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『新約聖書教師用手引き』の概要

「教会教育システムにおける宗教教育の目標は，……個人，家

族，神権指導者が教会の使命を達成できるように援助することに

ある。」（『福音を教える－教会教育システム教師ならびに指導者

用手引き』〔1 9 9 4年〕，3）この目的を達成するために，まず初め

に強調すべき事柄は，イエス・キリストの福音を，標準聖典と預

言者たちの言葉のままに，生徒たちに教えることである。この手

引きは，教授経験，また言語や国籍の違いにかかわらず，教師

がその目的を達成できるよう援助するために作成されたもので

ある。

2番目に強調すべき事柄は，言葉と，模範と，御霊の力によっ

て教えるということである。言葉と模範によって教える人々は，

福音を最も効果的に教えることができる。言葉によって教えるた

めには，まず「研究によって，また信仰によって」（教義と聖約

8 8：1 1 8），イエス・キリストの福音の原則を理解すべく努力する

必要がある。そして模範によって教えるためには，自分自身の生

活の中で福音を実践していかなければならない。また，教師は導

きを求めて御霊に頼らなければならない。十二使徒定員会会員ボ

イド・Ｋ・パッカー長老は次のように教えている。「力は教師が

なし得る限りを尽くして備えるときに与えられます。それは，

個々のレッスンだけでなく，実際の生活において御霊と調和した

生活をしていく中で与えられるものです。霊感を求めて御霊に頼

るようになるなら，教師は，自分は霊感によって教えることがで

きるという確信をもって……生徒たちの前に立つことができま

す。」（Teach Ye Diligently〔1975年〕，306）パッカー長老が語っ

たこの力は，教師が自ら教える原則や教義について，個人的な証

を述べるときによく現れるものである。

この手引きの使用法

教師がレッスンの準備を行う際に，第一の資料とすべきものは

聖典である。聖文の研究，レッスンの準備の助けとして，手もと

に置くべき資料には以下のものがある。

本書－『新約聖書教師用手引き』（カタログ番号：34590 300）

家庭学習セミナリー生徒用資料－『新約聖書生徒用学習ガイ

ド』（カタログ番号：34188 300）

新約聖書ビデオシリーズ用補助資料－『「新約聖書」メディア

ガイド』（カタログ番号：34232 300）

インスティテュート宗教コース2 1 1，2 1 2の生徒用資料－『イ

エスと使徒たちの生涯と教え』（カタログ番号：32474 300）

これらの資料は，生徒たちに教えるための準備として自分自身

が行う聖文の学習に置き換えられるものではなく，聖霊の霊的導

きに代わり得るものでもない。あくまでもレッスン準備のための

補助的な資料である。特に，『新約聖書教師用手引き』は，ひと

まとまりの聖句ブロックに関して序説的な情報を提供し，また学

び取るべき重要な福音の原則を概説し，生徒たちがそれらの原則

を理解し生活の中で応用できるようにするにはどのように教えた

らよいか，様々な提案をしている。

「教会教育システム当局は週日の設定として，教えるための時

間をもっと割ける所では，聖典の各書をその配列順に従って教え

るという決定をした。聖典をその配列順に教えるのは，イエス・

キリストの福音を教えるための最良の方法の一つである。順次聖

典教授法では，標準聖典に配列されている順序に従って各書を教

えていく。」（『福音を教える』2 0；順次聖典教授法に関するより

詳細な情報についてはこのページを参照せよ。）この手引きでは

聖句を標準聖典の掲載順に学んでいくが，各聖句ブロックのすべ

ての聖句について，教えるためのアイデアを提示しているわけで

はない。教えるためのアイデアはほかにも，インスティテュート

生徒用資料とセミナリー生徒用学習ガイドにも載せられている。

『福音を教える－教会教育システム教師ならびに指導者用手引

き』（カタログ番号：34829 300）は， 教会教育システムのクラス

を教える際に役立つ詳細な情報を提供している。教師はその内容

にも精通しておく必要がある。以下に挙げる幾つかの一般的提案

も，教師がレッスンの準備に取り組むうえで助けになるであろう。

福音を研究し教えるために自分自身を備える

福音を実践する。

研究し，備え，教えるときに，御霊の導きを求めて祈る。

生徒たちの必要を満たすために，主を信じる信仰，また御霊

の力に対する信仰，聖文の力に対する信仰を実践する。

何を教えるかを決める

自分が行うレッスンの中で聖典のどの部分を採り上げたいと

思うかを決める。この手引きは幾つもの聖句ブロックに分け

られている。それぞれの聖句ブロックは，どこで話の筋や主

題が変わるかを示している。5－6ページに書かれている学習

進度ガイドは，毎日あるいは毎週どのくらいの資料を学んで

いくかを決めるのに役立てることができる。

採り上げる聖句ブロックを入念に研究する。教義，原則，出

来事，難しい語句などに注意しながら，その聖句ブロックを

数回読む。本書，またインスティテュート生徒用資料，生徒

用学習ガイドも，聖句ブロックを理解し，クラスの生徒たち

にとって何が大切かを見極めるのに役立つであろう。聖句ブ

ロックの中に何か霊感を与えるものを見いだすなら，より効

果的に教えることができるようになる。また，生徒たちにも

同じような発見をするように導くことができる。

生徒たちが学ぶべき最も重要な教義，原則，出来事を選択す

る。御霊の促しと生徒たちが必要としているものを導きとし

て，何を教えたらよいかを決めるようにする。

何をどのように教えるかを決める

教えたいと思う出来事，原則，教義の各々について，少なく

とも一つの教授法を選ぶ。自分自身で考えた方法，あるいは

カリキュラム用の資料の中に提案されている方法を活用する。

生徒たちの自発的な準備や積極的な参加，実生活への応用な

どを促す方法を選ぶ。

1．自発的な準備とは，生徒たちが霊的にも，また知的な面でも，

注意を向け，心を集中させ，学習体験の中に進んで参加する

備えをするということである。「準備とは，心と思いの状態を

言う。」（『福音を教える』1 3）それはレッスンをスタートさせ

るために用いる仕掛けというようなものではない。生徒たち

1
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の興味や関心の中核となっているものに絶えず心を向けると

