼女と遊んでいるときには良い子になることは難しくありませんでした。」』」(File 

Favorites『心の花束』アルバ一ト•ゾベル•ジュニア編，62) 

ヘイルズ長老は簡単でしかも有意義な言葉で，「友達」という言葉を定義している。「友達とは，�

逸 詁�

定義と活動�
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イエス•キリストの福音に添った生活をする助けをしてくれる人である。」（ロバート• D •ヘイ�

ルズ「これがすなわち道であって，このほかに道はない」『ブリガム•ヤング大学年度講話，�

1981-82年』67) 

マービン. J •アシュトン長老の定義を読む。「ほんとうの意味での友達とは，自分の行いに�

黙ってうなずいたり，間違った行いを見て見ぬふりをしてくれる人ではない。友達とは心にかけ�

てくれる人のことである。」（マービン.J •アシュトン“It，s No Fun Being Poor” Ensign「貧�

しきは楽しからず」『エンサイン』1982年9月号，73) 

自分を感化するもののリストに戻って，ほんとうの友達の定義に当てはまるものに印を付ける。�

友達になるには勇気を要する，特にほかの人が正しくない方向へ行こうとしているときには強�

い勇気が要る。若い人々は，たとえ教会の中であっても，自分のグループ外の人には不親切なと�

きがある。また，教会に属していないからという理由でのけ者にされたら，その人は傷つくこと�

だろう。わたしたちは皆，すべての人に親切な友達でなければならない。特に友達がいないと感�

じている人々や仲間外れにされている人々，そして教会の会員ではない人々の友達になる必要が�

める。 

主は友達の良い感化を受けられる場を与えてくださった 

聖句を使った� モーサヤ18�： 7-10を読ませる。�

話し合い •この聖句に挙げられている条件の中で，ほんとうの友達の条件はどれですか。（様々な答えを�

受け入れる。）�

•このような友情は，世界中のどこで見いだすことができますか。（教会で。伝道でまたは神殿�

でと答える人がいるかもしれない。）�

デビッド• 0 •マッケイ大管長は，主が教会を設立されたおもな理由の一つは友情であると教�

えている。同時にまた，友情を得る機会や教会で受ける感化を無視したときにどんな結果になる�

かを次のように警告している。�

「崇高な理想と抱負を持った人々と交わりを持てることは，人生において も快い祝福の一つ�

である。それは，神と親しい交わりを持つことに次いで，力と励まし，導きをもたらしてくれる。�

友情は神聖なものである。花や草木に空気と水と日光が必要なように，人の日々の生活には友の�

ほほえみ，思いやり，愛が欠かせない。『生きること，笑うこと，友を愛すること，友から愛さ�

れること，これらは生命に潤いを与える。』主が御自身の教会を建てられた大きな目的は，高貴�

な者も卑しい者も，富める者も貧しい者も，強い者も弱い者も，すべての者に，精神を高揚させ�

る敬虔な雰囲気の中で同胞と交わる機会を与えることであった。これは神権定員会や補助組織，�

聖餐会の中に見いだすことができる。このような機会を拒否する者，またその機会を逸した者は�

心に飢えを感じる。」(Conference Report『大会報告』1940年4月，116) 

•わたしたちに も強い感化力を持っているのはだれですか。（天の御父，救い主，聖霊。）�

天の御父，救い主，聖霊はわたしたちに最良の感化を与える 

聖句を使った� ヨハネ15:13を読んでもらう。�

話し合い •救い主はわたしたちを愛しておられることをどのように示されましたか。（救い主の愛は御自�

身の命を捨てられるほど大きい。）�

•あなたの生活の中で， も大きな感化を及ぼすのはだれでなければなりませんか。（救い主。）�

救い主は，もしわたしたちが主に従うならば（ほんとうの友となるならば)，主とともに「受�

け継ぎ」（永遠の命）を受けると約束されている（教義と聖約93: 45参照)。�

証とチヤレンジ�

これまでわたしたちは近代の預言者たちについて学んできた。彼らはその生活の中で，どのよ�

うに良い影響のみを注意して選んできたかを知った。彼らはそうすることによって，自分たちの�

才能や良い特質を用い，主から祝福を受け，天父の大勢の子供たちの生活に良い感化を与えるよ�

うになったのである。�

良い影響を選ぶこと，特に救い主と預言者に従うことによって安全と幸福がもたらされること�
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を証する。�

良い影響を求めること，友達や家族に良い感化を与えるように，また悪い影響を避けるよう，�

生徒にチャレンジする。すべての人々，特に問題があると思われる人々に対して親切であるよう�

にチャレンジする。マッケイ大管長は心に飢えを感じる人々について話したが，中には自分では�

どうにもならない状態で「飢えている」人もいるからである。�

考えるための質問� 心の中で次の質問に答える。�

•食べ物がなくて飢えている人を毎日見ていて，その人を助けることを拒んだり，助けようとし�

ないでいたりできますか。�

•友情が欠乏していて心が飢えている人と毎日会っていても，それが分からないことがありますか。�
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目 的� 生徒は，ジョセフ• F •スミス大管長が模範を示したように，主イエス•キリストへの信仰を�

通して肉体的にも道徳的にも勇気を示そうという気持ちになる。�

準 備 1.次の参照聖句をポスターに書く。あるいは黒板に書く用意をしておく。詩篇23: 4およびロー�

マ 8�： 31。�

2.グラビアページにあるジョセフ• F •スミスの写真および平原を馬車で越すメアリー•フイ�

一ルデイング•スミスと息子ジョセフ• F •スミスの絵を掲示する用意をしておく。（『福音�

の視覚資料セツト』412)。 

3.生徒の人数分の鉛筆と紙を用意する。�

4.できれば『わたしたちの受け継ぎ』（35448 300)を入手し，viiページの地図「1847年のアメ�

リカ合衆国」を見せられるようにする。�

初めに 

生徒に鉛筆と紙を配る。レッスンの紹介として次の質問をする。質問の答えを紙に書かせる。�

ただし，答えを後で話し合うので名前は書かないように言う。�

•過去数週間に勇気の要ることを何かしましたか。�

•勇気について考えるとき，何を考えますか。（様々な答えが考えられる。）�

勇気とは，危険や恐怖感，困難にもかかわらず，思い切って着手し，たゆまず行い続ける精神�

的または道徳的な力だと定義することができる。�

•人はこの力または特性を養うことができますか。（はい）�

•教会内または外で，大きな勇気を示した偉大な指導者を知っていますか。（様々な答えが期待�

される。次のような名前が含まれると予想される。ジョセフ•スミス，スペンサー• W•キン�

ボール，コロンブス，ジョージ•ワシントン，宇宙飛行士，そのほか。自分の国の偉大な英雄�

の名前を挙げるとよい。）�

•教会内外の偉大な指導者でおく病だった人を知っていますか。（恐らく「いいえ」という答え�

が出ると思われるが，様々な答えを受け入れる。）�

勇気は指導者の基本的な特質である。世の人々は勇気を称賛し，勇気ある指導者に従う。そし�

ておく病者を軽蔑する。�

ジョセフ•F•スミスは肉体的および道徳的勇気のある人々に囲まれていた 

写 真� ジョセフ•F•スミスの写真を掲示する。�

1838年11月13日，ミズーリ州ファーウェストでメアリー•フイ一ルデイング•スミスは長男ジ�

ョセフ•フイ一ルデイング•スミスを産んだ。（これは10代大管長だったジョセフ•フイ一ルデ�

イング•スミスではなくて，その父親の第6代太管長の方である。）幼いジョセフは，モルモンた�

ちを何が何でも撲滅しようとしていたミズーリ州の暴徒たちに自分の母親やほかの聖徒たちが悩�

まされていたことは，まだよく分からなかった。しかし，6歳になってノーブーに住んでいたと�

き，迫害と苦悩の現実を理解できるようになった。父親のハイラムとおじのジョセフが暴徒に殺�

されたからである。幼いときから彼は，これらの偉大な男たちの勇気を何度も目にしてきた。母�

親メアリー•フイ一ルデイング•スミスも勇気と強い人格の良い模範だった。若いジョセフが幼�

いころからこのような特質を持っていたことは当然である。2頭の牛に引かせた馬車を御して，�

アイオワ州モントローズからネブラスカ州ウイン夕ークオ一夕ーズまで行ったときには，彼はま�

だ8歳になっていなかった。�

レッスンの展開 

活 動�

話し合い�
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第2(T課 ジョセフ•スミス  
勇気ある戸 

1838年11月13日生まれ太管長在任期間：1901-1918年�



ジョセフ• F •スミスは若くして勇気を示した 

絵� ジョセフと母親が平原を越えて旅している絵を掲示する。�

彼の生涯から次の出来事を話す。�

ジョセフと母親は1847-1848年の冬を，ソルトレーク盆地へ旅する準備をしながらウィン夕ー�

クォ一夕ーズ（現在はネブラスカ州オマハの一部）で過ごした。�

地 図� できれば『わたしたちの受け継ぎ』（35448 300)のviiページの地図「1847年のアメリカ合衆国」�

を見せ，アイオワとの州境に位置するウイン夕ークォーターズを示す。�

聖徒たちがノーブーを追われてアイオワ州に着いたときには，冬が間近に迫っていた。そこで，�

ソルトレーク盆地までの約1，600キロを旅する 後の準備をするために，ここにしばらくとどまる�

ことにした。聖徒たちはまた，ウインタークォーターズを中間駅の一つとし，後から来る聖徒た�

ちが食料を補給することができる場所とした。�

8歳になったばかりのジョセフは，この大変な時期に家畜係として家畜の世話をする大きな責�

任を感じていた。西部への旅には家畜が必要であることを，彼は認識していた。�

ある朝，彼は同じ年のトーマス•バーディックと二人で，村から2, 3キロ離れた所で家畜が草�

を食べるのを見張りながら，馬に乗って競争したり溝を飛び越えたりして遊んでいた。そのとき�

突然，馬上にまたがったインディアンの一団が彼らめがけて突進して来た。�

「トーマスは……慌てて『インディアンだ！インディアンだ！』と叫びながら，村の方へ逃�

げ帰った。」(Life of Joseph F. Smith『ジョセフ• F •スミスの生涯』ジョセフ•フィ一ルディ�

ング•スミス編，135) 

ジョセフがとっさに考えたことは，牛を救うことであった。もし牛を失ったら，その年にウィ�

ン夕ークォ一夕ーズを出発することはできなくなることを知っていたからである。彼はすぐさま�

牛を駆り集めた。二人のインディアンが彼を追い越してトーマスを追いかけた。そのトーマスは�

何を思ったのか，馬から飛び降りて村に向かって走り出した。インディアンがトーマスの馬をつ�

かまえた。ジョセフは牛の群れの先頭に追いついて，インディアンが近づく前に牛を村の方に走�

らせることができた。彼が駆り集めたところへインディアンの突進と叫び声が相まって，牛は暴�

走した。何度か追跡をかわした彼も，ついに数人のインディアンに追いつかれてしまった。�

彼は言った。「一人のインディアンが左側から，もう一人が右側から寄って来て，わたしの両�

わきにぴったりと馬を寄せ，わたしの両腕と両足をつかんでくらから持ち上げた。そしてスピー�

ドを緩め，馬がわたしの下を走り抜けて行ってしまうと，わたしを乱暴に地面に投げ落とした。�

幸いにも後ろから来た馬はわたしを飛び越えて行ったので，それ以上傷を負わずに済んだ。イン�

ディアンたちはわたしの馬を捕まえて来て，さっきやって来た方角ヘスピードも緩めずに駆け去�

った。」（『ジョセフ• F •スミスの生涯』136) 

勇敢で決然たる若いジョセフがインディアンを引き止めたおかげで，村から男たちが駆けつけ�

てインディアンを追い払うことができた。1頭の馬はとうとう見つからなかったが，ジョセフの�

勇気のおかげで牛は全部無事だった。�

9歳のとき彼は，4頭の牛に引かれた馬車を御して，ソルトレーク盆地へ到着した。ここでも彼�

はやはり有能な家畜係であった。彼が家畜の世話をしていた間，不注意で牛を失ったことは一度�

もなかった。おおかみから子牛を救ったこともあった。�

勇気の源は信仰である 

話し合い •若いジョセフはその勇気を何から得ましたか。（様々な答えが出ると思われるが，次のような�

事柄が含まれる。母親，父親とおじ，天の御父）�

•勇気の源は何ですか。（信仰）�

ポスターまたは黒板� ポスターを掲示する。または黒板に，詩篇23�： 4およびローマ8�： 31と書く。�

勇気の基は信仰であり，ジョセフは母親の強い信仰をいつも見ていた。彼は祈ることにどれだ�

け強い信仰を持っているかを説明するために，次の出来事を子供たちによく話したものだった。�
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ウイン夕ークォーターズにいたとき，若いジョセフは母親とおじのジョセフ•フイ一ルデイン�

グとともに，ミズーリ州セント•ジョセフへ旅した。予定していたウイン夕ークォ一夕ーズから�

ソルトレーク盆地への旅に必要な食糧を買うためであった。その帰り道，1泊野営をしたが，近�

くに牛の群れを連れた男たちがいた。男たちの牛と交ざってしまって連れて行かれないようにす�

るために，その夜草を食べられるように牛を放したときには首かせをつけたままにしておいた。�

ところが翌朝，牛がいなくなっていた。ジョセフとおじは午前中いっぱい捜し回ったが，牛を見�

つけることができずに野営地へ戻って来た。 初に馬車の所へ着いたジョセフは，このように記�

録している。「馬車に近づくと母がひざまずいて祈っているのが見えた。わたしは一瞬その場に�

立ち止まったが，そっと祈りの言葉が聞こえるくらいの距離に近づいてみた。母は主に，わたし�

たちがどうすることもできない状態に置かれることがないように，牛を見つけて旅を安全に続け�

ることができるようにと願い求めていた。わたしは祈りを終えて立ち上がった母の傍らに立って�

いたが，彼女の顔からこぼれたのは美しいほほえみであった。落胆していたわたしは，今までに�

ない希望と確信が胸に満ちるのを覚えた。」（『ジョセフ• F •スミスの生涯』132) 

彼女は二人に食事を勧め，自分は牛を捜しに行くと言った。おじは，くまなく捜していなかっ�

たのだから無駄だと言って引き止めようとした。しかし彼女は笑みを浮かべて，川の方に向かっ�

て歩いて行った。少し行くと，牛の群れを連れた男たちの一人が彼女を迎えて言った。「『奥さん，�

夜明けごろおたくの牛をあっちの方で（反対の方向を指して）見ましたよ。』」（『ジョセフ• F • 

スミスの生涯』133)ジョセフの母は顔を男の方へ向けることもせずに，そのまままっすぐに歩�

き続けた。これを見た男は，あわてて集められている自分たちの牛の群れの方へ駆けて行き，そ�

のまま牛を駆り立てて行ってしまった。スミス姉妹は川のそばにある柳の木につなが、れていた牛�

を見つけた。ちょっと見ただけでは見えない場所に隠されていたのであった。メアリー•フイ一�

ルデイング•スミスは，人の言葉ではなく主を信頼していたのである。（『ジョセフ.F •スミス�

の生涯』132-133参照）�

それから間もなく，ソルトレーク盆地への旅の途中で，ジョセフは再び彼女の信仰の発露を見�

ることになった。シオンに向かってかなり進んだ所で，1頭の牛が疲労と病気のために地面に倒�

れてしまった。ジョセフの母は聖別された油の入った瓶を取り出すと，牛に油注ぎの儀式を施し�

てくれるよう，彼のおじともう一人の兄弟に頼んだ。旅を続けるうえでどうしても牛が必要だっ�

たからである。「二人の兄弟は人間に行うのと同じように，牛の頭の上に油を注ぎ，手を置いた。�

すると瞬く間に牛が起き上がり，何事もなかったかのように車を引き始めた。」（『ジョセフ• 

F •スミスの生涯』150) 

この愛する母は，ジョセフがわずか13歲のとき世を去った。しかしそのときまでにはすでにた�

くさんの勇気と信仰，そして誠実の模範を彼女から見せられていたので，ジョセフは生涯それら�

の模範に倣ってg分の人生を歩むことができた。�

話し合い ®15歳で伝道に出て，言葉も分からず，食べ物や習慣の異なった人々（当時は宣教師訓練セン夕�

一はなかった）の中で福音を宣べるためには，どんな種類またはどの程度の勇気が必要ですか。�

(様々な意見が考えられる。）�

•財布も袋も持たずに（お金を持たないでという意味）行くことはどうですか。�

15歳のジョセフ• F •スミスは，現在のハワイであるサンドイッチ諸島への伝道に召された。�

到着して間もなく病気になったが，現住民と話すことができるようにと，療養中の時間を言葉を�

学ぶことに費やした。そして100日で言葉をマスターしてしまった。また人々や食べ物さえも愛�

することを学んだ。ほかの宣教師の中には，あきらめて家へ帰る者もいた。現住民以外のアメリ�

力人とヨーロッパ人だけを改宗すべきだと主張する者もいた。しかしジョセフは，ブリガム•ヤ�

ング大管長を通して主がg分を遣わされ，この愛すべき寛大な島の現住民に福音の光をもたらす�

ように命じられたことを知っていた。�

3年後に伝道から解任されたときも，彼は今日の宣教師が伝道に召される年齢よりも若かった。�

島に出かけたときと同じように帰りにも，長老たちは衣類や食料を買い，ソルトレークへ帰る旅�

費を作るために収穫時の畑やそのほかの場所で働かなければならなかった。力リフォルニア州サ�

ン•ベルナルデイノでジョセフは，砂漠を越えてソルトレーク•シテイーまで牛の群れを駆り立�
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第10課 

てる御者として雇われた。�

当時のカリフオルニアでは反モルモンの感情が高まっていた。1857年に，ユタを通ってカリフ�

オルニアへ旅していたモルモンではない移民が殺された，マウンテン•�メドー虐殺という事件が�

あり，ブリガム•ヤングとモルモンがやったのだと非難されていた0また，末日聖徒に敵対心を�

持っていたユタ駐在の合衆国政府役人が偽りの非難をしたために，陸軍がユ夕州へ進軍中であっ�

た。また，「心に殺人をもくろんでいる男たちが各地に散らばっていて」モルモンを見たらだれ�

でも殺してやるとわめき立てていた（『ジョセフ• F •スミスの生涯』188)。このために，教会�

員たちは身の安全のために小さい隊を組んで旅をした。�

ある午後，ジョセフとその一行はしばらく旅した後，キャンプを張った。するとそこへ「一団�

の酔っ払いたちが，馬に乗って，のろい，ののしり，出会い次第『モルモン教徒』は皆殺してや�

るとわめきながらやって来た。……兄弟たちの中には，彼らが来たのを知ると，用心深く川を下�

って姿を隠した者もいた。ジョセフは……薪を集めていた。……彼は木を地面に置こうとした。�

片っ端からモルモンを殺してやるとわめいていた暴漢の一人がけん銃を向けながら近づいて来�

た。そして『おまえはモルモンか』と荒々しい口調でジョセフに言った。ジョセフは自分に向け�

られているけん銃を気にもせず，悪漢の目を見詰めて，大胆に答えた。『そうだ。正真正銘，徹�

底したモルモン教徒だ。』�

さすがの男も……驚いた。そして……スミス長老の手を握って言った。�

『おまえはおれが今までに会った中で，……いちばん気持ちのよい男だ。握手しよう，若いの。�

自分の確信を擁護して立ち上がる男に会えてうれしいよ。』」（『ジョセフ• F •スミスの生涯』�

189)この男は一団の首領格らしく，彼が馬にまたがって去って行くと，残りの暴漢もこれに続�

いて行ってしまった。スミス大管長は自分がモルモンであることを認めたとき，男に撃たれるこ�

とを覚悟していた。しかし自分がモルモンであることを認めざるを得なかったと述べている。�

•この出来事で，ジョセフはどんな勇気を示しましたか。肉体的ですかそれとも道徳的な勇気で�

すか。（両方）�

•人は恐れる気持ちを持ちながらも，勇敢に振る舞うことができますか。（生徒に意見を述べさ�

せた後，マリオン• D .ハンクス長老の次の言葉を読む。）�

「勇気とは恐れを抱かないことではない。まことの勇気とは，恐れや敵や群衆の愚かさにもか�

かわらず，または仲間にばかにされても，なすべきことをあえて行うことに現れる。まことの勇�

気は，危険や反対，または恐れる気持ちがあっても正しいことを行うことである。」(Vital 

Quotations『引用句集』ェマーソン•ロイ•ウェスト編，74) 

スミス大管長にとって晩年も気楽なものではなかった。彼が大管長に在職中，教会に反対する�

気風が盛り上がった。ユタ州の反モルモン政党は，ユタの地方新聞を使って，ジョセフ• F •ス�

ミス大管長は軽べっすべき人物であるといううわさを全国に流した。しかし大管長は仕返しもせ�

ずに敵のののしりを無視した。彼は，預言者ジョセフ•スミスが彼の受けた迫害に耐え，救い主�

が無言のうちにそれをじっと耐えることができるなら，自分もそうしようと言った。いっかは真�

理が勝利を収めることを知っていたからである。彼の信仰が彼に勇気を与えたのである。多くの�

迫害にもかかわらず，彼の在職中に教会は発展を続けた。サタンとその僕らはこれを止めること�

はできなかった。末日聖徒はこの勇気ある偉大な人物を愛し，名誉に思い，尊敬した。敵であっ�

た人々でさえも，彼の生涯が終わる前には彼を尊敬するようになっていた。�

聖句を使った� 「義のために迫害されてきた人たちは，さいわいである，天国は彼らのものである。」（マタイ�

話し合い 5:10) 

誘惑や人生の逆境に打ち勝つには大きな勇気が必要である。ジョセフ• F •スミス大管長のよ�

うに，信仰によってこれらに打ち勝つことができる。�

証とチヤレンジ 

信仰が，人生の問題に立ち向かう勇気をもたらすという真理についての証を述べる。自分の生�

活の中で勇気を示すよう，生徒にチャレンジする。�

79 



目 的� 生徒は，教義と聖約138章を聖典としての背景から眺めることによって，救い主の贖いは も�

大きな祝福であることを知るようになる。�

準 備 1.次の写真を見せる用意をする：�

a.グラビアページにある，ジョセフ• F .スミスの写真�

b.森の中の1本の木および森の写真（課末参照）�

c.一人の宣教師の写真（随意）�

2.生徒全員に配るために，予備テストのコピーを作っておく。また鉛筆も用意しておく�（課末�

参照)。�

3.ビデオカセット『末日聖徒イエス•キリスト教会歴代大管長の証』(53242〔英語版のみ〕）が�

入手できる場合は，ジョセフ•F•スミスの部分を見せる準備をしておく。�

注——生徒の多くは，死者の贖いの原則を容易に理解できないかもしれないので，生徒との話�

し合いを通してかしこまらずに教えることが望ましい。このレッスンは，生徒が教師の証を感�

じることができるように，御霊によって教えることが大切である。�

一人一人の生徒が贖いの意味を知っていることを確認する。（身の代金を払って囚われの身�

から解放されること。）�

アダムとエバが罪を犯したために，わたしたちは皆死ななければならなくなった。しかし，�

イエスはわたしたちを贖ってくださる（わたしたちの罪の代価を払ってくださる）と言われ�

た。そしてイエスはわたしたちが再び生きることができるように，わたしたちのために苦し�

まれ，命を捨てられた。イエスがわたしたちのために代価を払ってくださった。これが贖い�

である。したがってイエスはわたしたちの贖い主なのである。�

レッスンの展開 初めに 

予備テスト� レッスンの紹介として，生徒に予備テストのコピーと鉛筆を配る。それぞれの問題に正か誤で�

答えるように指示する。レッスンの後の方で自分の予備テストを採点する。�

•「あの人は木のために森が見えない」という表現を聞いたことがあるかもしれません。これは�

どんなことを意味していると思いますか。（わたしたちはしばしば自分の周りの木——自分に�

近いもの——しか見ない〔クローズアップの木の写真を見せる〕。自分に近いものだけが大切�

に思えて，全体を見ることをしない〔森の写真を見せる〕。）�

•アーサー王の物語の中で，魔法使いマ一リンは若いアーサーが地上高く飛ぶことができるよう�

になぜ鷹に変えたのですか。（アーサ一が世界をもっとよく見ることができ，王国と王国の間�

には境界線がないことを教えるため。それまで彼は木だけの限られた景色しか見えなかった。�

生徒がアーサー王の物語を知らない場合には，宇宙飛行士が宇宙から地球を見たときの体験，�

または登山して高い山の頂上に立ったときの思いを話す。）�

•あなたの「木」（今大切だと思っている身近なもの）にはどんなものがありますか。（生徒は，�

スポーツに秀でる，良い成績を取る，試合に勝つ，みんなから好かれる，流行の 先端を行く，�

などを挙げると思われる。）�

•もしあなたの一生を永遠の未来までのぞくことができたとしたら，これらの「木」はそれほど�

大切ですか。（様々な答えが期待される。これらのもののほとんどは大切ではないことを説明�

する。）�

•主はなぜアブラハムやモーセのような数人の預言者に，世の初めから終わりまでを示現でお見�

せになったと思いますか（モーセ1：27-39およびアブラハム3章参照)。�

主は，全体の図は人がそのとき見ることができるものよりはるかに大きいことを指摘されてい�

る。全体図を見せられ，全体について教えられた預言者がいることはわたしたちにとって大きな�
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——死者の贖い 



祝福である。�

末日聖徒は死を恐れることはない 

考えるための質問と•あなたは，いつかは死ななければならないことについて思い悩んだり悲しんだりしますか。こ�

引用� の質問について考え，それからジョセフ• F •スミス大管長の言葉をよく聞いてください。�

スミス大管長は次のように言っている。「わたしは生き，死に，再び生きるために生まれたこ�

とを喜んでいる。わたしはこの知識を与えたもうた神に感謝している。世が与えることも，取り�

去ることもできない喜びと平安をこの知識から得ている。……わたしには死をいたむ理由がない。�

友人や親戚の死に直面すればわたしは涙を流す……弱い者であることをわたしは承知している。�

……だが，死がもたらされることをいたみ，悲しむ理由はない。……末日聖徒はこの死（一時的�

な死）に対する恐れをすべて捨て去っている。」（『福音の教義』410) 

写真と話し合い� 一人の宣教師の写真を見せる。�

•家族やあなたのよく知っている人が伝道に出たことがありますか。その人が出発したとき，泣�

いた人がいましたか。それはなぜですか。人々は宣教師の出発をいたみましたか。（次のよう�

な答えが考えられる。泣いたけれども，出発をいたむ人はいなかった。その人が近くにいなく�

なることは寂しいけれど，これは一時的な別れであることを皆知っていた。）�

•宣教師が伝道から帰って来たときの再会の模様はどんなですか。（喜ばしく幸せで，誇りに思う。）�

スミス大管長は死を伝道から帰って来ることにたとえている（『福音の教義』420参照）。宣教�

師は伝道の召しにこたえて出発し，伝道の目的を果たし，そして帰還した。わたしたちはみんな�

地上へ来るという伝道の召しを受けた。わたしたちは地上へ来て，今伝道の目的を果たそうとし�

ている。そして，天父の戒めに従った生活をしたならば，やがては天の家へ帰って喜びの再会を�

することができる。�

末日聖徒はほかの人々よりもより大きな人生図を教えられている 

•すでに死んでしまった人で，だれか訪ねてみたい人がいますか（親戚または友達など）。だれ�

か知りたい人がいますか。（先祖または歴史上の人物や英雄など，教師が会って話してみたい�

人の名前を挙げ，なぜその人に会いたいのかを話してもよい。）�

•なぜ末日聖徒は，死んでからも愛する人々と交わる特権があると信じているのですか。この信�

念と希望はどこから来ていますか。�

生徒に次の聖句を示す。モーセ5�： 9-10�；エゼキエル37�： 5 — 6,12，14�；ダニエル12�： 2�；ヨ�

ブ19: 25-26。『旧約聖書』のこれらの預言者たちは，それぞれ皆人が死からよみがえる時を予�

見していることを強調する。�

『モルモン書』にも復活を予見した預言者がたくさんいる（アルマ11：40-45参照)。�

•上に挙げた聖句の預言が成就したという証拠がありますか。（様々な答えが期待される。次の�

ような証拠が挙げられるように指導する。）�

『新約聖書』や『モルモン書』の著者が記録した証言�

マタイ27�： 52-53�； 3二一ファイ11：14-15 

末日の証人——近代においては，預言者ジョセフ•スミスをはじめ，オリバー•カウドリやシド�

ニー •リグドンが，エルサレムで十字架にかけられたのと同じ主イエスを見たこと，またそのイ�

エスが彼らに御自分を現されたことを証言している（教義と聖約76:14，20および110: 2参照)。�

永遠を理解する 

話し合い� ここで予備テストの正誤問題を採点する。以下のリストでは，予備テストの誤った文の後に，�

正しい文が続いている。次に，参照聖句について話し合う。�

話し合レ�

聖句を使った�

話し合い�

話し合い�
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正1.わたしたちは地上に生まれてくる前に存在していた（教義と聖約49:17参照)。�

藍2.わたしたちは生まれる前にも今持っているような骨肉の体を持っていた（わたしたちは生�

まれる前は霊の存在だった。教義と聖約138: 56参照)。�

正3.生まれたとき，死すべき肉体を受けた（モーセ6: 59参照)。�

正4.死によって肉体と霊が離れる。肉体は朽ち，霊は霊界へ行く（アルマ40: 21)。�

正5.霊界では部分的な裁きが行われる。義人はパラダイスへ，悪人は獄へ行く（アルマ40:12, 

14�；教義と聖約138�： 20-22)。�

藍6.義人は福千年の 後に復活し，その霊と肉体が再び結ばれて二度と離れることはない（義�

人は福千年の初めに復活し，その霊と肉体が再び結ばれて二度と離れることはない。教義�

と聖約88�： 96-101参照)。�

墨7.死すべき肉体を受けて地上に生まれてきたが，悪を行ったまま死んだ人は，復活すること�

がない（死すべき肉体を受けて地上に生まれてきたが悪を行ったまま死んだ人は，福千年�

の 後に復活する。それは自分の行った悪を反省して悔い改めるか否か，選びの時間を与�

えるためである。教義と聖約88�：101参照)。�

•すべての人が復活するのなら，戒めを守ることはどんな利点があるのですか。（戒めを守る人�

は永遠の命と昇栄を受けることができる。アブラハム3�： 26参照。）�

ジョセフ•F•スミス大管長の死者の贖いに関する示現 

ジョセフ• F •スミス大管長は，たとえほかの人々の証や聖典，またはこのことに関して書か�

れた書物がなくても，「わたしは自分自身の心に御霊の証を受け〔た〕。わたしは結果を恐れるこ�

となく，神と天使と人々の前に証する。わたしは贖い主が生きておられることを知っている。そ�

して，もしわたしが忠実であるならば，顔を合わせて贖い主を見，また復活体をもってこの地上�

に贖い主とともに立つであろう。神がこのことをわたしに明らかにされたからである。わたしは�

この証を受けた。そしてそれを証する。わたしの証は真実である」（『福音の教義』428)と証し�

ている。�

教義と聖約138章を読むと，スミス大管長がこの強い確信をどこで得たかを理解することがで�

きる。それはこの預言者が死者の贖いに関して受けた示現を記録したものである。聖典を読み，�

この件に関して思いを巡らしていたとき，彼が特に関心を示したのは，イエスが獄の霊たちに福�

音を宣べ伝えられたこと，またノアの洪水のときに死んだ人々が不従順であったことが書かれて�

いる箇所であった。ぺテロはこう言っている。「死人にさえ福音が宣べ伝えられたのは，彼らは�

肉においては人間としてさばきを受けるが，霊においては神に従って生きるようになるためであ�

る。」（1ぺテロ4�： 6) 

スミス大管長はこの啓示に•ついて次のように説明している。「書き記されているこれらのこと�

を深く考えていると，わたしの理解の目が開かれ，主の御霊がわたしのうえにとどまった。そし�

て，死者が小さな者も大いなる者もともに群れを成しているのが見えた。非常に多くの正しい者�

の霊が，一つの場所に集まっていた。彼らは死すべき世に住んでいた間，イエスの証に忠実であ�

った者たちであり，……わたしは彼らが喜びと楽しみに満たされ，解放の日が近づいたので，と�

もに喜んでいるのを見た。彼らは集まって，神の御子が霊界に来て死の緦目からの贖いを宣言さ�

れるのを待っていた。……わたしは彼らが歓喜に満ち，解き放たれる日が目前に迫っていること�

をともに喜んでいるのを見た。……彼らが満ちみちる喜びを受けるために，霊と体が決して再び�

分離することのないように結び合わされるのである。」（教義と聖約138: 11 — 12, 15-17) 

スミス大管長は示現を見る前には，イエスは3日間しか墓におられなかったのに，どのように�

して御自分で霊界の悪人のところへ行き，直接彼らに福音を宣べ伝えることがおできになったの�

かという疑問を持っていた。しかしこの示現によって彼は，救い主が御自分で直接行かれたので�

はなく，忠実な者たちを組織して送り，教えさせたのであることを見たのであった。�

話し合い •キリストはどのようにして地上のわたしたちに福音を教えられていますか。一人一人個人的に�

教えられますか，それとも会衆やグループに説教されますか。（いいえ。キリストは預言者に�

話して力と権能を与えられ，預言者が責任を分配組織する。）�



第10課 

わたしたちは召された人によって教えを受ける。霊界の獄にいる人々も词じである。興味深い�

のは，スミス大管長が見た「大群衆」の中に，父祖アダムと母エバ，および幾つかの神権時代の�

大勢の偉大なる預言者たちを数え上げていることであり，さらにまた「これらすベての者と，さ�

らに多くの者，すなわち，ニーファイ人の中に住んで……証した預言者たち……」（教義と聖約�

138�： 49)とも記している。�

死者の贖いをするうえでのわたしたちの役割 

地上での生涯を終えた義人の霊は，獄にいる人々に福音を一生懸命教えている。地上にいるわ�

たしたちは，その人たちのために地上でしかできない必要な儀式を行わなければならない。その�

儀式とは，家族の記録を探求した後で受けるパプテスマと神殿の儀式である。わたしたちには死�

者を救う手伝いができる。しかし従順に従うことによって自分も救わなければならない。�

ここで，地上でわたしたちが生活する目的を真剣に考えてみよう。まずわたしたちは肉体を受�

け，試しの期間を過ごす。それによって信仰が新たになり，強められる。目標を達成するのに必�

要であればどんな犠牲でも喜んで払うようになる。スミス大管長はこのように述べている。「福�

音の儀式と原則に従うことにより……人は再び生まれることができ，罪から贖われ，墓からよみ�

がえり，イエスと同じように御父の前に帰ることができることを知っており，その（復活の）知�

識と思いに安らぎを得ている。死は終わりではない。」（『福音の教義』429) 

証とチャレンジ 

わたしたちは人生の計画を知っているので，周りの木々だけではなく森全体に目を向けて生き�

るよう，生徒にチャレンジする。また，永遠の目標をはっきりと心に留めて，それらの目標を達�

成できるようあらゆる努力をしなければならない。�

ビデオ力セツトの証� 可能であれば，ビデオ力セツト『末日聖徒イエス•キリスト教会歴代大管長の証』(53242〔英�

語版のみ〕）の第2部，ジョセフ• F •スミス大管長の証（51秒）を見せる。�
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予備テスト 

次の文章が正しいか（正）誤っているか（誤）答えなさい。�

1.わたしたちの霊は地上に生まれてくる前に存在していた。�

2.わたしたちは生まれる前にも今持っているような骨肉の体を持っていた。�

3.生まれたとき，死すべき肉体を受けた。�

4.死によって肉体と霊が離れる。肉体は朽ち，霊は霊界へ行く。�

5.霊界では部分的な裁きが行われる。義人はパラダイスへ，悪人は獄へ行く。�

6.義人は福千年の 後に復活し，その霊と肉体が再び結ばれて二度と離れることはない。�

7.死すべき肉体を受けて地上に生まれてきたが，悪を行ったまま死んだ人は，復活することがない。�

予備テスト 

次の文章が正しいか（正）誤っているか（誤）答えなさい。�

1.わたしたちの霊は地上に生まれてくる前に存在していた。�

2.わたしたちは生まれる前にも今持っているような骨肉の体を持っていた。�

3.生まれたとき，死すべき肉体を受けた。�

4.死によって肉体と霊が離れる。肉体は朽ち，霊は霊界へ行く。�

5.霊界では部分的な裁きが行われる。義人はパラダイスへ，悪人は獄へ行く。�

6.義人は福千年の 後に復活し，その霊と肉体が再び結ばれて二度と離れることはない。�

7.死すべき肉体を受けて地上に生まれてきたが，悪を行ったまま死んだ人は，復活することがない。�
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ヒ一バー.J•グラント 
——決意の人 

1856年11月22日生まれ大管長在任期間：1918-1945年�

目 的� 生徒は，ヒーバー.J •グラント大管長の生涯を特色づけているのは信仰，そして成功したい�

という望みと決意であることを知り，彼らもこれらの特質を自分たちの生活に取り入れていくよ�

うになる。�

準 備 1.各生徒が『モルモン書』を持っているように確認しておく。�

2.ヒーバー• J •グラントの写真を見せる用意をしておく。�

3.ビデオカセット『末日聖徒イエス•キリスト教会歴代大管長の証』(53242〔英語版のみ〕）が�

入手できる場合は，ヒーバー* J •グラントの部分を見せられるように準備しておく。�

4.できれば次の品物をクラスへ持ってきて，机の上に展示する。野球のボール，野球帽，バッ�

ト，万年筆（または大きな羽根ペン），『賛美歌』1冊。�

レッスンの展開 初めに 

物 語� ヒーバー• J •グラントが生まれてわずか8日後に父親のジェデダイア• M •グラント（大管�

長会の一人であった）が世を去った。夫を失った母親と生まれたばかりの乳児はたちまち貧困の�

どん底に落とされた。この状態では赤ん坊は死んでしまうだろうと多くの人は思った。確かに，�

母親の十分な世話がなかったなら，彼は生き長らえることはできなかっただろう。�

ジェデダイアの未亡人の生活費が底をついたとき，ソルトレーク•シティ一にあった美しい家�

と土地が売却されて，そのお金がグラント家の相続人に分配された。500ドル受け取ったヒーバ�

一の母親は，これで小さな家を買い，裁縫の注文を受けて生計を立てた。�

ヒーバーは信仰を持ち，一生懸命努力し，戒めを守っていれば，主が必ず祝福してくださるこ�

とを母親から学んだ。彼は子供のとき貧乏とはどういうことかを経験した。「北風が吹きすさぶ�

夜，暖炉に火をたけないこともあり，数ポンドのバターと砂糖を1年間もたせなければならない�

というひどい状態だった。あるクリスマスには（レイチェル•グラント）は，ヒーバーにキャン�

ディ一1本を買うための10セントもないと言って涙を流したこともあった。」（ロナルド• W •ワ�

一力�一，“Heber J. Grant” Presidents of the Church「ヒーバー• J •グラント」『教会の歴代大�

管長』レオナ一ド.J •アーリントン編，218) 

ある日，激しい雨が降った。この小さな粗末な家は雨漏りがひどく，家の中にはバケツが6つ�

ほど置かれていた。そこにウーリー監督（スペンサー• W •キンボール大管長の祖父）が訪れ，�

断食献金のお金を屋根の修理費に充たらどうかと言ってくれた。するとグラント姉妹はそれをき�

っぱりと断り，息子が成人して家を建ててくれるまで何とか頑張るつもりであると答えたのだった。�

このような逆境の中で，彼らは福音を守って正しい生活をし，天の御父を喜ばせるように努力�

した。�

困難な状況の中で示したこの母親と息子の信仰によって，固い決意というものが彼らの人格の�

一部となった。ヒーバーの母親は下宿人を置いて，生計の足しにした。ヒーバーは勤勉に働くこ�

とを学び，決して自分の置かれている境遇を不平の種にはしなかった。後に，ヒーバーは母親の�

ために立派な家を建てた。そして，家が完成したとき，ウーリー監督を招いて奉献してもらった。�

この経験は若いヒーバー•J•グラントの心に感謝の気持ちと何かをやり遂げたときの満足感�

とをネ直え付けた。�

聖句を使った 1ニーファイ7�：12を読んで，一緒に考える。（わたしたちがもし主を信ずる信仰を実行するな�

話し合い� らば，主の御^:、のままに何でもすることができる。）�

•信仰を持つことは人の性格をどのように強くしますか。（信仰があるときには，主に頼る気持�

ちが出てくる。信仰が強くなると，戒めを守ることができるようになり，主の御心を行うよう�

になると，立派な人格が築かれることになる。）�
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話し合い •あなたの生活の中で信仰を必要とするのはどんなことですか。それはあなたの人格を築いてい�

ますか。（様々な答えが考えられる。）�

望みと決意は偉大な業につながる 

写 真� テキストの中にあるヒーバー•J•グラントの写真を見せる。�

ヒーバー.J •グラントの生涯からの次の3つの例は，成功したいという彼の強い望みと決意�

を表している。（次の話を読んで話し合うときに，話をより意義深いものとするために，机の上�

に展示した品物を利用する。例えば，何人かの生徒に伴奏なしで賛美歌を歌ってもらう。）�

例1� 次の話を読み，話し合う。�

ヒ ー バ ー . j •グラント大管長はこのように述べている。「母は一人っ子であるわたしをかな�

り大事に育てた。事実わたしは温室育ちの植物と同じで，ひょろひょろと背が高く弱々しい人間�

であった。部屋を掃除したり皿を洗ったりすることは学んだが，石投げをしたり男の子ならだれ�

でも興じるようなスポーツをしたりすることはなかった。男の子はそうした活動を通して体がで�

きていくものであるが，わたしにはそれがなかった。そこでわたしは野球チームに入った。レギ�

ュラーはわたしと同年齢か少し上の子供，二軍がそれよりも学年が下，三軍はさらにその下の学�

年で，わたしは三軍に入った。三軍に入れられたのは，一つの塁から隣の塁までボールが届かな�

かったからである。また，走ったりバットを振ったりするだけの体力がないということも原因だ�

った。わたしがボールを取ると仲間はいつも大声でこう言ったものである。『ここまで投げてみ�

ろよ，弱虫！』このようにいつも仲間から笑い者にされていたわたしは，いつかはユタ準州の州�

大会に優勝できるようなチームのレギュラーになってみせると心に誓ったものだった。それでわ�

たしは……靴磨きをしてお金をため，野球のボールを買った。そしてエドウィン• D •ウーリー�

監督の納屋の壁に向かって何時間もボールを投げた。そのため監督は，わたしを13ワードでのい�

ちばんの怠け者と呼ぶに至った。長い時間ボールを投げすぎて腕が痛くなり，夜眠れないことも�

しばしばだった。しかし，わたしはさらに練習に練習を重ねた。そしてついにチームの二軍に入�

ることに成功した。続いてさらに上級のチームに入り，第一線で戦うようになった。そして，力�

リフォルニアやコロラド，ワイオミングで優勝した。こうしてわたしは自分に誓った約束を果た�

し，野球から引退した。」（ブライアント• S •ヒンクレー，Heber J. Grant『ヒーバー• J •グ�

ラント』37-38) 

例2� また，グラント大管長は次のようにも述べている。「母は，わたしが子供のころ歌を教えよう�

とした。しかし，それは失敗に終わった。わたしが音痴だったからである。わたしはチャール�

ズ • J •トーマス教授の音楽のクラスを取ったが，それは無駄であった。そしてついにわたしの�

才能に見切りをつけた教授は，別の世で神の芸術を学ぶことはできても，この世ではどうやって�

も上手に歌うことは無理だろう，と言った。……〔そのとき一人の友達から〕ある程度の声と不�

屈の精神を持っていて，根気よく練習すれば，だれでも上手に歌えるようになると言われた。」�

(『ヒーバー.J •グラント』470)グラント大管長はたゆまず練習を続けて，ついに上手に歌え�

るようになった。�

後に，ラドガ一•クラウソン長老とJ •ゴールデン•キンボール長老とアリゾナのステークを�

訪問中，「わたしは今日1日で賛美歌を100曲歌ってもいいかと彼らに尋ねた。二人はそれを冗談�

だと思い，大いに結構だと答えた。わたしたちはホルブルックからセントジョンズまで，100キ�

ロ近くの道のりを1頭立ての馬車で旅をした。わたしが40曲ぐらい歌ったところで，二人はわた�

しが残りの60曲を歌うなら神経衰弱になってしまうと訴えたのである。わたしはそんなことは気�

にも留めずに， 初の約束どおり100曲歌い続けた。」（『ヒーバー* J •グラント』47) 

音楽に対するヒーバー• J •グラントの関心は自分だけにとどまらなかった。彼は音楽家たち�

を助け，夕バナクル聖歌隊の合唱を日曜日に放送するよう支援した。また個人的に聖歌隊の後援�

者として，「カリフォルニアやシカゴまで数回にわたる演奏旅行の援助をしたり，教会音楽委員�

会（の組織）を認可した。」（『ヒーバー• J •グラント』41) 
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例3 ヒーバーは少年のころ，ウェルス•ファーゴ銀行の簿記係になりたいと思った。それは靴磨き�

よりも収入が良いと聞いたからだった。しかし，そのような仕事に就くためには，字がもっと上�

手に書けなければならないことを知っていた。「初め，彼の字が下手で，二人の友達がノートを�

見るなり，『ひよこの足跡みたいだ』と一人が言い，『そうじゃないよ，インクびんに雷が落ちた�

ような字だ』ともう一人がからかうほどだった。〔このような言葉に〕ヒーバーはプライドを傷�

つけられた。」（『ヒーバー• J •グラント』40)そこで彼は，二人の友達よりも上手に書けるよ�

うになるまで練習しようと決意した。彼は後に，字を練習するのに紙をどっさり使ったと述べた。�

やがて筆跡の美しさをたたえられるようになったヒーバーは，「あいさつ状や結婚式の案内状，�

保険証券，株券，法律書類などを書くように依頼されるまでになった。」（『ヒーバー* J •グラ�

ント』40)当時こういったものは印刷ではなく，手書きで作られていた。高給を支払うので，筆�

記者としてサンフランシスコに来てほしいという話もあったほどである。しかし彼はそれを断っ�

た。「後に，彼はデゼレト大学（ユタ大学）で，書き方と簿記を教えた。」（ヒンクレー『ヒーバ�

- • J •グラント』40) 

聖句を使った�

話し合い�

主は教義と聖約6�： 8の中で，「まことに，まことに，わたしはあなたに言う。あなたがわたし�

に望むことが，あなたにそのとおりになるであろう。あなたはこの時代に大いに善を行う仲立ち�

となるであろう」と言われている。�

•成功しようと望み，決意することは，強力な道具ですか。（はい。特に正しい願いを持ち，そ�

の目標を達成する決意があるならば，わたしたちは「大いに善を行う仲立ちとなる」と主は約�

束しておられる。）�

•若いあなたは，太いなる業を実現するために，望みと決意という道具をどのように使っていま�

すか。�

可能であれば，ビデオカセット『末日聖徒イエス•キリスト教会歴代大管長の証』（53242〔英�

語版のみ〕）の第3部，ヒーバー* J •グラントの証（1分10秒）を見せる。ビデオが入手できな�

い場合は，以下の証を読む。�

細、し�

証� ヒーバー• J •グラントの次の証を読む。�

「わたしはあなたがたにわたしの証を述べ，イエス•キリストが永遠なる父である神の御子で�

あると知っていることを申し上げたい。また，ジョセフ•スミスは神の預言者であることも知っ�

ている。わたしたちが正しい生活をするように，神が助けてくださることを祈る。また人々がわ�

たしたちの善い行いを見て，命と救いの計画を探求するように，イエス•キリストの御名によっ�

て祈り求めるものである。アーメン。」（プレストン•ニブレー『教会の歴代大管長』322-323) 

証とチヤレンジ 

証を述べ，_分たちの生活に信仰と成功したいという望みと決意とを取り入れるよう，生徒に�

チャレンジする。それをするための具体的な方法を生徒と話し合う。�
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ヒーバー• J •グラント 
——主に頼ることによって得られる成功 