いうことなのである。

2. 積極的な参加とは，生徒たちが学習プロセスの中に熱心にかか

わり合っていくという意味である。生徒たちの積極的な参加

には，身体面，また感情面，知的な面，霊的な面などの要素

が考えられる。生徒たちは積極的に参加すればするほど，レ

ッスン内容をさらによく理解し，記憶し，応用することがで

きるようになる。

3. 実生活への応用とは，生徒たちがレッスンで学ぶ教えを受け入

れて，日々の暮らしの中で実践し，それらの原則に従った生

活をするよう努力することを意味する。

この手引きの構成

4つの福音書の各聖句ブロックの冒頭には，そのブロックで採

り上げる出来事のおよその時期を示す簡略年表が載せられてい

る。それぞれの出来事の掲載順は『聖句ガイド』の「福音書対観

表」（221－227）を基にしている。

パウロの手紙の各書の冒頭にも，それぞれの手紙と使徒行伝と

の関連を示した，同じような簡略年表が載っている。この情報は

『聖句ガイド』の「パウロの手紙」（201－203）を基にしている。

各聖句ブロックに対応する資料が，4つのセクションに載せられ

ている。

「はじめに」に紹介されている資料

「はじめに」には，歴史的背景，聖典の中における位置付けと

いう観点から各聖句ブロックを理解できるように，基礎的な資料

や情報を載せている。聖典の各書に対しても同様の基礎的な資料

や情報が提示されている。生徒用学習ガイドとインスティテュー

ト生徒用資料に載せられている背景的な知識とあいまって，これ

らの基礎的な資料や情報は，教師の聖典に対する学習と理解を深

めるうえでも役立てることができる。これらの資料と情報は，次

のような点においても役立てることができる。

生徒たちの意欲と積極的な姿勢を引き出す質問を設定する。

基礎的な情報，生徒たちが聖典の中から読み取るべき事柄，

予習に役立つ事柄を理解する。

クラスで提示したり黒板に書いたりする引用文，また生徒た

ちが各自の聖典に記入する注釈を決める。

学び取るべき重要な福音の原則

聖句ブロックの中から多くの重要な教義や原則を見いだすこと

ができる。このセクションには，教師が生徒たちに教えたいと思

うような事柄が採り上げられている。以下に挙げるのは，教師が

レッスンの中で用いることのできる幾つかの方法である。

正しい教義を教えるようにするための，一つの指針として用

いる。

生徒たちに何を教える必要があるかを判断するための助けと

して活用する。

聖句ブロックを研究する中で学び取るべき原則を生徒たちに

伝えるために，それらを黒板に書き上げる。

生徒たちに，その教義を裏付け，明らかにする聖句をほかに

も探すように促す。

補助資料

インスティテュート生徒用資料－『イエスと使徒たちの生涯と

教え』の「注解」は，新約聖書の内容に対応した構成になってい

る（聖句の記述は，それぞれの出来事があったと思われる順序に

従って採り上げられている）。本書『新約聖書教師用手引き』で

は，新約聖書の内容を聖句の掲載順に従って採り上げていく。こ

のセクションには，教師が参考になる情報を確認できるように，

インスティテュート生徒用資料の対応箇所のページ数が書かれて

いる。また，本書「付録」の中の資料についても参照表記がなさ

れている。

教え方の提案

このセクションには，聖句ブロックの中から選んだ出来事，原

則，教義などをどう教えたらよいかという点について，考慮に値

するアイデアが提案されている。教師はそれらの提案を必ず採用

するように義務付けられているわけではない。それらの提案は教

師にとって，御霊の導きを得て生徒たちの様々な必要について深

く考えるうえで役立つ情報となるであろう。教師は，生徒用学習

ガイドの中に，クラスで実際に教えるときに活用できる有益な提

案を見いだすこともできる（「教師のための『新約聖書生徒用学

習ガイド』の紹介」p.3 参照）。

「教え方の提案」のセクションには以下の項目がある。

強調点。この提案の各セクションの冒頭には，聖句ブロック

と，提案の中で強調されている原則が表記されている。これ

は，その聖句ブロックの中の「学び取るべき重要な福音の原

則」のセクションに書かれている原則と一致している場合が

多くある。

マスター聖句。教えるための提案の中にマスター聖句

が含まれている場合は，左のアイコンで分かるように

なっている。ハワード・Ｗ・ハンター大管長（当時は十二使

徒定員会会長）は次のように話している。「わたしたちは，聖

句の場所を見つけて示せるほどには聖典をよく理解していな

いために，自分は必要な助けを見いだすことができないと恥

じ入ったり，恐れや気後れを抱いたりしたまま，クラスを出

『新約聖書教師用手引き』の概要

2

イエス・キリストの生涯
これらの章の中に記録
されている出来事は，
この時期に起こったも

のと考えられる

主の務めの第1年 第2年 第3年

キリストの
降誕

最初の
過越

2度目の
過越

3度目の
過越

最後の過越と，
最後の週

この手紙はこの
時期に書かれた

最初の伝道の旅

（使徒13－14章）

2回目の伝道の旅

（使徒15：36－

18：22）

3回目の伝道の旅

（使徒18：23－

21：15）

カイザリヤとローマ

での入獄（使徒

21：16－28：31）

ローマでの2度目の

入獄期間

西暦年（約）47－50 50－53 53－57 57－62 62－65
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て行く生徒が一人もいないようにと望んでいます。」（E t e r n a l

Investments〔宗教教育者への講話，1989年2月10日〕，2）

「マスター聖句」は，聖句の見つけ方，またその意味の理解の

仕方，実生活への応用の仕方などを，生徒たちに教えるための方

法である。セミナリーで特に強調して学ぶ1 0 0の聖句（コースご

とに2 5の聖句）が選ばれている。これらの聖句がある場合には

「教え方の提案」のセクションに，「マスター聖句」としてアイコ

ンとともに表記されている。教師は，生徒たちがこれらの聖句を

マスターできるように助ける必要がある。そのために，これらの

聖句についてレッスンの中で教えたり，自分自身で学ぶように促

したりしていく。クラスの中でマスター聖句に関する活動を促す

ための方法については，『福音を教える－教会教育システム教師

ならびに指導者用手引き』32－33ページの提案を参照する。

ウィークリー・アイコン。教えるための提案の中には，

このアイコンで表示されているものもある。このアイ

コンのある箇所には，家庭学習プログラムの教師，あるいは，

より広い聖句のブロックを教える活動を援助したいと思う人

向けの提案がなされている。

予想所要時間の表記。太文字で表記された見出し部分の最後

の箇所の括弧内には，提案に添った教え方をする場合に，お

よそどのくらいの時間がかかるかが示されている。これは毎

日のレッスンの計画を助けるためのものであり，提案された

教え方にどれほどの時間をかけるべきであるか，ということ

を示すものではない。

その他の教師用資料

『「新約聖書」ビデオ』（カタログ番号：53141 300）。

このビデオパッケージには，生徒たちに新約聖書を教

えるのに役立つプレゼンテーションが含まれている。『「新約

聖書」ビデオ』プレゼンテーションを用いて教えるための提

案は，『「新約聖書」メディアガイド』（カタログ番号：3 4 2 3 2

3 0 0）の中に載せられている。ビデオプレゼンテーションが用

意されている聖句ブロックは，このアイコンと，教えるため

の提案のセクションの初めの箇所の表記で分かるようになっ

ている。

付録。教えるための提案のセクションには，レッスンを教え

るのに役立つ「付録」の中の図表，対観表などの資料が参照

されている場合がある。これらの資料については，教師の便

宜のために，その表題とページ数が表記されている。

生徒自身による新約聖書の学習。新約聖書の全文を読むよう，

生徒たちに促す。スペンサー・Ｗ・キンボール大管長はかつ

て次のように話している。「自分と神とのつながりがいいかげ

んなものとなり，神が自分の声に耳を傾けてくださらず，語

りかけてくださることもないと感じるときには，わたしは神

から遠く遠く離れた生き方をしているのです。聖文を熱心に

読む生活をするなら，その隔たりは狭くなり，霊性が戻って

きます。」（The Teachings of Spencer W. Kimball，エドワー

ド・L・キンボール編 〔1982年〕，135）

『新約聖書生徒用学習ガイド』の「新約聖書読書進度確認

表」にある割り当てに従って読み進めていくよう，生徒たち

を促す。（学校の年度に合わせて，この表を調整する必要があ

る場合もある。）この表はクラスの活動に合わせた読書進度の

調整に役立てることができる。割り当てより先の部分も読み

たいという生徒は，そうしても差し支えない。しかし，その

週に学ぶ予定の聖句ブロックも必ず読んでおくように促す。

教師は読書進度表を用いることによって，新約聖書全文を教

えられるように，1年間ペースを保っていくことを求められる。

特別な必要を持つ生徒。「特別な必要」とは，平均的な子供と

は異なる状況にある生徒を示すために用いられる一般的な表

現である。その中には，読書能力や学習能力などの面での障

害，不規則行動，知的障害などの状況にある人々も含まれる。

また特殊教育を受けている人，車いす使用者，寝たきりの生

活を余儀なくされている人，視覚障害者，聴覚障害者なども，

その中に入る。

預言者ジョセフ・スミスはこう述べている。「神がこの世へ

遣わされた人はすべて成長への可能性を秘めた存在である。」

（Teachings of the Prophet Joseph Smith，ジョセフ・フィー

ルディング・スミス選〔1976年〕，354） 教師はすべての生徒

の学習上の必要を満たすために，力の及ぶ限りの努力をする

必要がある。すべての生徒のあらゆる必要を，常時満たして

いくのは恐らく不可能である。しかし教師は，生徒たちが各

レッスンを通して何かを学び取れるようにするために，クラ

スの生徒たちの特別な必要を見極めたうえで，カリキュラム

用資料による教え方に調整を加えることができる。特別な必

要を持つ生徒たちを助ける機会を，ほかの生徒たちに与える

こともできる。そのような無私の奉仕の機会は，行う側と受

ける側の双方にとって祝福となる。

通常のカリキュラム用資料に加えて，特別な必要を持つ生

徒たちに教えるのを助けるために，ほかにも幾つかの資料が

用意されている。教会教育システムの出版物のカタログには，

点字印刷物，オーディオカセット，ビデオカセットなどの資

料が掲載されている（教会教育システム発行のクラス用ビデ

オカセットはすべて，解読装置付きのテレビだけに字幕が現

れるクローズド・キャプション方式である）。このカタログに

は，読書能力が2～4のレベルの生徒たちのために，視覚に訴

える効果の強い，簡約化されたカリキュラム資料も掲載され

ている（“Specialized Curriculum Materials”〔英文〕参照）。

教会配送センター発行のカタログにも多くの役立つ資料が載

せられている（特に，項目別索引「オーディオカセット」

「ビデオカセット」「手話入りビデオカセット」の項を参照）。

教会機関誌『リアホナ』は，生徒たちの特別な必要に関連す

る記事，写真や絵，アイデアなどのすばらしい源である。

『福音の視覚資料セット』（カタログ番号：34730 300）と補遺

（カタログ番号：34740 300）は，聖典や教会の歴史に関する

物語，福音の原則を説明した1 6 0枚の視覚資料を集めたもの

である。

教師のための『新約聖書生徒用学習ガイド』
の紹介

『新約聖書生徒用学習ガイド』は，生徒たちが新約聖書を読み，

その教えについて深く考え，実践していく助けとなる。『新約聖

書生徒用学習ガイド』は，家庭学習プログラム用の必要資料だが，

多くのデイリーコースの教師にとっても，準備や実際のレッスン

に役立つものとなるであろう。

『新約聖書教師用手引き』の概要
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家庭学習セミナリープログラムにおける使用