目 的� 生徒は，救い主に頼ることによって祝福がもたらされることを理解する。�

準 備 1.各生徒が『モルモン書』と『教義と聖約』を持っているかどうか確認する。�

2.テキストに載っているヒーバー• J •グラントの写真を見せる用意をしておく。�

3.「続く」と書いたプラカードを用意する。�

4.独唱のための楽譜を入手する。�

5.次のようなポスターを作る。「主の助けによってわたしは自分の力の限りを尽くす。そしてま�

た……主の助けがあれば恐れることはまったくなく，それをやってのけることができる。」ヒ�

一バー• J.グラント�

レッスンの展開 初めに 

•だれかに，または何かに頼るとはどういう意味ですか。（信頼する，寄りかかる，信じる，当�

てにする，従う，信任する。）�

写 真� テキストにあるヒーバー•J•グラントの写真を見せる。�

ヒ ー バ ー . j •グラントの生涯は決して楽なものではなかったが，恵まれた一生であった。そ�

して，信仰と成功したいという決意と望みとによって，多くのチヤレンジを克服した。各方面で�

大きな成功を収めたが，それを自分の手柄とすることはまったくなかった。また彼は，主の助け�

によって何でもすることができるし，この世で成功することができると言ったことで知られている。�

へりくだって助けを求めるとき，救い主はわたしたちに祝福を与えてくださる 

例 1880年の秋，24歳の誕生日を迎える直前に，ヒーバー.J •グラントはジョン•テーラ一大管�

長に召されて，ツェレステークの会長になった。……これは彼にとって大変な驚きであったが，�

不平を言うことなくその召しを受け入れた。（彼は当時ツェレから約48キロ離れたソルトレー�

ク•シティ一に住んでいた。）（プレストン•�ニブレー，The Presidents of the Church『教会の�

歴代大管長』280)ヒーバー.J •グラントは，なすべき職務については何も知らなかったし，�

自分にはその資格がないと思ったが，それでも彼はその召しを受けて立派に職務を果たした。�

グラント大管長は次のように思い出話をしている。「未経験で，これまで一度も大勢の前で長�

く，1度に10分間も，話などしたことのない若輩者のわたしが，シオンのステークを管理するよ�

うに召されたのである。わたしは頭を絞って説教し，知っていることのすべてを話し，2度も3度�

も同じことを繰り返して，ついに7分半ですベての話の種が尽きてしまったのを覚えている。… 

次の日曜日にも事情は良くならなかった。6分か7分で話は終わってしまった。�

その次の日曜日も同じだった。その後の日曜日には，〔話の上手な〕二人の兄弟を連れて，ツ�

ェレ郡の南端のいちばん遠い定住地であるバーノン（ソルトレーク•シティ一から約96キロ）と�

いう小さな町へ行った。……そこには小さな丸木造りの集会所があった。バーノンワードの監督�

であったジョン• C •シャープと集会所へ向かって歩きながら，わたしは辺りを見回して言った。�

『あのう，監督，だれも集会に行く様子がありませんが。』�

監督は言った。『ああ，大丈夫です。だれかきっといると思います。』……集会所はまだ見えな�

かった。丘の頂上に着くと，集会所の回りに何台かの馬車が止めてあるのが見えた。しかし中へ�

入って行く人はだれもいなかった。『あそこに馬車は止まっていますが，人っこ一人見えません�

ねえ』とわたしは言った。『集会所の中にだれかいるんじゃないでしょう力、』と監督は答えた。�

わたしたちは2時2分前に集会所の中へ入って行った。中は人でいっぱいだった。空席はなかった。�

入って来たのはわたしたちが 後だったのである。2時きっかりに集会が始まった。……〔話す�
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番が来たので〕わたしは5, 6分か7分ぐらいの短いスピーチを行うつもりで立ち上がった。……」�

(『教会の歴代大管長』224-225) 

プラカード� 「続く」というプラカードを出す。�

あなたは求められた 

活 動� クラス活動「あなたは求められた」に進む。一人の生徒に独唱用の楽譜を渡して，ぶっつけ本�

香で歌うように頼む。�

話し合いと黒板� 生徒は次のような言い訳をするに違いない。「できません。」「どうやっていいか分かりません。」�

「やったことがありません。」「助けが要ります。」�

生徒の言い訳を黒板に書く。生徒がg分の思いを言い尽くしたところで，その気持ちをジヨ�

ン•テーラ一大管長からツェレステークの会長に召されたときのヒーバー• J •グラントの気持�

ちと比べてみる。この実験の 初の部分をもう一度思い起こして，次の点を強調する。�

1.ヒーバーは若干23歳だった。�

2.それまで大勢の人の前で長い話をしたことがなかった。�

3.人前で話すことに対して恐怖感を持っていた。�

4.自分の職務について何も知らなかった。�

話し合い •グラント大管長は「求められた」とき，どうしましたか（生徒に答えさせる）。�

•独唱を頼まれた生徒に尋ねる。「グラント大管長の立場とあなたの立場とどんな点が似ていま�

すか。」（自分には資格がないという気持ち，経験不足，未知への恐怖などが両者の類似点とい�

える。) 

物語の続き 

ヒ ー バ ー . j •グラント大管長のツェレでの話を続けて読む，または話す。�

グラント大管長は次のように述べている。�

「わたしは5, 6分か7分くらいの短いスピーチを行うつもりで立ち上がった。そして，わたし�

はそれから過ぎ去った40年の間に福音を宣ベてきたと同じように，思いのままにそして主の御霊�

の導きのままに45分間話をした。その夜，ひざまずいて聖なる御霊を豊かに注いでくださったこ�

とを神に感謝したとき……感謝の涙を抑えることはできなかった。�

その次の日曜日にわたしはもう一つの教訓を受けた。この教訓を受けたことには同じように感�

謝の気持ちを持ってはいるが，あまり喜ばしい気持ちは持っていない。わたしはシオンのツェレ�

ステークで も大きなワードであるグランツビルへ行った。そして，わたしはオリバー•カウド�

リが『わたしにも翻訳をさせてください』と主に要求したのと同じ態度で主に求めた。……オリ�

バーの要求は聞き入れられず，彼はまず思い計ることをしなかった，願うこともしなかった，そ�

して自分のやるべきことをやらなかったと言われた。〔バーノンでやったように〕もう一度グラ�

ンツビルの聖徒たちにも同じように話したい，とわたしは主に求めた。そして立ち上がり，5分�

間話した。その間，まるで川の水につけられたかのようにたらたらと汗が流れ，頭の中がからっ�

ぼになった。わたしの話に関するかぎり，人間として 大の失敗に終わった。今回は感謝の涙を�

流すわけにはいかなかった。干し草やわらが積んである畑の中を歩いて集会所から数キロ来たと�

ころで，周りにだれもいないのを確めてから，わたしはわらの山の後ろにひざまずいて恥ずかし�

さのあまり泣いた。神からその力を頂いたときでなければ，人は力と勢いと霊感とをもって主イ�

ェス•キリストの福音を説くことはできないことを忘れていた。そんなわたしを赦したもうよう�

に神に願った。そして，もし神がわたしの自己中心的な考え方を赦してくださるのなら，……霊�

感は神から与えられるものであることを忘れないように努力することをわたしはその場で誓っ�

た。」（『教会の歴代大管長』225-226) 

ヒ ー バ ー . j •グラントはそれ以来，ツェレステークの愛する人々に何度も話をし，福音に関�

しての勧告を与えた。彼はこのように述べている。「いろいろなことに加えて，わたしは人々に�
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こんなことを話した。「〔わたしがステークのリーダーになるという召しを受け入れたときには〕�

〔その召しの〕職務に関しては何も知らなかった。しかし，主の助けによってわたしは自分の力�

の限りを尽くすこと，そしてまた主の助けがあれば恐れることはまったくなく，それをやっての�

けることができると確信していた。」（『教会の歴代大管長』224-225) 

話し合い •グラント大管長は 初のときには大成功を収めたのに，次のときには惨めな失敗に終わったの�

はなぜでしょうか。（ 初のときには，へりくだって主に助けを求めた。次のときには，自分�

では何の努力もしないで当然主が助けてくれるものと思い上がって，必要な助けも求めなかつ�

た。）�

考えるための質問� •将来，自分では資格があると思わない召しが与えられたり，何かをするように頼まれたときに�

は，あなたはどのように反応しますか。�

ポスター� グラント大管長の言葉を生徒と一緒に声を出して読む。「主の助けによってわたしは自分の力�

の限りを尽くす。そしてまた……主の助けがあれば恐れることはまったくなく，それをやっての�

けることができる。」ヒーバー• J •グラント�

聖句を使った�

話し合い�

次の聖句を一緒に読む。教義と聖約112�：10�；1ニーファイ3�： 7�；教義と聖約30�：1-3 

主は，わたしたちがこの世のチャレンジに立ち向かうとき，主の存在を認め，その力を求めて�

主に頼ることを望んでおられる。この原則を守るならば，祝福が与えられると約束されている。�

救い主を信じる信仰をもって戒めを守る 

例� グラント大管長は，わたしたちが戒めを守り，神からの助けに頼るならば，どのように主の祝�

福を受けることができるかを，次のように話している。�

「若いころのことだが，銀行に預金しようと思って50ドルをポケットに入れていたことがある。�

その日は木曜日で，断食日だった。（当時，断食日は日曜日ではなく木曜日だった。）朝の断食集�

会へ行くと，監督が献金を募っていた。そこでわたしはポケットの50ドルを監督に手渡した。す�

ると監督は5ドルだけ取って引き出しに入れ，あとの45ドルを返してきた。わたしの割り当ては5 

ドルだけなのだと言う。わたしは言った。『ウーリー監督，何の権利があって主に貸しを作ろう�

としているのをやめさせようとするのですか。あなたは今日主が4倍もの報いをお与えくださる�

とおっしゃったじゃありませんか。わたしの母は未亡人で，今200ドル必要なのです。』�

監督は言った。『すると君は，わたしがこの残りの45ドルを受け取ったら，すぐに200ドル得る�

ことができると言うのだね。』�

わたしはそのとおりですと答えた。�

彼は受け取った。�

断食の集会が終わって仕事場へ向かったが，その途中で一つのアイデアが心に浮かんだ。わた�

しはある人に電報を打ち，ある債券を一定の価格で48時間以内に販売し，証書をその人あてに… 

…振り出すが，どれだけ必要かを問うた。……彼は返事をよこし，手に入れるだけ全部欲しいと�

言ってきた。この取り引きでわたしが得た利益は218ドル50セントだった。�

次の日，わたしは監督のところに行ってこう言った。『監督，この前50ドル献金しましたね。�

その後で218ドル50セントもうけました。ですから什分の一は21ドル85セントです。となると，�

21ドル85セントと18ドル50セントの差額をどこかで工面してこなければなりませんね。主はその�

4倍のお金の什分の一まではお与えくださいませんでした。』」（『教会の歴代大管長』176-177) 

教義と聖約82�：10を一緒に読む。「あなたがたがわたしの言うことを行うとき，主なるわたし�

聖句を使った� はそれに対して義務を負う。しかし，あなたがたがわたしの言うことを行わないとき，あなたが�

話し合い� たは何の約束も受けない。」�

•わたしたちが戒めに従うならば大きな祝福を与えると主が約束されているのに，なぜわたした�

ちは時に主の戒めに従うことを恐れたり，信仰に欠けていたりするのでしようか。（様々な答�
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えを期待する。わたしたちの受ける祝福は，グラント大管長の 後の例のように必ずすぐに受�

けられるものではない。しかし主は常に約束を守られる。主には偽りがない。）�

わたしたちが福音の原則に従順であれば，祝福を受けることができ，天の御父への信頼が増す。�

そして救い主を信頼し頼ることによって，わたしたちの生活に祝福がもたらされる。さらにまた，�

主への信頼が増してわたしたちがいっそう従順になると，主に頼ることはわたしたちの毎日の生�

活の一部となって，天の御父により近づくことができるようになる。�

証とチャレンジ 

救い主に頼ることについて，教師自身の経験を生徒に話すとよい。福音のこの原則が真理であ�

るという証を述べる。�

救い主に頼るよう，生徒にチャレンジする。彼らの生活の中に難しい問題が起こった場合には,’ 

力を主に求め，答えや助けを求めて主に頼るよう，生徒にチャレンジする。�
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目 的� 生徒が主の助けによって，自分の弱さや試練を強さの源にできることを知る。�

準 備 1.各生徒のために『モルモン書』と『教義と聖約』を入手しておく。�

2.レッスン当日の少なくとも2，3日前に，クラスの活動「弱点と試練を強さに変える」を全部�

読んでおく。「自分の試練と弱点」と書いたラベルを付けた目方の重い品物を幾つかクラスへ�

持って行く。次のような品物が良い。袋に入れた穀類または土砂など，大きい石，大きくて�

重い本または道具など。十分な時間を取って必要な品物を集め，それにラベルを付ける。一�

人または二人の生徒に前もって責任を与え，教室の前に立って，これらの品物を手に持って�

見せてもらう。必要であれば，生徒の衣服を汚さないようにするために，使い古しではある�

が清潔な布またはシーツを用意する。�

初めに 

•試練とは何ですか。（人格や信仰，原則などの強さを試すもの。）�

•弱点とは何ですか。（欠陥，欠点。）�

•あなたが毎日出遭う試練や弱点にはどんなものがありますか。（クラスの生徒に答えさせる。�

生徒の答えを黒板に書く。）�

わたしたちはこれまでヒーバー.J •グラントの生涯を学んできた。彼はどんな試練に遭遇し，�

どんな弱点を持っていただろうか。�

1.ヒーバーが生まれたばかりのとき，父が死亡した。�

2.非常にやせていて小柄だった。�

3.野球のようなスポーツに関しては，生まれつきの才能にあまり恵まれていなかった。�

4.音痴であった。�

5.字がへただった。�

6.公衆の面前で話すことは得意ではなかった。�

7.少年のときに大変な貧困を経験した。�

わたしたちは肉体を得て試しを受けるために前世を離れたとき，偶然にも弱さや試練を与えら�

れたのでしようか。（そうではない。）�

エテル12�： 27を一緒に読む。�

天の御父はわたしたちを試すために地上に送られた。そしてわたしたちはそれとともに与えら�

れる試練や弱点，チヤレンジを受け入れることに同意した。それらによってわたしたちは強くな�

れることを天の御父は知っておられたからである。�

弱点や試練を強さに変えることによってわたしたちは進歩する 

わたしたちが試練や弱さに対してどのような反応を示すかによって，神の息子や娘としての進�

歩を促すことにもなるし，その進歩を妨げることにもなる。ヒーバー• J •グラントは，疑問や�

弱さそして試練があったにもかかわらず，主に頼ってそれらを克服し，困難な状態を経験したこ�

とから成長した一つの良い例だと言える。�

例� ヒーバー.J•グラントは使徒の職に召されたとき， 初は責任の重大さに大きな負担を感じ�

た。ジョン•テーラ一大管長が彼を召したときには，ヒーバーはわずか25歳の若さだった。�

グラント大管長は，1882年の10月から1883年の2月まで使徒として支持を受けてから6か月の間，�

レッスンの展開 

黒板と話し合い�

復 習�

話し合い�

聖句を使った�

話し合い�

弱点と試練を強さに変える 第つ4課 
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自分は救い主が望まれているようには主の業をすることができないと感じた。霊的には弱く人格�

的には不完全な自分の非力に悩んだ。そのときの状態を彼は次のように述べている。�

「わたしたちはいつも二つの霊に悩まされる。一方は善い業を続けて行うようにとささやき，�

他方は性質上の弱点や欠点を盾に，業を続ける資格がないと惑わす。実際，1882年10月から1883 

年2月まで，後者の霊が昼も夜もわたしから離れず，わたしは教会の使徒としてふさわしくない，�

辞退すべきであるとささやいた。イエスがキリストであり，生ける神の御子であり，人類の救い�

主であるという証を述べようとすると，その霊は『うそつきめ，うそつきめ，救い主を見たこと�

もないくせに』と言っているような気がした。」（ヒーバー.J •グラント，Gospel Standards 

『福音の標準』G •ホーマー•ダラム編，194—195) 

1883年の春，ヒーバー.J •グラントはほかの大勢の兄弟たちとナバホインデイアンの保留地�

に行った。道は左へ曲がっていたが，よく踏みならされている道はまっすぐ続いていた。その道�

は大きな谷の流れに沿って続いており，そこを通り抜けると元の道につながっていた。彼はこの�

道を一人で行っても危険はないだろうかと尋ねた。安全だということだったので，彼は連れの兄�

弟たちに言った。「わたしは一人になりたいので，皆さんお先にどうぞ。……」（『福音の標準』�

グラント大管長はその後起こったことを次のように記している。次の文を読む。�

「向こうで一行と合流する予定で，わたしは一人馬を走らせた。そのとき，わたしは人生で �

も真正なものの一つと言えるものを見聞きした。それは，天上の会議のようであった。そこで語�

り合う声が聞こえた。わたしはその会議の様子にじっと耳を澄ました。大管長会と十二使徒評議�

会は，十二使徒定員会の空席を満たす二人の人を決めかねていた。2年前に一人が欠け，1年前に�

さらにもう一人が欠けて空席がニつとなり，大会でその二つの空席が満たされないままになって�

いた。その会議には救い主も出席しておられた。また，わたしの父や預言者ジョセフ•スミスも�

いた。彼らは，空席のままに放っておいたことは誤りであること，またその空席を6か月以内に�

埋めること，さらに空席にだれを就かせたいかについて話し合った。結論として，これらの空席�

を埋めなかった誤りを正すために，啓示が下されることになった。こうして，預言者ジョセフ• 

スミスと父の提議によってわたしが召されることになった。わたしはそこに腰を下ろし，喜びの�

涙を流した。わたしを推薦する理由は，わたしがそのような高い地位に就くにふさわしい事柄を�

行ったからというのではない。ただ清く正しい生活を送ってきたためだという。偉大な宗教改革�

すなわち初期の時代に殉教者のごとく自らの生涯を犠牲にしたわたしの父と，預言者ジョセフ• 

スミスは，わたしがこの地位に就くよう望んだ。わたしが召されたのはわたし自身の行いや偉業�

によるものではなく，預言者とわたしの父の働きかけによるものであることが分かった。また，�

預言者と父の務めはわたしを推薦することであり，残りのわたしの人生を成功に導くか失敗に終�

わらせるかはわたしの責任であることも告げられた。…… 

わたしが1882年10月から1883年2月にかけて味わったような惨めな思いを体験したことのある�

人は恐らくいないだろう。しかしあの日以来，わたしは自分が使徒としてふさわしくないという�

ことで日夜悩むことも心配することもなくなった。ジョセフ• F •スミス大管長から言われた �

後の言葉がわたしの大きな支えとなってきた。『主はあなたを祝福し，大いなる責任を与えられ�

た。これは主の業であり，人の業ではないことを，レ、つも忘れないでほしい。主は何人にも優っ�

て偉大な御方である。主は，教会の導き手として御ふにかなう人物はだれかをよく承知しておら�

れる。主は決して間違いを犯されない。主はあなたを祝福しておられる。』」（『福音の標準』�

195-196) 

試練と弱点を強さに変える 

活動と話し合い� わたしたちは時として自分に与えられている試練や弱さに圧倒されそうになることがある。意�

気消沈したり自分はふさわしくないと思うことは，自分の考え方や行動に悪い影響を及ぼす。こ�

んなとき，もしわたしたちが自ら何とかしようという気持ちがあるならば，主は必ず助けてくだ�

さる。�

前もって頼んでおいた生徒に，教室の前に立ってもらう。�

•黒板に書かれている弱点のリストを指して，もう一度次の質問をする。今日の若い人々が遭遇�
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する試練や弱点にはどんなものがありますか。（生徒がそれぞれの弱点を挙げ，意見を述べて�

いる間に，前に立っている生徒に重い品物を一つずつ手渡す。重い物を全部渡し終わり，生徒�

が+分に重荷を感じているところで，次の質問をする。）�

•重荷を感じるとはどういう感じですか。（弱い，疲れた，へりくだった，など。）�

•このような重い物を運び歩かなければならないとしたら，どこへ行き何をするかを決める妨げ�

になりますか。（生徒に答えさせる。）�

•この活動は，自分の弱さや試練を抱えることとどのような関連がありますか。（前にも述べら�

れているように，自分に与えられている試練や弱点によって重荷を負わされて圧倒されそうに�

なる。）�

•どこから助けを得ることができますか。（天の御父はわたしたちを心にかけていてくださり，�

わたしたちが苦しい努力をしているのを知っておられ，そばにいてくださる。わたしたちが弱�

点や試練を克服するように助け，重荷を取り除いてくださる〔生徒は重い品物を机の上に戻し�

て，それぞれの席に戻る〕。）�

聖句を使った� モーサヤ24�：10-16を一緒に読み，話し合う。�

話し合い •試練や弱点，そしてそれらによって感じる重荷をどのように軽くし，処理したらよいでしょう�

か。（モ一サヤ24�：10-16で学んだことを指摘する。）�

次のようなことを学んだ。�

1.人々の心の中の思いは神に向けられていた（12節参照)。�

2.信仰によって試練を切り抜けることができた（14節参照)。�

3.主が助けてくださるという信仰があったので，難儀な仕事に忍耐強く耐えることができた�

(15節参照)。�

わたしたちが試練や弱点に直面するとき，救い主との親密な関係を求めることによって勝利と�

報いを得ることができる。それは，主はこのように約束されているからである。「……彼らがわ�

たしの前にへりくだり，わたしを信ずるならば，そのとき，わたしは彼らの弱さを強さに変えよ�

う。」（エテル12:27)救い主はまた，リバティーの監獄に囚われていた預言者ジョセフ•スミス�

に言われたように，わたしたちに対してもこのように言われている。「……息子よ，あなたはこ�

のことを知りなさい。すなわち，これらのことはすべて，あなたに経験を与え，あなたの益とな�

るであろう。」（教義と聖約122: 7) 

証とチャレンジ 

証を述べ，試練や弱点を克服するための助けを，信仰をもって主に求めるよう，生徒にチャレ�

ンジする。主はわたしたちの弱さを強さに変えようと言われた約束を守ってくださるに違いない。�
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ジョージ.アルバ一ト•スミス 
——善にこたえる 

1870年4月4日生まれ大管長在任期間：1945-1951年�

目 的� 福音の祝福は，わたしたちがそれを受ける意思があるときにのみ価値があることを示す。�

準 備 1.生徒たちが好きそうな果物を，食べやすい大きさに切って持って来る（紙ナプキンとゴミを�

入れる袋があるとよい）。注——このレッスンが断食日曜日に行われる場合には，断食を破っ�

てはいけない。�

2.グラビアページのジョージ•アルバート.スミスの写真および「キリストと子供たち」（『福�

音の視覚資料セット』216)の絵を掲示する用意をする。�

3. 4枚の紙を用意し，それぞれの紙の下の方にジョン•スミス，ジョージ• A •スミス，ジョ�

ン•ヘンリー•スミス，ジョージ•アルバ一ト•スミスの名前を書いておく。この活動に参�

加する4人の生徒が下敷きに使えるもの（平らでしっかりしたもの）を用意するとよい。�

4.「教会の指導者」の活動に勝った人に与える何か小さな賞品を用意しておく。�

5.鉛筆と紙を生徒の人数分用意する。�

6.各生徒が『聖書』と『モルモン書』を持っているように確認しておく。�

レッスンの展開 初めに 

活 動� 生徒に果物と紙ナプキンを配る。ゴミは用意してある袋に入れ，必要ならば紙ナプキンを使う�

ように注意を与える。（このレッスンがたまたま断食日曜日に当たった場合には，断食の律法を�

破らないようにする。）�

果物を食べながら，リーハイが夢の中で見た木の実を心に想像してごらんなさい。（1ニーファ�

イ8�：10-12, 17 — 18を読む。）�

•リーハイはそれはどんな果物だったと言っていますか。（「今までに味わったどんな実よりもず�

っと甘い……また……今までに見たどんな白いものにも勝って白かった。」〔1ニーファイ8�：11〕）�

•この果物を食べてリーハイはどんな気持ちになりましたか。（「大きな喜びに満たされた。」〔1 

ニーフアイ8:12〕）�

•この果物はだれが食べてもよかったのですか。（はい。）�

•すべての人がこの果物を食べに来ましたか。（いいえ，レーマンとレムエルおよびそのほかの�

人々は食べに来なかった。17-18節参照）�

•なぜ来なかったのですか。（彼らは来て食べることを望まなかったから。18節参照）�

*わたしたちが福音の祝福，すなわち果物を受けるか受けないかを決める重大な要素は何なので�

しょうか。（わたしたちがそれを受けたいかどうか。）�

ジョージ•アルバ一ト•スミスはその生涯に多くの良い影響を受けた 

写 真� ジョージ•アルバート•スミス大管長の写真を掲示する。�

ジョージ•アルバート•スミスは，33歳で使徒として支持され，75歳で大管長および預言者に�

なった。彼はすべて教会の偉大な指導者であった父親，祖父，曾祖父の良い影響を受けて多くを�

学んだ。�

活 動 4つのいすを教室の前に置く。4人の生徒にそれぞれ紙を1枚ずつ渡す。次の名前のうちのどれ�

かが，それぞれの紙に書かれている。ジョン•スミス，ジョージ• A •スミス，ジョン•ヘンリ�

一•スミス，ジョージ.アルバ一ト•スミス。またこの4人の生徒に鉛筆と下敷きにできるもの�

を渡す。クラスの生徒には，この4人は「訪問中の教会指導者」だと紹介する。次の文を読み始�

め，各指導者の紹介の箇所に来たら，その名前が割り当てられている生徒にそれを知らせる。生�

徒は自分が代表する指導者についてできるだけ多くの事柄をノートに取る。�

4人の紹介が終わったところで，残りの生徒は（4人の生徒と同じようにノートを取ってよい）�
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教会の指導者を代表している生徒に質問する。例えば，一人が「使徒に召されたとき，ジョー�

ジ• A •スミスは何歳でしたか」と尋ねたとする。そのときジョージ•A •スミスを代表してい�

る生徒が答えられなかった場合には，その質問をした生徒が「訪問中の教会指導者」の一人とな�

る。すべての質問に正しく答えられた生徒は，レッスンを通して前の席で名誉の地位を保つこと�

ができる。生徒からの質問はすべてここで読まれた紹介文の内容に関連があるものでなければな�

らない。したがって，「訪問中の指導者」も生徒も注意して聞く必要がある。�

1.ジョン•スミス——ジョージ•アルバ一ト•スミスの曾祖父，ジョセフ•スミス.シニアの�

兄弟，そして預言者ジョセフのおじ。ジョン•スミスはソルトレーク盆地での 初のステ一�

ク会長に召され，聖徒たちが新天地に着いた 初の冬の間，指導者としてその重責を果たし�

た。1848年の夏にクリケットの大群が襲ったとき，彼は聖徒たちの世話をした一人だった。�

また1849年から1854年までは教会の大祝福師を務めた。�

2 . ジョージ • A •スミス——「ジョージ.A」と呼ばれた彼は，ジョン•スミスの息子，そし�

てジョージ•アルバ一ト•スミスの祖父であった。スミス大管長はこの「ジョージ• A」の�

名前を取って名付けられた。預言者ジョセフのいとこであったジョージ• A •スミスは，こ�

の神権時代に も若くして使徒に召されたのはわずか22歳のときだった。教会の植民計画に�

力を尽くし，数年間十二使徒定員会会員として働いたが，その後ブリガム•ヤング大管長の�

副管長に選ばれた。�

3.ジョン•ヘンリー•スミス——ジョージ• A •スミスの息子であるジョン•ヘンリー•スミ�

スは，ジョージ•アルバ一ト•スミス大管長の父である。ジョン•ヘンリーは父親ジョー�

ジ* Aと同じように十二使徒定員会会員であった。後にジョセフ• F •スミス大管長の副管�

長となった。ジョン•ヘンリーとその妻の家庭生活は，隣人や友人から愛と愛情の理想像と�

考えられていた。ジョン•ヘンリー.スミスはジョージ•アルバ一ト•スミス大管長の理想�

像の一人でもあった。スミス大管長は父親について，「自分の父以上に優れた人には会った�

ことがない」と述べている（プレストン•�ニブレー，The Presidents of the Church『教会�

の歴代大管長』337)。 

4.ジョージ.アルバート•スミス——14歳の誕生日の数か月前にジョージ.アルバート•スミ�

スに与えられた祝福師の祝福には，重大なことが約束されている。祝福師は彼に次のように�

目った。�

「あなたはシオンの子らの中にあって力強い預言者となるであろう。また，主の使いはあ�

なたに導きと恵みを施し，天のえり抜きの祝福があなたのうえにとどまるであろう。…… 

あなたは天の示現に取り巻かれ，また外套のごとくに救いをまとうであろう。なぜならあ�

なたは主の前に力ある者となる定めにあるからである。あなたは教会すなわち地上における�

神の王国の力強い使徒になるであろう。あなたは父の家族のだれにも勝る神の力を持つであ�

ろう。あなたに勝る者はないであろう……。また，あなたはヤレドの兄弟のごとくに，主の�

前に強い信仰を持つ者となるであろう。あなたは人生に満足を見いだすまで地上にとどまる�

であろう。そして，あなたは主の油注がれた者のうちに数えられ，いと高き者に通ずる王と�

なり，祭司となるであろう。……」（ドイル.L •グリーン，“Tributes Paid President 

George Albert Smith" Improvement Era「ジョージ•アルバ一ト•スミス大管長への賛辞」�

『インプルーブメント•エラ』1951年6月号，404-405) 

クラス活動と話し合い生徒の質問が全部終わったら，活動に勝った者に賞品を与える。�

ジョージ.アルバ一ト•スミスはふさわしい思いを持つことによって福音の実を得た 

•もしあなたがスミス大管長のような祝福師の祝福を受けたとしたらどう思いますか。（様々な�

答えが考えられる。）�

話し合い� 祝福師の祝福は，受ける人が主の祝福を受けるにふさわしい生活をしないかぎりあまり価値は�

ない。ジョージ•アルバート•スミスはこのことをよく承知しており，若いころから将来担わな�

ければならない責任の準備を始めた。次の文はその期間について書かれている。�
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スミス大管長は言った。「わたしは当時13歳でブリガム•ヤング.アカデミーに通学していた。�

そのとき教会の学校の創設者である著名な教育者，カール* G •�メーザー博士の指導を受けられ�

たことは幸運であった。……わたしがそこにいた間に聞いたことの多くは覚えていないが，わた�

しにとって決して忘れることのできないことが一つある。……ある日，メーザー博士は立ち上が�

ってこう言われた。�

『あなたがたは行いに対する責任ばかりではなく，思いに対する責任をも負わなければならな�

い時が来る。』�

まだ少年であり，考えをよくまとめることのできなかったわたしは，それを聞いて困惑してし�

まった。その言葉はきりのようにわたしの胸を刺し，わたしを苦しめた。そして1週間か10日後，�

わたしは不意に彼の言葉の意味に気づいた。その言葉の真意が理解できたのである。わたしはす�

ぐに彼の言葉を解いた。それはこうであった。当然我々は自分の思いに責任を持たなければなら�

ない。なぜなら，この世の生涯は何を思って過ごしたかによって決まるからである。この言葉は�

わたしの全生涯に大きな祝福を与えた。わたしは，この世の生涯を終えたときに，わたしの思い�

そのままを表した者となっているであろうということに気づいたおかげで，何度も悪い思いを避�

けることができたのであるJ ("Pres. Smith's Leadership Address" Deseret News「スミス大管�

長の指導者のための説教」『デゼレトニューズ』1946年2月16日付け，1) 

この忠告はジョージ•アルバート•スミスにとって 適なときに与えられた。というのは，そ�

の同じ年に13歳でビジネスの世界に飛び込み，ソルトレーク•シティ一にある教会所有のデパー�

ト「ZCMI」の工場に雇われ，自立したからであった。�

話し合い •わたしたちの生涯の進路を決めるのに，自分の思いはどんな力を持っていますか。（様々な答�

えが考えられる。わたしたちの思いは正しく進歩するための重大な部分であることを強調す�

る。）�

聖典には「思い」の持つ力を示した箇所が幾つもある。（『欽定訳聖書』にある次の聖句を紹介�

し，一人の生徒に読んでもらう。「ひととなりはその心に思うそのままであるからだ。」〔欽定訳�

箴言23�： 7〕）�

ジョージ•アルバ一ト•スミスが気づいたように，わたしたちもこの世の生涯を終えたとき，�

自分が何を思って過ごしたかによって自らの状態が決まっているであろう。�

ジョージ•アルバ一ト•スミス大管長は自分の受けた良い影響に感謝した 

アルマ29�： 5を一緒に読む。�

•天からの祝福を受けるかどうかは何によって決まるとアルマは言っていますか。（善を望み，�

またそれを選ぶかどうかによって決まる。）�

ジョージ•アルバート•スミス大管長は，生涯を通して自分が受けた良い影響に対して心から�

の感謝の気持ちを持っていた。そしてその感謝の心を表すために，全力を尽くして正しい生活を�

する努力をした。�

1909年2月，彼は重い病気になった。�

この冬，ジョージ•アルバートは夢の中で祖父ジョージ• A •スミスの訪れを受けた。（スミ�

ス大管長がこの夢をいつ見たかははっきりしていないが，夢にまつわる出来事は1909-12年まで�

の病気療養中が もよく当てはまる。ジョージ•アルバートは健康回復のためにセントジョージ�

へ行った1909-10年にかけての冬にこの夢を見た。）この夢は彼に強い印象を与えた。このとき�

の経験について次のように記している。�

「何年も前のことであるが，わたしは重病で床に伏していた。事実，妻以外はわたしを見放し�

ていたと思う。わたしは家族とともにユタ州のセントジョージへ行き，療養生活に専念すること�

にした。わたしたちは利用できるかぎりは汽車を利用し，その後は馬車を利用した。馬車の後部�

にわたしの寝床が作ってあった。�

セントジョージでは，わたしの健康のために，地面から30センチばかりの高さに寝床を作って�

テントを張った。そして南側の幕を巻き上げ，日光と新鮮な空気を取り入れられるようにした。�

わたしは衰弱し，ほとんど動けない状態であった。寝床で寝返りを打つことも，ゆっくりでなけ�

聖句を使った�

話し合い�
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ればできなかったし，それにも精根使い果たすような努力が必要だったのである。�

そのような状態が続いたある日のこと，わたしは意識を失い，幕のかなたへ行ったように感じ�

た。気がつくとわたしの背後には大きな美しい湖があり，前方には深い森があった。人影はなく，�

湖には船も浮かんでいなかった。わたしがどのようにしてそこへ来たのかを示すものは何もなか�

った。わたしは現世での業を終え，ふるさとへ帰って来たのかと思った。わたしは辺りを見回し，�

だれかいないかと探し始めた。しかし人の住んでいる気配はなく，前方には深く美しい森が，後�

方には美しい湖があるだけであった。�

わたしは探検を始め，間もなくあまり人が通ることがないと思われる森の小道を見つけた。そ�

の道はほとんど草で隠れていた。わたしはその道を歩き始めた。そして森の中をしばらく歩いた�

後，一人の男の人がわたしの方へ向かって歩いて来るのが見えた。どうやらその人は体の大きな�

人らしかった。わたしはその人が祖父であると分かり，歩を速めた。生前，彼は135キロ以上も�

あった。皆さんもそう聞けば，彼が大きな人であったと察せられるであろう。彼がやって来るの�

を見てわたしはどれほどうれしかったことであろう。わたしは祖父の名をもらい，常にそれを誇�

りにしていたのである。�

祖父はわたしの1メートルほど前に来ると立ち止まった。わたしにも立ち止まるようにという�

意味らしかった。そして，少年少女の皆さん，若人諸君，このことを決して忘れないでほしい。�

彼は非常に真剣にわたしを見詰めてこう言った。�

『わしはおまえがわしの名を帯びて何を行ったかを知りたいのだが。』�

するとわたしが行ったことが走馬灯のようにわたしの前に現れては消えていった。そしてその�

鮮明な追憶は，たちまちのうちに消え去り，わたしはそこに立っていた。人生で行ってきた事柄�

がわたしの前を過ぎて行った。わたしはにっこりとして祖父を見，そしてこう言った。�

『わたしはあなたの恥になるようなことは何もしませんでした。』�

彼はわたしに歩み寄るとわたしをしっかりと腕に抱いた。そのとき，わたしは再び正気を取り�

戻した。わたしの枕はまるで水をこぼしたようにぬれていた。それは恥じずにそう答えることが�

できたことに対する感謝の涙であった。」("Your Good Name"「あなたの名前を尊びなさい」『イ�

ンプルーブメント•エラ』1947年3月号，139) 

話し合い •この話は，スミス大管長が生涯どんな望みを持っていたことを語っていますか。（善を行い，�

天と地上の父の両方を敬うことを望んでいた。）�

•どのようにしたら良い思いを持ち，善を望み，良い思いと望みに従って行動できるように，自�

分を訓練することができるでしようか。�

次のような答えが出るように，生徒を指導する。�

1.良い影響がある場所に_分を置く。�

2.良い影響と経験を忘れないようにする。�

3.福音の良き賜物を愛し，感謝することができるように神に助けを願い求める。（この点を実�

証するために，一人の生徒にモーサヤ5�： 2を読んでもらう。ここでは，民が信仰を持ち，助�

けを求めたことから，主が人々の心〔または望み〕を改めさせたことが分かる。）�

4.神の標準に合わない思いや望みを，素早く標準に合ったものと置き代える。�

5.パプテスマのときに交わした聖約を守り，聖餐にあずかることによってその聖約を新たにする。�

•あなたには今どんな良い影響が与えられていますか（様々な答えについて話し合う）。�

絵と話し合い� 「キリストと子供たち」の絵を見せる。�

•子供たちはこの絵の中でキリストにどのような反応を示していますか。（信頼と愛情を示し，�

熱心に耳を傾けている。また主が 善と思われる道へと主の導きを受けている。）�

この絵の子供たちのように信頼と喜んで行う態度を示すなら，わたしたちにも同じように主か�

ら教えと祝福を受ける機会が与えられる。主はいつもわたしたちとともにおられ，もしわたした�

ちが行いと祈りによって主の助けと祝福を求めるならば，主はそれを喜んで与えてくださる。�

ジョージ•アルバート•スミス大管長の生涯は長い奉仕の一生だった。葬儀の席上，マシユ�

一•カウリー長老は次のように述べた。「神は信仰深い人をみもとへ召される。この神の人がそ�
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の生涯のうちで経験した も短い旅は，今たった神のみもとへの旅であったに違いない。」（ドイ�

ル• L •グリーン「ジョージ•アルバ一ト.スミス大管長への賛辞」『インプルーブメント•エ�

ラ』1951年6月号,405) 

証とチャレンジ�

証を述べ，今週1週間人生の善いことを積極的にとらえる方法を探すよう，生徒にチャレンジ�

する。例えば，感謝の気持ちを表したり，精神を高揚させるような言葉を考えたり，あるいは善�

い行いをする回数を増やすようにする。そうすれば生きる喜びがいっそう大きくなると保証する。�
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目 的� 生徒は，ジョージ•アルバート•スミス大管長の生涯が示しているように，愛は偉大なる猛し�

の力であることを学ぶ。�

準 備 1.カードまたはポスターを作り，次の言葉を書いておく。�

愛�

愛は病める人，疲れ果てた人を探し求める。�

愛は人に仕える機会に敏感である。�

愛は人のために時間を割く。�

愛は赦す。�

2. 3人の生徒に責任を割り当て，ジョージ•アルバート•スミスの愛を示す3つの例を一つずつ�

読んでもらう。各_に例の書かれている部分のコピーとその生徒が代表する人物の名札を渡�

す（エズラ•タフト.ベンソン長老，ヒーバー• J •グラント大管長の娘，またはD •アー�

サー•ヘイコック）。�

3.ビデオカセット『末日聖徒イエス•キリスト教会歴代大管長の証』（53242〔英語版のみ〕）が�

入手できる場合は，ジョージ•アルバ一ト•スミスの部分を見せる準備をしておく。�

4.「ジョージ•アルバート•スミス大管長の目標」のコピーを生徒の人数分作る（課末参照）。�

レッスンの展開 初めに 

例� 次の文を読む。�

「第二次世界大戦の結末は醜悪であり失望落胆させるものであった。戦争は5年以上も続いた。�

50か国以上がこの戦争に巻き込まれていた。そして5,500万人が命を失ったと推定され，1兆ドル�

以上というお金が費やされた。ヨーロッパやアジアでは何百万という人々が十分な衣食住に欠け�

る生活を送っていた。国々や家庭には悲しみや憎しみ，そして絶望が広がっていった。第二次世�

界大戦はこのように何らかの形で，地上に住むほとんどすべての人々の生活に影響を及ぼした。�

1945年5月21日，戦争による大勢の死者と荒廃が明らかにされたこのとき，ジョージ•アルバ�

ート•スミスは備えの時期を終えて，予任されていた大管長の職に就いた。」（インステイテュー�

ト『歴代大管長』218) 

スミス大管長の偉大な特質の一つは，人類という家族全体に示した愛であった。この愛は，ジ�

ョセフ• F •スミスの孫であった祝福師ジョセフ• F •スミスの次の言葉にはっきりと表れている。�

「ジョージ•アルバート•スミス大管長にどのような特別な使命が与えられているか，これは�

わたしの話すことではない。しかし，世界の歴史のこの時期にあって，今ほど切実に兄弟間の愛�

が必要とされたことはない。さらに，ジョージ•アルバート•スミス大管長ほど，人類という家�

族全体を，また各個人を深く愛する人はいない。」(Conference Report『大会報告』1945年10月，�

31-32) 
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1945年11月，第二次世界大戦終結後，スミス大管長は当時の合衆国大統領であったハリー• 

S •トルーマンを訪問した。そのときの模様についてスミス大管長は次のように述べている。�

「わたしが彼を訪問すると彼はわたしを愛想よく迎えた。わたしはその前にも彼に会ったこと�

があった。わたしは言った。『大統領，もし末日聖徒が食糧や衣類，寝具をヨーロッパへ送る用�

意があるとしたら，あなたがどのような態度をとられるかおうかがいしたいと思いまして，参っ�

たのですが。』�

彼はにっこりとしてわたしの方へ目を向け，こう言った。『何のためにお送りになるのでしょ�

うか。ヨーロッパの貨幣価値は高くありませんよ。』�

わたしは言った。『お金が欲しいわけではありません。』彼はわたしを見てこう尋ねた。『では，�

それを彼らに進呈しようとおっしゃるのですか。』�

わたしは言った。『そのとおりです。わたしたちはそれを彼らに進呈したいのです。彼らはわ�

たしたちの兄弟姉妹であり，苦難の中で生活しています。神はわたしたちに余るほどのものを祝�

福してくださったので，もし政府の協力が得られれば喜んでそれを送りたいと思っているのです。』�

彼は言った。『承知しました。』そしてこう続けた。『何なりともわたしたちのできることでし�

たら，お手伝いいたしましょう。』�

わたしは，このことを何度となく考えていた。わたしたちが腰を下ろすと彼は再び尋ねた。�

『準備ができるまでどのくらいかかりますか。』�

わたしは答えた。『もうできています。』�

ご承知のとおり，戦時中政府は穀物栽培をやめ，食糧を食べ尽くすよう努めていた。わたしは�

言った。�

『大統領，ワシントンで食糧の消費を勧めていたころ，わたしたちは食糧庫を作り，それを榖�

物で満たし，家畜を増やしていました。今わたしたちが必要としているものは，相当量の食糧，�

衣類，寝具類を苦難を忍んでいるヨーロッパの人々に送る貨車や船なのです。わたしたちの教会�

には2,000枚の掛けぶとんを準備している組織があります。』」（ジョージ•アルバ一ト•スミス�

『大会報告』1947年10月，5-6) 

ジョージ.アルバート•スミス大管長の目標 

ジョージ•アルバート•スミス大管長は，使徒になったとき， も重要な目標と抱負のリスト�

を作った。�

活動と話し合い� ジョージ•アルバート•スミス大管長が自分で定めた11の目標のコピーを生徒全員に配る。こ�

れを一つずつ生徒に交代で読んでもらう。�

話し合い •このような目標を達成するためには，どんな努力をしなければなりませんか。�

•このような目標を達成するために，スミス大管長はどんな犠牲を払わなければならなかったで�

しよう力、。�

同じような目標を自分で決めるように，生徒に勧めてもよい。�

ジョージ•アルバ一ト•スミスはその言動によって愛の原則の模範を示した 

スミス大管長が人々に示した愛と思いやりについては数多くの話が語られている。彼はその行�

いによって，「愛」という言葉に含まれている原則を教えてくれた。�

「愛」という言葉を掲示する。その下に「愛は病める人，疲れ果てた人を探し求める」という�

カードまたはポスターを掲示する。�

責任を与えられた生徒に次の話を読んでもらい，それぞれが代表する人物の名札を付けてもらう。�

読み始める前に各自を紹介し，必要な説明を加える。�

「これはエズラ•タフト•ベンソン長老です。1951年に十二使徒定員会の会員だった彼は，こ�

のように述べています。」�

カードまたは�

ポスター�

活 動�
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エズラ•タフト•ベンソン 

「わたしが言葉に尽くせないほど感謝していることは，わたしが宣教師として第二次大戦後の�

混乱したヨーロッパ諸国で伝道している間，〔ジョージ•アルバート•スミス大管長が〕〔ソルト�

レーク•シテイ一の〕わたしの家庭を訪ねてくれたことである。とりわけ，幼い娘が死に瀕した�

夜に見舞ってくれたことに感謝している。何の前触れもなしに，スミス大管長は時間を割いて家�

を訪問し，母親の腕に何時間も抱かれていた娘の頭に手を置き，完全に癒されることを約束して�

くれた。これがスミス大管長である。彼の助けを も必要とする人のため，特に病人のために常�

に時間を取る人であった。」（エズラ•タフト•ベンソン『大会報告』1951年4月，46) 

カードまたは�

ポスターと活動�

カードまたはポスター「愛は人に仕える機会に敏感である」を掲示する。�

「これはヒーバー• J •グラント大管長の娘です。」�

ヒーバー.J•グラント大管長の娘 

「ある大会からの帰途のことである。〔わたしはスミス大管長と一緒だったが，彼は〕通路の�

反対側にいる手荷物をたくさん下げた若い親子を見やっていた。そしてこの母親に話しかけ，助�

けてやる必要を感じたのである。�

『すぐにスミス大管長は若い母親に話しかけました。そしてわたしたちの席に戻って来るとこう�

言いました。「やはり思ったとおりでした。あの若いお母さんは長い旅をしているのです。切符�

を見ました。どうして切符を売った人はもっと旅行しやすい道を知らなかったのだろう。あの切�

符だとオグデンとシカゴで長く待たされる。わたしはオグデンで降りて，彼女の切符を，オグデ�

ンやシカゴで長く待たなくていい接続の良い切符に換えてもらうように頼んでみます。」』�

スミス大管長は汽車が止まると降りて，交渉をし，若い母親の切符を良い切符に換えてもらっ�

た。彼はこのように思いやりのある人だった。」（アーサー•レイ•バセット「ジョージ•アルバ�

ート•スミス——手を差し伸べる人」『聖徒の道』1973年3月号，139) 

カードまたは�

ポスターと活動�

カードまたはポスター「愛は人のために時間を割く」を掲示する。�

「これは数人の預言者の個人秘書であったD •アーサー•ヘイコック兄弟です。」�

D•アーサ一•ヘイコック兄弟 

「先ごろ，米国中西部を旅行したときのことである。〔スミス大管長が〕列車の時間に遅れな�

いようにと急いでいると，4人の子供を連れた母親に呼び止められた。子供たちが彼と握手をし�

たいということだった。その場面を写真に収めてくれた人がいて，後日スミス大管長あてに郵送�

されてきた。そこにはこのような言葉が添えてあった。『この写真をお送りいたします。これに�

はあなたのお人柄がよく表れていると思うからです。わたしがこれをそれほどまでに大切に思う�

のは，多忙にもかかわらず，しかも列車に乗り遅れないよう急いで車に乗らなければならなかっ�

たのに，あなたはわざわざ時間を取って子供たち全員と握手をしてくださったからです。』」�

(D •アーサー•ヘイコック’ “A Day with the President" Improvement Era「大管長と過ごす�

一日」『インプルーブメント•エラ』1950年4月号，288) 

カードまたは�

ポスターと例�

カードまたはポスター「愛は赦す」を掲示する。�

次の話をする。�

「ジョージ•アルバート•スミス大管長は，教会を離反した人々にも深い関心を示し，彼らに�

その過ちを悟らせることに努めた。一つの出来事がそのよい例である。ある大集団が教会から離�

れ，g分たちの教会を作ろうとした。彼らは一部の指導者に不満を抱き，問題をg分たちの手で�

処理しようとしていた。1946年にスミス大管長は彼らのもとを訪れた。これは歴史的な訪問と言�

える。スミス大管長は彼らと握手し，彼らに語りかけ，彼らのために祈り，涙を流した。大管長�

の訪れを受け，人々はその預言者らしい姿と振る舞いに，心を動かされた。彼らは彼が確かに預�

言者であることを知ったのである。こうして1，200名もの人々が，主の油注がれた人を通して注が�

れたキリストの輝かしい愛を感じて，迷える道から主の教会に無事戻ることができたのである。」�
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(インステイテュート『歴代大管長』227) 

スミス大管長は人を愛しなさいと教えた 

その生涯を通して「愛」という言葉を強調してきた者として，スミス大管長は教会員に対して�

次のように述べている。�

「忘れてはならない。幾ら金銭的に援助しても，物質的なものがあれば幸福になれると思って�

も，ほんとうの幸福は，周囲の人々に示した愛と親切と思いやりに比例して得られるであろう。�

天父は，神を愛していると言いながら兄弟たちを愛さない者は不正直者であると，率直な言い方�

をされた。」（ジョージ•アルバート•スミス，インステイテュート『歴代大管長』223, 229) 

スペンサー.W•キンボール長老は，十二使徒定員会の会員であったとき，ジョージ•アルバ�

ート•スミス大管長についてこのように述べた。「わたしには，大管長の行いや思いのすべてに�

心の底から主を愛し，同胞を愛する心がにじみ出ていると感じられる。彼以上に深い愛を備えた�

人がいるであろうか。」（スペンサー• W •キンボール，Church News『チャーチニューズ』1951 

年4月11日付け，11) 

ビデオカセットの証� 入手できる場合は，ビデオカセット『末日聖徒イエス•キリスト教会歴代大管長の証』（53242 

〔英語版のみ〕）の第4部，ジョージ•アルバート•スミスの証（1分19秒）を見せる。�

預言者たちの特質や特徴を見ると，それは天父がわたしたちに持っておられる愛を表している。�

そして，わたしたちの世代が必要としている条件に合う 高の人物を与えてくださっている。ジ�

ョージ•アルバート•スミスの模範は，この偉大な人物の生涯を学ぶ者にとっては大きな祝福で�

ある。憎しみや苦難が地上を覆っていたときに，彼の愛は世界への特別な祝福であった。その愛�

は世界中の末日聖徒に慰めを与えたのである。�

わたしたちが養うことのできる偉大な賜物の一つは愛である。この賜物もすベて^)霊的賜物と�

同じように，わたしたちが続けて神に仕え，祈って神の助けを求め，そして神の御心を学ぼうと�

するときに与えられる。�

証とチャレンジ 

証を述べ，スミス大管長のようにすベての人々に愛を示すよう，生徒にチヤレンジする。�
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ジョージ•アルバート•スミス犬管長の目標 

1.「わたしは友なき人の友となり，貧しい人のために働くことに喜びを見いだそう。」�

2.� 「わたしは病人や悩む人を見舞い，彼らの心に癒される信仰を呼び起こそう。」�

3.� 「わたしは分別ある人に真理を教え，すべての人に祝福をもたらそう。」�

4.� 「わたしは誤った人を探し求め，義と幸福の人生へ連れ帰ろう。」�

5.� 「わたしは人に自分の理想を強要せず，愛をもって正しい行動へ導こう。」�

6.� 「わたしは民衆とともに生き，彼らが問題を解決して幸福なこの世の人生を送れるように助けよう。」�

7.� 「わたしは高い地位を利用した宣伝を避け，思慮浅い友人の褒め言葉を意に介すまい。」�

8.� 「わたしは知りつつ人の気持ちを傷つけることはしない。たとえ自分に悪い仕打ちをした人でも。そのよう�

な人にはかえって良いことをし，友達になろうと努めよう。」�

9.� 「わたしは利己主義とねたみの心に打ち勝ち，天父のすべての子供の成功を喜ぼう。」�

10.� 「わたしは生けるものの敵になるまい。」�

11.「人類の救い主が，わたしたちを進歩させこの世でも来る世でも，幸福になるための唯一の計画を世に与えた�

もうたことを知るとき，わたしはこの真理を広めることを義務のみならず恵まれた特権と感じる。」（ブライ�

アント� ヒンクレーによる引用，Greatness in Men: Superintendent George Albert Smith" 

Improvement Era� 「人の持つ偉大さ：ジョージ•アルバ一ト•スミスYMMIA会長」『インプルーブメント• 

エラ』1932年5月号，295) 
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目 的� 生徒は，わたしたちが正しい生活をしていれば，苦難のときにも平安が得られることを知る。�

準 備 1.清潔なくしと細かくちぎった紙を用意する。�

2.次のような「語合わせ」ゲームを黒板に書き，番号の打ってある白紙でそれぞれのますを隠�

しておく。�

1 2 3 た て 

5 6 7 8 

9 1 0 1 1 信 仰 の 

4と12のますは 
紙をとっておく。 

剣 正義の足にはきたて 

真理の 御霊の胸当て帯を腰にしめ 

平和の福音の備え救いのかぶと信仰の 

3.各生徒が『聖書』を持っているかどうか確認する。�

レッスンの展開 初めに 

活 動� 一人の生徒に自分の髮を数回くしですかせ，そのくしを細かくちぎった紙の近くに寄せてもら�

う。紙はくしに飛びつく。�

•なぜ紙はくしに飛びついたのですか。（くしに電気が起きて磁石のような働きをする。）�

くしで髪をすいたときに起きる電気の働きを観察したが，それと同じように活発に神の業を行�

っている人には特別な力が生じる。正しい生活をしている人は神の力を周りに引き付けるもので�

ある。�

先のレッスンで正しい一生を過ごし，神の戒めを守ったジョージ•アルバ一ト•スミス大管長�

について学んだ。彼はその一生のうちで何度か恐ろしい事態に出遭ったが，それによって心を乱�

した様子はなかった。�

•彼が教会の預言者に召されたときに，世界はどんな状態でしたか。（第二次大戦が終局を迎え�

ていた。）�

第一次世界大戦の間使徒であったスミス大管長は，次のように述べている。「世が苦難で満ち，�

天が暗黒で覆われ，いなずまが走り，地がその根底から揺れ動こうとも，神が生きておられるこ�

とを確信し，自ら正しい生活を営んでいるという自信があるなら，御父がわたしたちの生き方を�

良しと認めてくださることを感じ，幸福と平和を十分に味わうことができるであろう。」（ジョー�

ジ•アルバ一ト•スミス，Conference Report『大会報告』1915年10月，28) 

スミス大管長は自分の体験を話している。彼は若い宣教師として南部諸州伝道部で伝道する召�

しを受けた。モルモンの宣教師はアメリカ南部では長い間あまり歓迎されていなかった。暴徒た�

ちによって鞭で打たれたり，殴られたり，殺されたり，さもなければ虐待された。�

ある夜，ジョージ•アルバート•スミスは数人の長老たちとJ•ゴールデン•キンボール伝道�

部長とともに，会員の家に一泊した。その夜，彼らが眠っている間に暴徒が集合した。そのとき�

の模様をスミス大管長は次のように語っている。�

「夜半ごろ，わたしたちは戸外に恐ろしい叫び声と悲鳴を聞いて目を覚ました。……J •ゴー�

ルデン•キンボール伝道部長は飛び起きると着替え始めた。……男たちはドアをたたきながら，�
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汚い言葉で『モルモンどもは出て来い，撃ち殺してやる』とわめいていた。キンボール伝道部長�

は起きて着替えないのかと聞いた。わたしはいいえ，寝ていますと答えた。わたしはきっと主が�

わたしたちを守ってくださるから，寝ていますと言った。数®^後，部屋の中を銃弾が飛びかった。�

暴徒たちは4つの集団に分かれて部屋中を撃ちまくった。至る所からわたしたちの頭の上に木の�

破片が飛んできた。そしてしばらくの間静かになり，再び一斉に銃口が火を吹き，木片が飛び散�

った。わたしは何の恐れも感じなかった。わたしはそこに横たわって，生涯で も恐ろしいこと�

の一つを体験したのであるが，心はまったく平静であった。わたしは神の言葉を宣べ伝え，神の�

教えに従っているかぎり，主はわたしをお守りくださるだろうと確信していた。そして主はわた�

しを守ってくださった。」（インステイテュート『歴代大管長』243) 

•彼は恐れおののいていましたか。このような恐ろしい体験をしながら，彼はどうして平静でい�

られたのでしょうか。（様々な答えが考えられる。）�

苦難と試練のときには主の武具か-聖徒を守ってくれる 

聖句を使った� 使徒パウロは，当時恐ろしい試練に遭っていた教会員に幾つかの勧告を与えている。このころ�

話し合い� クリスチャンはその信仰のために迫害を受け，殺された人々も大勢いた。�

エペソ6�：10 —18を読ませる。�

説明と話し合い •銃弾が飛びかっている間平静を保っていたジョージ•アルバ一ト•スミスについてもう一度考�

えてごらんなさい。彼はどのような点で神の武具で身を守る備えができていましたか。�

黒板に，「真理の帯を腰にしめ」と書く。�

•彼はどのように真理で身を守る備えをしましたか。（両親や祖父母に教えられた真理に従った。）�

黒板に，「正義の胸当て」と書く。�

•彼は正義をどのように身に付けましたか。（戒めを守ることによって。彼は示現の中で祖父に�

恥になるようなことは何もしていないと言った。また彼はこの伝道の召しを喜んで受けた。）�

黒板に，「平和の福音の備えを足にはき」と書く。�

スミス大管長は，伝道部大会に初めて出席したときに感じたことを次のように話している。�

「〔ミシシッピの森の中での〕集会は朝食のすぐ後に始まった。その後夕刻まで，食べること�

などまったく頭になかった。わたしたちはそこで全能の神からの霊感を満喫した。そして不自由�

で不便な環境の中にいるにもかかわらず，わたしたちは大いなる祝福を受けた。このときミシシ�

ッピ州および南部の諸州にはモルモンに対するかなりの敵対感情が起こっていたのだった。しか�

し，わたしたちは天父の前に出たような感じを受け，あらゆる恐怖心や不安は消え去った。」（ジ�

ョージ.アルバ一ト•スミス『大会報告』1945年10月，115) 

•この大会はどんな点で平和の時，「平和の福音の備え」の時だと言えますか（様々な答えが予�

想される）。�

黒板に，「信仰のたて」と書く。�

スミス大管長は若いころからすでに信仰を示していた。少年のころジョージ•アルバート•ス�

ミスは腸チフスにかかった。母は医者から，3週間は安静にしておくよう，また固形食は一切与�

えず，コーヒーを飲ませるようにと言われた。後年，スミス大管長はそのときのことを回想して�

次のように述べている。�

「医者が帰ると，わたしは母に，コーヒーは飲みたくないと話した。わたしは知恵の言葉につ�

いて教わっていたからである。主がジョセフ•スミスに与えられた知恵の言葉では，コーヒーを�

飲まないようにと言われている。�

母は3人の子供を出産したが，そのうち二人は死んでしまったため，わたしのことをことのほ�

か心配してくれた。�

わたしはワードティーチャーのホークス兄弟を呼んでもらうことにした。彼は铸物工場で働い�

ており，主の力に絶対的な信頼を置く，fe遜な人だった。�

ホークス兄弟が来てくれ，わたしに油注ぎの儀式を施し，癒されるようにと祝福してくれた。�

翌朝医者が来たとき，わたしは友達と外で遊べるほど元気になっていたので，医者は驚いた。�

診断を終えると，熱も下がっているし，もう心配いらないという医者の言葉だった。�
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わたしは元気になれたことを主に感謝した。主がわたしを癒してくださったのである。」（グレ�

ン • R •スタブス，“A Biography of George Albert Smith”「ジョージ•アルバ一ト•スミスの 

伝記」12) 

黒板に，「救のかぶとと御霊の剣」と書く。�

•ジョージ.アルバート•スミスがこの二つの武具を身に着けていたという証拠は，どんなとこ�

ろに見られますか。（一つの例として，彼は第一次および第二次世界大戦を通して，平和は世�

界の国々が神の御霊を受けたときにのみやって来ると繰り返して言っていた〔『大会報告』�

1948年4月，180参照〕。）�

活 動� 生徒を二つのチームに分け，黒板に紙で覆われている「語合わせゲーム」をする。各チームは�

交代に一人ずつ代表を出す。チームを代表する人は二つのマスを選んで，紙をはがす。ゲームの�

目的は一つの意味をなす二つの言葉を探すことであり，正しい二つのマスの組み合わせができた�

ら紙をはがしたままにしておいて，そのチームは1点の得点となる。組み合せが正しくない場合�

には，そのマスを紙で再び覆っておく。�

ジョージ•アルバート•スミス大管長は，わたしたちが苦難のときに覚えているようにと，教�

会員に次の約束をしている。�

「世の中には作用する力が2種類ある。一方は天父の力であり，他方はサタンの力である。わ�

たしたちは天父の地に住みたいかそれともサタンの地に住みたいか，選択することができる。�

わたしは祖父から言われたことを，これまで幾度となく申し上げてきた。祖父もこの説教壇か�

ら語った。わたしはその祖父の名を受け継いでいる。祖父が家族に言い聞かせていたことがある。�

『世の中にははっきりとした境界線が1本引かれている。線の一方は主の領域であり，他方は悪魔�

の領域である。あなたが主の側にいるなら，必ずや安全が約束されるであろう。なぜなら，義に�

敵対する者はこの境界線を越えることができないからである。』�

これはどういうことであろう。正しい生活を送っている人，天父の戒めをすべて守る人には安�

全が約束されているが，天父の助言や勧告を軽んずる人には安全がないという意味であるとわた�

しは思う。」（『大会報告』1949年10月，5-6) 

今の世で，わたしたちは神を信じる信仰や正しい標準を守ることに対してますます大きなチヤ�

レンジを受けている。パウロが言っているように，（悪魔の策略に対抗して）「立ちうる」ために�

は，正義の武具を身に着けて今備えをしなければならない。神の武具を身に着けていれば，すべ�

てはよくなることを知りつつ前進することができる。たとえ苦難のただ中にあっても，自分が義�

にかなった生活を送っていることが平安をもたらしてくれる。主の側に立つことができるように，�

お互いに助け合おう。�

証とチヤレンジ 

証を述べ，神の武具を身に着けるよう生徒にチヤレンジする。�
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目 的� 生徒は，デビッド• 0 •マッケイ大管長の生涯を学ぶことによって，家庭を聖なる備えの場と�

して尊ぶようになる。�

準 備 1.グラビアページにあるデビッド• 0 •マッケイ大管長の写真を見せる準備をしておく。�

2.各生徒が『モルモン書』を持っているか確認する。�

3.紙と鉛筆を生徒の人数分用意する。�

4.次のデビッド• 0 •マッケイ大管長の言葉のポスターを作っておく。「わたしたちに与えられ�

た も貴い財産は家族である。」（デビッド• 0 •マッケイ，Gonfcrcncc Report『大会報告』�

1964年4月，5) 

レッスンの展開 初めに 

定義と話し合い •「尊ぶ」とはどういう意味ですか。（人の値打ちや地位に対して高い敬意を表す。名声または�

名誉を与える。敬う。）�

•「尊ぶ」というのは行動を表す言葉ですか。(そうです。人または物を尊ぶときには，その人�

または物によってある行動の動機を得たり，高揚されたり，影響を受けたりすることが多い。）�

參あなたはだれを（または何を）尊ぶか考えてごらんなさい。それはあなたの生活にどんな影響�

を与えていますか。�

デビッド• 0 •マッケイは先祖を尊んだ 

歴 史� デビッド•オーマン.マッケイは末日聖徒イエス•キリスト教会の第9代大管長および預言者�

であった。彼は自分の成功は，両親と祖父母に対して持っていた愛と敬意そして愛にあふれる家�

庭環境によるところが大きいと言った。マッケイ大管長の先祖は気高く気丈な人々で，彼はそれ�

を誇りに思い，深い愛情の念を込めて尊敬していた。�

マッケイ家の福音のルーツは1800年代の中ごろにさかのぼる。それは地上に福音が回復されて�

から間もないころであった。1850年に，スコットランドにおいてデビッド• 0 •マッケイの祖父�

母であったウィリアム•オーマン•マッケイとその妻エレンは福音を受け入れた。�

1856年，二人はスコットランドを離れてアメリカへ渡った。マッケイ大管長は少年のころ，平�

原を越えてユタへ旅した祖父母の話を聞いて，彼らを誇りに思い尊敬する気持ちがいっそう募っ�

た。マッケイ大管長が聞いた中でのお気に入りは，次の話である。�

アメリカに到着してから，「〔ウィリアムとエレンの〕家族はアイオワ州へ移り，再びもう1年�

働いてお金をため，平原を越えて行くユタへの長い旅に備えた。1年が終わるころには2歳になる�

若い雄牛2頭，雌牛2頭，年老いた雄牛1頭，そして1台の馬車，それにわずかばかりの食料物資を�

所有し，1，600キロの長旅を始めることがきるのを喜んでいた。1859年6月13日，出発の前夜，説�

明会が開かれた。ブラウン隊長は，一行の中に馬車もなく，病気で歩くこともできない夫に先立�

たれた女性が幼い子供を抱えて困っているが，『だれか，この婦人と子供を馬車に乗せてくれな�

いだろうか』と言った。馬車はみんな荷物がいっぱい積んであったので，集まった男たちはだれ�

も答えなかった。ウィリアムは妻のためにはできるだけのことをしようと常に心がけてきたので，�

妻を馬車に乗せ，自分は全行程を歩いて平原を越えようと思っていた。彼はエレン•オーマン�

〔妻〕に集会での隊長の話をした。『母さん，病気で歩けず，馬車もない夫に先立たれた女性がい�

るそうだよ。だれかが馬車に乗せてやらなければならないだろうなあ。だけどわたしは今夜何も�

言わなかった。』�

彼女はすぐに答えた。『それではすぐその方のところへ戻って，わたしの代わりに馬車に乗る�

ように言ってあげてください。』彼女がしきりに言うので，彼もとうとうその言葉に従った。こ�

うしてエレンは夫とともに1，600キロの全行程を歩き通したのだった。」(Home Memories of 
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——家庭と家族を尊ぶ 
1873年9月8日生まれ太管長在任期間：1951-1970年�



President David 0. McKay『デビッド• 0 •マッケイ大管長の家庭での思い出』ルウェリン•マ�

ッケィ編，19-20) 

このような気高い両親は気高い子供たちを育てた。マッケイ大管長の父デビッド•マッケイは�

その末息子だった。�

デビッド•マッケイとジェネット•エバンズは1867年に結婚し，オグデン盆地で二人の生活を�

始めた。ユ夕州ハンツビルに二人が建てた家は，デビッド• 0 •マッケイが1873年9月8日に生ま�

れた当時のまま，今でも残っている。彼は10人兄弟の3番目で長男であった。�

例� デビッド• 0 •マッケイ大管長は，幼いときから家庭と家族から大きな祝福が得られることを�

知っていた。�

「デビッドがわずか7歳のとき，二人の姉が死んでしまった。それから間もなく父親は，2年間�

の伝道に召されて生まれ故郷のスコットランドへ行くことになった。マッケイ夫人はそれから10 

日後が出産予定日だった。牧場の仕事は山ほどあったし，幼い子供たちを養わなければならなか�

った。しかし教会がすべてに優先した。それは信仰が試された時であった。馬にまたがりいよい�

よ出発する時が来ると，父マッケイは幼い息子を腕に抱き上げ，別れのキスをして言った。『デ�

ビッド，母さんと弟や妹たちを頼むよ。』その日デビッド* 0 •マッケイは子供ではなくなり，�

一足飛びに責任感の強い大人になった。�

デビッドがいちばん怖かったのは夜だった。インディアンや命知らずの悪漢どもがやって来て，�

自分たちに害を加えるのではないかと恐れたのであった。『ある晚，わたしは眠れないまま家の�

周囲で物音がするのを聞いたような気がしました。わたしはとても恐ろしくなり，両親に教わっ�

ていたとおりに祈ることにしました。わたしは，はたしてベッドから出てひざまずいて祈れるだ�

ろうかと思いました。それは大きな試しでした。しかし，何とかベッドから出て，ひざまずき，�

家族を守ってくださるように神に祈りました。するとわたしに話しかける……はっきりした声が�

こう言いました。「怖がらなくていいんだよ。害を加えるものは何もないのだから。」それがどこ�

から聞こえてきたのか，何であったのか，わたしには分かりません。皆さんの判断にお任せしま�

す。ただわたしにとっては，直接の答えだったのです。』」（ジョン.J •スチュアート，�

Remembering the McKays『マッケイ家族との思い出』13-14) 

話し合い� マッケイ大管長はこのように言っている。「この世でいちばん必要なものは何かと問われたら，�

わたしは何のためらいもなく賢い母親，2番目には自ら模範を示す父親と答えるだろう。」（ルウ�

ェリン•マッケイ『デビッド• 0 •マッケイ大管長の家庭での思い出』4) 

活 動� 良い模範に従うことの大切さを示すために，生徒全員に1枚の紙と鉛筆を配る。これから19の�

簡単な指示を与えることを説明する（指示に一つ一つ従うと次のような絵が出来上がる）。�

生徒が全部描き終わる 

まで，この絵を見せな 

いようにする。 
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この活動途中，ほかの人と話し合ったりしないように言う。次の指示を読む。�

鉛筆を手に持って紙の中央から一筆書きで描く。�

I.5センチ下に行く�

2.そこから右へ7.5センチ�

3.上へ5センチ�

4.左斜め上へ5センチ�

5.左斜め下へ5センチ�

6.右横へまっすぐ7.5センチ�

7.下へ5センチ�

8.左へ5センチ�

9.上へ4センチ�

10.右横へ2.5センチ�

I I .下へ4センチ�

12.左横へ10センチ�

13.上へ5センチ�

14.ぎざぎざの円を描く�（直径5センチぐらい) 

15.下へ5センチ�

16.左横へ5センチ�

17.上へ10センチ�

18.円を描く�

19.円の周りに先のとがった山形を幾つか描く�

20.これで終わり！�

この活動について感じたことを言ってもらう。自分の描いた絵を見せたい生徒がいるかもしれ�

ない。次のような意見が出ると思われる。「めちゃくちゃだ！」「先生が何を言っているのかよく�

分からなかった。」「ここまではよかったんだけれど……。」�

黒板と話し合い� ここで，もう一度同じ活動をやってみる。今度は，指示を読みながら黒板に絵を描いて見せる。�

參良い模範に従うことはどんなに大切ですか。（非常に大切。活動では，どうするのかを目で見�

ることができたので絵を描くのがずっと簡単になった。）�

•わたしたちが良い模範を示すことはどんなに大切ですか。（自分の周りの人が示す模範はわた�

したちの生活に大きな影響を及ぼす。同様に，わたしたちが示す模範も，ほかの人々に影響を�

及ぼす力を持っている。）�

•あなたが示す模範によってどんな人が も強い影響を受けますか。（様々な答えが出ると思わ�

れる。友達や白分の兄弟姉妹に大きな影響を及ぼすことを強調する。）�

デビッド• 0 •マッケイ大管長は良い模範に囲まれ，良い影響を受けて育った。彼が先祖から�

受け継いだもの，家族，そして家庭は模範的なものであった。マッケイ家における福音のルーツ�

は深く，何世代にもわたる奉仕と従順の生活を通してその根は次第に強くなっていった。マッケ�

イ大管長は家族と家庭がどんなに大きな影響力を持っているかを知っていた。それは彼も家族と�

家庭の重要な一部になっていたからである。彼はこのことに関して次のように述べている。�

マッケイ大管長の� 「わたしたちに与えられた も貴い財産は家族である。」(Conference Report『大会報告』�

言葉のボス夕一 1964年4月，5) 

マッケイ大管長はこう説いている。「いかなる成功も家庭の失敗を償うことはできない。愛の�

下に一致した家族は，いかに貧しくとも，〔ほかのいかなる富〕にも増して神と将来の人類にと�

って大きな価値を持つのである。このような家庭において，神は奇跡を行うことができ，また実�

際に奇跡を行われるであろう。清い家庭で清らかな心をもって生活する者は，いつも天からのさ�

さやきが聞こえる距離に自分を置くことができる。」(J • E •マックロック，Home: The 

Savior of Civilization『家庭——文明の救い手』42からの引用；『大会報告』1964年4月，5) 
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考えるための質問 •今あなたが一員である家庭と家族について考えてごらんなさい。あなたの家族の強さは何ですか。�

•どんな点を変えたいと思いますか。（先に活動に使った紙の裏に自分の考えを書き留めておく�

ように勧める。）�

•将来模範的な自分の家庭を持つために今どんな準備をし，どんな目標を持っていますか。（生�

徒がこの質問に答えるのを助けるために，マッケイ大管長の家族が模範を示した幾つかの特質�

を復習してみる。それらは。愛，労働，従順，犠牲などであった。）�

聖句を使った話し合い聖典には立派で，模範的な家族について書かれているが，その一つはヒラマンの5章にある。�

ヒラマンは二人の息子にニーフアイとリーハイという名前を与えて，自分たちの生活を先祖の模�

範に倣って営むようにと優しく教えた。�

ヒラマン5�： 6-7を一緒に読む。�

デビッド• 0 •マッケイ大管長は模範的で立派な家族と家庭の産物であった。そして家族と家�

庭は福音の中心的な力であると教えた。また，家族との生活を愛し，彼の模範が多くの人々の標�

識となるような生活を送った。�

マッケイ大管長はこのように言っている。「わたしたちの家は古い田舎家にすぎない。しかし，�

どんな宮殿でさえこれほど両親，兄弟と姉妹との愛と献身であふれたものはないだろう。わたし�

にとって我が家はこの世で も貴重でいとしい場所である。」（スチュアート『マッケイ家族との�

思い出』13) 

証とチャレンジ 

証を述べ，彼らの一生は非常に大事であることを忘れないよう生徒にチャレンジする。彼らは�

家庭と家族の一員であり，そこにおいて模範となり，良い影響を及ぼすことができる。�
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目 的� 生徒は，使徒であり預言者であったデビッド• 0 •マッケイ大管長の生涯を学ぶことによって，�

キリストの教会の「大使」または代表者であるとはどんなことかを，よりよく理解するようになる。�

準 備 1•デビッド• 0 •マッケイの写真を掲示する用意をする。�

2.各生徒が『教義と聖約』を持っているかを確認する。�

3.次の言葉を書いたポスターを用意する。またはクラスの始まる前にこれを黒板に書いておく。�

「汝，何者なりとも，本分をよく尽くすべし」�

4.ビデオカセット『末日聖徒イエス•キリスト教会歴代大管長の証』(53242〔英語版のみ〕）が�

入手できる場合は，デビッド• 0 •マッケイの部分を見せる準備をしておく。�

レッスンの展開 初めに 

デビッド• 0 •マッケイは，1951年から1970年まで，末日聖徒イエス•キリスト教会の第9代�

の預言者かつ大管長であった。彼は32歳にして使徒に召され，63年間におよぶ職務を終えるまで�

には，キリストの大使として160万キロ以上も世界中を駆け回った。�

•大使とは何ですか。（代表者，外交官，または使者）�

デビッド.0•マッケイは主の大使として仕えるのに必要な特質を養った 

わたしたちがこの世で経験することは，主の業を推し進めるために必要な特質を身に付けるの�

に役立つ。マッケイ大管長が生涯に経験した事柄を幾つか学ぶことによって，彼がどのようにキ�

リストを代表する者，キリストの大使になったかをいっそうよく理解することができる。�

経験1——デビッド• 0 •マッケイ，祝福師の祝福を受ける 

「デビッドは14歳の誕生日を迎える数週間前，祝福師の祝福を受けた。〔ジョン.〕スミス祝�

福肺は祝福を授け終えると，デビッドの肩に手を置いて，彼の目をのぞき込むように言った。�

『君にはビー玉遊びのほかにやることがある。……』祝福師はほかの祝福に加えて，若いデビッ�

ドにこう告げたのである。�

『デビッド•オーマン•マッケイ兄弟，あなたはまだ若いので教えを求めなければなりません。�

ですからわたしはあなたに申し上げます。両親から，命と救いの道を学びなさい。責任ある地位�

のために今から備えなさい。なぜなら，主の目があなたに注がれているからです。……主はあな�

たにある業を期待されています。その業の中であなたは世界各地を訪問し，……兄弟たちと評議�

の会合に同席し，人々を統轄し，聖徒に忠実さを説くのです。」（ジェネット•マッケイ•モレル，�

Highlights in the Life of President David O. McKay『デビッド• 0 •マッケイ大管長の生涯のハ�

イライト』26) 

経験2——デビッド• 0 •マッケイは学ぶことを愛した 

マッケイ大管長は学問に熱心であった。16歲の若さでユタ州オグデンにあるウィーバー•アカ�

デミ一の生徒になった。ここを卒業すると同時に，弟と二人の妹と一緒にソルトレーク•シティ�

一にあるユタ大学へ入った。ここで彼はエマ.レイ•リッダスに会い，後に彼女は69年間にわた�

って彼の恋人，伴侶となった。�

大学生活は注目に値するものであり，指導的経験，勤勉な努力，そして勉強などにあふれてい�

た。またデビッドはフットボールの英雄であり，学生会会長，卒業生総代でもあった。学問や文�

学に対する愛もこの大学時代に養われた。英文学を専攻した彼は，偉大な著者の書いた文章を数�

多く暗記した。�
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経験3——デビッド• 0 •マッケイは伝道した 

大学卒業後，彼はエマと結婚して就職が内定していたウィーバー•アカデミーで教えるつもり�

だった。ところが，スコットランドへの伝道の召しを受けたために，この計画は変更しなければ�

ならなかった。伝道に出てからの 初の数か月はデビッドにとって大変難しい時期だった。ほん�

の少し前までは，ユタ大学のキャンパスで もよく知られた存在であったのが，突然知らない人�

ばかりの中で歓迎されない存在になっていたのである。マッケイ太管長は，そのとき自分がどの�

ように謙遜になることを学び，主から教えを受けたかを次のように述べている。�

「わたしはこの日ホームシックで，少し気力を失っていました。……わたしは学校を出たばか�

りでした。わたしは学校が好きでしたし，若い人々も好きでした。……わたしは世界中でいちば�

ん信頼できるピーター• G •ジョンストンという友と一緒でした。……町に戻る途中，右手の方�

に建築中の家が目に留まりました。その家の入り口の石に，何か彫ってありました。それがとて�

も珍しかったので，ジョンストン長老に言いました。『どんなものか見てくるよ。』砂利道を半分�

ほど上ったとき，石に刻まれた次のようなすばらしい碑銘がわたしの目に入りました。�

『汝，何者なりとも，本分をよく尽くすべし』�

わたしはジョンストン長老にその碑銘について話しました。……その後わたしたちは黙って歩�

いていました。そのとき，わたしは心中自分に言い聞かせました。それとも，わたしの内に宿る�

御霊がわたしに語ったのかもしれません。『あなたは末日聖徒イエス•キリスト教会の会員であ�

る。それだけにとどまらず，あなたは当地では主イエス•キリストの代表者である。教会の代表�

者となる責任を受けたのである。』…… 

その午後宿泊所を見つけましたが，すでにそのときには，先ほどの石に刻まれたメッセージを�

わたしに与えられたものとして受け入れていました。そしてその瞬間から，わたしたちはスコッ�

トランドで宣教師としての本分を尽くそうと努めるようになったのです。」（“Pres. McKay 

Speaks to Pioneer Stake Youth” Curch News「マッケイ大管長，パイオニアステークの青少年�

に語る」『チャーチニューズ』1957年9月21日付け，4) 

スコットランドで大変な努力をしている若い宣教師として，マッケイ長老は「自分の本分を尽�

くす」ことをよく学び，伝道部の指導者になった。伝道部長会の副部長の一人は，次のように預�

日し/‘。�

「……デビッド兄弟，サタンはあなたを麦のようにふるいにかけることを願った。しかし神は�

あなたを心にかけておいでになる。もしあなたが常に忠実であるならば，あなたは教会の管理評�

議会の一員となるだろう。」（モレル『デビッド• 0 •マッケイ大管長の生涯のハイライト』37-

38) 

•以上の3つの経験は，マッケイ太管長が主の用意された業に備えるうえで，どのように役立っ�

たでしょうか。（様々な答えが出るであろう。しかし，どの体験もデビッド• 0 •マッケイ大�

管長が理解を深め，キリストとその教会の代表者として「本分をよく尽くす」ことの大切さに�

気づくようになるうえで役立ったことを強調する。）�

•以上の3つの経験をした結果，デビッド• 0 •マッケイはどんな特質を身に付けましたか。（先�

の出来事をそれぞれ復習して，生徒が次の結論を出すように指導する。）�

経験1——デビッド• 0 •マッケイが祝福師の祝福から学んだこと—— 

1.教えを求めること。両親の教えを従順に受けるように注意された。�

2.時間を有効に使うこと。（祝福師はその後でビー玉遊びのほかにやることがあると言った。）�

また主は彼がある業をすることを期待しておられると言われた。�

経験2——デビッド.0 •マッケイ学問と学校を愛することから学んだこと—— 

1.勉強すること。�

2.働くこと。�

3.指導者としての特性を養うこと。�

4.自信を増すこと。�

5.学問を愛すること。�
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6.仲間の中にあって組織し，リードすること。�

7.社交術を上達させること。�

8.文学を愛することを生活の一部とすること。�

経験3——デビッド• 0 •マッケイか +宣教師として学んだこと一 

1.へりくだって主に頼ること。�

2.キリストを代表する者となることは大切であること。�

3.� 「自分の本分を尽くす」という言葉を心に刻み込むこと。�

デビッド• 0 •マッケイは自分の特質を生かして主と教会に仕えた 

スコットランドでの伝道を終えて帰って来たマッケイ長老はエマ•レイ•リッグスと結婚し，�

ウィーバー•アカデミーで教えることになった。そして，この間にウィーバーステークの日曜学�

校会長に召された。この職を務めているとき，ジョセフ• F •スミス大管長は主がデビッド. 

0 •マッケイを十二使徒定員会の会員に望んでおられることを発表した。マッケイ大管長はこの�

召しを受け入れ，1906年4月に支持を受けた。キリストの代表者としての責任はこのときより深�

い意味を持つようになり，それ以来彼は本分をよく尽くし続けた。�

長年の間デビッド• 0 •マッケイが主から恵まれた特質は，主が彼の肩に置かれた責任を果た�

すうえで大きな力となった。彼は若い使徒ではあったが，一つ一つの新しい経験を通して教えを�

受けた。そしてその忠実さのために，主は引き続き彼に祝福を与えられた。�

聖句を使った� 教義と聖約43�： 9-10を生徒と一緒に読む。�

話し合い •この聖句から何を学ぶことができますか。（わたしたちが「聖さを尽くして行動する」〔教義と�

聖約43: 9〕とき，主は祝福してくださる。これが主の代表者となるための必要条件である。）�

使徒として，そして後に預言者としてのマッケイ大管長の幾つかの経験を調べてみると，成長�

期に彼が身に付けた特質が重要な道具となっていて，それを主が使われたことが分かる。そして�

また，指導者としてのマッケイ大管長の成功を促している。ここでそれらの経験と特質の幾つか�

について考えてみよう。�

両親を敬い尊ぶ 

デビッド• 0 •マッケイが若くして身に付けた両親を敬い尊ぶという精神は，日曜学校の組織�

で働いたときや使徒となって間もないころの彼にとって大きな力であった。彼がともに働いた�

人々の多くは年上であったために，彼は常に年長者を敬い尊んだ。祝福師の祝福の言葉どおり，�

そして「両親に教えられた」とおりに行ったのである。�

社交術と人格 

「1920年の秋……ヒーバー.J •グラント大管長は，教会のために世界の各地を訪問するとい�

う役目をマッケイ長老に与えた。教会の中心から遠く離れた地での教会の運営状況を視察すると�

同時に，会員と指導者の両方を力づけ喚起すること，太平洋の島々における教会学校制度の経営�

について学び，そしてそのような霊感を受けたならば，福音を宣べ伝えるために中国の地を奉献�

することというのが彼に与えられた任務だった。この中には，政府官僚や一般大衆の目に映る教�

会のイメージを改善することや訪問国で主の業を推し進めるためにはどんな方法があるかを注意�

して見ることなどが含まれていた。」（フランシス• M •ギボンズ，David O. McKay: Apostles to 

the World, Prophet of God『デビッド• 0 •マッケイ——世に仕える使徒，神の預言者』100) 

1920年12月，ヒーバー* J •グラント大管長および数人の使徒がデビッド• 0 •マッケイの頭の�

上に手を置いて彼を祝福し，この任務のために彼を聖任した。�

ユタ大学の学生のとき身に付けた社交術は，世界各地を旅行する際に非常に重要な役割を果た�

した。世界の様々な国で大勢の教会員や教会員でない人と会って，話をした。そして，あらゆる�

文化また貧富の差なく，すべての人々の愛と尊敬を得た。人々はマッケイ大管長の人格から受け�

る特別な感じについて何度も繰り返して話した。�
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組織し運営する 

1908年，ジョセフ• F •スミス大管長はマッケイ長老をコーリレーション委員会に召した。以�

前の経験によってこのとき彼の組織する能力が大いに活用された。後，1961年，ハロルド’B* 

リ一大管長は教会コーリレーション委員会でのマッケイ大管長の働きについて，このように述べ�

ている。�

「これは〔マッケイ大管長が〕わたしたちの前進のために説いていることである。これによっ�

てわたしたちは，神権組織，補助組織，そのほかのユニットの活動の効果をさらに上げ，教会が�

組織された本来の目的のために，わたしたちの時間と勢力と労力を向けることができるようにな�

る。」(Conference Report『大会報告』1961年10月，81) 

マッケイ大管長は家庭の夕べのプログラムを再び強調した。またホームティ一チングに新たな�

重点が置かれ，各神権定員会に特定な責任が割り当てられた。さらに，伝道，家族歴史活動，福�

祉事業が盛り上がり，世界の各地に神殿建設が始まった。言い詰めれば，マッケイ大管長在職中�

に始まった会員数の急上昇に備えて，教会のすべてのプログラムが整えられたのである。�

学びたいという望み 

ウィーバー•アカデミーやユタ大学で受けた教育によって，彼の心の中に文学への愛が芽生え�

た。彼が受けた学校教育や偉大な著者や作家を愛することが，世界各地で救い主に対する証を述�

ベる際に聴衆を魅了した。シェイクスピアや19世紀の偉大な作家を引用して福音の原則を説いた�

ためである。教師としての才能が豊かであったことは明らかであり，それが効果的に利用された。�

家庭と家族を尊ぶ 

マッケイ大管長の生涯は，家庭と家族への献身とそれを尊ぶことの良い模範であった。このた�

め彼は結婚や家族，そして女性の気高い役割にっいては権威をもって語った。家庭や家族に関す�

るマッケイ大管長の教えは預言的であり，彼のトレードマークとなった。�

デビッド• 0 •マッケイはその「本分をよく尽くした」 

デビッド• 0 •マッケイ大管長は，長い大管長在職期間中ずっとその「本分をよく尽くした。」�

英国のエリザベス女王主催のレセプションに出席しても，また一般の人々とともにいても，マッ�

ケイ大管長は肉体的にも霊的にも非常に目立っ人であった。一人の友人はマッケイ大管長にっい�

てこのように語っている。�

「マッケイ大管長がヨーロッパから帰国したとき，わたしはニューヨークにいました。そのと�

き，写真を撮影する予定になっていました。しかし撮影に行ける普通のカメラマンはいませんで�

した。そこでユナイテッド•プレス社はやむを得ず，犯罪専門のカメラマンを行かせました。彼�

はニューヨークで も難しい仕事に慣れていたカメラマンです。ところが彼は空港に行って2時�

間もそこにいたうえ，非常にたくさんの写真を持って暗室から出て来たのです。彼は写真を2枚�

だけ撮ればよいと言われていたのです。上司はすぐに彼をしかりつけました。『一体どうしたと�

いうんだ。余計な時間をかけたうえに，余分な材料までたくさん使って。』�

カメラマンは，余分な費用は喜んで自分が払うとあっさり答えたのでした。さらに彼がかけた�

余分の時間に相当する額を給料から差し引いてもよいとまで言いました。彼がそのときのことに�

っいてはだれにも譲らない態度を示していたことは明らかでした。数時間後，副社長は彼を部屋�

に呼んで，何があったのか尋ねました。するとそのカメラマンは答えました。『わたしがまだ小�

さいころ，母はよく「旧約聖書」を読んでくれました。それでいつもわたしは，神の預言者とは�

実際どのような人だろうかと考えてきました。ところが，今日わたしは預言者に会ったのです。』」�

("Memories of a Prophet，，Improvement Era「預言者の思い出」『インプルーブメント•エラ』�

1970年2月号，72) 

ビデオカセットの証� 入手できる場合は，ビデオカセット『末日聖徒イエス•キリスト教会歴代大管長の証』（53242 

〔英語版のみ〕）の第5部，デビッド• 0 •マッケイの証（1分6秒）を見せる。�
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1970年1月18日，日曜日，午前6時，グレートソルトレークに安息日の日が明けようとするとき，�

96歳のデビッド•オーマン•マッケイは息を引き取った。彼の死のニュースは世界中を駆け巡っ�

た。その死をいたむ言葉が各地から寄ぜられた。アメリカの親善大使として世界中に知られてい�

たからである。さらに重要なことは，救い主に知られ愛されていたことであり，真にキリストの�

大使となったことであった。�

デビッド•0•マッケイの息子，ロバート•R•マッケイは，父親について次のように証して�

いる。�

「わたしは次のように言うことができるし，その証人となることもできる。わたしは家庭や農�

場，ビジネス，教会の中で父と長年親密な関係にあるが，どこにあっても，父がほんとうに天父�

を代表する者であり，預言者なのかと疑いを挟まなければならないような行いにも言葉にも直面�

したことは一度もなかった。それは，人の言うことを聞かない荒馬を訓練するときでも同じであ�

つた。このことをわたしの証として皆様に残したい。」（『大会報告』1967年4月，84) 

証とチャレンジ 

証を述べ，自分の生活を振り返って，神から与えられている特質を養っているかどうかを調べ�

てみるよう生徒にチャレンジする。生徒一人一人が主の教会の代表者として必要とされているこ�

とを分からせる。主は彼らを必要とされていることを強調し，「汝，何者なりとも，本分をよく�

尽くすべし」とチャレンジする。�
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目 的� 生徒は，永遠の家庭の備えをするのに大切な要素である特質や技術をよく知るようになる。�

準 備 1.各生徒が『モルモン書』と『教義と聖約』を持っているか確認する。�

2.マッケイ大管長とエマ夫人の写真を見せる用意をしておく。�

3.次の言葉が書かれているポスターを用意する。「家庭を天国の一部にすることができる。まこ�

とに，天国とは理想的な家庭の延長であると，わたしは考えている。」デビッド• 0 •マッケイ�

4.(随意）クラス活動「天の家庭を作る材料」をよく読む。クラスの始まる前に必要な準備をし�

ておく。そろえておく物——エプロン，コック用の帽子（もしあれば)，大きなボウル，泡立�

て器，大きなスプーン。�

5.「天の家庭を作る材料」の活動のために次のような単語カードを用意する。聖霊，誘惑と罪，�

神殿結婚，母親，父親，子供，福音を守る，聖文の勉強，祈り，集会に出席する，礼儀，意�

思の疎通，知恵の言葉，運動，適切な食事，休息，愛，非利己主義。�

6.随意。料理の本を見ながらクッキーか何かを作り，ふた付きの入れ物，お皿，またはボウル�

などに入れてクラスへ持って行く。このレッスンの日が断食日である場合には，断食を破つ�

てはいけない。�

レッスンの展開 

黒板と話し合い�

聖句を使った�

話し合い�

聖典を読むと，天国がどんな所かある程度想像がつく。次の聖句を生徒と一緒に読む。�

ヒラマン3�： 28。イエス•キリストを信じるすべての人のために天の門は開いている。�

アルマ18�： 30。神と神のすべての聖なる天使が住んでおられる所。�

モーサヤ2�： 41。終わりのない幸福な状態で神とともに住める所。�

話し合い� •「天国とはこんな所に違いない！」と思ったときのこ�

うだと思ったのですか。（生徒に答える時間を与える�

とを覚えていますか。どうして天国のよ�

,様々な答えが出ると予想される。）�

ポスター� デビッド• 0 •マッケイ大管長の言葉を掲示する。「家庭を天国の一部にすることができる。�

まことに，天国とは理想的な家庭の延長であると，わたしは考えている。」（ジョン* J •スチユ�

アート，Remembering the McKay's『マッケイ家族との思い出』6) 

「天国はどこに？」という歌の歌詞は，マッケイ大管長の言葉を裏付けている。その歌詞は次�

のようなものである。�

歌� この歌の歌詞を読む。�

天国はどこ？遠いのかしら？�

あの輝く星のずっと向こうなのか，わたしは知りたい�

天国はどこ？教えてください，�

いつの曰か成長してあそこへ行きたい。�

天国はどこ？遠いのかしら？�

あの輝く星のずっと向こうなのか，わたしは知りたい�
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第 3 0 課 永遠の家庭に備える 

初めに 

•天国とはどんな所だと思いますか。（生徒の答えを黒板に書く。次のような答えが含まれる。�

平和な，愛にあふれる，幸福な，家庭のような，敬虔な所。）�

•天国はこういう場所だとなぜ信じているのですか（様々な答えが期待される）。�



もしかしたらそんなに遠くなくて，�

愛する人と一緒のときは，ここが天国なのかしら。�

(ジャニス•カップ.ペリー）�

質 問 •天国はどこにあり，何なのですか（愛する人々と一緒にいる家庭)。�

もし天国が理想的な家庭にあるのなら，わたしたちは今自分の家庭を理想的なものにするよう�

に手伝い，また将来自分の家庭のリーダーとなる責任を負う備えをしなければならないのではな�

いだろうか。手伝うことによって家庭が理想的なものになる。家庭でのリーダーとなることは大�

きな責任であり，そのための準備をしなければならない。�

天の家庭を作る材料 

•天の家庭を作るためにはどんな「材料」が必要ですか。（生徒がこの質問に答えられるように，�

クラス活動に進む。）�

単語カードを含む活動に必要な物を準備しておく。カードを前もって生徒に配っておき，「材�

料」を言う度にそのカードを持っている生徒は前に来て，テーブルの上のボウルの中に入れるよ�

うにしてもよい。�

エプロンを着け，コックの帽子があればそれをかぶる。次の料理法に従って，大きなボウルに�

材料（カード）を入れ，スプーンで混ぜる。�

天の彖庭を作る材料�

まず 初に，家にずっといてくださるように聖霊を招き入れる。�

誘惑と罪を砕き，ボウルの外に置く。�

神殿結婚と，一人の母親（父親を愛する人）と，一人の父親（母親を愛する人）を入れて混ぜ�

合わせる。少しずつ子供を加える。�

福音を守ること，聖文の勉強，祈り，集会に出席することを素早く入れて混ぜる。�

礼儀と意思の疎通をたっぷり振りかける。�

知恵の言葉，運動，適切な食事，休息を添えて盛りつける。�

愛を全体にかける。�

非利己主義と一緒に出す。�

以上の活動が終わったら，前もって準備しておいたクッキーまたはほかの物を出す。生徒に一�

つずつ味見させる。クッキーのおいしい味がいつまでもロに残るように，すべての必要な材料が�

含まれていれば，結婚は永遠に長続きするものであることを話す。今日が断食日である場合には，�

断食を破らないようにする。�

福音の原則を守る人は地上で天の家庭を持つ備えができる 

天の家庭を作る材料を一つ一つ使われる順序に考えてみる。これはわたしたちが自分の家庭を�

持つ準備をする際に，なぜ福音の原則を守ることが大切なのかを生徒に理解させるのに役立つ。�

カード� ボウルの中から材料が書かれているカードを取り出し，生徒が見える場所に掲示する。一つ一�

つについて話し合う。�

たまもの�

聖霊はわたしたちがパプテスマを受けたときに与えられた賜物である。もしわたしたちがふさ�

わしい生活をするならば，聖霊は慰めを与え，危険や誘惑の警告を与えてくださる。�

誘惑と罪 

誘惑は，わたしたちが永遠の幸福を得るために定めた目標をだめにしてしまうから，避けなけ�

ればならないことを強調する。�

神殿結婚 

この目標を常に頭の中に置いておくように言う。自分の部屋または家のどこかに神殿の写真を�

飾っておくように提案する。�

話し合い�

活 動�
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写 真� テキストにあるマッケイ大管長とエマ夫人の写真を見せる。�

デビッド• 0 •マッケイ大管長は次のように述べている。「 も幸せな生活を送りたいと願う�

青年男女は，神が定められた形の結婚すなわち至高者の神殿で男女が結ばれる結婚ができるよう�

に，自らの備えを十分に行うであろう。」(Gospel Ideals『福音の理想』465) 

子供 

子供を愛することを学ぶことは，わたしたち一人一人が永遠の家庭の準備をするうえで非常に�

大切である。弟や妹の世話をして両親の手伝いをするように生徒，特に男子生徒を促す。�

聖文の勉強 

生徒がそれぞれ毎日続けて家で聖文を読むように励ます。若いときに身に付けた習慣は大人に�

なっても変わらないものである。�

礼 儀 

ティーンエージャーのときに正しい礼儀作法を身に付けておくと，大人の世界に入ってからも�

大いに役立つことを生徒に分からせる。これは単なる礼儀正しさや作法以上のものであって，親�

切な心が伴わなければならない。�

話し合い� •日本ではどんなことが常識的な礼儀でしょう力、。（様々な答えを期待する。）�

•国によって礼儀作法が異なる場合がありますが，世界共通のものもあります。共通の礼儀には�

どんなものがありますか。（様々な答えが出ると思われるが，次の点を必ず話し合う。親切，�

感謝〔どうぞ……ください，ありがとう〕，尊敬の念〔特に両親，権威を持つ者，年上の人〕）�

話し合い� 意思の疎通 

•先週1週間に，次の人々と何回15分以上続いた会話をしましたか。お母さん，お父さん，兄弟�

または姉妹。（生徒に答えさせる。一人一人について考えてみる。まずお母さん，それからお�

父さんというように。意思の疎通に熟練することの大切さを強調する。両親やそのほかの家族�

と一緒に練習することを勧める。意思の疎通にはほかの人の話を聞くことも含まれることを確�

認する。）�

聖句を使った�

話し合い�

知恵の言葉，運動，休息 

•知恵の言葉を守ることは，永遠の家族の一員となる準備をすることとどんな関係がありますか。�

教義と聖約89: 3,18-21を読んで，生徒と一緒に話し合う。�

救い主はそのすばらしい模範によって，どのように人を愛すべきかを教えてくださった。主は�

次のように言われた。主の勧告は簡単明白ではあるが，すべての人に及ぶものである。�

「わたしは，新しいいましめをあなたがたに与える，互に愛し合いなさい。わたしがあなたが�

たを愛したように，あなたがたも互に愛し合いなさい。」（ヨハネ13: 34) 

非利己的 

非利己的であることはキリストにふさわしい特質であることを生徒に思い起こさせる。�

マッケイ大管長はこのように述べた。�

「地上において天国のスピリットを感じられるような家庭を築くことができるように，神の助�

けを求めよう。あなたもわたしもこのような家庭を築くことが可能であることを知っている。そ�

れは夢ではない。ただの理論でもない。人生の問題が押し寄せる度に夫と妻の親愛感がだんだん�

増していくような関係を持つことができる。」（デビッド•〇•マッケイ『福音の理想』473) 

証とチャレンジ�

教師の証によってレッスンを閉じ，神殿結婚以外には何も受けつけないという目標を立てるよ�

う，生徒にチャレンジする。今その準備を始め，このレッスンで学んだ天の家庭を作るための�

「材料」を使って，自分たちの家庭を地上における天国の一部とするようにチャレンジする。�

教師の証を述べて，レッスンを終わる。�
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目 的 生徒は，聖文を自分たちに当てはめると，聖文の勉強は楽しいものになることを学ぶ。�

準 備 1.『教義と聖約』と『モルモン書』を生徒の人数分用意する。�

2.次のようなポスターを作る，または黒板に書く。「聖文を楽しいものにするための3つの鍵」�

3.図のように3つの鍵を紙で作り，参照聖句を書いた3枚のカードを作る。または，鍵と参照聖�

句を黒板に書く用意をしておく。�

聖文を楽しいものにするための3つの鍵 

4.配付資料「聖文を自分たちに当てはめる」のコピーを生徒の人数分作っておく。�

5.聖句探しの活動のための文章を予習しておく。�

6.鍵を幾つかクラスへ持って行く。�

レッスンの展開 

デモンストレーシヨン 

と話し合い�

初めに 

•本物の鍵を見せて尋ねる。これらの鍵は何に使われるでしようか。（適当と思われる答えを全�

部受け入れる。ドアに錠をかける，ドアの錠を開ける，車やオートバイのエンジンをかける，�

などに使われる。）�

ポスターまたは�

黒板�

今日は，聖文をもっと意味があり楽しいものにするための3つの鍵について考えてみる。（ボス�

夕一を掲示する，または黒板に「聖文を楽しいものにするための3つの鍵」と書く〔 後に黒板�

にどのような図が出来上がるかは，レッスンの終わりにある例を参照する〕。）�

ポスターに「鍵1」と参照聖句「2ニーファイ32:3」と書いてあるカードをはる。または黒板�

に「鍵1」を描き，その下に参照聖句を書く。生徒は「鍵1」の下に書かれている参照聖句を開い�

て読む。�

聖文を楽しいものにするための3つの鍵 

2ニ一フアイ32 ： 3 
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第:^1課 聖文を学ぶ楽しさ 

2ニ-ファイ32 ： 3 

1ニーファイ19 ： 23 

モロナイ10 ： 4-5 ；教義と聖約18 ： 35-36 



話し合いと黒板 •「鍵1」は何ですか。（聖文を勉強する，「味わう」。鍵1の下または横に答えを書く。）�

•聖文を読むことと勉強することはどこが違いますか。（聖文を勉強するときには，聖文を理解�

しようと集中的な努力をする。そこに書かれている言葉の意味や，どんな逸話や教義を教えよ�

うとしているのかが分かる。）�

ポスターまたは黒板� ポスターに「鍵2」と「1ニーフアイ19�： 23」のカードをはる，または黒板に書く。�

聖文を楽しいものにするための3つの鍵 

？ 一 .~ ”ァイ • 3 

聖文を勉強する，「味わう」 

1ニーフアイ19 ： 23 

話し合いと黒板 •「鍵2」は何ですか。（「聖文を自分たちに当てはめる」これを鍵2の下または横に書く。）�

•「聖文を自分たちに当てはめる」とはどういう意味ですか。（適当と思われる答えを全部受け�

入れる。自分自身と聖文とを比較することが含まれる点を強調する。）�

聖文を自分たちに当てはめる 

「聖文を自分たちに当てはめる」ための良い方法は，このように自問するのを習慣とすること�

である。（配付資料を生徒に配り，それを読む。）�

次の点を強調する：�

たとえわたしたちが「聖文を自分たちに当てはめ」ても，自分の置かれている環境を変えるこ�

とはできない。どうしても原則を実行に移さなければならない。持っている知識を使わないなら�

ば，人を変える力はない。�

ポスターまたは黒板� ポスターに「鍵3」と「モロナイ10�： 4 - 5�：教義と聖約18�： 35-36」のカードをはる。または�

黒板に書く。�

聖文を楽しいものにするための3つの鍵 

2ニーフアイ32 ： 3 
聖文を勉強する.「味わうI 

1ニーフアイ19 ： 23 
「聖文を自分に当てはめる」 

モロナイ10 ： 4-5 ；教義と聖約18 ： 35-36 

話し合いと黒板� 「鍵3」は何ですか。（「聖文が真実であることを，御霊すなわち聖霊の力によって知ることが�

できる。」この答えを黒板の鍵のそばに書く。）�

証� これら3つの鍵は実際に役に立つこと，また聖文が自分にとって意味を成すものになれば，それ�

を学ぶことが楽しくなることを証する。聖文は人の生活を変える力を持っていることを強調する。�
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3つの鍵を使う�

活 動� レッスンの応用と聖句探しの部分へ素早く進む。生徒を二つの平均したチームに分ける。それ�

からレッスンの 後に書かれているように，次の参照聖句を黒板に書く。�

生徒と一緒にそれぞれの聖句を調べる。一つの聖句を読んだら，その聖句の鍵となる言葉を黒�

板に書く。�

1ニーフアイ3�： 7行って行う�

2ニーフアイ2: 25アダムの堕落，幸福�

モーサヤ2:17同胞のために務める，神のために務める�

アルマ37: 3 5知恵を得る，若いうち�

アルマ 4 1： 1 0罪悪，幸福�

これから以上の聖句について聖句探しを行う。必要なときには黒板を参照する。今日の目的は�

これまでに学んだ3つの鍵を応用することである。（次の文を生徒に読む。）�

「2回戦まで行います。わたしが1回戦と2回戦の聖句探しのヒントを出します。1回戦では鍵と�

なる言葉，2回戦では文章です。それぞれに当てはまる聖句を探して，素早く手を挙げてくださ�

い。 初に聖句を見つけた人のチームがスピード点1点の得点となります。スピード点を与えて�

から，わたしが1，000, 2,000,というように5，000まで数えます。5，000まで行ったら『ストップ』�

と言いますから，そのときまでに聖句を探した人数がチームの得点となります。（5人が正しい聖�

句を探し当てたら，そのチームは5点の得点となる。）どちらのチームが勝ったかを決めるために�

は，チーム得点を生徒数で割ります。�

例えば，チームに5人がいて，チームの得点が25点だった場合には，25を5で割って，5点とい�

う数字が出ます。」�

(1回戦に約7分かける。活動を素早く行う。ちょっとした賞品を出すと，生徒の励みになる。�

勝者には2倍の賞品を出すとよい。活動を楽しく行うとよい。しかし，この活動の目的は，聖文�

が自分にとって意味あるものになれば，聖文が「楽しい」ものになるという概念を補強すること�

であるのを忘れない。）�

第1回戦：読んだ聖句の鍵となる言葉を言う。順序を変えてもよい（答えは言わない)。�

行って行う（1ニーファイ3:7) 

アダムの堕落，幸福（2ニーファイ2: 25) 

同胞のために務める，神のために務める（モーサヤ2:17) 

知恵を得る，若いうち（アルマ37: 35) 

罪悪，幸福（アルマ41:10) 

第2回戦：次の文章を読む（答えは括弧の中)。�

1.エズラ•タフト•ベンソン大管長はなぜ若い人々に『モルモン書』を読むように言っている�

のでしようか（アルマ37�： 35)。�

2.アダムの堕落はわたしたちにとっては祝福でした（2ニーファイ2�： 25)。�

3.わたしに宣教師が務まるかどうか分かりません。人に話すことは苦手だから（1ニーファイ�

3�： 7)。�

4.人を助けるとなぜいい気分になるのでしよう（モーサヤ2:17)。�

5.教会ではなぜ毎年奉仕活動を行わなければならないのでしようか（モーサヤ2:17)。�

6.数学のテストでカンニングして100点が取れれば，わたしは幸せな気分になれます（アルマ�

41：10)。�
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第29課 

黒板の完成図�
聖文を楽しいものにするための3つの鍵 

2二一ファイ32 ： 3 
聖文を勉強する，「味わう」 

1ニーフアイ19 ： 23 
「聖文を自分に当てはめる」 

モロナイ10 ： 4 - 5 ；教義と聖約18 ： 35-36 
聖文が真実なものであることを御霊によって知る 

1ニ一ファイ3 ： 7 

2 ニーファイ2 ： 25 

モーサヤ2 ：17 

アルマ37 ： 35 

アルマ41：10 

Aチーム 

Bチーム 

証とチヤレンジ�

証を述べ，福音を擁護するために聖文を使えるようになるよう，生徒にチャレンジする。�
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行って行う 

アダムの堕落，幸福 

同胞のために務める， 

神のために務める 

知恵を得る，若いうち 

罪悪，幸福 



聖文を自分たちに当てはめる 

1.この聖句は自分たちにどのように当てはまるだろう力、。�

2.この聖句をもっと完全に守るためには，今何ができるだろうか。�

3.自分がそのような立場にあったら，どう思、うだろうか。�

4.自分はこの聖句に出てくる人のようなことをしているだろうか。�

5.自分をこの聖句に出てくる人と比較するなら，だれだろうか。それはなぜだろうか。�

6.�「聖文を自分たちに当てはめる」もう一つの方法は，聖句に出てくる代名詞を自分の名前に置き換えてみるこ�

とである。例えば，教義と聖約82�：10は次のようになる。「(太郎が）わたしの言うことを行うとき，主なる�

わたしはそれに対して義務を負う。しかし，（太郎が）わたしの言うことを行わないとき，（太郎は）何の約�

束も受けない。」�

聖文を自分たちに当てはめる 

1.この聖句は自分たちにどのように当てはまるだろうか。�

2.この聖句をもっと完全に守るためには，今何ができるだろうか。�

3.自分がそのような立場にあったら，どう思うだろうか。�

4.自分はこの聖句に出てくる人のようなことをしているだろうか。�

5.自分をこの聖句に出てくる人と比較するなら，だれだろうか。それはなぜだろうか。�

6.�「聖文を自分たちに当てはめる」もう一つの方法は，聖句に出てくる代名詞を自分の名前に置き換えてみるこ�

とである。例えば，教義と聖約82:10は次のようになる。「（太郎が）わたしの言うことを行うとき，主なる�

わたしはそれに対して義務を負う。しかし，（太郎が）わたしの言うことを行わないとき，（太郎は）何の約�

束も受けない。」�
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ジョセフ•フイ一ルテイング•スミス 

——約束の子，聖文学者 
1876年7月19日生まれ大管長在任期間：1970-1972年�

目 的� 生徒は，ジョセフ•フィールディング•スミスの模範を通して，聖文と福音の勉強は人生の備�

えをするうえで大切であることを感じるようになる。�

準 備 1.グラビアページにあるジョセフ•フィールディング•スミスの写真を見せる用意をする。�

2.鉛筆と紙を生徒の人数分用意する。�

3.各生徒が標準聖典を持っているか確認する。�

初めに 

教会の第10代大管長ジョセフ•フィールディング•スミスについて，次の話を読む。�

「わたしはジュニーのような賢い馬を見たことがない。まるで人間のように利口な馬だった。�

そのためジュニーを馬屋に入れておくことはできなかった。ジュニーはいつも馬屋の戸のひもを�

外してしまったからである。わたしは馬屋の戸に付いている皮ひもを杭の上にかけることにして�

いたが，ジュニーは鼻と歯で簡単に外し，囲い地に出てしまうのだった。�

そこには家畜に水をやるために使う水栓があった。ジュニーは歯でこの栓を回し，水を流しっ�

ばなしにしたことがよくあった。そんなわけで，ジュニーをちゃんと馬屋につないでおかないと，�

よく父からしかられたものである。ジュニーは逃げたりはしない。水の栓をひねったり，囲いの�

中を歩き回るか，芝生の所に行くか，それとも庭の方に出て行くだけだった。真夜中に水の流れ�

る音を聞くと，起き出して栓を締め，もう一度ジュニーを馬屋につなぐのだった。�

父は，この馬の方がわたしよりも賢いようだ，と言っていた。ある日父は，ジュニーが外に出�

ないよう，馬屋に閉じ込めることにした。父はいつも杭の上にかけてある皮ひもを杭の周りを一�

回しし，それをさらに横棒の下から回しておいた。『さあ，これなら出られないだろう！』そし�

て父とわたしは家に向かって歩き始めた。するとどうだろう，わたしたちが家に着く前に，ジュ�

ニーはわたしたちと並んでいたのである。�

……わたしはにっこり笑うと，父にこう言った。『お父さん，いちばん利口なのはだれだろう�

ね？』」（ジョセフ•フィールディング•マッコンキー，True and Faithfuli真実と忠実119) 

写真と話し合い •この話はだれについての話か分かりますか。分かった人は手を挙げてください。（生徒が答え�

ている間に，ジョセフ•フィールディング•スミスの写真を掲示し，これはだれかと生徒に尋�

ねる。ジョセフ•フィ一ルディング.スミスは教会の第10代大管長であることを言う。）�

黒板と話し合い� 黒板に次のような系図表を書く。線を引きながら，これからジョセフ•フィ一ルディング•ス�

ミスの父方の系図をたどることを述べる。図のようにジョセフ•フィ一ルディング•スミスの名�

前を書き，だれか空白を埋めることができるか生徒に尋ねる。�

ジョセフ•フイ一ルデイング•スミスの父方の系図 
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レッスンの展開 

話�

第ネ 2課 

ジョセフ•フイ一ルデイング•スミス.ジュニア�

ジョセフ.フィールデイング•スミス.シニア�

_ ュ リ ナ • ラ ム ソ ン • ス ミ ス 一�

ハ イ ラ ム . ス ミ ス�

メアリー.フィールデイング•スミス•シニつ�

ジ ョ セ フ • ス ミ ス • シ ニ ア _ 

ル ー シ ー • マ ッ ク • ス ミ ス�



名前を書きながら，ジョセフ•フィールディング•スミス•ジュニア大管長は，1876年7月19 

日に生まれたことを話す。彼は傑出した遺産を受け継いでいることが分かる。ジョセフは父親の�

名前を取って名付けられ，二人を区別するために父親をジョセフ•フィ一ルディング•スミスと�

呼ばずに，ジョセフ• F •スミスと呼んでいる。ジョセフ• F •スミスは第6代大管長であった。�

ジョセフ•フイ一ルデイング•スミスの祖父は，カーセージの監獄で預言者ジョセフ•スミスと�

ともに殉教者として命を落とした預言者の愛する兄ハイラム•スミスである。また彼の曾祖父は�

ジョセフ•スミス.シニアであった。預言者ジョセフ•スミスは父ジョセフ•スミス•シニアに�

ついてこのように述べている。「父は天の使いを見たわたしの証を 初に聞いた人だった。」�

(History of the Church『教会歴史』4:190)彼はまた教会の 初の大祝福肺であった。�

ジョセフ•フィ一ルディング•スミスは従順な約束の子であった 

ジョセフ•フィールディング•スミスは約束の子であった。彼の父は，長男が生まれたらジョ�

セフ•フィ一ルディング•ジュニアと名付けることを，母親ユリナ•ラムソンに約束した。ジョ�

セフ•フィ一ルディングの娘婿であったブルース• R •マツコンキー長老は，ジョセフ•フィ一�

ルディングの誕生についての家族の歴史を次のように話している。（生徒に読んで聞かせる。）�

「ユリナには3人の娘がいたが，男の子には恵まれなかった。そこで彼女はいにしえのハンナ�

のように主の前へ行き『誓いを立てて言った。』彼女は主に，もし男の子を賜るなら，『全力を尽�

くしてその子が主とその子の父親の信任を受ける者となるよう助ける』と約束したのであった。�

主は……彼女に力を現された。こうして彼女の息子は誕生以前から十二使徒評議会で働くよう召�

されたのである。」（ブルース• R •マツコンキー，“Joseph Fielding Smith: Apostle, Prophet, 

Father in Isreal" Ensign「ジョセフ•フィールディング•スミス——f吏徒，預言者，イスラエル�

の父」『エンサイン』1972年8月号，29) 

ジョセフ•フィールディング•スミスは幼いとき受けた訓練を両親と主のおかげだとしてい�

る。彼は父と母から受けた訓練に対していつも感謝していた。母はよく開拓者たちの話をし，預�

言者を愛すること，祈り，そして神権者としての務めを尊ぶことを教えた。彼はこのように言っ�

た。「わたしは小さいうちから，神が生きておられることを学んだ。子供のとき，わたしは一つ�

の証を得た。そしてわたしは常にある程度喜んで従順になるように努力した。」（ジョセフ•フィ�

一ルディング•スミス.ジュニア，ジョン.J •スチュア一ト，Life of Joseph Fielding Smith 

『ジョセフ•フィールデング•スミスの生涯』57) 

話し合い •なぜ幼いときに証を得ることはよいことなのでしょうか。その証を持続するうえで従順である�

ことはなぜ大切ですか。（様々な答えが予想される。）�

例と話し合い� 少年のころジョセフ•フィ一ルディングはよく働き，自分の責任を喜んで果たした。家事の手�

伝いもよくしたし，10歳のときには母親の助産婦の仕事を手伝った。（次の話を読む。または自�

分の言葉で話す。）�

ジョセフが10歳のとき，……この若さでジョセフは（母親の）公認助産婦としての仕事を手伝�

い始めた。「ジョセフは馬丁や御者として，母の足となって働いたのである。昼夜時間に構わず�

呼び出しがあって母が出かけるときには，いつでも忠実な雌馬『オールドメグ』を馬車に付け，�

母の助けを待っている家に母を送り届けるのだった。それから赤ん坊が生まれるまでそこで待つ�

か，あるいは時間がかかりそうなときには迎えに来る時間を定めて家に帰ることもあった。…… 

時には凍え死にしそうなときもあった。わたしは，なぜ赤ん坊は真夜中に，しかも寒い冬の夜�

にばかり生まれるのだろうと思った。母親たちにもう少し時間を調整してもらいたいと真剣に願�

ったものである。」（『ジョセフ•フィ一ルディング.スミスの生涯』52 — 53) 

逸話と話し合い� 「彼は少年のころ，多くの日をジョーダンリバ一の近くで牛の番をしたり，テーラーズビルに�

ある家の農場で弟たちと一緒に働いたりして過ごした。ある日のこと，彼は弟のジョージと一緒�

に干し草を馬車に積み，納屋へ運んで行くときに，危うく死ぬような目に遭った。二人は途中，�

掘割の傍らに馬車を止めて幾つかの荷を積み，馬に水を飲ませた。その馬は物に驚きやすかった�
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ので，ジョセフはジョージに馬の前に立って，彼が御者台に上がって手綱を握るまで，くつわの�

ところを押さえているようにと指示した。ところが，ジョージは後ろの方へ行き馬車の荷に緦を�

かけて引いた。と，そのとき，馬が突然走り出した。そのはずみでジョセフは馬車につながれた�

馬と馬の間に落ちてしまった。�

『ああ，死ぬ。』彼は一瞬そう思った。しかしどうしたことか馬が方向を変え，馬は掘割の中�

へ落ちた。そのために彼は馬のひづめに踏みつけられず，馬車の車輪にひかれずにすんだのであ�

る。ジョセフは立ち上がり，ジョージに正直な気持ちを話した。そして彼は震えながら家に帰っ�

たが，生きていられたことに感謝の気持ちでいっぱいだった。父親は家から出て来て彼を迎え，�

息子がどのような目に遭ったのか知ろうとした。父親は息子の身に何か危ないことが起こったと�

いう気持ちを強く受けていたのであった。」（ジョセフ• F •マッコンキー『真実と忠実』18) 

話し合い •ジョセフ•フイ一ルデイングはこのとき主に見守られていたと思いますか。（生徒は恐らく後�

に彼が重要な使命を果たすことができるように，主が彼の命を救われたと答えると思われる。）�

例� ジョセフ•フイ一ルデイングは若い男性が好むような活動にたくさん参加し，またそれを楽し�

んだ。彼はスポーツ，特に野球が好きだった。時には釣りに行くこともあったが，狩獬は好まな�

かった。（次の話を読む，または自分の言葉で話す。）�

「ジョセフはたまに釣りに出かけた。しかし狩獵にはまったく関心がなかった。たぶん父親か�

ら楽しみのために生き物を殺すことは，道徳に反することだと教えられていたからであろう。と�

ころがある日，兄弟や友達にうさぎ狩りに連れ出された。しぶしぶうさぎを撃ったところ，傷つ�

いたうさぎがよくやる，赤ん坊のような鳴き声を聞いた。その声に彼は胸を刺され，銃を放り出�

してしまった。以来，彼は銃を手にしなくなった。こうして，彼も父親と同じように，楽しみの�

ために生き物を殺すのは，悪いことであると教えるようになったのであった。」（『ジョセフ•フ�

イールデイング•スミスの生涯』54) 

ジョセフ•フィ一ルディング•スミスは聖文の研究を愛した 

しかし，ジョセフが若いとき も大切とし，また彼の生涯と使命に大きな影響を及ぼしたこと�

は，恐らく福音とその研究への愛であった。彼は後に次のように述べた。�

「幼いころの思い出として残っていることであるが,わたしは聖文を初めて読むことができた�

その時から，聖文を学ぶこと，主イエス•キリストや預言者ジョセフ•スミスについて読むこと，�

また人類の救いのためになされた御業を知ることに，この上ない喜びと満足を覚えた。それはこ�

の世のどこからも得られないものであった。」（ジョセフ•フィ一ルディング.スミス，�

Conference Report『大会報告』1930年4月，91) 

話し合い •あなたはどんな活動に何より増して満足を覚えますか。なぜですか。（生徒の答えについて話�

し合う。それらの活動は彼らをどんなことに備えているか尋ねる。）�

ジョセフ•フィ一ルディングが8歲になってパプテスマを受けたとき，父から『モルモン書』�

をもらった。お金のなかった時代だったので，この『モルモン書』も割り引きで買った欠陥書だ�

った。それにもかかわらず，ジョセフ•フィールディングは次のように回想している。�

「わたしがまだ幼かったころ，アロン神権を持つにはまだ年が若すぎたころ，父はわたしの手�

に『モルモン書』を置いてこれを読むようにと言った。わたしはこのニーフアイ人の記録を感謝�

をもって受け取り，わたしに与えられた作業に取りかかった。その中にはわたしの心に深い印象�

を残した箇所が幾つかあった。わたしはそれを今でも忘れていない。」（スミス，スチュアート�

『ジョセフ•フィ一ルデイング•スミスの生涯』57) 

それから2年たって，「彼が10歳になったときには，『モルモン書』を全部通して1度ならず2度�

読んでいた。」（同上，57) 

話し合い •わたしたちは預言者から『モルモン書』を読むように言われていないでしょうか。その言葉に�

従いましたか。（もしまだなら，スミス大管長の模範に倣って，『モルモン書』を読むようにチ�
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ジョセフ•フィールディングは若いとき，聖文を読むことが非常に好きだったために，時には�

野球の試合を早く抜け出したり，家の手伝いを早く済ませて聖文の勉強をしたこともあった。彼�

はよく父親の書斎や納屋の屋根裏，木陰，さもなければZ C M Iデパートの仕事を終えて家へ歩�

いて帰る途中，聖文を読んで勉強していた。彼は後にこのように述べている。�

「読み書きができるようになってまず始めたことは，福音の勉強であった。わたしはチルドレ�

ンズカテキズム（福音の教義を説明した教会初期の出版物）や初等協会のテキストを読んだり，�

暗記したりした。後には，『ミレニアルス夕一』(Millennia Star)に掲載された教会歴史を読んだ。�

ほかに，『聖書』や『モルモン書』『高価な真珠』『教義と聖約』，そのほか手もとにある印刷物を�

読み尽くした。」（『真理と忠実』69) 

•今日このような行いをする若者はどう思われるでしょうか。人々から受け入れられるでしょう�

か。勉強ばかりしたり，宗教的すぎるといってからかわれるでしょうか。（様々な答えが予想�

される。）�

•あなたのグループのだれかが，聖文の勉強をしたいために野球の試合や活動の途中で抜け出し�

たら，どうなりますか。（お互いを受け入れ，主をまず求めるならば，大きな祝福を受けられ�

ることを指摘する。）�

•どのようにしたらわたしたちは互いに助け合ってジョセフ•フィ一ルディング•スミスの聖文�

を勉強するという模範に従うことができますか。（様々な答えが予想される。）�

ジョセフ•フィールディング•スミスはよく備え，熱心に聖文の勉強をしたために，聖文に関�

する立派な著者であり学者になった。そしてその著作や研究を通して多くの教会員に祝福を与え�

た。彼の著作やスピーチが少なくとも25冊の本やパンフレットとして出版され，大勢の教会員に�

読まれている。これは彼が祝福師の祝福の中で「あなたはだれにも増して聖文を解釈する才能に�

恵まれるでしょう」と言われた言葉が真実であったことを証明している（『ジョセフ•フィ一ル�

デイング•スミスの生涯』vi)。 

聖文を勉強することはわたしたちの生活の助けとなり祝福となる 

活 動� 生徒に紙と鉛筆を配り，全員が標準聖典を持っているか確認する。�

1953年にスミス大管長は教会の雑誌『インプルーブメント•エラ』Umprovcmciit Era)に寄�

稿することを依頼された。教会員の質問に聖文を使って応答するというものだった。彼はこの寄�

稿を14年間続けた。�

今日は，スミス大管長と同じことをやってみる。聖文を使って，次の福音に関する質問の中か�

ら少なくとも二つの答えを簡単に書く。自分で質問を選んでもよい。自分で質問や答えを書いて�

みると，スミス大管長の力強さを感じ，その能力に感心するようになる。�

(できれば，福音に関する生徒g身の質問や友達から尋ねられた質問を選ばせるとよい。生徒�

をよく知って，クラスの生徒に も適切だと思われる質問を選ぶことが望ましい。以下は単なる�

提案にすぎない。1.聖文は何百年も昔に書かれたものですが，なぜ今そんなに大切なのでしよ�

うか。2.教会員でない人の友達は神は霊だと言います。何と答えたらいいのでしようか。3.キ�

リストの再臨や 初に起こるしるしについて友達と話していました。このとき起こるしるしのリ�

ストはどこに書かれているのですか。）�

生徒が聖文から答えを探し終えたら，何人かの生徒に答えを述べてもらい，それについてクラ�

ス全体で話し合う。�

次の聖句チヱーンは，先に提案されている質問の答えを探すのに役立つ。�

1.聖文はなぜ今大切なのだろうか。ヨシュア1：8�；マタイ22�： 29�；ヨハネ5�： 39�； 2�ニーファイ�

32�： 3�；教義と聖約1：37。�

2.神はどんな御方か，どのような姿をされているのだろうか。創世1：26-27�；出エジプト24�：�

9-11；33�：11,20〔ジョセフ•スミス訳33�： 20も参照〕，23�；ルカ24�： 36-39�；ヨハネ14�：�

9�；教義と聖約130�： 22 

3.再臨のしるし。モルモン8�： 26-32�；教義と聖約43�： 20-25�； 45�： 21-52 
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聖文はわたしたちの疑問に答えてくれる 

聖文はわたしたちの疑問に答えを与え，生活する中で大きな助けになる。スミス大管長の生涯�

の中で，聖文の勉強がどんなに重要な役割を果たしたかを再び強調する。�

ジョセフ•フィ一ルディング•スミスが与えている勧告を聞き，聖文を探求することからどん�

な祝福が得られるとスミス大管長は述べているかを知る。（次の文を読む。）�

「主が末日聖徒イエス•キリスト教会の会員のうえに置かれた責任の一つは，聖文を探求して�

知識を蓄えることである。そうしなければ，たとえパプテスマを受けて会員として確認されてい�

ても，聖霊の導きを得ることはできない。福音の真理や，主が初期の教会の弟子たちに与えられ�

た教えを知らない人々は，主の御霊の導きを得ることができないのである。このような人は邪悪�

で非良心的な者からの誘惑やごまかしを受けやすく，愚かな行為や禁じられた道へ引きずり込ま�

れるという重大な危険にさらされている。それは彼らに信仰を築き上げる土台というものがない�

からである。」(Improvement Era『インプルーブメント•エラ』1964年3月号，159) 

話し合い •預言者は聖文を探求する人にどんなことを約束していますか。（知識の宝庫，聖霊の導きと守�

護，信仰を築〈土台。）�

•聖文の探求をしないとどんな危険にさらされますか。（誘惑，御霊が得られない，ごまかし，�

禁じられている道へ引きずり込まれる。）�

証とチヤレンジ 

聖文を探求し，スミス大管長のように聖文の研究者となることの重要さを証する。聖文には救�

い主の言葉が書かれていること，また自分の生活にどんな祝福をもたらされたかについて証を述�

ベる。常に聖文の探求をするよう，生徒にチャレンジする。�
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ジョセフ•フイ一ルデイング•スミス 
——その召しを尊んで犬いなるものとする 

目 的� 生徒は，ジョセフ•フィールディング•スミスが福音の教義を守り教えたことによって預言者�

としての召しを尊んで大いなるものとしたことを理解する。また，生徒は自分の召しを尊んで大�

いなるものとしようと望むようになる。�

準 備 1.グラビアページにあるジョセフ•フィールディング•スミスの写真を見せられるように準備�

しておく。�

2.できれば拡大鏡（虫眼鏡）をクラスへ持って来る。手に入らない場合には，紙で作るか手ま�

ねで行う。�

3.レッスンの中で生徒は拡大鏡を使って，黒板にはられているカードの文字を読むように言わ�

れる。6枚のカード（7.5センチx12.5センチまたは10センチx15センチのもの）にそれぞれ例�

に倣って書く。黒板にいちばん近いところに座っている生徒にも読めないほどの小さい字で�

書く。黒板の表面を痛めないような方法でカードをはる。クラスの始まる前にカードを掲示�

しておく。黒板の完成図は下のとおりである。�

ジョセフ•フイ一ルデイング.スミスは生涯を通して 

その召しを尊んで大いなるものとした 

1 4 

肉体の健康 教会での奉仕 

肉体の健康 教会での奉仕 

2 5 

新しいチャレンジ 父 親 

新しいチャレンジ 父 親 

^J^^ 教会の大管長と  
伝 道 事 業 — 預言者  

伝道事業 教会の大管長と 
預言者 

4.テキストにあるジョセフ.フイ一ルデイング•スミス大管長と飛行機の写真を掲示する用意�

をしておく。�

5.ビデオカセット『末日聖徒イエス•キリスト教会歴代大管長の証』(53242〔英語版のみ〕）が�

入手できる場合は，ジョセフ•フイ一ルデイング•スミスの部分を見せられるように準備し�

ておく。�

レッスンの展開 初めに 

写 真� ジョセフ•フィールディング•スミスの写真を見せる。�

預言者のメッセージは時として非常に厳粛であり，これを述べる預言者自身も厳粛に見える。�

しかし預言者というものは普通心の温かい，愛情深い人であり，生きる喜びが顔や態度に現れて�

きてそれがほかの人々に波及していくのである。この幸せをもたらすのは福音に添った生活であ�

るO 

ジョセフ•フィ一ルディング•スミスは多くの才能に恵まれていた。彼は信仰深く，謙遜で，�

主に仕えたいという望みを持っていたので，これらの才能を善いことのために使い，主の手の中�

にあって聖徒を導くための有効な道具となった。�

物を使ったレッスンと拡大鏡を見せて，小さいものを見るためには近寄るか，さもなければ拡大鏡を使わなければな�

話し合い� らないことを説明する。�

帛 3 3 -課 
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主はわたしたちが召しを尊んで太いなるものとするようにと言われた。（一人の生徒に教義と�

聖約84: 33を読んでもらう。）�

*召しを「尊んで太いなるものとする」とはどういう意味ですか。（自分の能力を 大限に拡大�

して，召されたことを成し遂げること。）�

•拡大鏡はどんな点でジョセフ•フイ一ルデイング•スミスの生涯のシンボルなのでしよう力、。�

(スミス大管長はその生涯において，自分の能力を 大限に拡大してその召しを遂行した。黒�

板の上の部分にこの答えを書く。「準備」の項の例を参照する。次の活動のためのカードの置�

き方も参照する。）�

黒板を使った活動 ジョセフ•フイ一ルデイング•スミスの生涯を拡大して考察する 

この活動にあまり時間をかけない。教える前に数回練習して，活動の進行方法をよく知ってお�

<o 

カード1「肉体の健康」を黒板の右側にはる。一人の生徒に前へ出て来てもらい，拡大鏡を使�

ってカードに書いてあることを読んでもらう。生徒がカードを読んだら，次の話をする。�

スミス大管長は若いとき，スポーツや運動を好んで行った。一生を通してたくさんのスポーツ�

に参加し続け，子供たちにも狩獵を除いてすベてのスポーツを行うように勧めた。また水泳-も得�

意で，家にはテニスコートとてい鉄投げの場所も備わっていた。特にハンドボールは好きで，優�

秀なプレーヤーであった。�

あるとき，二人の息子にハンドボールのゲームをしようと挑戦した。息子たちにどちらの手で�

ゲームをするかを選ばせてやり，片方の手を背中に置いたままゲームに勝ってしまった。20歲も�

年下であった元ユタ州知事のハーバート• B •モーは，ハンドボールコートでのスミス大管長と�

の体験を次のように語っている。�

「わたしは，老人になら簡単に勝てるだろう，少し手加減する必要があるだろうと考えていた。�

ところが，実に残念なことに，これまで許したこともなかった高得点で彼に負かされてしまった。�

自分ではハンドボールが上手な方だと思っていたわたしなのに，まったく彼の相手にならなかっ�

た。」（ジョセフ•フイ一ルデイング•スミス.ジュニア，ジョン• J •スチュアート，Life of 

Joseph Fielding Smith『ジョセフ•フイ一ルデイング•スミスの生涯』15)医者の勧めでしぶし�

ぶハンドボールをやめたのは，70歳に近いころであった。�

太くはっきりした文字でカード1の下に「肉体の健康」と書く。�

黒板のカード1の太い字のすぐ下に，カード2「新しいチャレンジ」をはる。次にもう一人の生�

徒に前へ来てもらい，拡大鏡を使ってカード2に書いてあることを読んでもらう。�

生徒がカードを読んだら，次の説明をする。�

写真と例� スミス大管長の伝記著者の一人であるジョン.J•スチュワートは，スミス大管長について次�

のように話している。（スミス大管長と飛行機の写真を見せ，次の体験談を読む。）�

「ある日，ソルトレーク•シテイ一のオフイスへ訪ねて行ったとき，大変驚いたのを覚えてい�

る。スミス大管長の秘書のルビー•エグバートが言った。『ここの窓の所へ来てごらんなさい。�

見えるかもしれませんよ。』好奇心に駆られてわたしは窓に近づいた。しかし見えるのはグレー�

ト•ソルトレーク上の青空高く続く一筋の飛行機雲だけであった。白い飛行機雲は急激な上昇や�

宙返り，急降下，転回や旋回などの跡をはっきり描いていた。『大管長は空で預言を成就してい�

るのです』と秘書は笑みを浮かべて言った。『末の日には天に煙の霧が現れると聖文には書かれ�

ています。』�

『つまり，大管長はあの飛行機に乗っているとおっしゃるのですか。』わたしは信じられない�

という様子で言った。�

『ええ，そうなんですよ。大管長は空を飛ぶのがお好きなんです。精神的に安らぐのだそうで�

す。州軍にいるお友達が「くつろぎに行きませんか」と電話をかけてくるんです。そして二人で�

出かけます。いったん空へ飛び上がると，大管長もしばしば操縦されるようです。先週はグラン�

ド•キャニオンへ行って帰って来ましたよ。時速640キロだそうです。』�

わたしは空港へ車を走らせ，大管長が着陸するときに出迎えないではいられなかった。二人乗�

135 



りのジェット機がェンジンの音を立てて滑走路に止まると，後ろのコックピットから飛行服とへ�

ルメットを着けた温和な老紳士が降りて来た。そのとき大管長は80歳ぐらいであったが，顔いっ�

ぱいの笑みを浮かべて『ああ，すばらしかった』と大声で言った。�

『今のところ，あれが天にいちばん近づける方法だからね。』」（『ジョセフ•フィ一ルディン�

グ•スミスの生涯』1-2) 

「スミス大管長はユタ州軍の名誉准将だった。」（ェマーソン•ロイ•ウェスト，Profiles of the 

Presidents『大管長の横顔』250) 

ジョセフ•フィ一ルディング.スミスの生涯は，馬車の時代からジェット機まで著しい発展と�

進歩の1世紀にわたっている。93歳で教会の大管長になったことは，祝福師の祝福にある勧告に�

従う良い機会を与えてくれた。その祝福の言葉はこうであった。「したがって，わたしはあなた�

に言う。過去，現在，未来において，あなたが置かれた立場，置かれるであろう立場についてし�

ばしば考えなさい。」（A •ウイリアム•ランド，“Elder Joseph Fielding Smith” Improvement 

Era「ジョセフ•フイ一ルディング•スミス長老」『インプルーブメント•エラ』1950年4月号，�

315) 

再び太い文字でカード2の下に「新しいチヤレンジ」と書く。�

黒板のカード2の太い字のすぐ下に，カード3「伝道事業」をはる。それからまた違う生徒に前�

へ来てもらい，拡大鏡を使ってカード3に書いてあることを読んでもらう。�

先の例に倣って，スミス大管長の生涯の次の場面を説明する。�

伝道活動 

ジョセフ•フィ一ルディング•スミスは1898年4月26日，ルーイ•シャートリフと結婚した。�

彼女はユ夕州オグデン出身で，ユタ大学へ出席する間スミス家に滞在するようにという彼の父の�

招待を受けた。彼はそのとき彼女に会ったのだった。ジョセフ•フィールディングはイギリスへ�

伝道に行く召しを受け入れて，結婚1年目の新妻に別れを告げた。それはきっとつらいことだっ�

たに違いない。若い妻と別れ別れになることのつらさに加えて，英国での伝道は大変なチャレン�

ジだった。彼はこのように回顧している。「出て行けと言われたこともあったし，街角に立って�

いたとき群衆が暴徒に変わり，道にあるものを手当たり次第に投げられたこともあった。」(1960 

年6月26日にウィルフオードステークのケンウッド第2ワードでの話より）このような状態であっ�

たにもかかわらず，彼は名誉ある伝道の任務を果たした（スミス，スチュワート共著，“Mission 

to England”，Life of Joseph Fielding Smith「イギリスへの伝道」『ジョセフ•フイ一ルデイン�

グ•スミスの生涯』84-121)。�

教会での奉仕 

系図の開拓者——「ジョセフ•フィ一ルデイング•スミスほど，エリヤの霊に動かされた人は�

いないだろう。……彼はユタ州系図協会の推進者の一人となり，1907年から1922年までこの系図�

協会の書記を務めた。……また彼は，記録の保存とフアイリングの も良い方法を研究するため�

に，合衆国東部の大都市にある系図図書館をすべて訪れた。そして，多くの有益で実用的な提案�

を持ち帰り，ユ夕州の系図協会に取り入れた。その提案の一つが，系図協会誌を発行することで�

あった。……その結果，〔1910年〕スミス長老が『ユタ系図歴史機関誌』(Utah Genealogical and 

Historical Magazine)の編集長兼営業部長に任命された。」（ジョセフ•フィ一ルディング•マツ�

コンキー，True and Faithful『真実と忠実』38) 

歴史記録者——ジョセフ•フィ一ルディングは，1901年に伝道から帰るとすぐに教会歴史事務�

局に就職した。そして1906年には教会歴史記録者補助となった。さらに1921年には教会歴史記録�

者となり，1970年に大管長になるまでこの仕事を続けた。この年彼は94歳になった（『ジョセ�

フ•フイ一ルデイング•スミスの生涯』123, 359より）。�

使徒の職に召される——十二使徒評議会への召しは，ジョセフ•フィ一ルディング•スミスに�

とって実に驚くべきことであった。�

「1910年4月総大会の 後の集会に出席しようと，彼がソルトレーク神殿の門をくぐると，門番�

の一人がこう尋ねた。『今日十二使徒評議会の空席にはどなたが入られるのですか。』ジョセフ• 
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フィ一ルディングは答えた。『分りませんね。ただ言えることは，あなたでもわたしでもないで�

しようということですよ。』そして彼は集会に行き，自分の席に着いた。�

〔当時大管長であった〕彼の父親が司会をし，開会の賛美歌を発表した。……そしてヒーバ�

一* J •グラントが立ち上がり，中央幹部の名を読み上げて支持を取った。そして30秒ほど間を�

おいて，彼は新しい使徒の名を読み上げようとした。そのときジョセフ•フィールディングは突�

然，読み上げられる名は自分の名であると感じた。はたしてそのとおりであった。（当時は，事�

前に当人に何の連絡もなく召されることもあった。）」（『真実と忠実』35) 

スミス長老は，60年近く献身的にこの召しに携わり，数多くの責任を果たし，教会の大管長と�

して全世界を訪れた。�

父 親 

スミス大管長は子供たちを愛し，忠実で献身的な父親であった。彼は忙しいスケジュールにも�

かかわらず，家族のために時間を取った。悲しいことに 初の妻ルーイは二人の幼い娘を残し，�

わずか10年の結婚生活の後にこの世を去ってしまった。彼はやがてエセル.レイノルズという新�

しい愛する人そして助け手を得て，1908年11月2日に結婚した。続いて二人は5人の男の子と4人�

の女の子の9人の子宝に恵まれた。しかしエセルが1937年8月26日に世を去り，再び彼は愛する人�

を失った。失意の彼にもう一度祝福が訪れた。ジェシー•エバンズに愛と幸福を見いだした彼は，�

1938年4月12日に結婚式を挙げた。�

一人の生徒（できれば女生徒）に，妻エセルがジョセフ•フィールディングに送っている賛辞�

を読んでもらう。�

「夫についてわたしが知っていることを話してほしいとのことでした。……わたしは時々思う�

のです。夫に会う人は，『彼はとてもよい人でまじめで，固い人だ』と言うのですが，皆さんは�

公の場での夫についてだけ言っていると思うのです。でも，皆さんが知っているわたしの夫とわ�

たしが知っている夫とは，とても違っています。わたしの知っている夫は優しく，愛情深い夫で�

あり，家庭を幸せにすることを生涯の大志とする父親であり，そうするために自分をなげうって�

努力する人なのです。夫は，むずかる子供をあやして寝かしつけ，ベッドの傍らで，幼い子供に�

休む前に話をしてあげるような人です。疲れていたり，また忙しいときでも，年上の子供が学校�

のめんどうな宿題を解くのを，いつも夜遅くまで，また朝早く起きて手伝っていました。病気に�

なると，わたしの知っている夫は病人を優しく看病し，付き添っていてくれる人です。家族の者�

が助けを呼び求めるのは父親で，父親の存在はどんな病気にも効く万能薬です。傷に包帯を巻い�

てくれるその手は，わたしの知っている夫の手であり，苦しんでいる者に勇気を与えてくれるそ�

の腕も，間違ったときに優しく忠告してくれるその声も，わたしの知っている夫のそれなのです。�

やがて皆は，夫を喜ばせることを幸せに思うようになるのです。�

わたしの知っている夫はいちばん温和な人で，もしだれかに不公平なことをしたと感じると，�

遠い所へも出かけて行き，愛ある言葉で話しかけ，親切な行いを示してその人の心の痛手を消し�

去るのです。夫は喜んで若い人を家へ招き，スポーツはもちろんのこと，若い人が興味を抱いて�

いるものなら何であれ，その日の話題として若い人たちと話し合っています。そのときほど，幸�

福そうに見えることはありません。夫は良い話を楽しみ，ユーモアを示す場を素早く見抜いて人�

を笑わせ，また笑われる人になり，いつも健全な活動には喜んで参加する人なのです。�

わたしの知っている夫は寛大で不平を言わず，思いやりがあって，思慮深く，同情心があって，�

愛する者のために生活を 高の喜びに高めるように，自分の内なる力を尽くしてあらゆることを�

なす人です。それが，わたしの知っている夫です。」（『真実と忠実』83-84) 

教会の大管長と預言者 

スミス大管長は自分の召しは神から与えられたものであることを知り，この責任を非常に真剣�

に受け止めていた。使徒すなわちキリストの特別な証人として60年間，そして教会の大管長およ�

び預言者として3年間，彼は教会の会員そして世界中のすべての人々のために絶えず話し，書い�

た。そして，キリストのもとに来て，主の教えに従った生活をするように促した。無数の説教を�

し，25巻にも及ぶ書物を出版し（死後出版されたものもある），貴重な時間を人々の精神を高揚�
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させるために費やした。�

若いときに受けた祝福師の祝福の中で，彼はこのように言われた。「長生きするのはあなたの�

特権で，またあなたがイスラエルにおける偉大な人になるのは主の御心であります。……兄弟た�

ちとともに評議会に座して人々を統轄するのがあなたの務めとなるでしょう。……実にあなたは�

人々の真ん中に立って彼らの預言者そして啓示を受ける者となるでしょう。それは主があなたを�

祝福し，この召しに聖任されたからであります。」（『ジョセフ•フィールディング•スミスの生�

涯』vii) 