セミナリーは学校年度を通して週に5日行われるプログラム

（あるいはそれに相当するプログラム）である。家庭学習セミナ

リーのクラスが開かれるのは週に1度だけであるために，家庭学

習コースの生徒たちは，ほかの4日は生徒用学習ガイドを用いて

学ぶように求められている。生徒たちは皆，毎日聖文を読むよう

に勧められているが，家庭学習コースの生徒たちは，学習ガイド

に述べられている活動や割り当てを行うために，各週4日間，1日

3 0－4 0分を用いるように期待されていることを理解しておく必要

がある。

生徒たちは各自の学習ガイドに書き込みをするようには求めら

れてはいない。何かを記録する必要のある割り当てについては，

以下の選択肢の中から一つを選んで活用する。

一人一人の生徒に，その割り当てをルーズリーフ式のノート

に記入させ，書き終えたページを毎週提出させる。教師がそ

れを返却すれば，生徒はそのページを自分のファイルに戻す

ことができる。

各生徒に2冊のノートを用意させ，それを交互に用いさせる。

生徒は最初の週に1冊のノートに記入し，クラスが開かれると

きにそれを教師に提出する。その次の週には，生徒はもう1冊

のノートに記入し，クラスでそれを教師に提出する。そして

前の週に提出していたノートを返却してもらう。

教師は毎週，生徒たちのノートを集めた後に，目を通して，生

徒たちへのコメントを記入する。これは教師にとって，一人一人

の生徒について知り，学習内容に対する彼らの理解度を判断する

ための非常に優れた方法である。教師は週例のクラスのレッスン

の中で，ノートに書き込んだことの一部を進んで発表させること

により，生徒たちを動機付ける一助にできる。

生徒が提出するノートの評価

生徒用学習ガイドに書かれている様々な活動をチェックするた

めの解答を記した資料はない。答えの中のあるものは聖典の中に

示されている。したがって，教師がそれぞれの活動の内容をよく

理解するならば，答えは明らかになる。答えの中には，生徒自身

のアイデア，経験，判断，証などによって決まるものもある。こ

のような場合には，正しい答えは一つだけとは限らない。生徒に

対する評価は，彼らがそれぞれの能力に応じてどれほどの努力を

したかを基準に判断する。教師は自分の感想や評価を書く場合に，

生徒たちが誤解している事柄や明らかに間違えている答えについ

ては，正しい答えを示すとともに，彼らの努力を称賛する。

特別な必要を持つ生徒たちには特に配慮し，それに応じて生徒

用学習ガイドの内容に調整を加えた教え方をする必要がある。例

えば，文章を書くという点について障害のある生徒については，

テープレコーダーを用いて，答えを録音させるようにしても差し

支えない。また友人や家族に代筆してもらうようにしてもよい。

教師は，特別な必要を考慮して，一部の生徒に割り当てる学習活

動については，その数を調整しなければならない場合もある。ほ

かの生徒たちは，それ以上の活動ができるかもしれない。彼らに

は最小限の条件を越えた活動をするように促すこともできる。

デイリーセミナリープログラムにおける『新約
聖書生徒用学習ガイド』の活用

『新約聖書生徒用学習ガイド』は，デイリーセミナリープログ

ラムに参加する生徒たちの必修資料ではない。しかし教師は，参

照用として各生徒にこれを渡しておくとよい。そうすれば生徒た

ちに「聖句を理解する」のセクションを参照させることができる。

このセクションには難しい語句への理解を助ける記述や，引用文，

説明などが載せられている。

レッスンの準備をするときには，どのような教え方をするかを

決めるために，各聖句ブロックの冒頭部分と「聖句を研究する」

のセクションを読むようにする。例えば，聖句ブロックの冒頭部

分には，生徒たちの積極的な姿勢を引き出すのに役立つ話し合い

のための質問が載せられている。教師は，レッスンの中で生徒た

ちに「聖句を研究する」のセクションの活動の一つをさせたり，

グループあるいはクラス全体で，生徒たちに各自が書いたことを

発表させたりしたいと思うことがあるかもしれない。学習ガイド

に書かれているとおりの活動ができない場合でも，クラスの状況

に合わせて調整できる良いアイデアが思い浮かぶかもしれない。

『新約聖書教師用手引き』の概要

4
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ほかの標準聖典の場合と同じように，新約聖書のすべての聖句

を1学習年度内に採り上げていくことは時間的に不可能である。

どのようなスケジュールで教えていくかが大事な問題になる。4

つの福音書を教えるのにあまり多くの時間をかけすぎたり，その

進度が遅すぎたりすると，使徒たちの手紙や黙示録のメッセージ

の学習にかける時間がなくなってしまうことにもなりかねない。

しかし，進度が速すぎると，生徒たちが新約聖書の重要な部分を

理解する機会を逃してしまうこともあり得る。毎日あるいは毎週

どのくらいの資料を学んでいくか，また，生徒たちへの読書割り

当てとして，幾つの章を読むように求めるかを決めるための一助

として，学習進度ガイドを活用する。

全世界的に見ると，セミナリープログラムには実に多くのタイ

プがある。したがって，この手引きをそれらすべてのタイプに合

った内容にするのは不可能なことである。教師は3 6週で完了する

このコースのスケジュールを，自分たちのプログラムと生徒たち

の必要に合わせて調整する必要があるかもしれない。セミナリー

のクラスは週に5回開かれるが，準備されているレッスンの資料

は4日分のみである。これは学校の行事や集会，また特別なセミ

ナリー活動や発表，マスター聖句に関連した活動，テストやクイ

ズなどの活動のために，プログラムが中断されることを考慮した

結果である。教師は一つの聖句ブロックをより効果的に教えるた

めに，2日あるいはそれ以上の日数を使っても差し支えない。こ

のような柔軟性を持たせたのは，生徒たちそれぞれの必要を満た

すために御霊の導きを求めるよう，教師を促すためである。

教会の青少年にイエス・キリストの福音を教えることは，神か

ら託された神聖な使命であり，喜びをもたらす責任である。今年

新約聖書に記録されたイエス・キリストと使徒たちの務めを研究し

ていく中で，教師と生徒たちのうえに主の祝福が注がれるように。

5

週 教えるべき聖句ブロックの範囲（提案）

1 第1日： 「新約聖書の概要」 と「聖文研究のた

めの補助資料」

第2－3日：「救いの計画の全体像」

第4日： 「新約聖書と旧約聖書の中間時代」

2 第1日： マタイ1－2章

第2日： マタイ3章

第3日： マタイ4章

第4日： マタイ5章

3 第1－2日：マタイ5－7章 （続き）

第3日： マタイ8－9章

第4日： マタイ10章

4 第1日： マタイ11－12章

第2日： マタイ13章

第3日： マタイ14－15章

第4日： マタイ16章

5 第1日： マタイ17章

第2日： マタイ18章

第3日： マタイ19－20章

第4日： マタイ21－23章

6 第1日： マタイ24章

第2日： マタイ25章

第3－4日：マタイ26章

7 第1日: マタイ27章

第2日： マタイ28章

第3日： マルコ1章

第4日： マルコ2－3章

8 第1日： マルコ4－5章

第2日： マルコ6章

第3日： マルコ7－8章

第4日： マルコ9－10章

9 第1－2日：マルコ11－13章

第3－4日：マルコ14－16章

週 教えるべき聖句ブロックの範囲（提案）

10 第1日： ルカ1章

第2日： ルカ2－3章

第3日： ルカ4章

第4日： ルカ5－6章

11 第1－2日：ルカ7章

第3日： ルカ8章

第4日： ルカ9章

12 第1日： ルカ10章

第2日： ルカ11－13章

第3日： ルカ14章

第4日： ルカ15章

13 第1日： ルカ16章

第2日： ルカ17－18章

第3日： ルカ19章

第4日： ルカ20－21章

14 第1－2日：ルカ22章

第3日： ルカ23章

第4日： ルカ24章

15 第1日： ヨハネ1章

第2日： ヨハネ2章

第3日： ヨハネ3章

第4日： ヨハネ4－5章

16 第1－2日：ヨハネ6章

第3日： ヨハネ7章

第4日： ヨハネ8章

17 第1日： ヨハネ9章

第2日： ヨハネ10章

第3日： ヨハネ11章

第4日： ヨハネ12章

18 第1日： ヨハネ13章

第2日： ヨハネ14章

第3日： ヨハネ15章

第4日： ヨハネ16－17章

1学習年度36週対応の学習進度ガイド

新約聖書を教えるためのスケジュール調整
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新約聖書を教えるためのスケジュール調整