ジョセフ•フィ一ルディング•スミスが統轄していた十二使徒評議会は，彼の80歳の誕生日に�

際して次のような賛辞を送った。「彼の指導の下に十二使徒評議会で働くわたしたちは，彼の人�

格のほんとうの気高さというものをかいま見る機会がある。……わたしたちは教会員全体が彼の�

優しい心と不幸と苦難に遭っている人々への深い心遣いを感じることができたらと望むばかりで�

ある。彼はすべての聖徒を愛し，罪人のために絶えず祈り続けている。」（『ジョセフ•フィ一ル�

デイング•スミスの生涯』vii) 

話し合い •あなたは，自分の召しを尊んで大いなるものとしてくださいますか。（生徒に自分たちはどう�

感じているかを考えさせる。次のチャレンジを読み，神の王国での自分たちの将来の役割につ�

いて深く考えさせる。）�

証とチャレンジ 

それぞれの召しを尊んで大いなるものとするようにチャレンジした後，ジョセフ•フィ一ルデ�

ィング.スミス大管長は神の預言者であり，イエス•キリストの福音の教義を宣ベるという召し�

に忠実であったことを証する。そして，キリストは生きており，わたしたちを愛していてくださ�

ること，また預言者の言葉に従うことによってキリストにいっそう近くなることができることに�

ついても証する。�

ビデオカセットの証� 可能であれば，ビデオカセット『末日聖徒イエス•キリスト教会歴代大管長の証』（53242〔英�

語版のみ〕）の第6部，ジョセフ•フィールディング•スミスの証（1分47秒）を見せる。ビデオ�

が入手できない場合は，以下の証を読む。�

「わたしは主の業を喜び，その業が真実であり，聖なるものであるという確かな知識に満たさ�

れている。わたしはイエス•キリストが生ける神の子であられること，キリストが預言者ジョセ�

フ•スミスを召され，この神権時代の頭として立てられ，地上に教会すなわち神の王国を再び組�

織されたこと，我々が従事しているその業は真実なものであることを心から証するものである。」�
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目 的 生徒は，祈りによって気楽に天の御父に気持ちを打ち明け，祈る回数をもっと多くするように�

なる。�

準 備 1.図書室から「祈っている女の子」の絵を借りておく。�

2.各生徒が『モルモン書』を持っているか確認しておく。�

3.物を使ったレッスンのためにドミノを用意する（またはドミノの代わりに使えるもの）。 初�

のドミノには「祈り」というラベルを付ける。残りのドミノには憎しみ.跳，jgjf, i M 

放，皿，不正直.などのラベルを付ける。適当と思われる数だけドミノを使い，ラベルを�

付けておく。それぞれのドミノの裏側には，表に付いている罪の反対の言葉を書いたラベル�

を付ける（ffiJiを除く）。例えば，憎しみの裏には愛,l^ilと•，jgjfとMM, iJEJaと韭�

利己的 . _と ^不正直と正直というように。�

4.次の文章を別々な紙またはポスターに書いておく。�

祈れば祈るほど，気楽な気持ちで天父との会話ができるようになる。�

「心の底からささげた祈りによって人は 高の頂に達することができる。」�

ニール•A•マックスウェル�

「わたしに近づきない。そうすれば，わたしはあなたに近づこう。」�

(教義と聖約88�： 63) 

5.次の言葉を書いたカードを用意する。�

なぜ？� どのように？� 何を？�

レッスンの展開 

物を使ったレッスン�

初めに 

祈りはドミノを倒すようなものである。ラベルを付けたドミノまたはそれに似た物を1列に並�

ベる。祈りのラベルが付いたドミノを自分にいちばん近い所に置き，残りのドミノは罪のラベル�

が付いている側を生徒に向けて，祈りの前に自分から遠ざけて1列に並べる。祈りのラベルが付�

いているドミノを生徒の方に向いているドミノの側に倒す。倒れたドミノを一つずつ取り出して，�

裏側にどんな言葉が書かれているかを知らせる。例えば，祈りが高慢を倒すと，その結果は謙遜�

である。祈りが倒した罪を全部拾い上げ，その結果を生徒に見せる。�

カード�

なぜ祈るのか？ 

「なぜ？」と書いたカードを掲示する。�

•わたしたちはなぜ祈るのですか。（レッスンの間にこの質問について生徒に考えさせる。）�

絵� べッドのわきで祈っている女の子の絵を見せる。�

天父から断ち切られたことを経験したのは，アダムとエバが 初であった。しかし天父はわた�

したちが天父から離れて暮らすときに，その導きをどんなに必要とするかを知っておられたに違�

いない。なぜなら，「アダムとエバがエデン〔の園〕から追放された後，主が 初に彼らに与え�

られた指示の中には，祈れという言葉があったからである。」（マリオン• G •ロムニー，“Why 

W e Should Pray" Prayer「なぜ祈るのか」『祈り』16。モーセ5:4-6参照）�
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天父が今日のわたしたちにお与えになる指示も同じである。教義と聖約90�： 24を一緒に読んで，�

話し合う。「熱心に探し，常に祈り，そして信じなさい。あなたがたかまっすぐに歩み，互いに�

交わした聖約を思い起こすならば，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。」�

•わたしたちはなぜ祈るのですか。（生徒に答えさせる。生徒が「すべてのこと」〔教義と聖約�

59�： 21参照〕に助けを得るために祈るという結論に到達するよう指導する。）�

•あなたが上手にできることを幾つか挙げなさい。（生徒が活発に話し合いに参加しない場合に�

は，教師が知っているかぎり，クラスの生徒が上手にできることを指摘する。）�

•どのようにしてそれが上手になったのですか。（練習によって。何度も何度も繰り返して行う�

ことによって。）�

ポスター� 文章1を掲示する。「祈れば祈るほど，気楽な気持ちで天父との会話ができるようになる。」�

どのように祈るのか 

カード「どのように？」を掲示する。�

話し合い •どのように祈ったらよいのですか（生徒に答えさせ，次の文を読む)。�

中央初等協会会長のドゥワン• J •ヤング姉妹は，祈りの4つの段階を易しく説明している。�

「その第1段階は備えです。だれに話しかけているのか忘れてはなりません。謙遜な気持ちと�

柔和な心をもって天父のもとへ行くのです。語りかけるのと同じく耳を傾ける用意ができていな�

ければなりません。永遠の御父に語りかけているのだということを常に覚えていてください。で�

すから，祈るときはできるかぎりひざまずきます。そして腕を組み，敬虔な気持ちを表すために�

頭を垂れます。しかしこのようにすることができない場合もあります。少しの間も目を閉じて祈�

ることさえできない場合があります。しかし，このような場合でも，祈りは敬虔な気持ちをもっ�

て始めます。……そして天の御父を呼んで始めるのです。�

第2段階は感謝することです。天父に祝福を感謝することを忘れてはなりません。……しかし，�

すでに持っているものについて感謝の気持ちを表すようになると，人生を異なった目で見ること�

ができるようになります。……時として，感謝の気持ちがすぐにわいてこないこともあります。�

天父に祈ろうとしても，気持ちがひどく絶望的になっているときには，感謝の気持ちがなかなか�

わいてこないものです。でもそのようなときこそ，祈りは特に大切であり，天父に近づくことが�

必要です。天父にも近づいていただくことカ《ぜひとも必要だからです。…… 

第3段階は求めることです。主の助けを受け入れ求める心で願ってください。与えられている�

チヤレンジに立ち向かえるように導きを求めてください。ニーフアイのように，『主が命じられ�

ることには，それを成し遂げられるように主によって道が備えられており，それでなくては，主�

は何の命令も人の子らに下されない』（1ニーフアイ3:7)ということを理解したうえで求めてく�

ださい。…… 

後の第4段階は祈りを終わることです。イエス•キリストの御名によって終わることを覚え�

ておきましょう。キリストは天父へのわたしたちの使者，わたしたちを代表してくださる御方で�

す。そのために主の御名によって祈りをささげるのです。主をわたしたちの救い主として認める�

ことなのです。」（「祈りによって天父に近づく」『聖徒の道』1986年1月号，90-91) 

黒板と話し合い� 黒板に次のように書く�

祈りの4段階 

1.敬虔な気持ちで天父に話しかける。�

2.感謝の気持ちを述べる。�

3.必要なことを求める。�

4.イエス•キリストの御名で終わる。�

特に大切なことは毎日祈ることである。アミユレクは，「気持ちを心に満たし，それが絶えず�
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主への祈りになるようにしなさい」（アルマ34: 27)と述べている。�

主の前に自分の特定な弱点をさらけ出すのはきまりが悪いと思う人がいるかもしれない。「こ�

んなことになってしまってほんとうに恥ずかしい。だれにも知られたくない」と考えるような場�

合があるかもしれない。しかし，天父は何でも知っておられる。神の子であるわたしたち一人一�

人についてすべてを御存じである。特別な弱点を認め，犯した罪や間違いに対する心からの嘆き�

をロに出してしまうことは効果のあることでり，わたしたちにとって大きな助けとなる。�

•なぜ効果があり，助けとなるのですか。（生徒が答えるための時間を取る。次のような結論が�

出るように生徒を指導する。ある経験や過ち，事態について天父に話すことは，一体何が起こ�

ったのか，何が起こっているのかを理解する助けとなる。天父はわたしたちが状況を理解する�

のを助けてくださる。心の思いを言葉にすることによって，へりくだった気持ちになり，素直�

になることができる。素直な気持ちになれれば，悔い改めて生活を変えることができる。それ�

は幸せをもたらす。）�

ポスター� 文章2を掲示する。「心の底からささげた祈りによって人は 高の頂に達することができる。」�

ニール• A •マックスウェル（“What Should W e Pray For”「何を祈るべきか」『祈り』52) 

何を祈るべきか 

カードと話し合い� カード「何を？」を掲示する。�

眷何を祈るべきなのですか。（生徒に答えさせる。生活のあらゆる面に関して祈ることができる�

という考えに到達するよう指導する。）�

聖句を使った話し合い� アルマ34�：17-27を一緒に読む。�

『モルモン書』にはまたこのように書かれている。「与えられると信じて，わたしの名によっ�

て父に求めるものは，正当であれば，見よ，何でもあなたがたに与えられる。」（3ニーフアイ�

18 ： 20) 

たとえわたしたちが祈って何かを求めても，どのような答えを得るかは神の分別によるもので，�

すぐには答えが得られないときもある（教義と聖約9�： 7-9参照)。�

ポスター� 文章3を掲示する。「わたしに近づきない。そうすれば，わたしはあなたに近づこう。」（教義と�

聖約88�： 63) 

祈りには様々な形がある 

わたしたちの祈りは歌，涙，ささやき，叫びなど様々な形を取ることができる。声を出して祈�

ることができない場合には，心で「思う」こともできる。祈りは一言「助けて！」だけでもよい�

し，エノスの祈りのように一日中そして夜まで続いてもよい。車を運転中，バスに乗っていると�

き，試験のさなか，病院で，あるいはどこでも天父の助けが必要なとき，心の中で嘆願の祈りを�

ささげることもできる。いつ祈らなければならなくなるか分からないが，その時が来たら，だれ�

と話しているのかをよく心に留める必要がある。祈りは貴く力あるものである。�

ドウワン.J•ヤング姉妹は祈りについて次のように証している。�

「大切なことは度々祈り，天父に話しかけ，天父が導いてくださるように天父の助言を求める�

ことです。祈りによって天父に近づくとき，天父もわたしたちに近づいてくださいます。ですか�

らもう決して孤独な思いをすることはないのです。このことを証いたします。」（「祈りによって�

天父に近づく」『聖徒の道』1986年1月号，91) 

証とチヤレンジ 

証を述べ，天父への話しかけ方を改善するという目標を立てることを，生徒一人一人にチヤレ�

ンジする。�
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目 的� 生徒は，ハロルド• B •リ一大管長の生涯に見られる力強さは神の彳|望に注意を払ったことか�

ら来ていることを理解する。�

準 備 1.ビデオカセット『末日聖徒イエス•キリスト教会歴代大管長の証』(53242〔英語版のみ〕）が�

入手できる場合は，ハロルド• B •リーの部分を見せられるように準備しておく。�

2.グラビアページにあるハロルド• B •リーの写真を見せられるように準備しておく。�

3.生徒がよく知っている帰還宣教師にクラスへ来てもらい，聖霊についての短い霊的な話をし�

てもらう。クラスに来ることができない場合には，テープに録音してもらう。帰還宣教師の�

生涯のこの時点においてなそうとしていることを達成するために，聖霊はどのような助けを�

与えてくださったかを簡単に話してもらう。（この活動および話の責任を依頼した宣教師につ�

いて，必ず監督または支部長の許可を得ておく。）�

レッスンの展開 初めに 

話し合い� 一人の生徒にクラスの前に立ってもらい，次の質問に答えさせる。�

•お母さんがあなたを激しく押し倒したとしたら，どう感じますか。�

•お母さんがあなたを押し倒したために，あなたの命が救われたとしたらどうですか。�

リ一大管長の少年時代から次の話をする。�

「家の近くの山の辺りに激しい雷雨が発生した。そのときわたしの家族，つまり祖母と母，そ�

して2，3人の弟妹は，台所のドアを開けたままその前にあるテーブルに座って自然が繰り広げる�

すばらしい花火を見物していた。いなずまが連鎖してピカピカっと光ったと思うとバシっという�

ものすごい音がしたので，近くに雷が落ちたことが分かった。�

ドアを入ったり出たりして遊んでいたわたしを突然，何の予告もなく母が激しく押した。その�

ためわたしは入り口のわきへ仰向けに倒れた。ちょうどその瞬間，台所のストーブの煙突に雷が�

落ち，煙突を通って開いているドアから外に出て，家のすぐ前にある大木を上から下へ真っ二つ�

に割ってしまった。母が直感的に行動を起こさず，わたしがドアの所にまだ立っていたとしたら，�

わたしは今日この話を書くことはできなかった。�

母はあの瞬間的な判断を説明することはできなかった。ただ分かっているのは.母の衝動的そ�

して直感的な性格のためにわたしの命が救われたということである。�

ずっと後になって，あの大木の大きな割れ目を見たとき，感謝の心をもって言えるのは，『わ�

たしの母が満ちあふれるほどに持ち合わせていたあの尊い賜物を主に感謝する。また同じ賜物を�

世の多くの忠実な母親たちが持っていて，彼女たちを通して必要なときには手の届く距離に天の�

助けがあることを感謝する』ということだった。」（L •ブレント•ゲイツ，FaroW R Lee: 

Prophet and Seer『ハロルド• B •リ� 預言者にして聖見者』41) 

聖霊から来る導きと力について教えるという目的を心に留めながら，生徒に次の質問をする。�

•あなたが外出していて予定より帰宅時間が遅くなってしまったとき，親はなぜあなたが帰って�

来るまで心配するのでしょうか。�

•若い人々は，子供のときに親がいろいろ教え導いてくれたことを感謝しているでしょうか。�

親は多くの場合霊感によって子供を導く。しかし，親が霊感によって導いているときでも，子�

供は反抗することがある。（教師として，自分の体験した例を話すとよい。）�

黒板を使った •あなたはこれまでに御霊のささやきを感じたことがありますか。教師自身の受けた感じを説明�

話し合い� する（自分の体験を述べたい生徒にその機会を与える）。�

•若いときに御霊に従った人には，どんな特別な機会が与えられますか。（様々な答えが予想さ�

れる。）�

ハロルド . B •リ^  

少年から成人へ，神に近かった人 
1899年3月28日生まれ大管長在任期間：1972-1973年�

第 : 課 
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写 真� ハロルド• B •リーの写真を掲示する。�

今日は教会の第11代大管長のハロルド.B •リーの生涯を学ぶ。彼の顕著な特質の一つは，御�

霊によく耳を傾けたことである。�

リ一大管長の初期の時代 

話し合い� 彼は17歳にして公立学校の教師となり，18歳のとき，別の公立学校に移って教師兼校長を務め�

た。21歳で宣教師になり，24歳で夫，28歳のときに高等評議員，そして31歳でステーク会長にな�

った。さらに，42歳になるまでにセミナリー教師，ソルトレーク•シティ一行政官吏，教会全体�

におよぶ福祉組織の管理責任者などを務めた。�

•ハロルド• B •リーに与えられたこのような祝福と機会は，御霊との接触なしに得られたと思�

いますか。（生徒の意見を求める。）�

ゲスト� 監督または支部長の許可が得てあるならば，ここで招いてある帰還宣教師に御霊について簡単�

に話してもらう。�

リ一大管長は御霊に近いことを利用して若者に影響を与えた 

例� リ一大管長の生涯から次の話を読む。�

「1969年12月5日，ユタ大学構内にあるインステイテュートの建物に大勢の若い人々とその指�

導者たちが，非常にユニークな集会を期待して集まりました。〔リー長老はこれらの若い人々に�

神が実在の御方であることを知らせるために〕自分の経験したことに対する証を述べるように依�

頼されていたのでした。リー長老はこれにこたえて王国を擁護するために，教義と聖約115: 5 

『光を放ちなさい。それは，あなたがたの光がもろもろの国民のための旗となるためで〔ある〕』�

を引用して，力強い説教をしました。実際に自分に起こった現代の奇跡の体験談をし，神権の力�

について証言しました。また，霊感によって受けた召しやその任務を遂行する際の逸話，永遠の�

原則などを説明し，聖徒の生活に祈りがどんな効果を持っているかを実証を使って話しました。�

そして全体を通して聖句を引用し，これを立証したのでした。…… 

そして，1時間15分の説教の半ばをずっと過ぎたところで，ムードが変わりました。リー長老�

は間を置きました。じっと黙り，説教壇の上に頭を垂れ，両手で説教壇の端を握り締めていまし�

た。それから一歩下がり，顔を上げました。�

そのときです。集会の雰囲気が一変したのです。リー長老は説教の 後に，それまで話してき�

た確信が真実であることを，確固とした態度で，感情を込めて熱烈に証し，神が生きておられる�

という自身の証を心から述べました。そして，地上の特別な証人の一人として，どのようにして�

この真理を知るに至ったか話しました。聞いているだれもが，リー長老が真実を語っていると感�

じました。天の窓が開いて，救い主の御霊が会場全体にあふれているようでした。…… 

祈りの後，一人として動きませんでした。〔マリオン• D〕ハンクス長老〔集会の司会をして�

いた〕は説教壇の所に行きましたが，そこに立ったまま黙っていました。霊的な力のうねりが聴�

衆をのみ込んでいました。席を立つ人はいません。何の物音もせずに，静まりかえっています。�
……」�

ハンクス長老はその後起こったことをこのように回想している。�

「『長い間まったくの沈黙が続いた後，わたしは聴衆に向かってうなずき，リー長老と姉妹に�

わたしと一緒に退場してくれるように誘いました。わたしは二人をインステイテュートの建物の�

玄関広間に連れ出しました。ここでリー長老と姉妹は，無言で目に涙を浮かべた若者たちと握手�

をしました。おもしろいことに，恐らく 20分かそれ以上続いたと思われる長い沈黙の間に，…… 

だれかが『主のみたまは火のごと燃え』と歌いだしました。数人が一緒に歌い始めましたが，1 

節を歌い終わったところでやめてしまいました。そして沈黙が再び続いたのです。あの聖なる賛�

美歌でさえも，崇高な御霊を受けるにはじゃまだったのです。』」（ゲイツ『ハロルド•リ��

預言者にして聖見者』392-396) 
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例� 朗読が上手な生徒に次の出来事を読んでもらう。�

リ一大管長は亡くなる少し前，自分のホームワードの断食証会に出席した。「閉会の寸前にな�

って，教会堂の後ろの方からリ一大管長の聞き慣れた声がして，……〔ワードの会員に話をする〕�

許可を求めた。�

『兄弟姉妹の皆さん，愛する友達そして隣人の皆さん，わたしのワードの皆さん，そしてわた�

しが管理の職の責任を与えられているこの小さな群れの中にいる皆さん，おじゃまして申し訳あ�

りませんが，ここでわたしが何も申し上げなかったら天の御父が気分を害されるので，あえてお�

話ししたいと思います。�

証として申し上げます。わたしは神が生きておられることを知っていると皆さんにお伝えした�

いと思います。イエスはキリストでありわたしたちの贖い主であって，この教会の頭であられま�

す。わたしではないのです。この教会のすべての事業を運営しておられるのは，主であることを�

知っております。キリストが生きておられるとわたしが知っていることを皆さんに理解していた�

だくために，これをわたしの証として申し上げます。』……そして長い沈黙の後続けて，…… 

『次に言うことを，わたしは皆さんへの重大な警告として申し上げます。それは悪魔も生きて�

おり，人の當みの中で活躍していることです。悪魔は人を滅ぼそうと躍起になっているのです。�

わたしたちを滅ぼすことができなければ，わたしたちに も近い人々を手なずけようとします。�

悪魔は救い主の業を妨害しようと壮絶な戦いを繰り広げているのです。ですからわたしは皆さん�

にこのような警告を発しなければならないのです。主に近くとどまって，落胆することのないよ�

うに。主は主の民を見守ってくださいます。備えがあって，主の側にいれば，恐れることはない�

のです。』」（ゲイツ『ハロルド* B •リ� 預言者にして聖見者』564) 

聖句を使った� ハロルド• B •リ一大管長は今日が危険な時であることをはっきりと見抜いていた。彼は福音�

話し合い� が真実であることを知っていた。同時にサタンはその全力を尽くして福音と戦うことも知っていた。�

2ニーフアイ28�： 20-21を読んで，話し合う。�

現代の悪を退けて幸福な生活を送るためには，天父の御霊に近く生活する以外には方法がない�

ことをリ一大管長は知っていた。�

ビデオカセットの証� 可能であれば，ビデオカセット『末日聖徒イエス•キリスト教会歴代大管長の証』（53242〔英�

語版のみ〕）の第7部，ハロルド.B •リーの証（1分39秒）を見せる。ビデオが入手できない場�

合は，以下の証を読む。�

「ハロルド* B •リーが持っていた主要な美徳は彼の霊性であり，彼の思いや行動を導く神と�

密接な関係にあったことであり，そして暝想や祈りの答えとして霊感のひらめきや明らかな知識�

を得ることができるというまったく非凡な才能である。」（『ハロルド.B •リ� 預言者にし�

て聖見者』462) 

証とチヤレンジ 

自分たちの生活の中で聖霊が働きかけておられる例を探し求めるようにチャレンジする。それ�

から祈りや断食，聖文の勉強などによってその関係を大きくしていくよう，生徒にチャレンジする。�

聖霊が教師自身の生活にどのような助けを与えてくださったかを証する。�
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目 的� 生徒は，救い主に会うために自らを備え，友達や家族が備えをする助けをするとき，ハロル�

ド•B•リ一大管長のような霊感によって導く指導者の模範に従いたいと望むようになる。�

準 備 1.グラビアページにあるハロルド• B •リーの写真を見せる準備をする。�

2.次の問題を提示している新聞写真を集めておく。戦争，飢饉，天災，失業，邪悪，病気，貧�

困。あるいは生徒に責任を与えて，新聞や雑誌の写真や記事を持って来させる。（適切でない�

ものをクラスへ持って来ないよう，生徒に注意する。）これらの問題が人々に与える影響をど�

のような方法で少なくするか，また取り除くことができるか，数人の生徒に案を出してもらう。�

3.アロン神権定員会会長会または若い女性のクラス会長会にいる一人の生徒に責任を与え，監�

督会の青少年委員会でのS分の役割およびこの委員会は何をするかを発表してもらう。�

4.一人の生徒に責任を与えて，ハロルド• B •リ一大管長についてのマリオン• G •ロムニー�

副管長の言葉を読むか，自分の言葉で話してもらう。（この生徒のためにコピーを用意する。）�

レッスンの展開 初めに 

話し合い� 次のような問題のリストを黒板に書く。戦争，飢饉，天災（洪水，地震，火山の噴火など），�

自動車事故，失業，邪悪，病気，貧困。新聞や雑誌の写真または記事をそれぞれの見出しの下に�

掲示する。�

•このような災難に遭ったことのある人はいますか。（短い話し合いをさせる。）�

洪水であなたの家が全壊してしまったと仮定してごらんなさい。�

•どんな助けが必要ですか。必要な助けをどのようにして得たらよいでしょうか。だれに助けを�

求めますか。（短い話し合いをさせる。）�

ハロルド• B •リ^•は偉大な指導者であった 

聖句を使った� 世界の偉大な指導者たちの多くは野心，力，組織する才能，大衆に訴える才能，知的能力など�

話し合い� の特質を持っている。これらの特質は災害によって起こった問題を解決するには確かに役に立つ。�

しかし，偉大な指導者に必要なものはほかにもまだあると聖文は言っている。�

第1に，指導者は災害の起こる以前から常に善を行っていなければならない。�

教義と聖約64: 33-34を読む。�

第2に，指導者は自分の名誉のために仕えるのではなく，人々のため天父の栄光のために仕え�

るのだということを忘れてはならない。�

ガラテヤ5�： 26を読んで，話し合う。�

後に，指導者は謙遜，慈悲，従順，愛，そして神権の力を通してのみ人を導くことができる�

ことを理解していなければならない。�

教義と聖約121:36, 41-43を読む。�

•良い指導者にはどんな特質が備わっていなければならないのでしようか（今読んだ聖句につい�

て考える）。（答えには次のような事項が含まれる——謙遜，慈悲，従順，愛，神権の力。）ハ�

ロルド.B•リーはこれらすべてが備わった指導者だった。�

写 真�

例�

ハロルド•B•リーの写真を掲示する。�

ノヽ ロルド• B •リーの生涯における次の出来事を話す。�

1930年代の当時，リ一大管長はソルトレーク•シティ一のパイオニアステークの会長だった。�

ステークには失業中または特別な援助を必要としている父親の扶養家族が4，800人もいたのだっ�

た。リ一大管長はこのように述べている。「当時わたしは市の委員を務めていた。その年のクリ�
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スマスの前日は大雪だった。わたしは一晩中職場の同僚と通りの雪かきをした。そのためにだれ�

かが仕事中に転んだりしたら，わたしが責任を問われるのを承知していたからである。それが終�

わると，事務所へ行くため着替えに家に帰った。�

町へ戻る途中，道端で小さ令子供がヒッチハイクをしようとしているのに出会った。その子供�

は肌を突き刺す寒さの中で外套も着ず，手袋も長靴もなく立っていた。わたしは車を止め，どこ�

へ行くのか尋ねた。�

『ただでやっている映画を見に行くんだよ』とその子は言った。�

わたしは自分も同じ方向へ行くことを話し，乗るように誘った。�

わたしが『もうクリスマスの用意はできたのかい』と尋ねると，その子はこう答えた。�

『ううん，うちにはクリスマスなんかないよ。ノ、。パは，ママとぼくと弟と妹を残して3か月前�

に死んじゃったんだ。』�

12歳にもならない子供を3人も残してである。�

わたしは車の暖房を強めながら，『君の名前と住所を教えてくれるかい。だれかが君の家に行�

くからね。君たちのことだれも放っちゃおかないよ。きっと楽しい日になるさ。今夜はクリスマ�

スイブだからね』と言った。�

その夜，わたしは各ワードの監督に，すべての家族が必要な援助を受けているかどうか訪問し�

て確認し，その結果を知らせてほしいと頼んだ。 後の監督が報告に来るのを待っているとき，�

わたしは突然あることを思い出し胸が締めつけられる思いだった。仕事と教会の責任に追われて�

いて，車に乗せた少年との約束を忘れていたのである。�

後の監督が報告に来たとき，わたしはこう頼んだ。『プレゼントがまだありましたらもう一�

家族訪問していただけませんか。』�

『ええ，いいですとも』と彼は答えた。�

わたしは車のいきさつを話し，住所を教えた。しばらくして，その監督から電話があり，少年�

の家族にたくさんのプレゼントをぎっしり詰めたかごを届けたという報告があった。こうしてク�

リスマスイブが終わり，わたしも床に就いた。�

クリスマスの朝起きたとき，わたしは心の中でこうつぶやいた。『来年もわたしが決して無駄�

に過ごすことなく，指導者として自分の民のことをよく知ることができるように。わたしは人々�

の必要としていることを知るように務め，わたしの指導を も必要としている人に心を向けるこ�

とができるように』と。」（ハロルド• B •リー，Fe Are the Light of the World『あなたがたは�

世の光である』346-347) 

話し合い •リ一大管長はこのとき指導者としてのどんな特質を示しましたか。（レッスンの先の部分で学�

んだ指導者の特質を復習する。）�

発 表� 前もって責任が与えられている生徒に，マリオン• G •ロムニー副管長の次の言葉を読む力�

話してもらう。ロムニー副管長は教会の大管長会でリ一大管長の第二副管長をしていた。�

「〔ハロルド• B •リーは〕人は額に汗して日々の糧を得るべしという主の言葉を真に受け，�

信じる人にはすべてが可能であることを確信していた。このため，恐れを知らない気性とブリガ�

ム•ヤングと同じ勇気をもって，彼は人々が自分自身の努力と兄弟たちの助けを得て生活の必需�

品を得ることができる方法を案出した。�

リ一大管長は建築計画，生産計画，およびそのほか様々なリハビリテーション活動を通し，天�

の光に導きを得て，ほかのいかなる世代にも負けない同胞への愛を示した。…… 

彼は心の底から同胞を愛し，彼らに仕えた。そして貧しい人々に愛を示した。かつて自分もそ�

の一人だったからである。…… 

ステークの会員たちを助けたこの経験は，来るべき大事の備えであった。彼は中央福祉プログ�

ラムで働くよう召されたのである。リー長老はそのときのことをこう語っている。�

『1935年4月20日，わたしは大管長の事務所での〔集会へ〕招かれた。……そこでこの〔福祉〕�

プログラムにおける当時のわたしのささやかな地位について説明された。わたしは……その場を�

離れ，シテイークリーク•キヤニオンの谷奥まで車を走らせて行った。わたしはできるだけ谷深�
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く車を乗り入れ，その後，車を降りて木々の間を歩いた。わたしは天父を求めた。わたしは腰を�

下ろしてこの問題を熟考し，この仕事を完全にこなせる組織について考えを巡らしていた。その�

美しい春の午後に証を得た。それは，神はもうすでに人類に与え得る 大の組織を明らかにして�

おられ，今必要なことはその組織を動かすことで，末日聖徒の物質的な福祉はそれによって守ら�

れる，という証であった。』�

ここでいう組織とは神の聖き神権を指している。」（“In the Shadow of the Almighty” Ensign 

「全能者によりそって」『エンサイン』1974年2月号，96) 

リ一大管長は教会のすべてのプログラムを相互に鬨連づける（コーリレーション）という主の計 

麵を実行するうえで大きな役割を果たした 

今日のような教会コーリレーションプログラムは，ハロルド• B •リー長老が十二使徒定員会�

の会員を務めているときに始まった。デビッド• 0 •マッケイ大管長の管理の下に大管長会は，�

コーリレーションプログラムを管理するためにコーリレーション実行委員会というものを設立し�

た。リー長老はその委員長に任命された。コーリレーションの下では，教会のすべての組織とプ�

ログラムは神権の管理の下に置かれ，同じ概念や考え方が補助組織や定員会において不必要に重�

複されないようにすベてのレッスンや教材が計画される。重要な概念がそれぞれ適切なクラスで�

系統的に教えられ，復習されるように教材資料が計画される。リー長老がコーリレーションプロ�

グラムに与えた影響は，教会員の生活にも大きな影響を与えている。�

黒板と発表 •監督会の青少年委員会とは何ですか。（前もって責任が与えられている生徒に，監督会の青少�

年委員会の役割について，またこの委員会の中での自分の役割について発表してもらう。監督会�

の青少年委員会を示す図表を黒板に書く。）�

監督会の青少年委員会�

監督会 

祭司定員会会長の 教師定員会会長 執事定員会会長 

ローレル会長 ビ一ハイブ会長 マイアメイド会長 

「若い女性会長 

出席—
9

な 若い男性会長 

アドノ《イザ一 
" 活動委員会委員長 

七十人のロバート•p•バックマン長老は次のような体験を語っている。�

「わたしがハロルド•B•リ一大管長に呼ばれて，アロン神権-MIAの会長になるように言�

われたとき，リ一大管長と非常に興味深い話をした。彼は教会の若人について，また今の世界で�

成長していくうえで彼らが遭遇するチャレンジについて話した。また，初等協会，日曜学校，M 

IA,神権定員会，セミナリーと進んでもなおかつ証を得ることなしに終わってしまう若者がい�

ることを大変心配していた。�

リ一大管長はこのように言った。『なぜわたしがそのように考えるかお分かりになりますか。�

それは若い人々が傍観者として成長してしまうからなのです。』そしてリー太管長はわたしにチ�

ャレンジした。それをわたしは決して忘れていないし，多くの機会にこれを教会の若者に言い継�

いできた。リ一大管長はこのように言ったのである。『ボブ，再臨のときに救い主に会えるよう�

にこの世代を備えるためのプログラムを提供してやってくれないか。わたしはそれを君にチャレ�

ンジするよ。』」（L •ブレント.ゲイツ，Hawld B. Lee: Prophet and Seer『ハロルド• B •リ��

預言者にして聖見者』504 - 505) 
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話し合い� 監督会の青少年委員会は，リー大管長からバックマン長老へのチャレンジを遂行するために，�

どのような助けになっていますか。（様々な答えが期待される。）。�

•それは教会のコーリレーシヨンプログラムの中にどのように当てはまりますか。（すべての活�

動は教会の神権定員会によって管理される。）�

•教会の会員を備えて救い主に会えるようにするというプログラムにどのように当てはまります�

か。（教会は証を持ち，将来教会の指導者となれる若者を必要としている。監督会の青少年委�

員会は若者に今参加させて，将来のための貴重な指導者訓練の場を提供している。）�

•ハロルド* B •リ一大管長の教会に対する多大な貢献の中にはどんなものがありますか。（リ�

一大管長に関するこれまでの二つのレッスンを思い起こさせる。次のような答えが含まれる。�

1.霊性，2.指導性，3.福祉プログラムへの貢献，4.コーリレーションプログラムへの貢献。）�

証とチャレンジ 

これらの原則は主の教会が成長するために非常に大切なものであること，またリー大管長はわ�

たしたちが救い主に会う備えをするのを助けるという重要な役割を果たしたことについて証す�

る。生徒も同様にするようチャレンジする。�
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目 的� 生徒は，逆境を経験することによって男女の も優しく も純粋な資質が現れ，ほかの人々へ�

の大いなる奉仕ができるようになることを学ぶ。�

準 備 1.グラビアページにあるスペンサー• W •キンボールの写真を見せる準備をしておく。�

2.ビデオカセット『末日聖徒イエス•キリスト教会歴代大管長の証』(53242〔英語版のみ〕）が�

入手できる場合は，スペンサー•W*キンボールの部分を見せる準備をしておく。�

レッスンの展開 初めに 

スペンサー•w•キンボールの一生は様々な問題にあふれたものであったが，彼はそのような�

個人的な問題が神や人々への奉仕の妨げになることを許さなかった。�

次は，W•グラント•バンガー夕一長老の1977年10月の総大会での話の一部である。これを読む。�

「愛する兄弟姉妹の皆様，……わたしは今，教会史上に残るある特別な日のことを考えている。�

今を去る3年前の1974年4月4日に起こった一つの出来事は，わたしたちの証を大いに強め，福音�

の発展を促すこととなった。歴史をつづる人々が，この出来事を正しく記録していることを願っ�

ている。�

それは1973年12月26日に始まる。この日，ハロルド• B •リ一大管長が急逝した。まったく予�

期せぬ出来事であった。……もちろん……〔スペンサー.W•キンボール大管長〕が何とか運営�

していくだろうということは知っていたが，容易ではなかろうと思った。ましてや今までの状態�

がそのまま続くとは思えなかった。…… 

……こうしてキンボール大管長が，その会場に集まっている指導者に話す時間になった。大管�

長は話の冒頭で，自分が〔預言者としての〕この職に召されるなどとは夢想だにしていなかった�

こと，またわたしたちと同様リー大管長に対する哀惜を覚えていることを述べた。続いて，過去�

数年間にリ一大管長から与えられた数多くの指示事項を繰り返した。その間もわたしたちはキン�

ボール大管長のために祈り続けていた。�

このようにして大管長は語り続けた。しかし間もなく，その場に集った人々の眼前に急に新し�

い視野が開かれたように思われた。わたしたちは非常に強く御霊の訪れを感じたのであった。こ�

れまでの集会とは違う特別な力強い言葉に一心に耳を傾けている自分に気がついた。その霊感あ�

ふれる言葉に，わたしたちの全身が緊張し始めた。耳に飛び込んで来る一つ一つのすばらしい言�

葉に，わたしたちは驚嘆し，心の震えを抑えることができなかった。新たな気持ちを味わったわ�

たしたちは，キンボール大管長が霊の窓を開き，永遠の計画を一緒に見るようわたしたちを招い�

ているのが分かった。それはあたかも大管長が，全能者の目的を覆い隠している幕を開けて，福�

音の行く末と福音の業に関するビジョンを一緒に見るようにと，わたしたちを招いているかのよ�

うであった。�

その会に出席した人々は，あのすばらしい経験を決して忘れないであろう。主の御霊がキンボ�

ール大管長に降り，彼を通してわたしたちも触って知り得るほどに御霊を感じ，感動と衝撃を覚�

えたのである。大管長はわたしたちの前に栄えあるビジョンを明らかにした。まず，救い主の時�

代に使徒たちによって展開された伝道活動について，またジョセフ•スミスの時代の使徒に同じ�

使命が授けられたいきさつについて話した。またこれらの人々が信仰と献身に徹する心構えで出�

て行き，大いなる力をその身にまとって，地の果てまでも福音を宣べ伝えたことを明らかにした。�

そしてその働きは，現代の教会のそれよりもある面ではるかに偉大であったと語った。大管長は�

また，当時の教会員は主が望んでおられるほどに信仰深い生活を送っていないことと，またわた�

したちがある程度そうした状態に安穏とし，満足さえしていることを指摘した。続いてキンボー�

ル大管長は，かの有名な「歩みを速めなさい」というスローガンを発表した。…… 

キンボール大管長はほかにも次のように述べた。「『わたしたちは全世界に出て行かなければな�
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1895年3月28日生まれ大管長在任期間：1973 -1985年�



らない。』『すべての青年は伝道に行くべきである。』『新たな国々に門戸を開く。』『メキシコ，南�

米，日本，イギリスおよびヨーロッパから宣教師を送り出す。』……これまで以上の画期的かつ�

重大な新しいビジョンだった。…… 

キンボール大管長は，そのような特別な力をもって1時間10分語り続けた。その内容はすべて，�

それまでのわたしの経験の中で類を見ないものであった。そのときわたしは，それが1844年8月8 

曰の出来事に似ていることに気づいた。預言者ジョセフ•スミスの死んだ後，ブリガム•ヤング�

がノーブーの聖徒たちに語ったときのことである。ピッツバーグで背教の徒となったシドニー • 

リグドンは，教会を手に入れようと戻って来た。ところがそれを受けて立ったブリガム•ヤング�

は，大勢の前でジョセフ•スミスの姿に変貌し，ジョセフの声で語り出したのである。この事実�

については，その場にいた多くの人々が証している。これは教会歴史における決定的な出来事で�

あった。そして，1974年4月4日にもこれに等しい出来事が起こったのである。�

キンボール大管長が話を終えると，エズラ•タフト.ベンソン十二使徒評議会会長が立ち上が�

り，感動のあまりに声を詰まらせながらこう語った。これは出席者全員の気持ちでもあった。�

『キンボール大管長，わたしたちは，いまだかつてこの集会で，あなたが今述べられたような話�

を一度もうかがったことがありません。まさしく，あなたは，イスラエルの預言者です。』」（「教 

会史上に残る特別な日」『聖徒の道』1978年2月号，37-39) 

話し合い�

逆境は良い教師になり得る 

•あなたがこれまでの生涯に経験したことで，いちばんつらかったことは何ですか。世の人々が�

経験しなければならないことでは，どんなことがつらいですか。（様々な答えが期待される。答�

えには次のような事項が予想される。感情的苦痛，家族のだれかが福音に添った生活をしていな�

いこと，経済的破綻，病気，死，そのほか。）�

•なぜ人々はこのようなつらいことを経験しなければならないのですか。神はわたしたちを罰し�

たいと望んでおられますか。このような試しを受けることで何か良い人格的特質を身に付ける�

ことができますか。（話し合いをさせる。次の点を強調する。わたしたちは試しを受けるため�

に地上に来ている，わたしたちを天父に近づけるような決定を下すことができる。神はわたし�

たちを罰することを望んではおられない。注意——試されることによって成長し，良い結果が�

得られることについては，次の二つの聖句の後で話し合う。）�

次の聖句を生徒と一緒に読んで話し合う。ヨハネ9�： 2 - 3�；教義と聖約122�： 7。�

•すべての男女がこの世で経験しなければならない試練から，どんな人格的特質や善がもたらさ�

れますか。（次のような答えが考えられる。耐える力，経験，忍耐，わたしたちのために奉仕�

してくれる人々に対する愛ある態度，主に近くなる，謙遜，主に頼る。）�

聖句を使った�

話し合い�

話し合い�

151 

苦痛や悲しみはキンボール大管長を強め鍛えた 

•スペンサー•W.キンボールの生涯において，次の出来事はどのように影響したでしようか。�

1.10歳のとき，おぼれ死にそうになった。�

2.11歳のとき，母親を失った。�

3.13歳のとき，チフスで生死の境をさまよった。�

4. 29歳のとき，父親を失った。�

5.十二使徒評議会に召されて5年後に，重い心臓病にかかり，数か月の間病床に伏した。（これ�

は健康そのもので優秀な運動選手，活発なビジネスマン，ステーク会長，そして使徒であっ�

た彼にとって非常につらい時期であった。）�

6.それから数年後，喉頭癌にかかった。医者から声が出なくなると言われたが，話すことは使�

徒としての役割と務めの重要な一部であった。（ハロルド• B •リー長老から特別な祝福を得�

て，手術を受けた結果，声帯の一部が残された。声を出す練習が始められるようになると，�

彼は若いころに過ごした盆地の家へ帰って行った。……過去に別れを告げ，彼の新しい声が�

聞かれるようになった。歌は歌えなかったが，重厚なメッセージにマッチする重厚な声で親�

しみと愛にあふれる話を再び聞くことができるようになった。）�



7.後に，以前の心臓病が再発して，大手術を受けなければならなかった。（再びリ一大管長が祝�

福し，患者に生命，そして医者には主の導きがあるように求めた。両方の祝福が成就して，�

手術後の快復も速く，預言者の命は救われた。）�

心臓の手術からわずか2年後，スペンサー• W •キンボールは主の教会の大管長となって，健�

康な肉体を持っていることを証明した。しかし， 後の数年間は，ますます健康上の問題が多く�

なったために，その勢力的なスケジュールを減らさなければならなかった。そして90歳にして世�

を去った。�

例� キンボール大管長は，幼いときの農場での厳しい生活によって生涯の多くの試練に耐える備え�

ができていた。ステーク会長であった彼の父親は，LDSアカデミー（高等学校）の卒業式の席�

上，息子には知らせずに，スペンサーは大学へは行かずに秋には伝道に出ると発表した。非常に�

従順な息子であったキンボール大管長は，何の異論を唱えることなくこの召しを受け入れた。�

スペンサーはそれまでの2年間，夏休みになると大学へ行く費用を蓄えるために，アリゾナ州�

のほかの地域にある酪農場で働いた。しかし今度は同じ農場で働いても，それは主に仕えるため�

であった。�

「それは重労働だった。乳を入れる缶を熱湯で洗わなければならなかったために，手の皮が非�

常にもろくなっていた。そのために24頭の牛の乳搾りを始めるとすぐ，手の皮膚が割れて血が出�

るのだった。『何度も泣きそうになった』と彼は回想している。指がひどくやられてつめが取れ�

てしまったり，腕まではれてきた少年も何人かいた。乳房の固い牛もいて『鉄の棒から乳を搾る�

ようだった』とスペンサーは言っていた。ほかの少年たちと日曜学校へ行くために町まで歩いて�

行くときには，手がずきずきと痛むので，手にあまり血が行かないように両手を頭の上に載せて�

歩いたものだった。」（エドワード• L •キンボール，アンドリュー.E •キンボール•ジュニア，�

Spencer W. Kimball『スペンサー• W •キンボール』70) 

酪農場での経験は，モルモンの影響外の世界，すなわち教会員ではない人の世界に触れる 初�

の機会だった。来る週も来る週も聖餐を祝福して配るのはスペンサーともう一人の少年ベン•ド�

レイクだけだった。�

「〔酪農場〕でのスペンサーのボス〔教会員ではなかった〕はいつもロに葉巻をくわえていた。�

仲間の一人〔会員〕はたばこを吸ったし，教会へは行かなかった。しかしスペンサーは帰還宣教�

師のジョージという良い友を得た。酪農場には彼らのほかに二人の頑強な少年が働いていた。そ�

のうちの一人がハンカチに金属のねじを入れたものを振ってジョージの頭を割った。後でスベン�

サ一は頭から血を流しているジョージを見つけた。二人の少年は仕事をやめさせられた。『それ�

で気持ちがすっきりした』とスペンサーは満足そうに語った。�

『スペンサーは時々ジョージを手伝って牛乳の配達に出かけた。酪農場があったアリゾナ州グ�

ローブは無法の炭鉱町であった。〔得意先は〕町の中でも も危険な地域にあったので，スベン�

サ一は気が気ではなかった。そのためにどうしても必要なとき以外はジョージとは一緒に行かな�

力、った。��

〔父は，特に間もなく伝道に出ることになっているので，スペンサーがいないことを非常に寂�

しく思った。〕彼はこのように書いている。『愛する息子よ，おまえがいなくてとても寂しい。そ�

れにこれからまた長い間会えなくなることを考えると何とも言えない気持ちになることがある。�

おまえも承知のように，アリス〔姉〕をユタへ行かせたしおまえもいなくなるので，これから大�

変だ。しかし何とかなるだろう。わたしに今できるのは，ただただ働いてそんな気持ちを吹っ飛�

ばしてしまうことなのだよ。仕事はこの世でいちばんの特効薬だからね。』」（エドワード• L • 

キンボール，アンドリュー• E •キンボール•ジュニア『スペンサー• W •キンボール』70-71) 

話し合い� キンボール大管長の生涯と彼が遭遇した様々な困難について考えて，次の質問に答えさせる。�

様々な答えが予想される。�

•キンボール大管長が少年時代に経験したことの中で，どんなことが後に逆境を克服する助けに�

なっていますか（151ページのリスト参照)。�

•これらの経験をすることによって，彼はどのような備えができていましたか。（世間から試練�
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を受けたにもかかわらず，善意と正直な性格を保ち続けることができた。）�

*父からどんな助けを得ましたか。（彼の父は正直，誠実，忠実の模範を示した。）�

•彼は預言者として教会員をどのように助けることができましたか。（勤勉に働くこと，ほかの�

人の奉仕に忠実であること，正直であることを教えることができた。）�

キンボ_ル大管長は逆境に屈伏しないことによって大きな貢献をした 

黒 板� キンボール大管長の業績を述べながら黒板にリストを書いていく。�

教会での召し 

1.宣教師�

2.ステーク書記�

3.ステーク会長�

4.使徒�

5.大管長�

創設したプログラムや方針 

1.ステーク会長が宣教師を聖任することを許可した。�

2.ステーク会長が監督を按手任命することを許可した。�

3.『教義と聖約』に3つの啓示を追加した（第137と138章および公式の宣言2——すべてのふさわ�

しい男子会員に神権が与えられることを許した）。�

4.同性愛と堕胎，男女平等憲法修正案に対して力強い声明を発表した。�

5.十二使徒定員会補助を廃止して，七十人第一定員会を組織した。�

6.日曜日の合同集会スケジュールを開始した。�

7.聖典の新しい末日聖徒版の発行を承認した。�

8.神殿の建設を拡張した（在任期間中21の神殿が奉献された）。�

9.伝道事業の劇的な増加（在任期間中宣教師数を2倍にした）。�

キンボ一ル大管長，使徒に召される 

キンボール大管長は，自分に主の使徒となるような能力があるかどうか疑いを持っていた。こ�

の召しについて悩みながら何日も眠れぬ夜を過ごしたことを，彼は次のように語っている。�

キンボール長老がこの職に召されたことが発表される寸前に，彼は主からの確認を得るために�

山へ入った。そのときのことをこのように述べている。「わたしは自分の弱さに圧倒された。… 

…熱い涙が頰を伝わったが，わたしはそれをぬぐおうともしなかった。わたしは自分を責め，非�

難していた。そして主からの特別な祝福を求めていた。この地位が欲しいと願ったこともないし，�

自分にはとてもこの任務を果たす能力がない。自分は不完全で弱い人間であるから，このような�

貴い召しを受けるにはふさわしくないと，わたしは主に話した。何人かが感情を害したり誤解が�

生じたのはわたしのせいだと考えているが，少なくともその一部はわたしに責任があることを知�

っている。自分がこれまで心が狭く小さかったことを悟った。わたしは自分を容赦しなかった。�

わたしの召しは霊感によるものだと確信することさえできれば，ほかの悩みはすべて消えてし�

まうのだった。……丘をよろけながら登り，山に入ると道はさらに険しくなった。坂はいっそう�

急になったので一瞬ためらった。もう道がなくなっていた。……これまでにこのように熱心に祈�

ったことはなかった。わたしが望み，どうしても必要だと思っていたのは，主は自分を受け入れ�

てくださるのだという確認だった。、…… 

わたしは〔かしの棒〕を折って杖にしたが……山を登るのに役立った。……父や母，そしてす�

でに世を去った祖父ヒーバー• C •キンボールのことを考えていた。……わたしのただ一つの望�

みは，わたしの召しについて証を得ることであった。…… 

それはわたしの見た夢だったのだろうか。わたしは疲れ切ってちょっとの間眠ってしまったよ�

うだ。夢の中でわたしは祖父を見た。そして彼の行った偉大な業績を自覚した。それが示現だっ�
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たとはっきり言うことはできないが，この新しい経験とともに，ないだ風のように静けさがやっ�

て来たことが分かった。……わたしは立ち上がって岩の先端へ行き，そこに座った。涙はもう出�

なかった。そして魂は平穏であった。確認の静寂な感覚がわたしを包み，疑いの気持ちを抑えた。�

それは大きな重荷が取り除かれたような感じだった。わたしは静けさの中に座って美しい谷を見�

渡し，満足感と祈りへの答えを与えてくださった主に感謝した。長い時間，わたしはこの穏やか�

な静けさの中で黙想した。このときほど主に近く感じたことはなかった。……そして今，肉体的�

にも霊的にもわたしの行くべき道を知り，どこへ行くのかを悟った感じがした。」（エドワード* 

L •キンボール，アンドリュー• E •キンボール•ジュニア『スペンサー• W •キンボール』�

193-195参照）�

ビデオカセットの証� 入手できる場合は，ビデオカセット『末日聖徒イエス•キリスト教会歴代大管長の証』（53242 

〔英語版のみ〕）の第8部，スペンサー.W •キンボールの証（1分16秒）を見せる。�

証とチャレンジ 

スペンサー•W•キンボールが神の預言者であったという証を述べる。�

キンボール大管長とその経験について学んだことを忘れないよう生徒にチャレンジする。自分�

の生活に訪れた危機や試練について考えてみるように言う。それらの試練はどのように生徒の魂�

を和らげ，浄化するようになるのだろうか。�

154 



目 的� 生徒は，神の王国に達するためには1しを求め，赦しを与えられなければならないことを知る。�

準 備 1.スペンサー.W•キンボール著『赦しの奇跡』の抜粋を読むとよい。�

2.グラビアページにあるスペンサー• W •キンボールの写真を見せる準備をしておく。�

レッスンの展開 初めに 

物 語� スペンサー•W•キンボールは使徒という召しの確認を受ける前に，一度生まれ故郷を訪れな�

ければならないと感じた。�

「彼のいちばんの悩みは，この召しにふさわしく生きるにはどうしたらよいかということだっ�

た。自分が感情を害した人々は，自分を恨んでいるだろうか。彼はビシネスの取り引きのあった�

すべての人々を訪問して，事情を説明した。『わたしは教会で高い地位に召されました。これま�

でのわたしの生活が恥ずべきものではなかったことを確かめるまでは，良心のとがめなしに主に�

仕えることはできません。あなたとはいろいろな取り引きをしましたが，もし何か不公平な取り�

引きだとお感じになるようなことがあるならば，……その分をお支払いします。』ほとんどの人�

は握手をして，彼との取り引きに満足していると述べた。しかし，二人ほど数百ドル損をしたと�

思っていた人がいたので，彼はその場で小切手を切って相手の言うとおりの金額を支払った。�

次に彼は隣人を訪ねた。二人はそれぞれの所有地を流れている灌溉用水路の使用について口論�

したことがあった。スペンサーは彼を訪ねてわびた。『わたしは悪いのは相手の方で，傷ついた�

のはこっちだと確信していたが，口論は一人ではできないのであるから，赦し忘れることにした。�
……』�

スペンサーがかつて，教会の金銭記録のつけ方について注意したステークの書記の彼に対する�

態度が冷ややかになっていた。そこでスペンサーは彼を訪ね，二人の間に悪い感情があるままで�

使徒の職を務めることはできないと言った。そして二人は問題を解決することができた。�

ステークの中に一人の女性がいたが，道を歩いていても彼を見ると顔を合わせないように反対�

側へ渡ってしまうほど彼を恨んでいた。彼女はその理由を面と向かってスペンサーに話したこと�

はなかった。スペンサーの速記者は，ある朝彼が事務所でホルダーを腕の下に挟んだまま落ち着�

かない様子だったと述べた。……『行きたくない。こんなに大変なことをするのは，これが初め�

てだ。』しかし，彼は彼女に会って，『わたしはあなたにどんなことをしたのでしょう』と尋ねた。�

彼女はスペンサーが知事に取り入って，夫が州の役職に任命されるのをじゃましたと信じていた�

のであった。�

『だれからそんなことを聞いたのですか。』�

『友達です。』�

『それは違います。わたしがそんなことをするわけがないじゃありませんか。それにわたしは�

知事にそんなことを言うほどの力は持っていませんよ。』�

二人は話し合って，彼女は納得した。」（エドワード• L •キンボール，アンドリュー.E •キ�

ンボール•ジュニア，Spencer W. Kimball『スペンサー• W •キンボール』197-198) 

主の僕は清い思いを持ち，清い行いをしなければならない 

話し合い •キンボール大管長は，主の使徒としての職務を始める前に，なぜこのように人々と和解しよう�

と努めたのでしょうか。（答え。主と直接意思疎通ができるように，御霊の助けによってこの�

大変な職務を始めるために，赦し赦されることを望んだ。）�

教義と聖約58�： 42-43を一緒に読む。�

罪を犯した人が，清くまた打ち砕かれた心を持つためには完全な償いをしなければならない。�

キンボール大管長は，たとえ法律的には要求されていなくても，その完全な償いをしようと努めた。�

•38罾 スペンサー .w•キンボール 

——赦しの模範 
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考えるための質問� 次の質問を自問自答する。あなたを不当に扱った，困らせた，または傷つけた人がいますか。�

あなたが彼のところへ行き，自分が不快な感情の原因になったことを心からわびるには，どんな�

努力が必要ですか。このような行動は，あなたと相手をどのような気持ちにしますか。�

黒板を使った •心や霊によくないことにはどんなものがありますか。（例えば批判的な思い，憎しみの感情，�

話し合い� ポルノグラフィーまたは汚らわしい思い，偽善，忘恩，利己主義，薬物の常用，など。以上お�

よびそのほかの生徒の答えを黒板に書く。）�

•これらのものはどのようにわたしたちの心と霊を害しますか。（清く善い思いに取って代わり，�

聖霊の導きを失わせる。）�

キンボール大管長は，主の僕は清い思いと清い行いがなければ，主に仕えることはできないと�

強調した。�

黒 板�

「清い思いと清い行い」�

人は悔い改めなければ自由になれない 

物 語� キンボール大管長は次のような話をした。�

「現実から逃避して，罰を避け，自分の置かれた状況に敢然と立ち向かわない人は，重罪を犯�

して終身刑で刑務所に入れられ，そこから逃亡した人のようなところが多分にある。彼は自分が�

非常に賢くそれまでうまく切り抜けてきたが，ほんのちょっとした手違い，運命のいたずらで囚�

われの身になったと思ったのである。�

格子の中の長くて，無情な日々に，彼は脱獄の計略を練った。そして綿密な計画と努力によっ�

て彼はついに小さなのこぎりを作り上げ，それからこの道具を使って閨の中でほとんど休みなし�

にのこぎりを引き続けてついに格子を切った。彼は周囲が静まるのを待って，格子をねじ曲げ，�

その透き間から抜け出した。格子を抜けたとき，彼は『ついに自由になれた』と思った。しかし，�

静かに歩き始めると同時に，彼は自分がまだ建物内部の通路にいることに気づいた。まだ自由の�

身になっていなかったのである。�

彼は忍び足で通路を歩き，戸口の近くの暗がりで看守が通りかかるのを待った。そして看守を�

殴り倒して鍵を奪い，扉を開けて外へ出た。外の冷たい空気を一息吸ったとき，『自由になれた�

んだ。うまくいった。だれにも捕まらんぞ。罰なんかくそくらえだ』という思いがまた浮かんだ。�

彼が静かに歩き始めたとき，彼は自分がまだ監獄の外庭にいることに気がついた。彼はまだ囚わ�

れの身であった。�

彼の計略には手抜かりがなかった。彼はロープを見つけ，それを塀越しに投げかけ，ロープを�

使って塀の上まで登った。『とうとう自由になった。』彼は思った。『罰はもうごめんだ。追手を�

まくのなんか簡単さ。』このとき，監視塔からのサーチライトの光が走り，銃声が聞こえ，警報�

が鳴り響いた。彼は素早く塀から飛び降り，闇に紛れて走った。しばらく逃げたところで，彼は�

警察犬のほえる声を聞いた。しかしかなりの距離を堀割の中を逃げたので，犬は彼のにおいをかぎ�

出すことはできなかった。そして彼は町の中に隠れ場所を見つけて追っ手をまいたのであった。�

結局彼は東部の方へ逃れ，人里離れた所で羊番として働くことになった。だれも彼の正体を見�

破れなかった。髪もひげも伸ばしすっかり風体を変えてしまった。数か月が過ぎた。初めのうち�

は束縛のない状態を楽しみ，自分の悪賢さにほくそえんでいた。いかにして追っ手から逃れたか，�

今では証人も詰問する者もなくだれの質問にも答える必要がないことをほくそえんだ。しかし何�
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か月か過ぎ去ってみると，何も目新しいことはなく，だんだん新鮮さを失ってしまい，羊の香は�

単調だし，そんな時間が限りなく続くような気がし始めた。彼の夢見たことはいつになっても実�

現しそうになかった。彼は自分自身と良心の責めから逃れ切っていないことに気づき始めた。ま�

だ自由の身ではなく，実際は囚われの状態にあることに気がついた。彼の言うことを聞いている�

耳，彼のしていることを見ている目，彼が今までしたことを責め続ける無言の声を感じ始めた。�

彼が獲得したかに見えた自由は今や鎖に変わってしまったのである。�

ついにこの逃亡者は，羊の群れを捨てて町へ行き，羊香の仕事を辞めた。大きな町へ行った。�

そして警察へ出頭し，自由になれるように罰を受けたいと申し出たのであった。�

この男は罪の代価を知った。」（『赦しの奇跡』153, 154) 

キンボール大管長は『赦しの奇跡』の中で，悔い改めと赦しの段階を丁寧に述べている。�

1.罪を犯したという事実に目覚める。2コリント7: 9-10を読む。�

2.罪を捨てる。ヤコブの手紙4�： 7を読む。�

3.罪を告白する。（1)罪を犯した相手に，（2)主御g身へ，そして（3)重大な罪の場合には主�

が権能を与えられた代表者へ。（教義と聖約58: 43参照。「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。」）�

4.できるならば償いをする。（『赦しの奇跡』204参照。「悔い改めようとする罪人はできるかぎ�

り償いをするように求められる。」）�

5.そのときから神の戒めを守る。（教義と聖約1:32参照「それでも，悔い改めて主の戒めを守�

る者は赦されるであろう。」）�

証とチヤレンジ 

悔い改めと赦しという癒しの過程について，また教会員にこの原則に従うようにと促したスぺ�

ンサー•W•キンボール大管長の大きな影響力について証する。�

悔い改めて，罪を犯した相手と主から赦しを求めるよう生徒にチャレンジする。�
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目 的� これまでよりもいっそう完全に福音に従って生活することにより，生徒が歩みを速められるよ�

うにする。�

準 備 1.グラビアページにあるスペンサー.W•キンボールの写真を見せる準備をしておく。�

2.各生徒が標準聖典を持っているか確認する。�

3.次のメッセージを書いたポスターを用意する。「わたしたちは今，自分にできるすべてのこと�

をしているだろうか。……歩みを速めるための準備はできているだろうか。」スペンサー. 

W•キンボール�

レッスンの展開 初めに 

何人かの生徒に前に出て来てもらう。マスキングテープ，またはほかの方法で，床の上に一人�

一人の生徒の歩幅を記す。各gに歩幅を15センチ広げるようにチャレンジし，床の上にその印を�

付ける。この15センチは長いレースの中では大きな違いを示すことを説明する。�

キンボール大管長は歩幅を大きくして歩みを速めるようチャレンジした 

写真とポスタ一� スペンサー•W•キンボール大管長の写真を掲示する。�

キンボール大管長はあるメッセージの中で，次のような，簡単ではあるが力強い質問を教会員�

に投げかけた。（ポスターを掲示する。）�

「わたしたちは今，自分にできるすべてのことをしているだろうか。……歩みを速めるための�

準備はできているだろうか。」（『神の王国を出で行かせたまえ』166) 

•キンボール大管長は「歩みを速めなさい」とわたしたちに促しましたが，それはどういう意味�

だと思いますか。（様々な答えが期待できる。）�

聖句を使った� キンボール大管長は，末日聖徒イエス•キリスト教会の会員であるわたしたちが福音を守って�

話し合い� 生活するように努力していることを知っていた。彼はまた，わたしたちの周りの世界の状況を知�

り，神の王国をあらゆる国民，あらゆる血族，あらゆる国語の民，および世の人々に広めなけれ�

ばならないという責任がわたしたちにあることも知っていた。さらに，キンボール大管長は次の�

聖句に書かれているメッセージが差し迫ったものであることを感じていた。�

教義と聖約42�： 58および133�： 7-9, 37を生徒と一緒に読む。�

生徒一人一人は，世界に出て行きすベての国々に広がる神の王国の一部であるから，「歩みを�

速めなさい」と求める声はあなた（生徒）に向かって発せられたものである。�

•どうしたら今している以上のことをすることができますか。（様々な答えが期待できる。）�

福音に従って生活することに押しつぶされそうになることがある。あまりにすべきことが多す�

ぎるからである。「毎日の祈りをして，聖文を読み，家族の歴史を調べ，什分の一を納め，日記�

を書き，才能を育て，学校へ行ってからでは，ほかに何もする時間がない！」と思うことがある�

かもしれない。�

次の話から，ほんのちょっと努力するだけで歩みを速められることが理解できる。�

キンボール大管長は決意と実行の人であった。彼は常に求められていることよりもちょっと良�

くするように努力した。この特質は彼が少年のときから持っていたものであった。キンボール大�

管長は次のように語っている。�

「わたしがほんの子供のころ立てた目標の一つについてお話ししよう。それはソルトレーク• 

シティ一から来た教会の指導者が大会で，わたしたちは聖文を読むべきである，と言ったのを聞�

いたときのことである。わたしはそれまで一度も『聖書』を読んだことがなかったのを認めた。�

そしてその夜その説教を聞いた後，1ブロックほど離れた家に戻り，狭い屋根裏部屋への階段を�
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上り，小さな机の上にある小さな灯油ランプに火をつけた。それから，創世記の初めの章を数章�

読んだ。1年後，わたしはその大きなすばらしい本のすベての章を読み終えて，『聖書』を閉じた。」�

(「豊かで満ち足りた人生を計画する」『聖徒の道』1974年9月号，416) 

キンボール大管長は，少年のころから集会に出席すべきだと知っていたから出席していただけ�

ではなかった。彼は歩幅をちょっと大きくして実際に福音に従って生活した。彼は全部の集会に�

無欠席でいようと決心した。これは小さい子供にとっては易しいことではなかった。一人の友達�

は次のように語っている。�

例� 「〔キンボール大管長〕は数年間，日曜学校と初等協会の無欠席記録を持っていた。ある月曜�

日のことである。彼が兄たちを助けて，野良で干し草を踏んでいると，初等協会の時間を告げる�

集会所の鐘が聞こえた。�

『初等協会に行かなくちゃ。』彼はおずおずと言った。�

『今日はだめだ。手伝ってくれなけりゃ。』兄たちは言った。�

『でも，ここに父さんがいたら，きっと行かせてくれるよ。』少年は逆らった。すると兄たち�

は言った。『お父さんはいないじゃないか。だから行っちゃだめだ。』�

兄たちが放り投げる干し草で，スペンサーは文字どおり埋まってしまった。しかし彼はついに�

干し草の山から抜け出し，音を立てないようにして馬車の後から滑り降りた。そして兄たちが彼�

のいないことに気づいたときには半分ほどの道を来てしまっていた。こうして彼の無欠席記録は�

守られたのである。」（ジェシー• A •ユーダル，“Spencer W . Kimball, the Apostles from 

Arizona" Improvement Era「スペンサー• W •キンボール，アリゾナ出身の使徒」『インプルー�

ブメント•エラ』1943年10月号，591) 

わたしたちが毎日の生活の中で行うほんの少しのことが，積もり積もって大きな結果を生み出�

すことになる。アメリカの哲学者，詩人ラルフ•ウォルド.エマーソンは次のように述べている。�

「自分自身を も有効に生かすがよい。あなたにとってはそれだけしかないのだから。」（リチヤ�

-ド • L •エバンズ，Richard Evans ’Quote Book『リチャード.L •エバンズの引用集』50より）�

歩みを速めることには犠牲が’伴う 

何かを達成するためには，その値を払わなければならない。�

教義と聖約35�： 24および82�：10を読む。�

•福音の原則を守るために，あなたはどんな犠牲を払っていますか。（この話題に関して十分な�

話し合いを行う。わたしたちはなぜ福音のために時間やお金，そして時には友情や地位，威信�

までも犠牲にするのかを生徒が理解できるよう指導する。) 

救い主の生涯はどのように歩みを速めるかの良い模範である 

キリストの生涯はわたしたちの模範であって，「歩みを速めなさい」という預言者のチヤレン�

ジを受け入れるときに，これを模範とすることができる。�

次の聖句のうち，適当と思われる範囲内でできるだけ数多くの聖句を読み，話し合う。�

•救い主は求められている以上のことをして模範を示しています。それぞれの聖句について救い�

主がそれをどのようにされているか，説明しなさい。またわたしたちが歩みを速めるためには，�

その模範をどのように実行に移すことができますか。（参照聖句の後には，それぞれの聖句の�

根本となる主題が書かれている。）�

マ夕イ14:13 — 21。5,000人に食べさせる。�

ヨハネ13: 4-17。イエス，十二使徒の足を洗う。�

3ニーフアイ17章。イエス，ニーフアイ人を祝福し，彼らのために祈る。�

聖句を使った�

話し合い�

聖句を使った�

話し合い�
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•、チャレンジ 

わたしたち一人一人が歩みを速めるための力を内に持っていることを証する。今キンボール大�

管長のチャレンジを受け入れて，生活のある面で歩みを速めるよう生徒にチャレンジする。その�

ためには決意と実行力と犠牲が必要だけれども，祝福も受けられることを強調する。�
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目 的 生徒は，ベンソン大管長がどのように人々に犠牲の律法を理解させたか，またそれによって彼�
しもべ�

らが神の王国でよりよい僕となるように助けたことを学ぶ。�

準 備 1.グラビアページにあるエズラ•タフト.ベンソンの写真を見せる準備をしておく。�

2.各生徒が『モルモン書』を持っているかどうか確認する。�

3.ビデオカセット『末日聖徒イエス•キリスト教会歴代大管長の証』(53242〔英語版のみ〕）が�

入手できる場合は，エズラ•タフト•ベンソンの部分を見せる準備をしておく。�

レッスンの展開 

『聖句ガイド』を用いて�

初めに 

改訂版の末日聖典に収められた『聖句ガイド』「犠牲」の項目を引くと，多くの参照聖句が掲�

載されている。（クラスを二つのチームに分け，以下の文を生徒に向けて読み上げる。）�

これから犠牲に関する聖句を探します。『聖句ガイド』の「犠牲」の項目に列挙された參照聖�

句を基に，わたしが「打ち砕かれた心」などのヒントを出しますので，皆さんも『聖句ガイド』�

の同じ箇所から該当する參照聖句を探してください。この場合は，3ニーフアイ9�： 20を探したら，�

今度はその聖句のある箇所を開けてください。該当する箇所が開けられたら，チームから一人を�

選んで前に出し，黒板に，その聖句のある節の 初の1文字を書いてください。 初に正解を書�

いたチームが1点獲得します。�

(勝ったチームのために賞品を用意してもよい。この活動には，6，7分以上かけない。4，5個�

の適切な聖句を探し終えたら，それらの聖句について生徒たちと話し合う。この話し合いは，本�

課で も重要な部分の一つである。この活動により，生徒の心をレッスンの主題に向けさせるこ�

とができる。また，クラスの生徒たちを活気づかせ，やる気を起こさせることができる。）�

ベンソン大管長は両親から犠牲の原則を学んだ 

物 語 g分の言葉を使って，ベンソン大管長の生涯から次の話をする。�

「父が伝道の召しを受けたのは，わたしが13歳のときでした。当時，わたしたちの住むアイダ�

ホ州ホイットニーの小さな村では伝染病がはやっていました。そのため聖餐会に出るように言わ�

れていたのは両親だけで，子供たちは病気が移らないように家に引きこもっていなければなりま�

せんでした。�

父と母は1頭立ての馬車で聖餐会に行きました。集会が終わると，近くの商店主は農夫たちが�

彼らあての郵便物を取りに来る間だけ，店を開けました。というのは，店の中に郵便局があった�

からです。買い物はありませんでしたが，こうすれば農夫たちがもう一度月曜日に郵便局まで来�

なくて済みました。当時は，地方の無料郵便配達が行われていなかったのです。�

家に帰る途中，手綱を取る父のわきで母が封筒を開けました。すると，驚いたことに，ソルト�

レーク•シティ一の伝道管理本部からの手紙でした。伝道の召しが来たのです。準備はできてい�

るのか，意思はあるのか，能力はあるのかといった話は何もありませんでした。それは当然監督�

が知っているはずのことでした。監督はわたしの祖父ジョージ• T •ベンソン，つまりわたしの�

父の父だったのです。�

父と母は馬車の上で泣きながら，庭に入って来ました。それは，これまでわたしたちが家族の�

中で見たことのない光景でした。当時7人いた子供全員が馬車に駆け寄り，周りを囲んで，『どう�

したの』と尋ねました。�

『何でもないよ』と両親は言いました。�

『じゃあ，なぜ泣いているの』とわたしたちは聞きました。�

『中に入ろう。説明してあげるから。』�
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わたしたちが，居間にある長年使い慣れたソファの周りに集まると，父は伝道の召しが来たこ�

とを話してくれました。すると母が言いました。『お父さんが伝道に出るのにふさわしいと見な�

されたということは，とても名誉なことよ。二人とも少し泣いたけれど，それは2年間お父さん�

と会えないからなの。お父さんとお母さんは，結婚以来，2日と離れたことがなかったんですも�

のね。それはお父さんが山あいに，材木や杭，まきを取りに行くときぐらいだったわ。」�

こうして父は伝道に出ました。そのときわたしは，父の決意の深さがどれほどのものであった�

のか，あまりよく分かりませんでしたが，今では，父が進んでこの召しを受け入れたということ�

は，大きな信仰の表れだったことがよく分かるようになりました。」（「神の性質」『聖徒の道』�

1987年1月号，51-52) 

ベンソン大管長はヨーロッパの聖徒の苦悩を見た 

フレデリック•W•バベル兄弟は第二次世界大戦直後，ベンソン大管長に付き添ってヨーロッ�

パを視察した。バベル兄弟の著書『信仰の翼に乗って』(On Wings of Faith)には，ベンソン大�

管長がヨーロッパの聖徒に見た犠牲について次のように書かれている。�

例� ヨーロッパでした 初のスピーチの中で，ベンソン大管長はこのように言った。�

「わたしの兄弟姉妹，わたしは皆さんの顔が上を向いているのを見て，心が感謝でいっぱいに�

なっています。神の純粋な愛の中でわたしはあなたがたの心をお察ししています。�

わたしはこの機会を感謝している一方，非常に沈痛な思いでここにやってまいりました。青々�

として豊かな土地を車で通りながら，わたしはすべての町や村に人が神の律法を破った結果起こ�

った恐ろしい傷跡を見ました。�

わたしはここで実際に起こったことを支持するつもりはないですし，非難するつもりもありま�

せん。神がその審判となられるでしょう。神の裁きは公正です。それはわたしたちが選択したこ�

との結果を御覧になるだけでなく，丄、の中の意思によっても裁かれるからなのです。…… 

あなたがたの涙に潤んだ目を見，大勢の方々がぼろを身にまとって今にも死にそうな様子なの�

を見て心が痛みます。しかし，それにもかかわらず，ひび割れた唇には笑みが浮かび，愛と理解�

の光があなたがたの目に輝いているのを見て，あなたがたが聖約を忠実に守って義にかなった生�

活をし，憎しみと恨みで心を満たさなかったことが分かります。…… 

わたしたちは皆兄弟姉妹であり，地上での神の王国——すなわちイエス•キリスト教会の会員�

なのです。そして，主が言われた『わたしたちは兄弟の番人』という言葉を心から受け入れる者�

なのです。」（フレデリック• W •バベル，『信仰の翼に乗って』37-39) 

次はある末日聖徒の女性の実話であるが，ベンソン大管長は戦争を体験して苦難をなめた教会�

員との集会の後でこの女性に会った。�

この姉妹は，「靴の代わりに足に麻袋を巻いていたが，その麻袋さえも擦り切れていた。身に�

着けていた衣服は破れてつぎはぎだらけだった。……この姉妹は東プロシャに住んでいたが，そ�

の地方で行われた恐ろしい 後の戦いで夫は殺された。4人の子供を抱えて後に残されたが，一�

人はまだ生まれたばかりの赤ん坊だった。占領軍との同意の下に，彼女を含む1，100万人のドイツ�

人はすべての所有物を残し，故国を離れて西ドイツに移住しなければならなかった。ほんの身の�

回りの物や寝具などを木製の車輪の付いた小さな荷車に乗せ（全部で約30キロの荷物），戦争で�

廃虚と化した道のりを押して来たのだった。幼い赤ん坊を腕に抱き，ほかの子供たちはこの1，600 

キロを超す旅の間，彼女に寄り添って一生懸命歩いた。�

彼女が旅を始めたのは夏の終わりだった。少ない所持品だけで食料もお金もなかった彼女は，�

途中の野や森の中で食べ物を集めなければならなかった。またろうばいする難民や兵隊の略奪な�

どの危険に絶えずさらされていた。�

間もなく雪が降り始め，温度が氷点下40度ぐらいまで下がるほど寒くなった。子供たちは凍死�

したり飢え死にしたり，あるいはその両方で，一人一人死んでいった。彼女はテーブルスプーン�

をシャベルにして道端に掘った浅い墓に子供たちのしかばねを埋めた。そしてついに，長かった�

旅がやっと終わろうとしているとき， 後の子供が彼女の腕の中で死んでしまった。もうスブー�

ンさえもなくなってしまっていたので，凍りついた地面に素手で墓を掘った。�
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彼女は証会でこのような，また彼女が経験したそのほかの苦難を思い出して語りながら，この�

ときの彼女の悲嘆はそれ以上耐えられないものになっていたと説明した。雪の中で 後の子供の�

墓前にひざまずき，夫と全部の子供たちを失ったことを嘆き悲しんでいた。全財産も家も祖国さ�

えもなくしてしまった。そして，今や自分と同じような不運な境遇の人々の中に交じっていた。�

このような深い悲しみにどうしてよいか分からなくなって，もう胸が張り裂けるのではないか�

と思ったほどだった。この絶望状態の中にあって，彼女は同国人の多くがやったように自分の命�

を断つことも考えた。近くの橋から飛び降りたり，やって来る汽車の前に身を投げることは簡単�

なことだと彼女は思った。�

このようなことを思い巡らしていると，心の中で何かが『ひざまずいて祈りなさい』とつぶや�

いた，と彼女は証している。それから彼女はそれまでにも増していっそう熱心に祈った。�

後に彼女は，同じような苦難を経験した同国人の中で，彼女は も幸福な者の一人であると�

いうすばらしい証を述べた。それは，神が生きておられ，イエスがキリストであられ， 後まで�

忠実に生き続けるならば，日の栄えの王国に救われると知っているからだと述べた。」（『信仰の�

翼に乗って』41-42) 

參この女性は「犠牲」という言葉を理解していたと思いますか。彼女の話はベンソン大管長やそ�

のほかのヨーロッパの人々にどんな影響を与えたと思いますか。（様々な答えが期待できる。）�

ベンソン大管長はほかの人々にも犠牲を払うことを促した 

ヨーロッパに滞在中，ベンソン大管長は，「オランダの聖徒が自分たちの福祉のためにじやが�

いもを植え付けることのできる土地を探すようにと，オランダ伝道部のコルネリウス•ザッピィ�

部長に勧めた。 初の年の終わりには，オランダの聖徒たちは66トンのじやがいもを収穫した。�

これは自分たちの飢えを癒すに十分の量だった。�

しかしこのとき思いがけない要望が出された。豊かな収穫の感謝をささげるために伝道部全体�

の大会がロッテルダムで開かれたとき，伝道部長は……次のように述べた。『この戦争の結果，�

あなたがたが遭遇した も憎い敵はドイツ人でした。あなたがたがどんなにドイツ人を嫌ってい�

るか，わたしたちはよく知っています。し力、し，彼らは今やあなたがたよりもはるかに惨めな状�

態にあります。そこで今年収穫されたじやがいもを全部ドイツの聖徒に送るようにお願いしたい�

のです。そうしていただけないでしょうか。』�

彼らはそれを承知した。…… 

翌年，オランダの聖徒たちは約150トンのじやがいもを又穫した。それに加えて彼らは釣りに�

行き，数本のたるいっぱいのニシンを取った。オランダの聖徒たちはこのように考えていたので�

ある。『去年ドイツの聖徒にじやがいもを送ってほんとうによかったと思ったので，今年は収穫�

の全部に塩漬けのニシンを加えて送りたいと思います。』」（バベル『信仰の翼に乗って』76-77) 

話し合い� オランダの聖徒は犠牲を払うことのほかに，「敵を愛する」ことも求められた。�

•彼らは報いとしてどんな特別な気持ち，または福音の祝福を受けましたか。（様々な答えが期�

待できる。）�

•オランダの聖徒はドイツの聖徒をどのように助けましたか。もっと重要な意味でどのように自ら�

を助けましたか。（自ら犠牲を払うことが豊かな報いをもたらすことを理解できるように導く。）�

聖 句� 『モルモン書』のべニヤミン王は，モーサヤ2�：18-19の中でこのように言っている。�

「見よ，あなたがたは，わたしのことを王と呼んできた。あなたがたが王と呼んでいるわたし�

でさえも，あなたがたのために務めているとすれば，ましてあなたがたは，互いに務め合うよう�

にすべきではないだろうか。�

また見よ，あなたがたから王と呼ばれ，生涯をあなたがたのための務めに費やし，それによっ�

て神に仕えてきたわたしが，あなたがたから幾らかでも感謝を受ける値打ちがあるとすれば，お�

お，あなたがたはどれほど天の王に感謝すべきであろうか。」�
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主はわたしたちの犠牲を知っておられ，助けを求めれば助けてくださる 

例� フレデリック•W•バベルは次のような出来事について述べているが，これはベンソン長老の�

払った犠牲が主からの特別な助けという形で報われたことを示している。�

先に戦場となった地域の中で，特にロシア軍に占領されている地区は，中央幹部が旅するには�

非常に困難な状態だった。たとえそれが慈善物資を持って行くというものであっても困難を極め�

た。�

バベル兄弟はこのように述べている。「わたしたちはロシア軍がベルリンとワルシャワの間に�

設けた航空機専用路を通ってポーランドに入らなければならなかったので，ベルリンへ入るため�

の許可証を軍部から得る前に，まずポーランドへ入るためのピサを取らなければならなかった。�

ベンソン大管長は……わたしが必要な許可を取ることができたかとしきりに尋ねた。わたしが�

『まだです』と答えると，非常にがっかりした。わたしとベンソン長老には，どうしても克服で�

きない問題のように思えた。わたしたちは一言も発せずに，真剣に考えていたが，やがて彼が静�

かに，しかしきっぱりとした口調で，『わたしに祈らせてください』と言った。�

祈るために自室に入ってから約2, 3時間後に，ベンソン長老がわたしのところへ来て，顔にほ�

ほえみを浮かべながら言った。『自分の荷物の用意をしてください。朝になったらポーランドへ�

出発ですよ。』�

初わたしは自分の目を疑った。そこに立っていた彼の姿が，美しく輝く光に包まれていたの�

である。彼の顔の輝きは，主の御霊に満たされたときのジョセフ•スミスもこのようではなかっ�

たかと思えるほどであった。」（『信仰の翼に乗って』131-132) 

ベンソン大管長の祈りはこたえられ，ずっとへき地の方までも入ることができて，戦争で破壊�

された地域の聖徒たちを助け，力づけることができた。�

ビデオカセットの証� 入手できる場合は，ビデオカセット『末日聖徒イエス•キリスト教会歴代大管長の証』(53242 

〔英語版のみ〕）の第9部，エズラ•タフト.ベンソンの証（3分19秒）を見せる。�

証とチャレンジ 

自分の証を述べ，エズラ•タフト•ベンソンが実に主の預言者であったという証を求めて祈る�

よう，生徒に決意させる。�

自分自身の生活をよく見詰め，犠牲を払っているかどうか，また主と人々に仕えているかどう�

か調べてみるよう生徒にチャレンジする。�

•貧しい人，不幸な人を助けているだろうか。�

•伝道に出る準備をしているだろうか。�

自分が利己的な理由でやりたいと思っていることを超えて，人類全体が必要としている，より�

大きなことに関心を持つよう促す。�

164 



目 的� 生徒は，神に忠実であれば国や人々にもよりよく仕えることができることを学ぶ。�

準 備 1.グラビアページにあるエズラ•タフト•ベンソンの写真を見せる準備をしておく。�

2.「ボーイスカウトの誓い」を書いたポスターを用意する。�

ボーイスカウトの誓い 

わたしは，名誉にかけて，次の3条の実行を誓います�

一，神と国とに誠を尽し“おきて”を守ります�

一，いつも，ほかの人々を援けます�

一，からだを強くし，心をすこやかに，徳を養います�

3.信仰箇条第12節を書いたポスターを用意する。「わたしたちは，王，大統領，統治者，長官に�

従うべきこと，法律を守り，尊び，支えるべきことを信じる。」�

レッスンの展開 初めに 

教会や学校，および地域社会は，わたしたちが人々に奉仕できるすばらしい機会を提供してく�

孑し̂> o 

•教会の指導者たちは，なぜ教会での奉仕に加えて町や県，さらには全国的な活動に参加するよ�

うに勧めているのですか。（あらゆる種類の政府機関および市町村の奉仕組織で良い働き手を�

必要としている。また，そのような奉仕活動に参加することによって自分自身も成長すること�

ができ，さらには地域社会または全国に教会の理想を促進することができる。）�

聖句を使った� エテル2�：12を一緒に読む。�

話し合い •地域社会および国の政治に参加することは，どのように救い主に仕えることになるのですか。�

(様々な答えが期待できる。福音に従って生活している人は，地域社会や政治に大きな影響を�

与えることができると強調する。天父は神の子のすべてに心を配っておられるから，神の手に�

あってほかの人々に祝福を与える道具となる備えをすることができる。）�

教義と聖約98: 9-10を読む。�

•あなたを代表して政治を行う正直な人を選ぶには，自分をどのように備えたらよいでしょうか。�

将来賢明な選択をすることができるように，今何を学ぶことができますか。�

教会の会員は正直，親切，そして人々が何を必要としているかに関心を持っていなければなら�

ない。�

ベンソン大管長は数多くの職務に忠実であった 

話し合い� ベンソン大管長はその生涯を通して，地域社会や州，および合衆国全体のために数多くの公務�

を果たしてきた。�

また，アメリカボーイスカウト全国評議会の会員をはじめ，数々のボーイスカウトの職を務め�

た。ベンソン大管長はこのような公共，ビジネス，およびスカウトへの奉仕に加えて，長年にわ�

たって献身的に教会に奉仕した。これらすベての活動は地域社会や州，国家や世界のためになっ�

たが，特に主の教会への大きな貢献となった。�

長年の間十二使徒評議会においてベンソン大管長とともに働いたマーク• E •ピーターセン長�
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老は，次のように語っている。�

「彼の生涯において も顕著な時期の一つは，ドワイト• D •アイゼンハワー大統領の内閣の�

農務長官に任命された時であった。�

それは彼が求めて得た責任ではなかった。自分の名前が閣僚の一人として考慮されていること�

を知ると，彼は当時教会の大管長であったデビッド• 0 •マッケイ大管長に会いに行った。その�

ときマッケイ大管長はこのように言った。『昨夜わたしのところに非常に重要な電話が来ました。』�

それはもしベンソン長老が閣僚の職に任命されたならば，教会はどんな態度を示すかを打診する�

ためのものであった。マッケイ大管長は言った。『ベンソン兄弟，この件に関してわたしの心は�

はっきりしています。もし正しい精神の下にそのような機会が与えられたなら，それを受けるベ�

きだと思います。』�

ベンソン長老は，そのような申し出が自分のところへ来るとはとても信じられないと言い，自�

分は今までどおり十二使徒評議会の会員として働きたい旨をマッケイ大管長に伝えた。�

しかし，マッケイ大管長はそのような申し出があったならば，面接を受けるようにと助言した。�

間もなく新しく選出されたアイゼンハワー大統領はベンソン長老をニューヨークに招いた。そこ�

で大統領は，全国の農民からベンソン長老が非常に尊敬されていることを告げ，ぜひともこの任�

務を受けて政府の要望にこたえるように求めた。�

こうしてベンソン長老は〔農務長官として〕8年間務めた。大統領は自分がホワイトハウスに�

いる間はずっと農務長官としてとどまってほしいと要望した。そしてベンソン農務長官はそのと�

おりにした。」（“President Ezra Taft Benson” Ensign「エズラ•タフト•ベンソン」『エンサイ�

ン』1986年1月号，7) 

話し合い •アイゼンハワー大統領は，ベンソン長老のような指導者からどんな道徳的行為を期待すること�

ができたでしょうか。（様々な答えが期待できる。恐らく正直と忠実という二つの特質が期待�

されていたことを強調する。）�

合衆国政府の農務長官としてべンソン長老が決定したことは，すべての人にとって必ずしも評�

判の良いものではなかった。�

•そのような決定を下すとき，ベンソン長老は主からどのような助けを得ることができましたか。�

(様々な答えが期待される。）�

例� 「農務長官としてロシアを訪問したときに，ベンソン長老は一部のロシア人が深い信仰を持っ�

ていることを明らかにした感動的な経験をした。�

彼は合衆国を代表する者として，フルシチョフ首相およびほかのロシア政府の高官と協議した。�

その会議の後でべンソン長老は，どこかの教会でまだクリスチヤンの集会が許可されているのな�

ら，そこへ行きたい旨を述べた。何度か粘り強くに要請して，やっとモスクワのバプテスト教会�

へ連れて行かれた。この政府間の会合のためにロシアまで随行した記者団も，ベンソン長老の後�

についてこの小さな教会へ行った。�

この大都会でいまだに礼拝が行われているのは，この教会を含めてほんの少ししかなかった。�

会衆は主として老人で，その多くは女性だった。�

明らかにアメリ力人と分かる一団が教会堂の中に入って行くと，出席していた人々はあ然とし�

た面持ちで，自分の目を疑っていた。そのアメリカ人の一人ベンソン長官が突然前触れなしに壇�

上へ呼ばれた。�

込み上げる感情に声を詰まらせて，彼は主イエス•キリストが現存の御方であることを証した。�

『神は生きておられます。生きておられることを知っています。イエスはキリストで，世の贖い�

主であられることを確かに知っています』と彼は述べた。�

彼の言葉はロシア語に通訳された。話の一区切りごとに，会衆はうなずいていた。婦人たちは�

頭の覆いを取ると涙をふき，男たちは曇る目をぬぐった。長官付きの記者という責任からついて�

来ただけの，教会には関心を持たなかった世慣れた新聞記者たちまでが，今は会衆と一緒になっ�

て泣いていた。�

厳粛な一時であった。心は和み，御霊が人々を包んだ。それはかつて感じたことのない気持ち�
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であった。人々は手を組み，頭を下げて，真心から祈った。�

〔ベンソン〕長官の話は続いた。『わたしは祈りを固く信じております。必要なときに力と励�

ましを与えてくれる見えざる力に手を伸ばし，それを求めることができるのです。恐れてはなり�

ません。神の戒めを守ってください。主を愛してください。互いに愛し合ってください。全人類�

を愛してください。真理は勝つのです。時は真理の味方です。』�

アメリカ人の記者団一行は，通路をゆっくりと戸口に向かった。記者たちは入って来たときと�

はうって変わってへりくだった態度であった。席を立つ彼らに，飢える心を少しでも満たそうと�

するかのように，次々と手が差し伸べられた。そして感謝の唇からは，『神よ，また逢うまで』�

の歌が流れ出た。……し力、しこの願いはこの世では恐らく決して成就されないだろうとすべての�

人は知っていた。」("A Moving Experience in Russia"「ロシアでの感動的な経験」『エンサイン』�

1986年1月号，12-13) 

ベンソン大管長は主の使徒であったにもかかわらず，農務長官として国家に仕える召しを受け�

入れた。しかし，もし彼がこの召しを受け入れなかったならば，このように全世界のために奉仕�

する機会はなかったに違いない。�

ベンソン大管長はボーイスカウトを愛した 

ベンソン大管長が十二使徒定員会の会長であったとき，総大会の神権会で話をした。それはボ�

一イスカウト隊長をしていたときの懐かしい思い出を語ったものだった。そのときのスカウトと�

しての 初の奉仕以来，生涯の大部分を通してボーイスカウト活動に貢献した。ベンソン大管長�

はこのように述べた。�

「65年ほど前の話ですが，わたしはホイットニーワードのすばらしい監督から，24人の少年た�

ちのスカウト隊長として働くように頼まれました。わたしはそのことにいつも感謝しています。」�

続いてベンソン大管長はこの24人の少年たちとともにMI Aの合唱コンクールに参加し，フラン�

クリンステークで優勝して，6ステーク合同のローガン地域コンクールへと進んだときのことを�

n占しフ。o 

「やがてわたしたちのグループが壇上に行く時間が来ました。伴奏者が『星条旗よ永遠なれ』�

を弾く中を，24人の少年は1列で壇上に進み，半月の形に並びました。わたしはベンチとベンチ�

の間にしゃがみ込んで，彼らに何くれとなく指示を与えていました。歌は，それまでにないすば�

らしいできばえでした。もちろん皆さんも分かっておられると思いますが，そのとき優勝してい�

なければ，わたしはこのような話はしません。�

コンクール後に開かれた 初のスカウト集会で，少年たちは一つのことを言い出しました。�

(彼らは自分たちの益になることは何一つ忘れませんでした。）というのは，以前みんなが歌のこ�

とであれこれ心配していたときに，元気づけるため，もしローガンで優勝したら，全員でベアレ�

一クバレーまで数十キロの道のりをハイキングしようと約束していたからです。……」�

少年たちはハイキングに行くときには頭を坊主刈りにしようとお互いにチヤレンジした。「そ�

うすればハイキングの間，髪をとかしたりする面倒がなくなると思います。」二人のスカウト隊�

長は床屋に「もし御二人の頭をそらせてもらえるんでしたら，料金は一切頂きませんが」と言わ�

れて，とうとう自分たちも丸坊主になった。�

ベンソン大管長はこのように回想している。「少年たちと山や湖で過ごした3週間はとても楽し�

いものでした。では，その後この少年たちがそれぞれどのような人生をたどったかを話してみた�

いと思います。彼らはわたしの誇りです。」�

ベンソン大管長はこの24人の少年たちの行く末を見守ってきた。二人を除いてはみんな神殿で�

結婚していた。また教会ではスカウト隊長，監督，副監督，書記，高等評議員などの責任を持っ�

ていた。後にベンソン大管長はこのように述べている。「あるときわたしは南アリゾナへ行きま�

した。……その会のさなかに，わたしはホール後方の通路に，見覚えのある顔を見つけました。�

それは音信が途絶えていたあの二人のうちの一人でした。会が終わってから，彼がわたしの方へ�

やって来ました。わたしたちは互いに腕を回して抱き合いました。今は何をしているのかと聞く�

と，……彼は『大した働きはしていませんが，一応スカウトの隊長を』と答えました。……彼の�

話によると，教会員でない女性と結婚したが，その奥さんが教会に改宗して，……とのことでし�
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た。……わたしたちはそのときから手紙のやり取りを始め，何か月か後に，わたしはそのすばら�

しい夫婦と子供の結び固めの儀式をソルトレーク神殿で執行する誉れにあずかりました。�

それからまたしばらくして，わたしはアイダホ州バーレ一のアイダホ農務局から，例年開かれ�

ている集会で話をするよう依頼を受けました。その会が始まる直前に……会場入り口で，入って�

来る農家の人々にパンフレットを渡している一人の男性に目を留めました。……それは間違いな�

く，音信が絶えていた，24人の中のあの 後の一人でした。�

会が終わってから，わたしたちは二人で楽しく語り合いました。彼は教会員と結婚したのです�

が，神殿結婚ではありませんでした。しかし，その後間もなく，わたしは彼と奥さん，そして数�

人の子供たちを神殿で結び固める特権にあずかったのです。」（「ボーイスカウト隊長の召し」『聖�

徒の道』1985年1月号，47 - 49) 

ポスター� 「スカウトの誓い」のポスターを掲示する。一条ずつ復習し，ベンソン大管長は，非常に大事�

に思っていたこの誓いが目標とするところをどのように成就したかを説明する。�

ベンソン大管長はその一生のほとんどを教会や地域社会への奉仕に過ごした。�

次の質問を考える。（様々な答えを受け入れる。）�

•一生を通して行った様々な奉仕から，ベンソン大管長はどんな喜びを受けたでしようか。�

•このような奉仕をすることによって，彼はどんな才能や技術を養ったと思いますか。�

•彼は自分の住んでいた地域社会にどんな益をもたらしましたか。�

証とチヤレンジ 

信仰箇条第12節が書かれているポスターを掲示し，どのような責任が与えられても，学校や地�

域社会，そして国のために忠実に働くよう生徒にチャレンジする。信仰箇条第12節は，人々を助�

けるための神の計画の一部であることを証する。�

エズラ•タフト•ベンソン大管長は神によって召された預言者であることを証する。また，ベ�

ンソン大管長や両親，生徒自身のような善良な人々が進んで地域社会，県や国のために奉仕する�

ならば，全世界が祝福を受けることを証する。�
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目 的� ハワード• W •ハン夕一大管長の生涯を研究し，「いっそうキリストのようになりましょう」�

というハン夕一大管長の勧告にクラスの生徒が従えるように助ける。�

準 備 1.以下の写真を見せる準備をする。巻末のグラビアページの「ハワード• W •ハン夕一大管�

長」；「イエス•キリストの少年時代」（『福音の視覚資料セット』206)� ；「嵐を静める」�

(『福音の視覚資料セット』214)� ；「イエス•キリスト」（『福音の視覚資料セット』240)；�

「それゆえに，あなたがたは行って」（『福音の視覚資料セット』235) 

2.以下の二つのカードを作る（ハワード• W •ハンター，772射灰e Mi^it i/ave九y『喜びを得�

るために』9より引用；「主イエスよ，わが胸」『聖徒の道』1993年7月号，67参照)。�

「優しい行いは残虐行為に勝る。」ハワード.w•ハンター�

「親切は強制に勝る。」ハワード• W •ハンター�

3.以下の聖句と文章を黒板またはポスターに書く。�

「求めよ，そうすれば，与えられるであろう。捜せ，そ�

うすれば，見いだすであろう。門をたたけ，そうすれば，�

あけてもらえるであろう。」（マ夕イ7:7) 

「敵を愛し，迫害する者のために祈れ。」（マタイ5: 44) 

「わたしたちは今まで以上に深くキリストを知り，これ�

まで以上に頻繁に主を思い起こし，過去にも増して雄々し�

く主に仕えなくてはなりません。」（ハワード• W •ハン夕�

一 ， T h a t We Might Have Joy『喜びを得るために』5�；�

「あなたがたはどのような人物であるべきか」『聖徒の道』�

1994年7月号，67) 

4.可能ならば，キリストを知ることについてのハン夕一大管長の言葉を生徒の人数分コピーする。�

5.黒板を使用する場合にはチョークを，ポスターを作った場合にはクレヨンかマーキングペン�

を持参する。�

6.入手可能な場合には，ビデオ『ハワード• W •ハンター，神の預言者』（inward • 灰 . 

Hunter, Prophet of God〔53946 (英語版のみ）〕）の中の一部を見せるとよい。�

レッスンの展開 初めに 

写真� ハワード• W •ハン夕一大管長の写真を見せる。�

•この人はだれですか。（だれも知らない場合には，末日聖徒イエス•キリスト教会第14代大管�

長，ハワード• W •ハンターであると伝える。）�

ハワード• W •ハン夕一は，1907年11月14日に，アイダホ州ボイシで生まれた。ハワードの父�

親は，ハワードが幼いころ，まだ教会員ではなかった。ハワードは12歳のとき，執事になり聖餐�

を配ることができるようにアロン神権を受けたいと思った。しかし，父親にパプテスマを受ける�

許可を求める必要があった。�

クラスの生徒たちの中にも，ハン夕一大管長が子供のころや10代のころにしたのと同じことを�

した生徒がたくさんいるかもしれない，と説明する。�
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彼は若いころ，いつも忙しく何かに取り組んでいた。新聞を売ったり，壊れた目覚まし時計を�

修理したり，絵を額に入れる技術を学んだり，優れた機械工になったり，幾つかの楽器を習得し�

たりした。�

絵� ヨセフの大工仕事を手伝われるイエス•キリストの絵を見せる。イエスが確かにそうであられ�

たように，ハン夕一大管長も若いころ働き者であったことを説明する。�

例� ハワードが10代のころ，新しい教会堂を建てる計画が発表された。ハワードは 初に立ち上が�

って，建築資金を献金することを申し出た。25ドルというお金は数年間かかって蓄えたもので，�

当時としては多額であった。�

ハワードが高校生だったとき，「ハンターズ•クルーネイダーズ」という自分のオーケストラ�

を編成し，アイダホ州ボイシの町にあるほとんどの高校のパーティーで演奏した。高校卒業後，�

1927年，自分のオーケストラと一緒に，日本，中国，フィリピンへ航海し，巡航船で演奏した。�

聖句� ハン夕一大管長は良い音楽を愛したことを説明する。教義と聖約25�：12をクラスで読む。�

例� ハワード•ハンターがクララ•ジェフスと婚約したとき，結婚し家庭を築くという新たな目標�

をよりよく達成できるように，プロの音楽家になることをあきらめた。結婚と家族はクリスチヤ�

ンとして 高の目標であると思ったからである。後に，彼はこのように述べている。「永遠の結�

婚という原則ほど，家庭における愛と忍耐，献身を深めるのに力強い原則はほかにありません。」�

(Conference Report『大会報告』1972年10月号，67 ； Ensign『エンサイン』1973年1月号，65) 

1934年，米国で起きた経済恐慌の間，ハワード•ハンターは定職に就きながら，法律の学位を�

取得するために学校へ戻った。優秀な成績で卒業し，1940年の1月にはカリフォルニアで弁護士�

事務所を開設した。彼は家族を養うために一生懸命に働いた（『大会報告』1994年10月号，66-

70；「義にかなう夫，父親」『聖徒の道』1995年1月号，57-59参照)。�

大人になると，ハワード•ハンターは監督やステーク会長など，多くの召しを受けた。彼は教�

会の召しを果たすためにいつもよく働いた。�

十二使徒評議会補助のアルマ•ソネ長老は，ハワード•W•ハン夕一が十二使徒定員会会員に�

召されたとき，次のように述べた。「（当時，ステ一ク会長を務めていた）ハン夕一会長が十二使�

徒定員会の空席を埋めるために召されたと聞いて，とてもうれしく思います。ハンター会長は長�

年，シオンの指導者を務めてきました。彼はふさわしさを証明したのです。このような優れた才�

能の持ち主を召すことができて，敦会にとっても非常に幸いなことです。」（『大会報告』1959年�

10月号，55) 

ハン夕一大管長は救い主を愛し，主の模範に従おうと努めた 

まだ幼いころから，ハン夕一大管長はイエス•キリストの人生に見いだされる慈愛に気づき，�

救い主のような生活を送りたいと思った。彼の妹のドロシーは，彼についてこのように述べてい�

る。『ハワードはいつも善いことを行い，良い子になりたいと思っていました。わたしをよく面�

倒見てくれるとても良い兄でした。両親に対しても思いやりがありました。また，動物が好きで，�

捨てられた動物をよく家に連れて来ました。』家のそばには灌漑用水路があり，ある日，近所の�

教会員ではない少年たちが数人で，子猫をその水路に落として遊んでいました。子猫が這い上が�

って来ると，また落とすのです。彼らはこの遊びを飽きるまで何度も続けていました。『ハワ一�

ドが通りかかり，〔子猫〕を拾い上げました。死にかけて横たわっているのを，家へ連れて帰り�

ました。母はもう死んでいるのではないかと思いましたが，ハワードと二人で毛布にくるみ，温�

かいオーブンのそばに置き，看病しました。』子猫は息を吹き返し，何年も飼われることになり�

ました。ドロシーはこのように述べています。『兄はとても親切でした。それに，わたしは兄が�

間違ったことをするのを，これまで一度も見たことがありません。』」（ジェームズ.E•フアウス�

ト「空を飛ぶ鷲のように」『聖徒の道』1994年9月号，5-6) 
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カード� カードを見せる。�

「優しい行いは残虐行為に勝る。」ハワード• W •ハンター�

「親切は強制に勝る。」ハワード• W •ハンター�

ハン夕一大管長は生涯，優しさと親切を示したことを生徒に説明する。�

ハン夕一大管長はイエスの話をすること力《好きだった 

ハン夕一大管長は，『聖書』からイエスについての話をすることが好きだった。その一つは，�

イエスがガリラヤ湖で嵐を静められたときの話である。�

嵐を静められるイエスの絵を見せる。絵に描かれた話を簡潔に話す（マタイ8: 23-27參照)。�

ハン夕一大管長は，もしわたしたちが「イエスをしっかりと見詰めるなら，……激しく吹きす�

さぶ疑いという風の中にあってもひるむことはない」と教えた（「平和な港の光」『聖徒の道』�

1993年1月号，22)。�

•わたしたちがイエス•キリストをしっかりと見詰め続けるには，日々，どのようなことをした�

らよいでしよう力、。�

ハン夕一大管長は，キリスト教は行動のための計画であると信じた 

ハン夕一大管長はこのように述べている。「ほんとうのクリスチャンは，イエス•キリストの�

福音は信念の福音であるだけでなく，行動の計画であることを理解しなくてはなりません。主の�

福音は人が必ず行うべき事柄を教える福音であり，行動への呼びかけです。」（『喜びを得るため�

に』131；『大会報告』1967年4月号，115�； Improvement Era『インプルーブメント•エラ』�

1967年6�月号，101) 

人が必ず行うべき事柄とは，人から頼まれてする事柄以上の，時には命令とも言える，避ける�

べきではない事柄である。�

主は福音の計画を通してわたしたちにすばらしい経験を用意してくださったが，主はわたした�

ちが単なる傍観者として見ているのではなく，行動するように期待しておられる。�

ハン夕一大管長はこのように勧告している。「単に語ること，受け入れること，信じることだ�

けでは十分ではありません。語り，受け入れ，信じる事柄を日常生活における精力的な行動に移�

すまでは不完全です。そうしてこそ，個人の証の も力強い源となるのです。知識は経験から生�

じます。『ジョーンズ兄弟が真実だと言うので，わたしは彼を信じます』と言う必要はありませ�

ん。『わたしはこの原則を自分の生活の中で実践しました。ですから，わたし自身の経験を通し�

てそれが真実だと知っています』と言うべきなのです。」（『喜びを得るために』133;『大会報告』�

1967年4月号，116:『インプルーブメント•エラ』1967年6月号，101) 

黒板を使った実習� 黒板に次の言葉を書く。観察する，先に延ばす，行く，座る，憎む，注意する，行う，見る，�

無視する，感じる，与える，信じる，予想する，祈る，悔い改める，愛する。 

クラスの生徒に前に出て来てもらい，福音を実践する言葉だと思うものに•を付けてもらう�

(太字で書かれた言葉が正解)。�

黒板と聖句を使った� 黒板に書いた二つの聖句を指し，クラスの生徒へ前に出て来てもらい，聖句の中の福音を実践�

話し合い� する言葉に〇を付けてもらう（太字で書かれた言葉が正解)。�

系石�

話し合い�
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「求めよ，そうすれば，与えられるであろう。捜せ，そ�

うすれば，見いだすであろう。門をたたけ，そうすれば，�

あけてもらえるであろう。」（マタイ7:7) 

「敵を愛し，迫害する者のために祈れ。」（マタイ5: 44) 

ハン夕一大管長は，生命を危険にさらすような事態に遭遇しても，イエス•キリストの模範に従った 

例� ハン夕一大管長は，生命を脅かすような事態に遭遇しても，イエス•キリストの模範に従った。�

「1993年2月7日，彼はブリガム•ヤング大学のキャンパスで，19のステ一クのフアイヤサイド�

と教会教育部の放送番組のために話をすることになりました。マリオットセン夕一に集った約2 

万人のヤングアダルトに話をしようと立ち上がったところ，突然暴漢が現れ，ハンター長老を脅�

して『動くな』と叫びました。男は，爆弾と起爆装置を持っていると告げ，ハンター会長以外は�

全員立ち去るように命令しました。実際に多くの人が立ち去りましたが，ハンター会長は二人の�

警備員とともに演壇に決然と立っていました。ピストルのようなもので脅されていましたが，ハ�

ン夕一会長は男が渡した声明文を読むことを断固として拒みました。学生たちがだれからともな�

く『感謝を神に捧げん』（『賛美歌』11香）を歌いだすと，暴漢は一瞬気をそらしました。すかさ�

ず警備員が飛びかかり，男を取り押さえました。もう一人の警備員が安全を期して，ハンター会�

長を床に伏せさせました。�

もちろん，聴衆はかなり動揺しましたが，間もなく理性を取り戻し，静かになりました。ハン�

夕一会長はすぐに気を取り直すと，再びマイクロフォンに近づき，準備した話の 初の部分を読�

み上げました。『人生にはかなり多くのチャレンジがあります。』そこでロを閉じると，聴衆を見�

回して付け加えました。『ただ今，御覧になったように。』そして，何事もなかったかのように，�

先を続けました。」（「空を飛ぶ鷲のように」『聖徒の道』1994年9月号，16-17) 

ハン夕一大管長は自分の仕事と家を離れ，使徒として主に従った 

1959年10月に使徒に召されたとき，ハン夕一大管長のあらゆる才能は救い主に仕えるためにさ�

さげられた。そのときから死ぬまで，すべての時間を主にささげたのである。十二使徒定員会で�

ハン夕一大管長とともに働いたニール•A•マックスウェル長老は，彼についてこのように述べ�

ている。�

例� 「ハワード• W •ハン夕一大管長は柔和な人です。彼は若いときに，ほかの人が仕事を失うこ�

とになるからという理由で，自分の求めていた仕事を辞退したことがありました。二人でエジプ�

トを訪問する割り当てを受け，くたくたに疲れ，ほこりまみれになって1日をともに過ごしたこ�

とがありました。わたしが翌朝目覚めると，この謙遜な人は気づかれないように黙々とわたしの�

靴を磨いていました。このように日々の何げない事柄の中に柔和さは表れるのです。」（「空を飛�

ぶ鷲のように」『聖徒の道』1994年9月号，12-13) 

絵と黒板� 「イエス•キリスト」「それゆえに，あなたがたは行って」の絵を見せる。ハン夕一大管長は�

わたしたちに，救い主の足跡をいっそう忠実にたどるようにチヤレンジしている。黒板またはポ�

スターに書かれたハン夕一大管長の言葉を読むか，またはクラスの生徒に読んでもらう。�

「わたしたちは今まで以上に深くキリストを知り，これま�

で以上に頻繁に主を思い起こし，過去にも増して雄々しく�

主に仕えなくてはなりません。」（『喜びを得るために』5; 

「あなたがたはどのような人物であるべきか」『聖徒の道』�

1994年7月号，67参照）�
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十二使徒定員会会員ジェームズ•E •ファウスト長老によりハン夕一大管長へささげられた次�

の言葉を読む。�

「ハン夕一大管長は，これまでわたしたちが知っている人の中で， も愛情にあふれたキリス�

トのような人の一人です。彼の霊性の高さは計り知れないほど高いものです。長年主の特別な証�

人として主イエス•キリストの導きの下で仕えてきたハン夕一大管長の霊性は，驚くべき方法で�

高められてきました。それは彼の全身にみなぎる力の源となっています。彼は神聖な事柄を静か�

に，また謙遜に受け止め，そうした事柄を慎重に語ります。また，すばらしい心の平安と落ち着�

き，そして，神の子供たちの中で際立って気高い心の持ち主です。彼が度々経験してきた大きな�

苦難は，この時代，この日，地上にあって神の清い器となり預言者となるための『精練の火』だ�

ったのです。」（「空を飛ぶ鷲のように」『聖徒の道』1994年9月号，19) 

割り当て� 二人の生徒に，次のレッスンで以下の聖句を読み，説明できるように準備するよう割り当てる。�

教義と聖約131：1-4と教義と聖約132�：15-17。�

証とチャレンジ 

準備の項目3に書かれたハン夕一大管長の言葉をコピーして，生徒に配り，自分の生活の指針�

として暗記するようチャレンジする。�

ハワード•W•ハン夕一大管長の預言者としての召しについて，自分の証を述べる。自分自身�

の信仰とハン夕一大管長の召しについての証を深めるために，ハン夕一大管長の生涯と教えを研�

究するように生徒にチヤレンジする。�
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目 的� ハワード.W•ハン夕一大管長の教えを通して，神殿の祝福と生活における重要性をよりよく�

理解するよう，生徒を促す。�

準 備 1.以下の3枚の絵（写真）を見せる用意をしておく。東京神殿，または生徒がよく知っている神�

殿；「神殿のパプテスマフォント」（『福音の視覚資料セット』504)；市民結婚したばかりの�

若い夫婦（生徒の知っている夫婦が望ましい）または教会付属図書館の「神殿へ行く若い夫�

婦」。�

2.入手可能な場合，『家庭の夕べビデオ教材2』のセクション15「神殿は永遠の聖約を交わす所」�

(6^9#)を見せる用意をしておく。�

3.レッスンの1週間前に，一人か二人の生徒に，教義と聖約131：1-4�；132�：15-17をクラスで�

読むように割り当てておく。聖句の意味を説明できるように準備するよう頼む。�

4.このレッスンを準備するのに役立つすばらしいビデオ『永遠の家族』(53411 300)を見るとよ�

い。25分間のビデオなので，クラスで見せる時間はない。�

初めに 

教会の大管長としてハワード•W•ハン夕一大管長は，さらにキリストのようになる方法とし�

て神殿の重要性について霊感された勧告を教会員に与えた。ハン夕一大管長は生涯を通じて，神�

殿と神殿の業に特別な関心を持っていた。ステーク会長のときには，ロサンゼルス神殿の建設と�

奉献に指導的な役割を果たした。教会の大管長としての 後の公務は，ユタ州バウンティフル神�

殿の奉献の管理であった。�

神殿の写真を見せ，1994年10月に総大会で支持された後にハン夕一大管長が述べた以下の言葉�

ゼ說む。�

「さて，愛する兄弟姉妹の皆さん，わたしに授けられている神権の権能と権威により，またわ�

たしが今受けている召しにより，皆さんに祝福をお授けします。皆さんがもっとキリストのよう�

に生きようと努力できるように祝福します。また，神殿推薦状を受けるふさわしさを身に付け，�

状況が許すかぎり頻繁に神殿に参入しようという望みをさらに強めることができるよう祝福しま�

す。家庭にあって天父からの平安を得られるように，そして主に従うことを家族に教えるときに�

導きがあるように祝福します。」（「神の御子に従う」『聖徒の道』1995年1月号，98) 

ハン夕一大管長は神殿を教会員であることの崇高な象徴とするようにわたしたちに勧めた 

ハン夕一大管長の以下の言葉を読む。�

「教会員に勧めたいのは，……主の宮を，教会員であることの崇高な象徴とし， も神聖な聖�

約を交わす至高の場所として確立することです。神殿に参入するふさわしさをすべての教会員が�

身に付けること，それがわたしの心の奥底からの願いです。」（リグランド.R•カーテイス「愛�

に囲まれた食卓」『聖徒の道』1995年7月号，89) 

話し合い •神殿を教会員であることの崇高な象徴とするためには，わたしたちは何をする必要があるでし�

ょうか。（「神殿に参入するふさわしさ」を身に付けることについても話し合う。）�

•「神殿に参入するふさわしさ」を身に付けるとは，どのような意味ですか。（神殿の推薦状を�

求めるすべての人を監督または副監督が面接することを説明する。）�

神殿に参入したいと願う会員は天父，主イエス•キリスト，聖霊について証を持っていなけれ�

ばならない。主の預言者，その他の中央幹部，地元の指導者を支持していなくてはならない。教�

会から背教したり，福音の教えに反する教えや習慣を持つグループ，または個人に共感を持った�

レッスンの展開 

写 真�
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り，かかわり合ってはならない。�

聖餐会，神権会，その他の教会の集会に忠実に出席し，神権の権能を通して与えられた召しを�

良心的に果たし，祈り，什分の一を完全に納め，言葉や行いにおいて正直であり，お茶，コーヒ�

一，アルコール，たばこ，その他の有害な習慣性のある物質を取ってはならない。�

清く徳高い生活を送り，主の純潔の律法を守り，家族と霊的にも肉体的にも福音の原則に調和�

した関係を保ち，霊的，肉体的，精神的，情緒的に他人を虐待してはならない。�

進んで自分の罪を告白し，罪を捨て，上記の律法に対する重大な罪を犯したときは，監督に告�

白しなければならない。�

話し合い •これらの態度や行動はなぜ重要なのですか。（主の宮へ行く人は清い生活を送ろうと努力する�

よう主から求められていることを指摘する。）�

ハン夕一大管長は，すべての成人会員は神殿の推薦状を受け，所持するのにふさわしく生活す�

べきであると教えた。また，神殿に参入できない地域に住んでいる人々も，神殿推薦状を保持す�

べきだと教えた。そうすれば，神殿へ行ける場所に住んでいれば受けられたであろうすべての祝�

福を，主は授けてくださるからである。�

ハン夕一大管長はこのように述べている。「わたしも，神殿に参入するふさわしさをすべての教�

会員が身に付けるよう，心から願っています。また，神殿が近くにないために，すぐにあるいは頻�

繁に参入できないとしても，すべての成人会員がふさわしい生活をし，有効な神殿推薦状の発行を�

受け，所持できるように願っています。」（「教会員の大いなる象徴」『聖徒の道』1994年11月号，6) 

ハン夕一大管長は，神殿で交わす永遠の聖約を聖徒か、理解するのを助けた 

入手可能であれば，ビデオ「神殿は永遠の聖約を交わす所」を見せる。�

クラスの生徒に，ハン夕一大管長の以下の言葉を読んでもらう。�

「『神殿は神の王国についての深遠な真理が明らかにされる教えの場である。また神殿は，心�

を霊にかかわる事柄に向け，ひととき世の煩いから離れられる，安らぎの場である。わたしたち�

は神殿で神の律法に従うという聖約を交わし，いかなるときも従順であることを条件として，永�

遠にわたる約束を授けられるのである。』（「神権とあなた」1966年度メルキゼデク神権者学習資�

料，293)J (「教会員の太いなる象徴」『聖徒の道』1994年11月号，3) 

•神聖な聖約を交わすとはどういう意味だと思いますか。（聖約は両者が交わす約束だというこ�

とを指摘する。神殿でわたしたちは聖約によって大いなる永遠の祝福を主から授かるという約�

束を受ける。しかし，これらの祝福は，聖約を交わすわたしたちが主の戒めを守るという忠実�

さにかかっている。）�

•これまであなたはどのような聖約をすでに交わしましたか。（ほとんどの生徒はパプテスマを�

受けている。）�

パプテスマは非常に重要で神聖な聖約であると指摘する。パプテスマにおいて，わたしたちは�

イエス•キリストの名を受け，主の戒めを守ることを約束する。バプテスマの後，メルキゼデク�

神権者により確認される。この確認の儀式で聖霊の賜物を受ける特権を与えられる。わたしたち�

がふさわしいときには，この賜物が導きと慰めを与えてくれる。わたしたちがふさわしく生活す�

るなら，主の御霊がわたしたちとともにいて，わたしたちのもとにとどまると約束されている。�

パプテスマを受けた後，毎週聖餐を受けるように勧告されている。ふさわしい状態で聖餐を受け�

るとき，バプテスマの聖約を新たにする。�

死者のためのバプテスマを受けるために神殿へ行ったことのある生徒もいるであろう。そうし�

た儀式に参加したことのある生徒に，その経験を話してもらう。（話し合いの間，パプテスマフ�

オントの写真を見せる。）�

地上で生活した多くの人々は，イエス•キリストの福音を聞く機会やパプテスマを受ける機会�

がなかったが，神殿では死者のための救いの儀式を行うことができる。パプテスマは地上で行わ�

ビデオ�

例�

話し合い�

写真を使った�

話し合い�
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れる儀式であり，死者たちは現在，霊界にいる。わたしたちは神殿で彼らのためにパプテスマを�

受けることができる。これは「身代わりのバプテスマ」と呼ばれる。死者のために行われたこの�

儀式を受け入れるか拒むかは死者の自由である。�

儀式がどのように行われるかについて話し合う。（神殿では白いパプテスマの衣を着た青少年�

や成人が特別に準備されたフォントへ入る。〔再び写真を見せる。〕パプテスマを受ける人は死者�

の身代わりとなる。身代わりの人は，自分がパプテスマを受けたときにしたと同じように，水に�

沈められる。パプテスマの後，身代わりの人はメルキゼデク神権者から確認される。神権者は身�

代わりの人の頭に手を置き，死者に代わって聖霊の賜物を受ける権利を与える。これは，わたし�

たちがパプテスマを受けた後に確認されたのと同じ方法である。）�

ハンタ一大管長は，神殿結婚の神聖な聖約のために備えるよう青少年に勧告した 

市民結婚をしたばかりの若い夫婦の写真を生徒に見せる。�

•神殿結婚をした夫婦には，市民結婚をした夫婦が受けることができないどのような約束が与え�

られますか。例えば，神殿で結婚することはなぜそれほど重要だと思いますか。（永遠にとも�

に生活する，永遠の子孫を持つ，日の栄えの王国で昇栄するという約束を挙げる。天父がその�

子供たちのために用意しておられる大いなる賜物に比べることのできるものは，地上にない。�

生徒一人一人はいかに大きな可能性を秘めているかを強調する。すべての儀式を受け，神殿で�

交わしたすべての聖約を守るならば，わたしたちは皆，天父である神のようになることができ�

る。神殿で結婚することができない地域に住んでいる夫婦は，神殿推薦状を受けるのにふさわ�

しく生活し，推薦状を得ることができることを説明する。状況が変わり，新しい神殿が建てら�

れるときに，神殿へ行く備えができている。）�

割り当てを受けた二人の生徒に，以下の聖句を読み，その意味をクラスに説明してもらう。教�

義と聖約131：1—4と132�：15-17。�

ハン夕一大管長は，神殿に参入するふさわしさを身に付けるように青少年に勧告した 

神殿の聖約は，地上で得られるどんなものよりも大きな価値を持っている。�

例と写真� 生徒に以下のハン夕一大管長の言葉を読んでもらう。�

「若人がふさわしい状態で神殿へ行き，生前パプテスマを受ける機会にあずからなかった人々�

のために身代わりの儀式を受けることを，主はお喜びになります。主はわたしたちが神殿へ行き，�

自ら主と聖約を交わし，夫婦や親子としての結び固めを受けることを喜んでくださいます。主は�

わたしたちがふさわしさを備えて神殿に参入し，今は亡き人々のためにこれらの救いの儀式を受�

けることをお喜びになります。すでに世を去った人々の多くは自分たちのためにこれらの儀式が�

行われるのを首を長くして待っているのです。」（「教会員の大いなる象徴」『聖徒の道』1994年11 

月号，6) 

再び神殿の写真を見せる。ハン夕一大管長は，神殿を教会員であることの象徴とするように勧告し，�

そのためにはどうしたらよいかを教えた。生徒に引き続きハン夕一大管長の言葉を読んでもらう。�

「しかし神殿をほんとうにわたしたちの象徴とするためには，そうしたいという望みを持たな�

ければなりません。また神殿参入にふさわしい生活をし，キ.の戒めに従わなければなりません。�

自分の生活を主に倣ったものとし.主の教えと模範を至高の模範とするなら.神殿に参入するふ�

さわしさを身に付け，日々の歩みを首尾一貫した忠実なものにすることを，そう困難に思わなく�

なるでしょう。なぜなら，行いにおいても信仰においても.神聖な唯一の標準に専心するように�

なるからです。」（「教会員の大いなる象徴」『聖徒の道』1994年11月号，6，下線付加）�

証とチヤレンジ 

まとめとして，生徒が読んだ 後の段落から，下線の箇所を再び読む。これらは神殿参入にふ�

さわしくなるためにすべき事柄であると強調する。「教会員であることの象徴」として，神殿参�

入と神殿結婚がレ、かに大切かを証する。�

写真を使った�

話し合い�
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目 的� 若いときに正しい選択を行う大切さを理解するよう，生徒を助ける。�

準 備� レッスンの前に割り当てを与えておく。�

1.以下の9つの話について発表するように生徒に割り当てる。クラスの人数が少ない場合には一�

つ以上の話を割り当て，人数が多い場合には数人で一つの話を受け持つ。全員が参加するよ�

うにする。�

•発表1：夕バナクルの中で�

•発表2�：北極星�

•発表3:宣教師として�

•発表4:家庭で学んだ教訓�

•発表5:危険のしるし�

•発表6�：学校で学んだ教訓�

•発表7:ルイから学んだ教訓�

•発表8:中学生のストライキ�

•発表9�：父親のT型車�

生徒に発表を割り当てることが自分のクラスには不適当だと思われる場合には，自分自身�

で話をする。別の生徒にそれぞれの話について考え，その話からどのような教訓を学んだか，�

またその教訓をどのように自分の生活に応用できるかを説明するよう割り当てる。�

2.集中力ゲームをする場合には，このレッスンの終わりにある例に従ってボードを用意する。�

3.地元で入手できる場合には，レッスンの初めに，ビデオ『ゴードン.B•ヒンク�レ� 誠実�

な人，第15i�大管長』、Gordon B. Hinckley: Man of Integrity, 15th President of the Church 

〔53503 (英語版のみ）〕）の一部を見せるとよい。ビデオを見せる場合には，ヒンクレ一大管�

長に関するこのレッスンを2週に分けてするよう計画を立てる。�

4.グラビアページのヒンクレ一大管長の写真を見せる用意をしておく。�

レッスンの展開 初めに 

写 真� ヒンクレ一大管長の写真を見せる。以下の参考資料を読む。�

1995年3月12日，ハワード• W •ハン夕一大管長が亡くなってから10日後，ゴードン.B •ヒン�

クレー大管長が末日聖徒イエス•キリスト教会の第15代大管長として聖任され任命された。�

ヒンクレ一大管長は教会の大管長に召されたとき，十分な備えができていた。若いときの正し�

い選択が，この大きな召しを受ける備えをするのに役立った。大管長は若いとき，主の命じられ�

ることを努めて行おうと決心した。このような献身的な態度が，生涯を通じて天父に従順に仕え�

る助けとなった。�

話し合い •ゴードンヒンクレ一大管長にとって，若いときにこのような決心をすることがそれほど�

大切だったのは，なぜでしょう力、。�

•長い旅に出るとき， 初の一歩を踏み出す方向がそれほど大切なのは，なぜでしょうか。�

•これをアルマが息子のヒラマンに与えた勧告と比較してみたらどうでしょうか（アルマ37�： 35 

参照)。�

若いときに正しい選択をする 

発表1,2, 3を割り当てられた生徒に，ここで発表してもらう。（助けの必要な生徒は，必ず助�

ける。）発表の間，黒板にタイトルを書く。それぞれの発表の後，その話からどのようなことを�

学べるか，またそれを自分の生活にどのように応用できるかを話し合う。�
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下記のように，生徒からの答えを要約して黒板に書くとよい。�

1.夕バナクルの中で�

2.北極星�

3.宣教師として�

応用すべき教m 

命じられたとおりにするという決意�

信頼されるようになる一主に信頼される人物になる�

自分を忘れて，仕事に専念する�

それぞれの話の要点を黒板に書く。�

夕バナクルの中で 

発表1� ヒンクレ一大管長はこのように述べている。「わたしが14,15歳のころだったと思いますが，�

ソルトレーク•夕バナクルへ来て，2階席のちようど時計の後ろに座っていたときのことを思い�

出します。ヒーバー•】•グラント大管長が少年時代に『モルモン書』を読んだ経験について説�

教するのを聞いていました。大管長は，ニーフアイについて語り，自分の人生がニーフアイから�

大きな影響を受けていることについて話しました。そして，わたしにとって決して忘れられない�

ほど確信に満ちた声で，次のようなニーフアイの偉大な言葉を引用しました。「わたしは行って，�

主が命じられたことを行います。主が命じられることには，それを成し遂げられるように主によ�

って道が備えられており，それでなくては，主は何の命令も人の子らに下されないことを承知し�

ているからです。」（1ニーフアイ3:7)」（「もしあなたがたが快く従うなら」『聖徒の道』1995年6 

月号，3-4) 

「そのとき，若いわたしの心の中に，主の命じられることを努めて行おうという決意が生まれ�

ました。人が求められるままに従順に信仰の道を歩むとき，実に驚くべきことが起こります。」�

(「もしあなたがたが^^く従うなら」『聖徒の道』1995年6月号，4) 

話し合い •決意とは何ですか。�

•正しい決意は正しい選択をするのにどのような助けとなりますか。�

北極星 

発 若 い こ ろ ， ヒ ン ク レ 一 大 管 長 は 夏 休 み や 週 末 ， 祭 日 に 農 場 で 働 い た 。 農 場 で 健 康 に な り ， 働 く�

ことを学んだ。大地や自然に触れ，種をまき，世話し，収穫した果物や野菜のように，神への信�

頼がはぐくまれていった。�

「『楽しく一生懸命働いて一日を過ごした後，弟のシャームとわたしは，農場の古い荷馬車に�

備え付けられたベッドに入り，星の下で眠りました。』ヒンクレ一大管長は懐かしそうにほほえ�

みながら当時の思い出を語ります。『よく澄み渡った夏の夜には，わたしたちはその古い荷馬車�

のベッドに寝転がって，満天の星を見上げました。我が家の書庫からg由に取り出せるようにな�

っていた百科事典には数々の星座や星々が図示されていて，二人で星空と見比べたものです。星�

空でいろいろな星座を見つけましたが，いちばん好きだったのは北極星でした。昔から子供たち�

がしてきたように，わたしたちも毎晩，北斗七星を探してはひしゃく形の柄の部分を下ってカッ�

プの緑の延長方向に目をやり，北極星を見つけたものです。�

そこで分かったことは，北極星が決して位置を変えないことです。地球の自転のためにほかの�

星は時間を追って動くのですが，北極星は地軸と一致して同じ位置にとどまっています。子供の�

ころこのように考えた経験から，わたしは北極星に対して特別な思いを抱くようになりました。�

北極星は，すべてが変化する中でも不変であり，絶えず動き続けてとどまることを知らない空に�

あって，常に頼りにできる錨のような存在なのです。』」（「ゴードン.B •ヒンクレ一大管長特別�
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記事」『聖徒の道』1995年6月号，7) 

若いころ，ゴードン.B •ヒンクレーは，北極星の不変さを生活の指標とした。主や人々に信�

頼されるような人になりたいと思ったのである。�

話し合い •ヒンクレ一大管長が北極星に見習いたいと思ったのはどんな点ですか。�

•他の人が何を言おうと何をしようと，決して変わらない福音の標準は何ですか。�

宣教師として 

ゴードン.B.ヒンクレーは主に従う決心をしていたので，多くの経験をするように導かれ，�

それらの経験によってさらに偉大な事柄へと備えられた。英国での伝道のさなか，彼はまさに苦�

難に直面していた。そのような苦境の中で，自分の伝道を支える費用を思うと，気がかりでなら�

なかった。父親が犠牲を払っていることを知っていた。また，母親が生前，わずかな額ではあっ�

てもとても献身的に貯金していたことも覚えていた。なけなしのそんなお金まで出してもらった�

おかげで，彼は伝道に来ることができたのである。少し落胆した「ゴードンは父親に手紙を書き�

ました。『ぼくは自分の時間や家族が送ってくれたお金を無駄にしています。ここにいても意味�

がないように思えます。』やがて父親から愛情のこもった，しかし簡潔な返事が来ました。『愛す�

るゴードンへ，過日，おまえの手紙を読みました。わたしにできる忠告はただ一つ。自分を忘れ�

て，御業に励みなさい。愛を込めて，おまえの父より。』�

このときのことを，ヒンクレ一大管長は次のように語ります。『わたしは父の返事をよくよく�

考えました。そして次の日の午前に，聖文学習のクラスで，主の偉大な次の御言葉を読みました。�

「自分の命を救おうとする者はそれを失い，わたしのため，また福音のために，自分の命を失う�

者は，それを救うであろう。」（マルコ8:35)』」（「ゴードン.B•ヒンクレ一大管長特別記事」�

『聖徒の道』1995年6月号，12参照）�

発表をここで止めて，キリストは弟子たちに，自分を忘れて他の人について，また他の人に福�

音をもたらすことについて考えるように言われたことを説明する。�

「『この簡潔な言葉，約束がわたしの心を打ちました。わたしはひざまずいて，自分自身を忘�

れ，御業に励むように努めることを主に聖約しました。今にして思えばこれがわたしの人生の岐�

路でした。以来わたしが経験したすばらしい出来事は，さかのぼって考えると，すべてこのとき�

に下した決断のおかげなのです。』」（「ゴードン.B•ヒンクレ一大管長特別記事」『聖徒の道』�

1995年6月号，12-14参照）�

•自分を忘れて御業に励むという決意は，学校，家，仕事，伝道でどのように役立ちますか。�

若いときに教訓を学ぶ 

教会の青少年に対して常に特別な愛を抱いているヒンクレ一大管長は，1993年4月3日の説教の�

中で以下の経験について話した。割り当てた生徒に4から9までの発表をしてもらい，それぞれに�

ついて話し合う。�

家庭で学んだ教訓 

発表4� 「まだ小さかったころ，台所と食堂にはストーブがありました。しばらくして集中暖房設備が�

設置されたときには，すばらしいと感嘆したものです。しかし，その石炭の消費量たるやすさま�

じいもので，自動的に石炭をくべる装置はありませんでしたから，シャベルで石炭をくべなけれ�

ばなりませんでした。そして夜には，注意深く新しい石炭を盛り上げて，火が長くゆっくり燃え�

るようにする作業が必要になりました。�

わたしはこの怪物のような暖房設備から大事な教訓を学びました。つまり，暖かさを維持した�

ければ一生懸命シャベルで石炭をくベなければならないということです。」（「少年時代の教訓」�

『聖徒の道』1993年7月号，57-58参照）�

発表3 

説 明�

発表3の続き�

話し合い�
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話し合い�

発表4続き�

•つらい仕事からどのような教訓を学びますか。�

ヒンクレ一大管長は続けてこのように述べている。「父は息子たちに働くことを教える必要が�

あると考えていました。夏も冬もです。そのために父は5エーカーの農場を買い，後に30エー力�

一以上にまで増やしました。夏になると家族は農場に住み，学校が始まるころに町に戻ったもの�

° せんてい 

大きな果樹園もありましたから，毎年春になると木の剪定の仕事がありました。父は，農業大�

学の講師が指導する剪定講習会にわたしたちを連れて行きました。そこで重要な真理を学ぶこと�

ができました。それは，2月の剪定のよしあしで9月にどんな実を収穫できるか見当がつくという�

ことです。剪定の目的は，枝の間隔をあけて果実に十分日光と空気を当てることです。この教訓�

は人生で大いに役立ちました。」（「少年時代の教訓」『聖徒の道』1993年7月号，58参照）�

話し合い� •働くことを自分の家でどのように学びましたか。�

危険のしるし 

発表5� ヒンクレ一大管長はこのように述べている。「現在と同様，当時の人たちも病気になりました。�

むしろ，昔の方が病気になることが多かったと思います。そのころは殺菌処理されていない牛乳�

を飲んでいました。もちろん自動皿洗い機などない時代です。ですから，皿を洗うのは『自動的�

に』わたしたち子供の仕事になっていました。わたしたちが水ぼうそうやはしかにかかると，担�

当した医師には市の保健所に届ける義務がありました。すると係員がやって来て家の正面の窓に�

はり紙をして行くのでした。そしてそれは，家を訪れたい人は病気が移る覚悟で来るようにとい�

う警告となり.ました。�

もし天然痘やジフテリアなら，はり紙は明るいオレンジ色の地に黒い文字で書かれていました。�

これは事実上『この家に近づくな』という意味だったのです。�

このことから，わたしは生涯忘れられない教訓を学びました。それは，危険や悪の徴候に気を�

配って，近寄らないということです。」（「少年時代の教訓」『聖徒の道』1993年7月号，58参照）�

話し合い *今日わたしたちが気をつけるべき危険のしるしは何ですか。�

学校で学んだ教訓 

発表6� ヒンクレ一大管長は続けてこのように述べている。「わたしは大きな3階建てのハミルトン小学�

校に通いました。校舎は古く，今の標準からすれば古ぼけて，みすぼらしいものでしたが，大切�

なのは建物ではなくて教師だということを学びました。天気の悪い日以外は，朝の始業の前に子�

供たちは校舎の前に集まり，一緒に国旗への忠誠を誓った後で整然と教室まで行進したものです。�

当時の通学時の服装はきちんとしたもので，だらしのないかっこうは許されませんでした。男�

の子はシャツにネクタイ，そして半ズボン姿で，ひざ上まである黒い靴下をはいていました。木�

綿の靴下はすぐに破れてしまうので，しょっちゅう繕わなければなりませんでした。穴の開いた�

靴下をはいて登校するなど考えられないことでしたから，自分で修繕することを覚えました。�

この経験から，身なりを整えて，きちんとするという大切な教訓を学び，以来わたしの人生で�

大きな祝福となってきました。」（「少年時代の教訓」『聖徒の道』1993年7月号，58参照）�

話し合い •小ぎれいできちんとした身なりをすることは，わたしたちにとってどのような祝福となるでし�

ょうか。�

•宣教師は清潔できちんとした身なりをするように言われているのはなぜだと思いますか。�

ルイから学んだ教訓 

発表7� ヒンクレ一大管長は子供時代の友達の一人についてこう語っている。「1年生のときの担任の先�

生にとって，わたしの友達のルイは悩みの種でした。今の心理学者なら，固執性強迫観念とでも�

呼ぶのかもしれませんが，ルイは授業中ネクタイをびしよびしよでよれよれになるまでかみ続け�
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るのです。その度に先生はルイをしかっていました。�

しかし，そんなルイもひとかどの人物に成長しました。わたしは少年の将来の可能性を決して�

過小評価してはならないことを学びました。たとえ，その子がネクタイかみの常習者であっても�

です。」（「少年時代の教訓」『聖徒の道』1993年7月号，58-59参照）�

話し合い •他人を裁くことについて注意すべきなのはなぜでしょうか。�

中学生のストライキ 

発表8� ヒンクレ一大管長にとってもう一つの大切な思い出は，中学校に進学した 初の日のことだっ�

た。「その翌年，わたしたちは中学校に進学しました。しかし，生徒数が多すぎて校舎に入り切�

れなかったため，わたしたち中学1年生はハミルトン小学校の校舎で勉強を続けることになって�

しまいました。�

わたしたちは侮辱されたと感じ，猛烈に怒りました。6年間惨めな思いであの校舎で過ごした�

のです。自分たちにはもっとよい校舎で勉強する権利があると思っていました。男子が放課後集�

まって話し合い，こんな仕打ちは受け入れられないと意見が一致しました。そこで断固ストライ�

キを決行することにしたのです。�

次の日わたしたちは登校しませんでした。しかし，どこにも行く所がありません。当然家には�

いられません。母親たちが黙っていませんから。町に出かけて，映画に行ったりすることは考え�

ませんでした。そんなお金はなかったからです。公園に行けば無断欠席者係のクレイトン先生に�

見つかる恐れがありました。学校のフェンスの陰でいかがわしい話をし合うことも考えられませ�

んでした。そんな話は知らなかったからです。麻薬やそのたぐいは聞いたこともありませんでし�

た。結局，1日中歩き回って時間をつぶしました。�

翌朝登校すると，校長のスターンズ先生が校舎の入り口に立っていました。彼の表情はその名�

のとおり厳しいものでした。（訳注——先生の姓Stearnsの同音語sternには，「厳しい」という意�

味がある。）校長先生は，わたしたちのしたことについてどう思っているかをとても率直に話し�

てくれました。そして両親から手紙をもらって来なければ学校には戻さないと言ったのです。停�

学処分を受けたのは，それが初めてでした。校長先生は，ストライキは正しい問題の解決法では�

ないこと，そしてわたしたちは責任感のある市民として行動すべきであって，不満があれば校長�

室に来て話し合うこともできると言ってくれました。�

家に帰って手紙を書いてもらうしか方法がありませんでした。�

おどおどしながら家に入って行ったことを今も覚えています。母からどうしたのかと聞かれ，�

訳を話しました。そして手紙が要ることを伝えると，母はすぐに書いてくれました。とても短い�

手紙でしたが，それほど厳しい言葉を母から受けたことはありませんでした。こう書いてあった�

のです。�

「スターンズ先生，�

昨日のゴードンの欠席をお許しください。息子は，単純に周りの子供たちのすることに従って�

しまったために，このようなことをしでかしたのです。」�

母は手紙に署名をしてわたしに手渡しました。�

歩いて学校に戻ると，ちょうどほかの数人と一緒になりました。わたしたちはそれぞれスター�

ンズ先生に手紙を渡しました。先生が実際手紙を読んだかどうかは分かりませんが，わたしは母�

の書いた手紙を忘れたことがありません。その事件に関して言えば，わたしは積極的に関与して�

いたわけですが，大勢に盲目的に従うことは決してすまいとその時その場で決心しました。何事�

もそれ自体の及ぼす影響を考慮し，自分の標準に照らし合わせて自ら判断しようと，その時その�

場で決心したのです。決して周囲の人々によって自分の望まない方向に流されることのないよう�

にしようと。�

この決心は生涯を通じて繰り返し祝福となってくれました。時には大変苦しい状況も乗り越え�

させてくれました。また，もし誘惑に負けていたならば， 悪の場合にはひどいけがや問題に巻�

き込まれたり，少なくとも自尊心を失う事態になったと思われるような状況からこの身を守って�

くれたのです。」（「少年時代の教訓」『聖徒の道』1993年7月号，59参照）�
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話し合い� •みんながしていることに従い，他人の行いに基づいて決断することには，どのような危険性が�

あるでしようか。�

父親のT型車 

写 真� 発表が行われるとき，フォード社のT型車の写真を見せる。�

発 表� ヒンクレ一大管長は続けて思い出を語った。「わたしが少年のころ，父は馬車を持っていまし�

たが，1916年のある夏の日，すばらしいことが起きました。忘れられない出来事でした。父がピ�

力ピカの黒い新車で帰宅したのです。それはフォード社のT型車で，ほんとうにすばらしい車で�

したが，現在の標準からすれば粗雑でやっかいな代物でした。例えば，スター夕一がなかったの�

で，クランクを回してエンジンをかけなければなりませんでした。点火のタイミングを考えなが�

ら，クランクを回すこつをすぐに覚えました。そうしないと，クランクが逆回転して手をしたた�

か痛めるからです。また，雨が降ればコイルがぬれてまったくェンジンがかからなくなってしま�

いました。この車のおかげで前もって簡単な備えさえすれば，後の大きな問題を防げることも学�

びました。ェンジン部分の覆いに厚地の布をかけておけば，コイルがぬれるのを防ぐことができ�

るし，点火のタイミングさえ間違わなければ手をけがせずにクランクを回すことができたのです。�

けれども，いちばん興味深かったのはヘッドライトです。当時の車にはバッテリーがありませ�

んでした。唯一の電源は高圧磁石発電装置と呼ばれるもので，発電量はェンジンの回転速度に比�

例していました。つまり，ェンジンの回転速度が速ければライトは明るくなり，遅くなれば弱々�

しい黄色になりました。わたしは，暗い道を走っていて前を見たければ，ェンジンの回転速度を�

速く保たなければならないことを学びました。�

人生もまた同じです。勤勉，情熱，そして努力を続けることが霊的成長をもたらすのです。人�

生に光を望むならば，地に足を付けて歩み続けなければなりません。わたしは今でもあの1916年�

式のT型車のラジェ一夕�一•キャップを持っています。……77年前に学んだ教訓の数々を思い出�

させてくれる記念の品です。」（「少年時代の教訓」『聖徒の道』1993年7月号，59 - 60参照）�

話し合い •わたしたちの生活の中で光を持つにはどうしたらよいとヒンクレ一大管長は提案しましたか。�

証とチャレンジ 

預言者の役割と，若いときに正しい選択をすることにより，預言者の正しい模範に従うことに�

よって得られる祝福について証する。生徒にも自分の気持ちを話すように励ます。�

補助教材 

黒板に25のマス目を書き，集中力ゲームの準備をする。マスの中に以下のような対になる語句�

を書く。番号を書いた紙で覆う。（それぞれの紙をはがすと，下の語句が見えるようにする。）ク�

ラスを二つのチームに分け，各チームで協力させる。チームは交替で，一度に二つのマスを開け�

る。語句が合ったら紙をはがし，もう1回マスを開ける。このゲームの語句が自分の生活にどの�

ように応用できるかを話し合う。�

集中力ゲームと�

話し合い�
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ジョセフ•スミス•ジュニア 
大管長在任期間：1832-1844年 

j 020年の早春，父なる神と御父の愛する御子イ�

エス•キリストは14歳の少年ジョセフの祈り�

にこたえて御姿を現された。ジョセフはそのときの�

様子を次のように記録している。「わたしは自分の真�

上に，太陽の輝きにも勝って輝いている光の柱を見�

た。そして，その光の柱は次第に降りて来て，光は�

ついにわたしに降り注いだ。……そして，その光が�

わたしの上にとどまったとき，わたしは筆紙に尽く�

し難い輝きと栄光を持つ二人の御方がわたしの上の�

空中に立っておられるのを見た。すると，そのうち�

の御一方がわたしに語りかけ，わたしの名を呼び，�

別の御方を指して，『これはわたしの愛する子である。�

彼に聞きなさい』と言われた。」（ジョセフ•スミ�

スー歴史1：16-17) 