週 教えるべき聖句ブロックの範囲（提案）

19 第1日： ヨハネ18章

第2日： ヨハネ19章

第3日： ヨハネ20章

第4日： ヨハネ21章

20 第1日： 使徒1章

第2日： 使徒2章

第3日： 使徒3章

第4日： 使徒4－5章

21 第1日： 使徒6－7章

第2日： 使徒8－9章

第3日： 使徒10章

第4日： 使徒11－12章

22 第1日： 使徒13－14章

第2日： 使徒15章

第3日： 使徒16－18章

第4日： 使徒19－20章

23 第1日： 使徒21章

第2日： 使徒22－23章

第3日： 使徒24－26章

第4日： 使徒27－28章

24 第1日： ローマ1－3章

第2日： ローマ4－5章

第3日： ローマ6章

第4日： ローマ7－8章

25 第1日： ローマ9－10章

第2日： ローマ11章

第3日： ローマ12章

第4日： ローマ13－16章

26 第1日： 1コリント1－4章

第2日： 1コリント5－7章

第3日： 1コリント8－11章

第4日： 1コリント12－14章

27 第1日： 1コリント15－16章

第2日： 2コリント1－3章

第3日： 2コリント4－7章

第4日： 2コリント8－13章

週 教えるべき聖句ブロックの範囲（提案）

28 第1日： ガラテヤ1－2章

第2日： ガラテヤ3－6章

第3日： エペソ1－3章

第4日： エペソ4－6章

29 第1日： ピリピ1－4章

第2日： コロサイ1－4章

第3日： 1テサロニケ1－5章

第4日： 2テサロニケ1－3章

30 第1日： 1テモテ1－6章

第2日： 2テモテ1－4章

第3日： テトス1－3章

第4日： ピレモン

31 第1日： ヘブル1－2章

第2日： ヘブル3－6章

第3日： ヘブル7－10章

第4日： ヘブル11－13章

32 第1日： ヤコブ1－2章

第2日： ヤコブ3－5章

第3日： 1ペテロ1－2章

第4日： 1ペテロ3－5章

33 第1日： 2ペテロ1－3章

第2日： 1 ヨハネ1－5章

第3日： 2ヨハネ；3ヨハネ

第4日： ユダ

34 第1日： 黙示1章

第2日： 黙示2－3章

第3日： 黙示4－5章

第4日： 黙示6－7章

35 第1日： 黙示8－9章

第2日： 黙示10－11章

第3日： 黙示12－14章

第4日： 黙示15－16章

36 第1日： 黙示17－19章

第2日： 黙示20－22章

第3日： 教師の選択

第4日： 証と送別会
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はじめに

教会教育システムの教師に向けたある講話の中で，十二使徒定

員会会員のボイド・Ｋ・パッカー長老は次のように話している。

「まさしくこの初めの時に，簡潔でありながらも，非常に入念

に構成されたコースの全体像を提示することには，大きな価値が

あります。……

このスタート時のごくわずかな時間は，相対的に見ても非常に

短い時間の投資ですが，それによって生徒たちはこの道に沿って

歩んで行くことができるようになります。生徒たちはコースにつ

いて何がしかの理解を得ることができるのです。そして生徒たち

は，すべての要素が一つに調和することを理解すると，より多く

のものを得，知識の光は明るい輝きをさらに増し加えます。事前

に知識を得ることによって，全体的な枠組みを作ることができま

す。事前の理解は，それに投資した時間，努力に勝る価値がある

のです。」（The Great Plan of Happiness〔教義と聖約／教会歴史

に関するシンポジウムにおける宗教教育者への講話，ブリガム・

ヤング大学，1993年8月10日〕，2－3；または，Charge to Religious

Educators，第3版〔1994年〕，113－114）

新約聖書の全体像を見渡せるようにするために，その概要を教

える時間を取る。それによって生徒たちは，新約聖書の大切さを

理解し，今年，読み，学んでいくことになる資料への期待を高め

ていくであろう。新約聖書の全体像を見渡すことによって，教師

も生徒も，イエス・キリストの神聖な使命に対する理解を深めて

いくことができる。

新約聖書とは何か

新約聖書とは，イエス・キリストの生涯，教え，使命，そして

初期キリスト教会の発展のために働いたキリストの弟子たちの務

めについて記した記録である。新約聖書の「新約」は「新しい契

約」という意味である。福音の中においては，「契約」とは，個

人あるいは集団と主との間に交わされる，神聖な誓いあるいは約

束を意味する。わたしたちはその契約を交わすとき，定められた

事柄を行うという約束をする。そして，主はそれに対して，様々

な祝福を与えるという約束をしてくださるのである。主はこの契

約の大切な内容として，わたしたちが払うべき努力（律法と儀式

への従順）と，わたしたちに授けられる祝福を定められたのであ

る。自分自身が交わした契約を守り，信仰をもって最後まで堪え

忍ぶならば，主はわたしたちが死すべき状態にある間に祝福を授

け，この世の生涯を終えたときには，救いと昇栄を与えてくださ

ると約束しておられる。新約聖書には，主がこの世における務め

を果される中で，使徒たちとともに人々にお伝えになった聖約と

教義が含まれている。それらの聖約と教義が伝えられたのは，主

のもとに戻り，その御前に住むにはどうしたらよいかを教えるた

めであった。

わたしたちはどうして新約聖書を学ぶ必要
があるのか

古代においても現代においても預言者たちは，神を知るように

人々を導くうえで，聖文が重要な価値を持つことを強調してきた。

イエスは次のようにお教えになった。「永遠の命とは，唯一の，

まことの神でいますあなたと，また，あなたがつかわされたイエ

ス・キリストとを知ることであります。」（ヨハネ1 7：3）使徒パ

ウロは神聖な記録の価値についてテモテに教えている。

神聖な記録は「救に至る知恵を……与えうる書物である」（2

テモテ3：15）。

聖文は，すべて「神の霊感を受けて書かれたもの」である

（16節）。

聖文は，「人を教え，戒め，正しくし，義に導くのに有益」で

ある（16節）。

聖文は，義人が「完全にととのえられた者」になり，「あらゆ

る良いわざに対して十分な準備」をする力となる（17節）。

預言者モルモンは次のように書いている。

「まことに，望む者はだれでも，神の言葉を手に入れることが

できるということも，わたしたちに分かるのである。この神の言

葉は生きていて力があり，悪魔の悪知恵とわなと策略をことごと

く断つ。また，悪人をのみ込むために備えられている，あの不幸

の永遠の淵を横切る狭くて細い道にあって，キリストの人を導き，

また彼らを，まことに彼らの不滅の霊を天の王国におられる神

の右に至らせ……。」（ヒラマン3：29－30）

聖文は，わたしたちが悪魔の偽りと誘惑を「断つ」（打ち負かす）

力となり，日の栄えの王国に「至らせ」る（導く）道を歩む助け

となるのである。

ボイド・Ｋ・パッカー長老はこう教えている。

「新約聖書のコースでは，キリスト・イエスの誕生と伝道，そ

して神の御子としての属性について学びます。様々な儀式や，罪

の赦しを受けるために水に沈められるバプテスマについて学びます。

十二使徒の召しと，それに続く働きについて勉強します。御父

の属性について学び，慰め主である聖霊や個人の啓示についても

学びます。

裏切りから十字架上の死に至るまでの日々を回想し，贖罪と復

活という絶対的な真理について学びます。また，愛と律法，そし

て贖い主の使命について学びます。

四福音書からヨハネの黙示録に至るまでの主と使徒たちの教