ジョセフが行うことになる教導の業を，ジョセフ�

の生まれる数千年前に聖なる預言者たちが予見する�

ほど，彼の果たすべき使命は壮大なものであった。�

エジプトに売られたヨセフはこのように預言した。�

「主なるわたしの神は，一人の聖見者を立てられる。�

それは，……えり抜きの聖見者である。……見よ，�

主はその聖見者を祝福される。……その聖見者を滅�

ぼそうとする者は打ち破られる。……その聖見者の�

名はわたしにちなんで付けられ，またその名は彼の�

父の名を取って付けられる。」（2�ニーファイ3:6，�

14-15) 

ジョセフ•スミスはこのように教えている。「幸�

福を得ることが，わたしたちがこの世に存在する目�

的であり，意図されているところです。そこに通じ�

る道を歩んでいけば，必ず到着します。その道とは�

徳，高潔，忠実，聖さ，そして神のすべての戒めを�

守ることです。」(History of the Church『教会歴史』�

5�：134-135) 

ジョセフ•スミスと兄ハイラムが殉教した後，ジ�

ョン•テーラーは霊感を受けて次のように証した。�

「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) 

1830『モルモン書』を出版する。4月6日に教�

会を組織する（24歳)。�

18321月25日オハイ才州アマーストにおいて，�

大神権の大管長として支持される（26歳)。�

1835『教義と聖約』を出版し，アブラハム書�

の翻訳を始める（29歳)。�

1836 3月27日，カートランド神殿を奉献し，イ�

エス•キリスト，モーセ，エライアス，�

エリヤの訪れを受ける（30歳)。�

1842� ノーブーにおいて，聖徒たちに完全なエ�

ンダウメントを授ける（36歳）。�

1843 6月27日，イリノイ州のカーセージの監獄�

において兄のハイラムとともに殉教する�

(38歳)。�

1 8 0 5 1 2月 2 3日，バーモント州シャロンにおい�

てジョセフ•スミス•シニアとル一シ�

—•マック•スミスの間に生まれる。�

1820� ニューヨーク州パルマイラに近い森で父�

なる神と御子イエス•キリストの訪れを�

受ける（14歳)。�

1823天使モロナイの訪れを受ける（17歳）。モ�

ロナイは1824年から1827年までの間に少�

なくとも4回ジョセフに教えを授けた。�

1 8 2 7 1月 1 8日，エマ •ヘイル *と結婚する。金�

版の翻訳に着手する（21歳)。�

1829� ペンシルベニア州ハ一モニーに近いサス�

ケハナ川でオリバー•カウドリによって�

パプテスマを受ける（23歳)。�

1 8 3 0ぺテロ，ヤコブ，ヨハネからメルキゼデ�

ク神権を受ける（23歳)。�

*ジョセフ•スミスは主から多妻結婚の原則について啓示を受けた後に，複�

数の妻と結び固めを受けた。�

© 1996年 Intellectual Reserve, Inc 版権所有 





ブリガム•ヤング 
大管長在任期間：1847-1877年 

1"+、たしは預言者ジョセフ•スミスを長年知っ�

‘ていることを考えると，一日中でもハレル�

ヤと叫びたい気持ちになります」とブリガム•ヤン�

7�は詰つ 7こ(Discourses of Brigham Young『プリガ�

ム•ヤング説教集』ジョン• A •ウイッツォ一選，�

458)。ブリガム•ヤングは自分が預言者ジョセフの�

忠実な友であり，支援者であることを証明した。�

プリガム•ヤングは真理と義を大胆に語るため，�

主のライオンと一部の人々から呼ばれた。「わたしは�

この世においてどのような人物になるかということ�

についてはまったく意に介していません」と彼は宣�

言している。「人々がわたしを何と呼ぼうと気にしま�

せん。わたしは天父の前に行っても臆さず立つこと�

ができる人物になることを望んでいます。」（ブリガ�

ム•ヤング事務所の日誌，1859年4月24日）�

プリガム•ヤングは西部への移民指導者としてま�

たユタ準州の知事として，秩序のある町と実り豊か�

な果樹園を築いた。彼は砂漠に花を咲かせるに当た�

って主の手があったことを認めている。「わたしたち�

はこの地について祈りました。そして，この地と，�

水，空気，これらに閨するあらゆるものを主に奉献�

しました。すると，天のほほえみがこの地にとどま�

って，地は豊かに実りをもたらしました。」（『ブリガ�

ム•ヤング説教集』483) 

ブリガム•ヤングは祈ることを躊躇している人々�

にこのような勧告を残している。「あなたやわたしが�

祈りをささげたいかどうかにかかわりなく，祈るベ�

き時が来たら，祈りなさい。もし，祈る気分でなけ�

れば，そうなるまで祈りなさい。」（『ブリガム•ヤン�

グ説教集』44)。�

1 8 0 1 6月 1日，バーモント州ウイッテイングハ�

ムにおいてジョン•ヤングとアビゲイ�

ル•ホー•ヤングの間に生まれる。�

1 8 2 4 1 0月 8日，ミリアム •ワ一クス *と結婚す�

る。ミリアムは1832年に他界した（23歳)。�

1832 4月8日，ニューヨーク州メンドン近郊に�

ある自分の製粉所近くの池でパプテスマ�

を受ける（30歳）。�

1832-33カナダで伝道し，改宗者の一団をォハイ�

オ州力一トランドまで引率する（31 —32 

歲ノ o 

1834 2月18日，メアリ一•アン•エンジェル* 

と結婚する（32歳)。�

1835 2月14日，『モルモン書』の3人の証人であ�

るオリバー•カウドリ，デビッド•ホイ�

ットマ一，マ一テイン•ノ、リスによって，�

十二使徒定員会の 初の会員の一人とし�

て聖任される（33歳)。�

1839-41イギリスで伝道する（38-40歳)。�

1840 4月14日，十二使徒定員会会長として支持�

される（38歳)。�

1844 6月27日のジョセフ•スミスの死によつ�

て，十二使徒定員会会長として教会の指�

導者となる（43歳)。�

1846-47ソルトレーク盆地を目指して西部へ逃れ�

る旅を導き，再びウインタークオ一夕一�

ズへ戻る（44-46歳）。�

184712月27日，大管長として支持される（46 

成）o 

1 8 5 3ソルトレーク神殿の隅石を置く� （51歳）。�

1877 30年以上にわたって教会を管理した後の8 

月29日に，ソルトレーク•シテイ一にお�

いて死去(76歳)。�

*ブリガム.ヤングは主から多妻結婚の原則について啓示を受けた後に，複�

数の妻と結び固めを受けた。�

© 1996年 Intellectual Reserve, Inc 版権所有 





ジヨン•テーラー 
大管長在任期間：1880-1887年 

、彳ョン•テ一ラーはジョセフ•スミスおよびブ�

ザリガム•ヤングと親しく接する機会を得た。�

回復の時代の初期に，ジョン•テ一ラ一は自由の闘�

士，信仰の擁護者としてその名を知られていた。教�

会と教会の指導者が苦難を強いられていた時代に，�

彼は弁舌と文筆によって擁護したからである。�

ジョン.テ一ラーはプリガム•ヤングの葬儀の席�

でこのように証している。「わたしたちは一人ではあ�

りません。神がともにおられます。神はこれから永�

遠にわたしたちとともにおられます。」（B • H •ロ�

バ一ッによる引用，The Life of John Taylor『ジョ�

ン•テーラーの生涯』325) 

ジョン•テーラ一はジョセフ•スミスと兄ハイラ�

ムが殉教したときに，彼自身も数発の弾丸を浴びた。�

ジョン.テーラーは 初の弾丸が当たったときに窓�

から転げ落ちそうになったが，次の弾丸が懐中時計�

に当たったため，その衝撃で体は室内に押し戻され�

た。そのときの様子を彼はこのように記している。�

「主は特別な憐れみをかけてわたしを救ってくださっ�

たのだと思う。わたしの死ぬ時はまだ来ていなかっ�

たのだから。だから，わたしは地上においてまだな�

すべきことがあるのだと思う。」(History of the 

Church『教会歴史』7�：119一 120) 

ジョン.テーラーは神が地上のすべての国々と�

人々を見守っておられると教えた。「わたしたちは神�

の子供です。これは真実です。わたしたちは神の子�

なのです。わたしたちは神の永遠の火の炎から飛び�

散った火の粉です。それでは，世の中のほかの人々�

は一体何者でしょうか。彼らはだれの子供でしょう�

か。彼らも天父の子供です。天父はわたしたちと同�

様に彼らの幸福も気にかけておられます。」（『ジョ�

ン•テーラ一の生涯』421)。�

180811月1日，イングランドのミルンソープに�

おいてジェームズ•テ一ラー，アグネ�

ス•テ一ラ一の間に生まれる。�

1 8 3 3 1月 2 8日，レオノラ •キャノン *と結婚す�

る（24歲）。�

1836 5月9日，カナダ，オンタリオ州ジョージ�

夕ウンのブラッククリークにおいて，レ�

オノラとともにバプテスマを受ける（27 

歳ノ o 

1 8 3 8 1 2月 1 9日プリガム .ヤングとヒーバー • 

C •キンボールにより使徒に聖任される�

(30歳)。�

1839-41イングランドで伝道する（30-32歳）。�

1844 6月27日，ジョセフ•スミスとハイラム• 

スミスがカーセージの監獄で殉教したと�

き，重傷を負う（35歳)。�

1 8 4 6 - 4 7イングランドで 2度目の伝道を行う�

(37-38歳）。�

1849-52フランスとドイツで伝道し，フランス語�

とドイツ語の『モルモン書』を出版する�

(40-43歳）。�

1854-57東部諸州伝道部を管理する（45-48歳)。�

1877 8月29日にブリガム•ヤングが死去したた�

め，十二使徒定員会会長として教会を導�

く（68歳)。�

188010月10日，大管長として支持される（71 

歳）。ジョージ• Q •キャノンとジョセ�

フ• F •スミスを副管長として召す。�

1884 5月17日，ローガン神殿を奉献する（75歳)。�

1887 7年近く大管長を務めた後，7月25日ユタ�

州ケインズビルにおいて死去する（78歳）0 

*ジョン.テ一ラーは主から多妻結婚の原則について啓示を受けた後に，�

複数の妻と結び固めを受けた。�
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ウイルフオード•ウツドラフ 
大管長在任期間： 

みイルフォード•ウッドラフは，1833年12月29 

ノ日，二人の宣教師の証を聞いてすぐに真実で�

あることを悟り，わずか2日後にパプテスマを受けた。�

謙遜に喜んで働くことから彼は「忠実な者ウイルフ�

ォード」と呼ばれた（プレストン•ニブレー，The 

Presidents of the Church『教会の歴代大管長』101)。�

ウイルフォード•ウッドラフは，19歳になる自分�

の娘に対して，家族の一致について次のような助言�

を与えている。「わたしたちは死んだ後も永遠に家族�

がー緒に暮らすことを望んでいる。わたしたちは親�

としてまた子供として，互いを幸せにするために，�

生涯を通じて可能な限りの努力をして，悔いが残ら�

ないようにすべきだと考えている。」(The Presi-

1807 3月1日，コネチカット州ェイボン（現在�

のファ一ミントン）において，アフェッ�

ク•ウッドラフとべウラ.トンプソン. 

ウッドラフの間に生まれる。�

1 8 3 3 1 2月 3 1日，ニューヨーク州リッチランド�

近くの凍るような冷たい川でバプテスマ�

を受ける（26歳)。�

1 8 3 4 - 3 6アメリカ合衆国南部諸州で伝道する�

(27 - 29歳)。�

1837 4月13日，フイ一ビ•力一夕�一*と結婚す�

る（30歳)。�

1837-38アメリカ合衆国東部諸州とフォックスア�

イランドで伝道する（30-31歳）�

1839 4月26日，ブリガム•ヤングにより使徒に�

聖任される（32歳)。�

1839-41イギリスで伝道する（32-34歳)。�

1 8 4 3ァメリカ合衆国東部諸州で伝道する（ 3 6 

成）o 

：1889-1898年 

dents of the Church『教会の歴代大管長』レオナル�

ド• J •アリントン編からの引用，137)0 

ウィルフォード.ウッドラフは若人に対してこの�

ように教えている。「若い友人の皆さん，わたしは皆�

さんに勧告し，熱心に勧めたいことがあります。サ�

ムエルのように若いときから神の言葉に耳を傾け，�

神の言葉に従ってください。それは皆さんが偉大で�

善良な人になり，人々の役に立てる者となり，主と�

両親から愛される人になるためです。……この世と�

永遠において皆さんがどのような状態になるかは，�

若い時代にどのような基礎を築くかに大きく左右さ�

れるのです。」(Discourses of Wilford Woodruff『ウ�

イルフォード•ウッドラフ説教集』265 — 266) 

1844-46ヨーロッパ伝道部の部長を務める（36-

39歳）。�

1847 7月24日，ブリガム•ヤングとともにグレ�

—トソルトレーク盆地に入る（40歳）。�

1887 7月25日にジョン•テーラーが死去したた�

め，十二使徒定員会会長として教会を導�

く（80歳)。�

1888 5月17日，マンタイ神殿を奉献する（81歳)。�

1889 4月7日，大管長として支持される（82歳)。�

ジョージ .Q •キヤノンとジョセフ • 

F •スミスを引き続き副管長として召す。�

1890多妻結婚の廃止に閨する啓示を受けた後，�

9月24日に公式の宣言を発表する（83歳)。�

1893 4月6日，ソルトレーク神殿を奉献する�

(86歳)。�

1898 9年間大管長を務めた後，9月2日カリフォ�

ルニア州サンフランシスコにおいて死去�

(91歳)。�

*ウィルフォード•ウッドラフは主から多妻結婚の原則について啓示を受�

けた後に，複数の妻と結び固めを受けた。�
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ロレンゾ•スノー 
大管長在任期間：1898-1901年 

0レンゾ•スノーは人類の行く末について個人�

的な啓示を受けた。ジョセフ•スミスは後に，�

この啓示が真実であることを確認している。ロレン�

ゾ.スノーは次のように述べている。「主の御霊がわ�

たしのうえにとどまり，わたしの理解の目が開けた。�

すると，神と人を結ぶ小道が，真昼の太陽のように�

はっきりと見えた。わたしは驚異の気持ちでそれを�

見た。わたしは啓示の内容を示されたままに対句に�

表した。……『人が現在あるがごとくに神もかつて�

あり，神が現在あられるごとくに人もなり得るので�

ある。』」（リロイ• C •スノーによる引用，“Devo-

tion to a Divine Inspiration, Improvement Era 

「神の導きに従う」『インプルーブメント•エラ』�

1919年6月号，656) 

1898年にウィルフォード•ウッドラフ大管長が亡�

くなった後，スノー大管長はソルトレーク神殿で主�

1814 4月3日，オハイオ州マンチュアにおいて，�

才リノく�一 •スノーとロゼッタ •レオノ�

ラ•ペティボン•スノーの間に生まれる。�

1836 6月19日，オハイオ州カートランドを流れ�

るチャグリン川でパプテスマを受ける�

(22�成)o 

1837オハイオ州で伝道する（23歳)。�

1838-39ミズーリ州，イリノイ州，ケンタッキー�

州，オハイオ州で伝道する（24-25歳)。�

1840 -43イギリスで伝道する（26 - 29歳）。 

1 8 4 5 1月 1 7日，シャーロット •メリル •スクワ�

イア一，メアリー•アデリン•ゴダード，�

サラ•アン•プリチャ一ド，ノ、リエッ�

ト•アメリア•スクワイア一*と結婚する�

(31歳)。 

1849 2月19日，ヒーバー• C •キンボールによ�

り使徒に聖任される（34歳)。�

1849-52イタリア，イギリス，スイス，マルタで�

伝道する（35-38歳)。�

イエス•キリストにまみえ，主から指示を受けた。�

スノ一大管長は後にこの経験を孫娘に話したときに，�

このように付け加えている。「これがおじいさんの証�

だ。おじいさんは神殿のこの場所で救い主と実際に�

会って，救い主と顔と顔を合わせて話をしたんだよ。」�

("An Experience of M y Father's,"「父の思い出」�

『インプルーブメント•エラ』1933年9月号，677) 

「イエスは父なる神が完全であられるように，わ�

たしたちも完全になるようにと命じられました」と�

スノー大管長は教えた。「完全になるために努力する�

ことがわたしたちの義務です。毎日改善し，そして�

先週の行いを振り返って，今週はより良い行いをす�

るのがわたしたちの義務です。昨日よりも今日は進�

歩し，それを続けることによって，義の段階を一つ�

ずつ上っていくのです。」(Conference Report『大会�

報告』1898年4月，13) 

1 8 6 4サンドイッチ（ハワイ）諸島で短期間の�

伝道に携わる（50歳)。�

1873-77ブリガム•ヤング大管長の副管長を務め�

る（59-63歲）。�

1 8 8 5ァメリ力合衆国北西部に住むインディァ�

ンの間で伝道する（71歳）。�

1898 9月13日，大管長として支持される（84歳)。�

ジョージ . Q •キヤノンとジョセフ• 

F •スミスを引き続き副管長として召す。�

1 8 9 9什分の一の律法を改めて強調するために�

ユ夕州セントジョージを皮切りにキャン�

ペーンを展開する（85歳)。�

1901大管長を3年間務めた後，10月10日ソルト�

レーク•シティ一において死去（87歳）。�

*ロレンゾ.スノーは主から多妻結婚の原則について啓示を受けた後に，複�

数の妻と結び固めを受けた。�
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ジョセフ •F •スミス 
大管長在任期間：1901-1918年 

1 年 ， ジ ョ セ フ • F •スミスが大管長を務め�

ていた当時，大管長会は家族に「家庭の夕べ」�

の活動を実施するよう奨励する手紙を書いている。�

大管長会はこれを実行する家族に祝福がもたらされ�

ることを次のように約束している。「聖徒たちがこの�

勧告に従うなら，大きな祝福が得られることを約束�

します。家庭の中に愛が増し，子供たちは親に対し�

ていっそう従順になります。イスラエルの若者は心�

に信仰を培い，周囲の悪い影響や誘惑と戦う力を身�

に付けます。」（「善い父母から……教えを受けた」�

『聖徒の道』1994年7月号，41) 

183811月13日，ミズーリ州ファーウェストに�

おいてハイラム•スミス（ジョセフの兄）�

とメアリー.フイ一ルデイング•スミス�

の間に生まれる。�

1 8 4 4イリノイ州にあるカーセージの監獄にお�

いて父が殉教する（5歳)。�

1848牛に荷車を引かせて大平原を横断する（9 

成ノ。�

1852 5月21日，ソルトレーク•シティ一のシテ�

ィクリークにおいてバプテスマを受ける�

(13咸)o 

1852 9月21日に母メアリー•フイ一ルデイン�

グ•スミスが亡くなり，孤児となる（13 

成ノ。�

1854-58ハワイで伝道する（15-19歳)。�

1860-63イギリスで伝道する（21-24歲）0  

1864ハワイで特別な使命を果たす（25-26歳)。�

亡くなる6週間前，ジョセフ• F •スミスは聖文を�

読んで深く考えているときに，麗しく壮大な示現を�

受けた。この示現で，亡くなった義人たちの霊を訪�

れておられるイエス•キリストの御姿を見た。救い�

主は，福音を知らずに世を去った人々や真理を拒ん�

だ人々に福音を宣べ伝えるために，霊たちを宣教師�

の軍勢として組織された。霊たちを教える忠実な者�

の中に，自分の父親であるハイラム•スミスと預言�

者ジョセフ•スミスがいた。教会はこの啓示を聖文�

として受け入れ，1976年に教義と聖約第138章として�

出版した。�

1866 5月5日ユリナ•ラムソン*と結婚する（27 

歳）。7月1日，フリガム•ヤングにより使�

徒に聖任され，副管長に召される。後に，�

テ一ラ一大管長（1880年），ウッドラフ大�

管長（1889年），スノー大管長（1898年）�

の副管長に召される。�

1 8 7 3 - 7 5ヨーロッパ伝道部の部長として働く�

(35-37歳）。�

1877再び，ヨーロッパ伝道部の部長として働�

く� （38歳)。�

190110月17日，大管長として支持される（62 

成）0 

1 9 1 5かつて少年時代に宣教師として働いたハ�

ワイのライエにおいて神殿用地を奉献す�

る（76威)o 

1918大管長を3年間務めた後，11月19日ソルト�

レーク•シティ一において死去（80歳）。�

*ジョセフ• F •スミスは主から多妻結婚の原則について啓示を受けた後�

に，複数の妻と結び固めを受けた。�
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ヒーバー• J •グラント 
大管長在任期間：1918-1945年 

^ 一 バ ー • J •グラントはいったん決心したこ�

とを 後まで貫く模範の人だった。「物事は何�

回も粘り強く行えば，だんだん簡単になってくる。�

それは，そのこと自体が簡単になるのではなく，わ�

たしたちの力が増すからである。」(Conference 

Report『大会報告』1901年4月，63) 

「神の戒めを守りなさい」とグラント大管長は強�

く勧告した。「これがわたしの も大切な話です。た�

だこれだけです。神の戒めを守りなさい。」（『大会報�

告』1920年10月，10) 

グラント大管長は知恵の言葉，什分の一の律法，�

勤勉，節約などの原則の重要性を再確認した。教会�

はグラント大管長の指示の下で，財政基盤を確立す�

るために動き始めた。�

グラント大管長は主の預言者として，次のように�

述べてあらゆる人々にキリストのもとへ来るよう招�

いた。「わたしたちは，いずれの国に住んでいようと�

も，主イエス•キリストの福音によって兄弟姉妹と�

なるのです。」(Messages of the First Presidency of 

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 

『末日聖徒イエス•キリスト教会大管長会メッセー�

ジ』〔1965-1975年〕5�： 311) 

1 8 5 6 1 1月 2 2日，ソルトレーク •シティ一にお�

いて，ジェデダイア•モーガン•グラン�

トとレイチェル•リッジフェイ•アイビ�

ンス•グラントの間に生まれた。ブリガ�

ム•ヤング大管長の副管長を務めていた�

父ジェデダイアはヒーバーが誕生してか�

ら8日後に他界した。�

1864 6月2日，シティクリークにおいて屋外に�

荷車の荷台を利用して作られたパプテス�

マフォントでバプテスマを受けた。�

1 8 7 7 1 1月 1日ルーシー •ストリンガム *と結婚�

する（20歲)。�

1 8 8 2 ジ ョ ー ジ • Q •キヤノンにより使徒に聖�

任される（25歳）。�

1883-84アメリカインディアンの間で伝道する�

(26-28歳)。�

1901-03日本伝道部を組織し，管理する（44-46 

歳）o 

1904-06イギリスおよびヨーロッパ伝道部の部長�

として働く�（47 — 50歳)。�

191811月23日，大管長として支持される（62 

4c) o 

191911月27日，ハワイ神殿を奉献する（63歳)。�

1923 8月26日，カナダのアルバータ神殿を奉献�

する（6り歳ノ。�

192710月23日，アリゾナ神殿を奉献する（70 

歲ノ o 

1936教会福祉計画を確立する（80歳)。�

1945大管長を26年間務めた後，5月14日ソルト�

レ一ク•シティ一において死去する（88 

歳ノ o 

*ヒーバー.J.グラントは主から多妻結婚の原則について啓示を受けた�

後に，複数の妻と結び固めを受けた。�
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ジョージ•アルバ一ト•スミス 
大管長在任期間：1945-1951年 

、彳ョージ.アルバ一ト•スミスはスミス家から�

•中央幹部として召された第4世代に当たる。彼�

と父親のジョン•ヘンリー.スミスは同時期に十二�

使徒定員会で働いた。これは教会史上唯一の事例で�

のる。�

ジョージ•アルバ一ト•スミスは次のような信条�

を持っていた。「わたしは友なき人の友となり，貧し�

い人のために働くことに喜びを見いだそう。……わ�

たしは人にg分の理想を強要せず，愛をもって正し�

い行動へ導こう。……わたしは知りつつ人の気持ち�

を傷つけることはしない。たとえ自分に悪い仕打ち�

をした人でも。そのような人にはかえって良いこと�

をし，友達になろうと努めよう。……わたしは生け�

るものの敵になるまい。」（ブライアント• S •ヒン�

クレーによる引用，Lrreatness in Men: Superin-

tendent George Albert Miiith Improvement Era 

「人の持つ偉大さ：ジョージ•アルバ一ト•スミスY 

M M I A会長」『インプルーブメント•エラ』1932年�

5月号，295) 

ジョージ•アルバ一ト•スミスは10年以上YMM 

I A (若い男性相互発達協会）の会長として，また�

アメリカボーイスカウト連盟全国理事会の理事とし�

て教会の若人のために働いた。�

ジョージ•アルバ一ト•スミスは名前をもらった�

祖父のジョージ• A •スミスの以下の言葉をしばし�

ば引用した。「主の領域と悪魔の領域の間には，はっ�

きりとした境界線がある。もし主の側にとどまれば，�

おまえたちは主の影響を受け，悪いことをしような�

どとは思わない。しかし境界線を越えて少しでも悪�

魔の領域に入れば，おまえたちはもう誘惑者の力に�

とらえられる。誘惑者の力が強ければもう正しく考�

えることも推論することもできなくなる。おまえた�

ちはもはや主の御霊を失っているからである。」�

(Sharing the Gospel with Others『人々と福音を分�

かち合う』プレストン•ニブレー編，42-43) 

1870 4月4日，ソルトレーク•シテイ一におい�

て，ジョン•ヘンリー•スミスとサラ* 

ファー.スミスの間に生まれる。�

1878 8歲のときにソルトレーク•シテイーのシ�

テイクリークでバプテスマを受ける。�

1 8 9 2ルーシー •エミリ一 •ウツドラフと結婚�

する（22歳）。ルーシーは1937年11月5日�

に亡くなる。�

1 8 9 2 - 9 4アメリカ合衆国南部諸州で伝道する�

(22-24歳）。妻のルーシーは伝道に同行�

した。�

1 9 0 3 1 0月 8曰，ジョセフ • F •スミス大管長に�

より使徒に聖任される（33歳）。�

1 9 1 9 - 2 1ヨーロッパ伝道部の部長として働く�

(49-51歳)。�

1945 5月21曰，大管長として支持される（75歳)。 

J•ルーベン•クラーク•ジュニアとデ�

ビッド• 0 •マッケイを副管長として召�

す。9月23日，アイダホフォールズ神殿を�

奉献する。第二次世界大戦後のヨーロッ�

パに大規模な福祉援助を実施することを�

計画する。�

1951大管長を6年間務めた後，4月4日，81歳の�

誕生日にソルトレーク•シテイーにおい�

て死去（81歳)。�
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デビッド• 0 •マッケイ 
大管長在任期間：1951-1970年 

ケイ大管長は「すべての会員は宣教師であ�

る」と教えた（Conference Report『大会報告』�

1959年4月，121-122)。教会はマッケイ大管長の指�

示の下で大規模な伝道活動を展開した。�

マッケイ大管長は家庭と家族の大切さを強調して，�

「いかなる成功も家庭の失敗を償うことはできない」�

と教えた（J . E •マックロック，Home: The 

Savior of Civilization『家庭-文明の救い手』42で引�

用）�

マッケイ大管長はしばしば次のような言葉を引用�

した。「信頼されることは，愛されること以上のすば�

らしい賛辞である。」（ロバート• E •ウェルズによ�

る引用，「霊性のはかり」『聖徒の道』1979年2月号，�

33) 

「人が神から与えられている 大の藤物は，第1に�

命であり，第2はその命を自分の思いに従って導く権�

利である。」(Gospel Ideals『福音の理想』299) 

マッケイ大管長は教育の重要性を高く評価してい�

たが，「人格は知性よりも価値がある」と述べている�

(『福音の理想』443)o 

「霊性が もよく現されるのは行いであって，夢�

ではありません。白日夢に狂喜し，天について空想�

を描き，見えないものを見ようとして待ち焦がれる�

ことよりも，ただ自分の義務を果たしている姿の方�

がはるかに人々の心をとらえるのです。」(True to 

the Faith『信仰に忠実に』244-245)。 

1873 9月8日，ユタ州ハンツビルにおいて，デ�

ビッド•マッケイとジエネット•エノくン�

ズ•マッケイの間に生まれる。�

1 8 8 1誕生日に当たる 9月 8日にユタ州ハンツビ�

ルのスプリングクリークでバプテスマを�

受ける（8歳）。このとき父親はイギリス�

で伝道中だった。�

1897-99スコットランドで伝道する（24-26歳）。�

1 9 0 1 1月 2日，大学時代に知り合ったエマ •レ�

イ•リッグスと結婚する（27歳）。�

1906 4月9日，ジョセフ• F •スミス大管長に�

より使徒に聖任される（32歳)。�

1920-21教会の使節として全世界を訪れる（47-

48歳)。中国を福音伝道の地として奉献す�

o 

1922-24ヨーロッパ伝道部の部長を務める（49-

51歳)。�

1 9 3 4 ヒ ー バ ー • J •グラント大管長の副管長�

に召される（61歳）。後にジョージ•アル�

バート•スミス大管長の副管長に召され�

る（1945年)。�

19514月9日，大管長として支持される（77歲)。 

1955 9月11日，スイス神殿を奉献する（82歳)。�

1956 3月11日，ロサンゼルス神殿を奉献する�

(82歳）。�

1958 4月20日にニュージーランド神殿を，9月7 

日にロンドン神殿を奉献する（84歳)。 

196411月17日，オークランド神殿を奉献する�

(91歳)。�

1 9 7 0中央幹部として 長の約 6 4年間，大管長�

として約19年間働いた後，1月18日，ソル�

トレーク.シティ一において死去（96歳）。�
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ジョセフ.フイ一ルデイング•スミス 
大管長在任期間：1970-1972年 

、彳ヨセフ•フイ一ルデイング•スミス大管長は，�

ザキリストのもとへ来るようあらゆる人々に呼�

びかけた。「この世の悪を癒す薬は，主イエス•キリ�

ストの福音をおいてほかにはない。……それゆえに，�

わたしたちはあらゆる所の天父の子供らが，キリス�

トを信じ，生ける預言者によって明らかにされたま�

まにキリストを受け入れ，この末日聖徒イエス•キ�

リスト教会に加わるよう招請しているのである。… 

…すべての国の心の正直な人々に申し上げたい。主�

はあなたがたを愛しておられることを。神はあなた�

がたが福音の完全な祝福を受けられるように望んで�

おられることを。」（「聖徒と世の人々への勧告」『聖�

徒の道』1972年12月号,536) 

ジョセフ•フイ一ルデイング.スミス大管長は教�

会の若人に対して次のような勧告を与えている。「シ�

オンの若人に申し上げたい。主が皆さんを祝福し，�

守りたもうように。あなたがたが神の律法を学び，�

それに調和して生きるなら，このことはまさしく確�

かなことである。すべての信頼にこたえられるよう�

に。父母を敬うように。愛と一致の気持ちをもって�

ともに生活するように。適切な服装をするように。�

この世に打ち勝つように。世の関心に照準を合わせ�

ているファッションゃ風俗に惑わされないように。」�

(「聖徒と世の人々への勧告」『聖徒の道』1972年12月�

号，537) 

1876 7月19日，ソルトレーク•シテイ一にお�

いて，ジョセフ• F •スミスとユリ,ナ• 

ラムソン•スミスの間に生まれる。�

1884� 誕生日に当たる7月19日にソルトレ一�

ク•シティ一において，父親からパプテ�

スマを受ける（8歲）。�

1893� ソルトレーク神殿の奉献式に出席する�

(16歳)。�

1898 4月26日，ルーイ•エミリー（エミ�

ラ）•シャートリフと結婚する（21歳）。�

ルーイは1908年に亡くなる。�

1899-1901イングランドで伝道する（22-24歲）。�

1908 11月2日，エセル•ジョージナ•レイノ�

ルズと結婚する（32歳）。エセルは1937 

年に亡くなる。�

1910 4月7日，父親であるジョセフ• F •スミ�

ス大管長から使徒に聖任される（33歳)。�

1938 4月12日，ジェシー•エラ•エバンズと結�

婚する（61歳）。ジェシーは1971年に亡く�

なる。�

1 9 6 5 デ ビ ッ ド • 0 •マッケイ大管長の副管長�

として召される（89歳）。�

1970 4月6日，大管長として支持される（93歳)。�

ノ、ロルド• B •リーとN •エルドン.夕�

ナ一を副管長として召す。�

1971� イングランドのマンチェスターで開かれ�

た 初の地域総大会を管理する（95歳)。�

19721月18日にユタ州オグデン神殿を，2月9日�

にユタ州プロボ神殿を奉献する。�

1972大管長を2年間務めた後，7月2日，ソルト�

レーク•シティ一において死去（95歳）。�
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ハロルド• B •リー 
大管長在任期間 

1、一大管長は次のように述べている。「今日，わ�

/たしが目にする 大の奇跡は，必ずしも病め�

る肉体の癒しではない。むしろ，わたしが目にする�

大の奇跡は，病める人，すなわち心に病を持ち，�

落胆して取り乱し，まさに精神的に挫折する一歩手�

前にいる人々の癒しである。わたしたちはそのよう�

な人々にもすベて，援助の手を差し伸べている。そ�

れは，そのような人々も主の目には太いなる者だか�

らであり，まただれ一人として，自分は忘れられて�

いるのだと感じることがないようにわたしたちも望�

んでいるからである。」（「汝ら聖なる所に立つべし」�

『聖徒の道』1974年3月号，140) 

「わたしは，ほかに助けを得るすべのないときに�

は，必ず神からの力が頂けることを知っている。」�

(「汝ら聖なる所に立つべし」『聖徒の道』1974年3月�

号，140) 

「家庭の夕べの時間を取りなさい。子供たちを周�

りに集めなさい。彼らを教え，彼らを導き，彼らを�

1899 3月28日，アイダホ州クリフトンにおいて，�

サミユエル•マリオン.リーとルイザ. 

エメリン.ビンガム•リーの間に生まれ�

なo 

1907 6月9日日曜日，バイビーポンドにおいて�

古いレンガ製のかまの中でバプテスマを�

受ける（8歳)。�

1 9 2 0 - 2 2アメリカ合衆国西部諸州で伝道する�

(21-23歲)。�

1 9 2 3 1 1月 1 4日，ファーン •ルシンダ •タナー�

と結婚する（24歳）。ファーンは1962年に�

死去。�

1935援助を必要とする人々のために全教会規�

摸で実施するプログラムを立案する召し�

を受ける（36歲）。�

1972-1973年 

守りなさい。家庭に一致と力がかくも必要な時代は�

かってなかった。」（「教会指導者に従いなさい」『聖�

徒の道』1973年12月号，140) 

リ一大管長はメキシコと中央アメリカの聖徒たち�

に対して，大管長として召されて間もなく，神聖な�

経験をしたことにっいて述べている。「次の日の朝早�

く，わたしは妻とともに祈りをささげるためにひざ�

まずきました。突然，わたしの思いと心が全世界の�

300万の聖徒たちを眺めている感じがしました。彼ら�

がどこに住んでいるか，どのような肌の色をしてい�

るか，金持ちか貧しいか，っまらない存在か偉大な�

人か，教育を受けているかいないかに関係なく，一�

人一人に対する愛がわいてくるのを感じました。た�

ちまちのうちに，わたしは彼らすべてがわたしの民�

であるかのように，彼らが皆自分の兄弟姉妹である�

かのように感じたのでした。」(Conference Report 

Mexico and Central America Area General 

Conference『メキシコおよび中央アメリ力地域総大�

会報告』1972年8月，151) 

1942 4月10日，ヒーバー.J •グラント大管長�

により使徒に聖任される（4歳)。�

1 9 6 3フレダ •ジョン .ジェンセンと結婚する�

(64歳)。�

1 9 7 0ジョセフ •フイ一ルデイング •スミス大�

管長の副管長として召される（70歳)。�

197210月6日，大管長として支持される（73歳)。 

N •エルドン•タナーとマリオン• G • 

ロムニーを副管長として召す。�

1973大管長を1年半務めた後，12月26日，ソル�

トレーク.シティ一において死去（74歳）。�
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スペンサー•w•キンボール 
大管長在任期間：1973-1985年 

JUンボール大管長は声帯の手術を受けたため，�

かすれた声しか出せなくなったが，自らの生�

き方を通して正しい行いの大切さを雄弁に語った。�

キンボール大管長はこのように述べて全世界の教会�

員を励ましている。「荷車を引く人々に肩を貸し，歩�

みを速め，背筋を伸ばして，神に仕えてください。」�

(Teachings of Spencer W. Kimoall uスペンサー• 

W •キンボールの教え』564) 

キンボール大管長は率先して行動する人であった。�

大管長の机の上には，「実行」というモットーが刻ま�

れた額が置かれていた。�

「主はわたしたちの善良な望み，願い，意志のみ�

を取りあげて，実際の働きがあるかのように受け取�

ることはなさらない。」（『赦しの奇跡』12) 

安息日の礼拝についてキンボール大管長はこのよ�

うに教えている。「わたしたちが安息日の集会に出席�

するのは楽しむためでもなければ，ただ単に教えを�

学ぶためでもない。主を礼拝するために集うのであ�

る。……したがって，あなた自身が集わなければ，�

それができないのである。だれもあなたに代わって�

礼拝することはできないのである。」（「安息日——喜�

びの日」『聖徒の道』1978年7月号，5) 

キンボール大管長の指示の下で，神殿事業が全世�

界で急激に拡大された。教会は，オーストラリア，�

ブラジル，チリ，ドイツ，グアテマラ，メキシコ，�

フィリピン，アメリカ合衆国（5か所），南アフリカ�

共和国，スウェーデン，台湾，タヒチ，トンガ，サ�

モア，日本で神殿を奉献した。また，カナダ，コロ�

ンビア，エクアドル，ペルー，韓国，アメリカ合衆�

国（3か所）で新しく神殿が建設されることが発表さ�

れた。�

1895 3月28日，ソルトレ一ク•シテイーにおい�

てアンドリュー•キンボールとオリー�

ブ •ウーリー .キンボールの間に生まれ�

るO 

1903誕生日に父親から，豚の皮と脂肪を剥離�

するために使うおけでパプテスマを受け�

る（8歳）。家族はこのおけを浴槽として�

も使っていた。�

1906母親が亡くなる（11歳)。�

1914-16スイス-オーストリア伝道部で働く召し�

を受けたが，第一次世界大戦のため，ア�

メリ力合衆国中央諸州に任地が変更され�

る（19-21歳)。�

191711月16日，カミラ•アイリングと結婚す�

ヴ o 

1 9 4 3 1 0月 7日，ヒーバー • J •グラント大管長�

により使徒に聖任される（48歳）。�

1 9 4 6ジョージ •アルバ一ト •スミス大管長よ�

り，アメリカインデイアンの間で働く召�

しを受ける（51歳)。�

1964-67南アメリカにおける伝道活動を監督する�

責任を受ける（69-72歳）。アンデスのイ�

ンデイアンの間で伝道を始める。�

1974 4月6日，大管長として支持される（79歳)。�

1978ふさわしいすべての男性会員に神権を授�

ける啓示を受ける（83歳)。�

1979『聖書』の改訂版を出版する（84歳)。�

1981『モルモン書』『教義と聖約』『高価な真�

珠』の改訂版を出版する（86歳)。�

1985大管長を12年間近く務めた後，11月5日，�

ソルトレーク•シティ一において死去�

(90歳)。�
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エズラ•タフト.ベンソン 
大管長在任期間：1985-1994年 

•ズラ•タフト.ベンソン大管長は改めて『モ�

iルモン書』の大切さを強調した。「『モルモン�

書』は，『洪水のごとくに地を満たすようにし，…… 

〔主の〕選民を集め』るために（モーセ7: 62)神に�

よって備えられた道具です。わたしたちは人々に神�

の教えを説き，教え，伝道するための中核として，�

この神聖な書物をもっと活用しなければなりません。�

……わたしは地が『モルモン書』で満たされる有様�

〔を〕心に思い描いています。」（『モルモン書』で洪�

水のごとく地を満たす」『聖徒の道』1989年2月号，4，�

6) 

に打ち勝つ力となります。またそれは欺きを避ける�

力となり，細くて狭い道にとどまる力となります。�

……『モルモン書』がわたしたちの生活のかなめ石�

となるように祈っています。」（「『モルモン書』-

わたしたちの宗教のかなめ石」『聖徒の道』1987年1 

月号，6-7) 

ベンソン大管長は高慢を非難することで有名であ�

った。「高慢は至る所で見られる罪であり，大きな悪�

です。……高慢はシオンの大きなつまずきの石です。」�

(「高ぶりを心せよ」『聖徒の道』1989年7月号，7) 

「『モルモン書』を何度も繰り返して読むことによ�

り，キリストのみもとへさらによく近づき，キリス�

トにすべてをささげ，キリストを基とし，キリスト�

にすベての思いを向けるようにしましょう。」（「キリ�

ストのみもとに来て」『聖徒の道』1988年1月号，92) 

「『モルモン書』には力があって，真剣に読み始め�

るやいなやその力は読む者の人生に流れ込み，誘惑�

マーク•E•ピーターセン長老はベンソン大管長�

に対してこのような賛辞を送っている。「『王国にと�

って も良いことは何でしょうか。』彼は，人生を通�

じて重要な決定を迫られたときはいつも，この質問�

を自分に投げかけてきました。」(“President Ezra 

Taft Benson，” Ensign「エズラ•タフト•ベンソン�

大管長」『エンサイン』1986年1月号，2-3) 

1899 8月4日，アイダホ州ホイットニーにおい�

て，ジョージ• T •ベンソンとサラ•ダ�

ンキー•ベンソンの間に生まれる。�

1907誕生日に当たる8月4日に，アイダホ州ホ�

イットニーのローガンリバ一用水路にお�

いてパプテスマを受ける（8歳）。�

1921-23イギリスで伝道する（21-24歳）。�

1926 9月10日，フロ一ラ•スミス•アムッセン�

と結婚する（27歳)。�

1 9 4 3 1 0月 7曰，ヒーバー • J •グラント大管長�

により使徒に聖任される（44歳）。�

1 9 4 6ヨーロッパ伝道部の部長として働き始め�

る（46歳)。第二次世界大戦後のヨーロッ�

パに支援物資を運ぶ。�

1953-61ドワイト• D •アイゼンハワー大統領の�

下でアメリ力合衆国農務長官として働く�

(53-61歳)。�

1964-65ヨーロッパ伝道部の部長を務める（65-

6o�歳ノ o 

1 9 6 8 - 7 1アジアにおける伝道活動を管理する�

(68-72歳）。�

198511月10日，大管長として支持される（86 

歲）。ゴードン• B •ヒンクレーとトーマ�

ス• S •モンソンを副管長として召す。�

198610月24日，コロラド州デンバー神殿を奉�

献する（87歳)。�

1987 8月28日，ドイツ，フランクフルト神殿を�

奉献する（88歳)。�

1 9 9 4大管長を 8年半の間務めた後， 5月 3 0日，�

ソルトレーク•シテイ一において死去�

(94歳)。�
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ノ、フード• W •ノ、ン夕一 
大管長在任期間：1994-1995年 

「の神殿を教会員であることの崇高な象徴とす�
1 zLるように」とハン夕一大管長は強く勧告した。�

「わたしの心からの願いは，すべての教会員が神殿に�

参入するふさわしさを身に付けることです。」（「尊く，�

大いなる約束」『聖徒の道』1995年1月号，9) 

「すべての点で，またどのような境遇にあっても，�

神の御子に従いましょう。主をわたしたちの模範と�

し，導き手としましょう。どのような場面でも，『イ�

エスならどうされるだろう』と自問し，その答えに�

勇敢に従う必要があります。」（「汝らはいかなる人物�

にてあるべきか」『聖徒の道』1994年7月号，67) 

1 9 0 7 1 1月 1 4日，アイダホ州ボイシにおいて，�

ジヨン.ウイリアム（ウイル）.ノ、ン夕�

—とネリー•マリ一.ラスマセン•ノ、ン�

夕一の間に生まれる。�

1920 4月4日，アイダホ州ボイシの屋内水泳プ�

一ルでパプテスマを受ける（12歳）。6月�

21日に監督より執事に聖任される。�

1 9 3 1 6月 1 0日，クララ（クレア） •メイ •ジエ�

フスと結婚する（23歳）。クララは1983年�

に亡くなる。�

1 9 5 9 1 0月 1 5日，デビッド • 0 .マッケイ大管�

長により使徒に聖任される（51歳)。�

1 9 8 9 1 0年の歳月をかけて完成したブリガム • 

ヤング大学エルサレムセンタ一を奉献す�

る（81歳)。�

「男女を問わず，わたしたちはどのような人物に�

なるべきでしようか。主と同じ人物になる必要があ�

るのです。」（「汝らはいかなる人物にてあるべきか」�

『聖徒の道』1994年7月号，67) 

「わたしはすべての教会員の方々に，主イエス-

キリストの生涯と模範に，� 特に主が示された愛と希�

望と思いやりにさらに注意を払って生活するようお�

勧めします。わたしたちが互いにもっと親切にし，�

もっと忍耐強く，もっと礼儀を尽くし，赦し合える�

ように祈っています。」（「尊く，大いなる約束」『聖�

徒の道』1995年1月号，9) 

1990 4月10日，アイニス•バーニス•イーガン�

と結婚する（82歳)。�

199410月1日，大管長として支持される（86歳)。�

ゴードン.B •ヒンクレーとトーマス• 

S •モンソンを副管長として召す。10月9 

日，フロリダ州オーランド神殿を奉献す�

る（87歳）。12月11日，教会の2，000番目の�

ステークであるメキシコ•メキシコシテ�

ィー•コントレラスステ一クの設立を管�

理する。�

1 9 9 5 1月 8日，ユタ州バウンティフル神殿を奉�

献する（87歳）。大管長を9か月の間務め�

た後，3月3曰，ソルトレーク•シティ一�

の自宅において死去。�
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ゴードン•B•ヒンクレー 
大管長在任期間：1995年_ 

ンクレー大管長はあらゆる人に対して大きな�

u愛と関心を寄せている。「すべての教会員の�

方々にお願いします。信仰の異なる人々に対して，�

尊敬と感謝の念をもって接するようにしてください。�

……わたしたちが生きている世界には様々な価値観�

があります。わたしたちは，自分たちと異なる教え�

を奉ずる人々を尊重しなければなりませんし，それ�

は可能なことです。」（「主のみ業」『聖徒の道』1995 

年7月号，76) 

「わたしは教会の若人を愛しています。繰り返し�

述べてきたことですが，この時代の若人ほどすばら�

しい世代はかつてなかったと思います。皆さんの高�

潔さ，また，よい行いをするために心と手を訓練し�

ようという熱意，主の御言葉への愛，高潔と真理と�

徳の道を歩もうという望みに心より感謝していま�

す。」（「主のみ業」『聖徒の道』1995年7月号，76) 

「この教会は大管長のものではありません。この�

教会の頭は主イエス•キリストです。わたしたちは�

一人一人が，その御名を受けています。わたしたち�

は皆，この偉大な業にともに携わっています。」（「主�

のみ業」『聖徒の道』1995年7月号，76) 

「わたしたちには，恐れるべきものは何もありま�

せん。神がわたしたちを導いておられます。神は，�

この御業の益となるように，すべてをつかさどって�

おられます。主は戒めに忠実に歩む人々に祝福を注�

いでくださいます。」（「主のみ業」『聖徒の道』1995 

年7月号，76) 

大管長会の指示の下で，ヒンクレ一大管長はほか�

のいかなる中央幹部よりも多くの神殿を奉献してい�

る（Deseret News 1995~ 1996 Church Almanac 

『デゼレトニューズ教会年鑑1995 -1996年』329-

330參照)。�

1910 6月23日，ソルトレーク•シティ一におい�

て，ブライアント•ストリンガム•ヒン�

クレーとアダ•ビトナ一•ヒンクレーの�

間に生まれる。�

1919 4月28日，ソルトレーク•シティ一におい�

て父親からパプテスマを受ける（8歳)。�

1930母親が亡くなる（20歳)。�

1933-35イングランドで伝道する（23-25歳）。�

1937 4月29日，マ一ジョリー•ペイと結婚する�

(26歳)。中央日曜学校管理会に召される。�

196110月5日，使徒に聖任される（51歳)。�

1982キンボール大管長の副管長として召され�

る（72歳）。後にベンソン大管長（1985年）�

とハン夕一太管長（1994年）の副管長と�

して召される。�

1995 4月1日，大管長として支持される（84歳)。�

トーマス• S •モンソンとジェームズ• 

E •ファウストを副管長として召す。�
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