え，つまり主イエス・キリストの福音を学びます。」（『聖徒の道』

1990年7月号， 42－43）

以下の教義は，すべて新約聖書の中に説かれているものである。

これらの教義は，新約聖書の注意深い研究は単に有意義であると

いうだけでなく，非常に重要なものであるということの理由を示

している。

神は文字どおりの意味において，わたしたちの天の御父であ

られる。

天の御父は御子イエス・キリストを通して，天と地を創造さ

れた。

天の御父が御子を世に遣わされたのは，「御子によって，この

世が救われるためである。」（ヨハネ3：17）

天の御父は，裁きを行う権威をすべて，御子にゆだねられた。

〔訳注：ヨハネ5：22,27参照〕

神は人々の生活の中に直接その御手を差し伸べられることが

ある。また，現にそのようにしておられる。

新約聖書の概要
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天は幾つかの栄えの王国に分かれている。

わたしたちは神聖な契約を交わし，守ることによって神の祝

福を授かる。

偶像礼拝はどのような形のものであれ，霊的な破壊をもたら

す。

イエス・キリストの再臨は，終わりの時に起こる様々な出来

事とともに預言されている。

時間的にもまた文化的にも，新約聖書の時代とは，はるかに懸

け離れた時代に生きているわたしたちにとって，聖書の研究は非

常に難しいものがある。それだけでなく，わたしたちが現在手に

している聖書は決して完全なものではない。「分かりやすくて大

変貴い多くの部分」が取り去られているのである（1ニーファイ

1 3：2 6）。取り去られた多くの部分が，モルモン書，ジョセフ・

スミス訳の聖書，現代の様々な啓示を通して回復されてきた（1

ニーファイ1 3：3 3－4 1参照）。さらに，聖書の文章表現の中には，

そのほんとうの意味が，象徴的な言葉の中に隠されている箇所が

ある。預言者の言葉の真の意味が，象徴的な言葉の中に隠される

このような表現法には有益な面もあった。というのは，「分かり

やすくて貴い部分」を取り去ろうとした人々は，理解するのがよ

り難しい語句の多くを，比較的完全な形のままに残してきたから

である。これによって，神が末日の聖徒たちに約束された聖霊の

力と「預言の霊」（2ニーファイ2 5：4）によって読まれ，理解さ

れるべく，数多くの偉大な真理が守られてきた。

新約聖書はどのような構成になっているのか

聖書は元来，1冊の書物として存在していたものではなく，複

数の書物が一つにまとめられたものである。聖書を表す「バイブ

ル」という言葉には，「書物」という意味がある。これらの書物

は必ずしも，それぞれが記録された時間的な順番で，聖書の中に

配列されているわけではない。新約聖書には，2 7の書物が含まれ

ている。そしてこの2 7の書物は，それぞれの内容に応じて，おも

に4つのグループに分類される。

1．歴史記録──このグループに含まれるのは，4つの福音書と使

徒行伝である。福音書には，救い主の務めに関してマタイ，

マルコ，ルカ，ヨハネが記録した証が載せられている。使徒

行伝は，幾人かの主の使徒たちの働きについて記録した書物

である。福音書は2つのグループに分けることもできる。マタ

イ，マルコ，ルカの3つの福音書は多くの類似点を持ち，特に

「共観福音書」と呼ばれている。ヨハネによる福音書は，独自

色の強い証を記録した書物であり，特に教会員に向けて書か

れたものと考えられている。（『聖句ガイド』「福音書」の項，

pp. 220－227参照）ある末日聖徒の教育者は次のように述べて

いる。「現在発行されている聖書において，マタイ，マルコ，

ルカ，ヨハネの各書は……『－による福音書』という書名が

付されている。しかし学者たちは，これらの表題は紀元4世紀

ごろのある時期に付け加えられたものであり，それ以前には，

例えば『マタイによる福音書』であれば『マタイ』というよ

うに，恐らくは著者の名前のみが付されていたという見解を

示している。」（ロバート・J・マシューズ，Behold the Messiah

〔1994年〕，22）

2．パウロの手紙──このグループに含まれるのは，「ローマ人へ

の手紙」から始めて「ヘブル人への手紙」に至る幾つもの書

簡である。パウロの手紙の多くは，教会の幾つかの支部に向

けて書き送られたものである。それらの支部は，パウロが福

音を宣言した町々に組織された支部であり，彼自身が確立し

た教会であった。ただし「ヘブル人への手紙」と「ピレモン

への手紙」は，この規則の例外である。「ヘブル人への手紙」

を除いて，パウロの手紙はその長さに応じて順番に配列され

ている。（『聖句ガイド』「パウロの手紙」の項， pp. 201－203

参照）

3．公同書簡──このグループには，ヤコブ，ペテロ，ヨハネ，

ユダが書いた手紙が含まれる。「ヨハネの第二の手紙」「ヨハ

ネの第三の手紙」を除いて，これらの手紙は，教会の特定の

支部や個人にあてられたものではなく，教会全体，教会一般

にあてられたものという意味で「公同書簡」と呼ばれること

がある。

4． 黙示録──これは新約聖書の最後に置かれた書であり，ヨハ

ネの黙示録の名で知られている。使徒ヨハネが，パトモス島

に監禁されていた間に受けた示現を記録した書物である。ヨ

ハネは，終わりの時の様々な出来事とサタンの王国に対する

イエス・キリストの最終的な勝利を含む世界の歴史を見た。

（『聖句ガイド』「黙示録（ヨハネの）」の項，pp. 260－261参照）

聖書の起原と歴史に関するより詳細な情報については，『聖句

ガイド』の「聖書」の項を参照する（pp.147－148）。

レッスンの準備に入る前に，これらの基本的な資料と以下の原

則を，祈りの気持ちをもって深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

新約聖書は，わたしたちがキリストのもとへ行けるように助

けてくれる。

新約聖書はこの時代のために，またわたしたちの利益のため

に保存されてきた。

教え方の提案

以下のビデオプレゼンテーション，あるいは自分自身のアイデ

アを活用して，新約聖書の全体像を教える。（注意：以下に提案

されている二つのアイデアの中には，ビデオと同じ内容の資料の

一部が取り扱われている。ビデオを使用できない場合には特に役

立つと思われる。）

『「新約聖書」ビデオ』プレゼンテーション1，「わたしの

もとに来なさい」（1 1分2 6秒）は，新約聖書の学習が，救

い主への理解，また救い主が日々の生活の中でわたしたちを助け

てくださるということへの理解を深めるうえでどのように役立つ

かを示している。プレゼンテーション2「迷路」（9分5 5秒）は，

新約聖書は生活の中に生じる様々な疑問や問題を解決するための

見通しを与えてくれる，ということを教えている。（『「新約聖書」

メディアガイド』に載せられている教授法の提案を参照する。）

新約聖書の概要。新約聖書は，わたしたちがキリストのもとへ

行けるように助けてくれる。（15－20分）

底の浅い容器に湿った砂を入れる。幾人かの生徒に，1本の指

を砂の上に押し付けさせ，その後で指を戻させる。その生徒たち

に，指に付いた砂の粒を数えてもらう。生徒たちに，その容器の

中に砂の粒が幾つあるか推測させる。アラスカから南アメリカに

至る大平洋岸の浜辺にある砂粒を数えるのがどのようなことか

新約聖書の概要
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を，生徒たちに想像させる。生徒たちにモーセ7：3 0を読ませ，

次の質問をする。

この聖句は，キリストの創造の業と力の偉大さについて，何

を教えているでしょうか。

ヨハネ1：1－3を読む。これらの聖句はイエス・キリストとそ

の力について，何を語っているでしょうか。

生徒たちに，イエスはこの世にお生まれになる前から神（言葉）

であったこと，またイエスが天の御父の指示の下に天と地を創造

されたことを説明する。

ヨハネ1：1 4を読む。皆さんは，万物を創造したイエス・キリ

ストがこの世においでになり，死すべき状態を身に受ける道

を選ばれたのは，どのような理由によると思いますか（モー

サヤ3：7－9参照）。

イエス・キリストと天の御父はどのような関係にあるのでし

ょうか。

マタイ1 1：2 8－3 0を読む。イエス・キリストはわたしたちに

何をするように求めておられるでしょうか。

わたしたちはなぜイエス・キリストのみもとへ行くべきなの

でしょうか。その理由を幾つか挙げてください。（生徒たちの

答えを黒板に書き上げる。）

生徒たちに，救い主はみもとへ来る人々を助けるために，喜ん

で御自分のすべての力を用いてくださる，ということを思い起こ

させる。生徒たちに，自分自身あるいは家族が救い主に助けてい

ただいたときのことを考えさせる。何か適切な経験があり，それ

を分かち合いたいと思う生徒がいれば，その経験をクラスで発表

するように勧める。

今年は新約聖書を自分で研究し，それを通してイエス・キリス

トについて学ぶすばらしい機会であることを証する。新約聖書の

研究をしていく中で，救い主の招きを拒んだ多くの人，また救い

主のもとへ来て，主の休みを得た人々について知るようになる，

ということを説明する。生徒たち自身も救い主のもとへ来て，同

じ機会を得ることができる，ということを話す。次の質問をする。

「皆さんはどのようにして主の招きを受け入れ，救い主のみもと

へ来ますか。」

新約聖書の概要。新約聖書はこの時代のために，またわたした

ちの利益のために保存されてきた。（15－20分）

生徒たちに，各自の聖書の目次のページを開かせる。新約聖書

を4つのグループ（歴史記録，パウロの手紙，公同書簡，黙示録）

に分類して，印を付けることができるように，生徒たちを助ける。

その後で，各グループに何が含まれるかについて話し合う（「新

約聖書はどのような構成になっているのか」参照）。

生徒たちに，新約聖書の中から特に好きな物語や教えを幾つか

挙げさせ，それが好きな理由を話させる。次の質問をする。

皆さんはこれまで，何か不可能に思えることを成し遂げるよ

うに求められたことがありませんか。

皆さんはこれまで，自分がしていないことで非難されたり，

罰せられたりしたことがありませんか。

皆さんはこれまで，弱い者いじめをする人や乱暴を働く人に

立ち向かったことがありますか。

皆さんはこれまで，自分は独りきりだと思ったことはありま

せんか。

生徒たちにヘブル2：1 8を読ませ，その後で次の質問をする。

「救い主はどうして試練の中にある人たちを助ける（慰める）方

法を御存じなのでしょうか。」（救い主はわたしたちと同様の，ま

たそれ以上の試練を経験された。）新約聖書の時代の聖徒たちも，

わたしたちと同じような多くの問題に直面していた，ということ

を生徒たちに話す。生徒たちに，新約聖書は昔からの聖典である

が，その教義，歴史，様々な物語は現代においても偉大な価値が

あるということを思い起こさせる。新約聖書はわたしたちの時代

のために，またわたしたちの利益のために，まとめられ，保存さ

れた。

わたしたちは新約聖書のページを開き，研究しさえすれば，そ

の内容と教えを理解できる，ということを生徒たちに話す。次の

質問をする。「皆さんは，わたしたちの新約聖書に対する態度と，

新約聖書が教える福音の原則を理解する力の間には，どのような

関係があると思いますか。」真剣な努力と祈りの気持ちをもって

新約聖書の研究をするように，生徒たちを励ます。

新約聖書の概要

9
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1 0

末日聖典の中の学習補助資料

1 9 9 3年に教会が発行した末日聖典合本（モルモン書，教義と聖

約，高価な真珠）には，聖文の研究に役立つ資料が含まれている。

それらの資料を活用するなら，聖文の研究をより有意義で報いあ

るものにすることができる。その新しい版の聖典の発行に注がれ

た働きに言及して，ボイド・Ｋ・パッカー長老は次のように証し

ている。「この事業は将来……わたしたちの世代に遂げられた，

霊感による目覚ましい出来事として認識されるようになるでしょ

う。これによって，わたしたちは福音を理解し，主を知る末日聖

徒を代々にわたって起こしていくのです。」（Bruce R. McConkie，

A p o s t l e〔ブルース・Ｒ・マッコンキー長老の葬儀における話，

1985年4月23日〕，4）

学び取るべき重要な福音の原則

末日聖典の合本には，すべての聖典に対する理解を深めさせ

る優れた学習補助資料が含まれている。

教え方の提案

聖文研究のための補助資料についてのレッスンを準備するとき

に，以下の提案の中から適したものを選ぶか，自分自身が考えた

アイデアを用いる。

聖文研究のための補助資料。末日聖典の合本に載せられている

学習補助資料は，聖典を最大限に活用するための助けとなる。

（40－45分）

教会発行の末日聖典合本の中には，聖文の研究に役立つ数多く

の資料が掲載されている。以下の提案は，生徒たちにそれらの資

料の効果的な活用法を教えるのに役立つであろう。

各章の前書きと概要。生徒たちにアルマ3 2章の前書きのページ

を開かせる。

その前書きを読んで，前書きの部分では各章の重要点が強調さ

れ，教義上の説明が載せられていることも多い，という点を説明

する。

生徒たちに指定した章の前書きを読ませ，その後で，以下の質

問をする。

1ニーファイ1 4章――ニーファイに語りかけた天使の言葉によ

ると，どれほど多くの教会があるでしょうか。

教義と聖約8 8章――この章に題を付けるとしたら，どのよう

なタイトルが考えられるでしょうか。

モーセ6章――アダムが書き記そうとしたのは，どのような記

録でしょうか。

アブラハム3章――アブラハムは日，月，星についての知識を

どのようにして得たでしょうか。

教義と聖約の各章には2種類の前書きがあることを説明する。

最初の前書きにはその章の背景の説明が，また2番目の前書きに

は内容の要約が記されている。

脚注。生徒たちに，末日聖典の脚注の幾つかのタイプの例とし

て，2ニーファイ1 2章を参照させる。生徒たちに，脚注にはどの

ような利点があるかを話す。

脚注は各節に対応していること，また，一つの節に複数の脚

注がある場合には番号順に配列されていることを指摘する。

『聖句ガイド』（GS）を表す脚注の例を幾つか示す。

ヘブライ語の意味を説明する脚注の例を幾つか示す。

古語や難解な語句に対して，意味が同じ現代語や説明を加え

ている脚注の例を幾つか示す。

以下の質問を用いて，生徒たちに脚注の活用法を実際に体験す

る機会を与える。

1ニーファイ2 1：2 1を読む。「あなた」という言葉はだれを指

しているのでしょうか。

2ニーファイ1 7：1 4を読む。「インマヌエル」という名前には

どのような意味があるでしょうか。

アルマ3 2：4 2を読む。アルマのほかに，命の木の実を食べる

ことについて語った人がだれかいるでしょうか。（リーハイ；

42節の脚注を参照）

『聖句ガイド』。『聖句ガイド』は，末日聖典合本の巻末に掲載

されている一群の学習補助資料である。このガイドには，五十音

順項目リスト，聖書のジョセフ・スミス訳の抜粋，地図と地名索

引，史跡写真が含まれている。これらの各資料については以下に

説明がなされている。（より詳細な情報については『聖句ガイド』

冒頭の「序文」を参照せよ。）

五十音順項目リスト。『聖句ガイド』6ページから始まる五十音

順の項目リストは，聖典から採り上げた何百もの項目の定義を併

記した，一種の辞典である。生徒たちと一緒に，幾つかの項目に

ついてその内容を確認してみる。そのときに以下のセクションも

含めるようにする。

歴史年表（「年表」pp.193－197）

キリストの教会の特徴（「まことの教会のしるし」p p . 2 4 4－

245）

四福音書の対観表（「福音書」pp.220－227）

使徒パウロの手紙の分析（「パウロの手紙」pp.201－203）

五十音順項目リストの便利な特徴の一つとして，同名の人物の

特定がすぐにできる，という点を挙げることができる。生徒たち

に「ヨセフ」の項目を参照させ，同名の人物が何人採り上げられ

ているか，またそれぞれがどういう人物かを確認させる。

五十音順項目リストは，聖書を含む全標準聖典の用語索引とし

ても使うことができる。五十音順項目リストでキーワードを見つ

けることにより，目指す聖句を簡単に探し出せる，ということを

生徒たちに話す。また，五十音順項目リストは主題別索引という

構成を取っているために，これを活用することにより，何百とい

う福音に関するテーマを，自分自身の希望に応じて深く研究でき

る。以下の活動は，生徒たちが五十音順項目リストに親しむうえ

で有益である。

教会の集会で話をするように求められた場合に話してみたい

と思うテーマを，各生徒に選ばせる。生徒たちに，五十音順

聖文研究のための補助資料
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項目リストを用いて，話の準備にどのような聖句を使うかを

決めさせる。

生徒たちに，五十音順項目リストの中にイエス・キリストに

関してどのような項目が載っているかを調べさせる。

五十音順項目リストの活用法に関するさらに詳細な情報につい

ては，『聖句ガイド』の序文と5ページの「使い方」を参照せよ。

聖書のジョセフ・スミス訳（抜粋）。五十音順項目リストの

「ジョセフ・スミス訳（J S）」の項（p . 1 3 3）から学べる事柄を，生

徒たちと分かち合う。ジョセフ・スミスが聖書に加えた変更の多

くが，『聖句ガイド』の2 9 4－3 2 9ページに掲載されている。生徒

たちに，ジョセフ・スミス訳ヨハネ4：2 6とジョセフ・スミス訳1

コリント1 5：4 0を参照させ，預言者がどのような変更を加えてい

るかを確認させる。

末日聖典の脚注には，聖書のジョセフ・スミス訳の抜粋に対す

る参照の指示も含まれている。教義と聖約9 3：1を読み，生徒た

ちに脚注4を参照させる。次に生徒たちに，聖書のジョセフ・ス

ミス訳の抜粋を見て，ジョセフ・スミス訳1 ヨハネ4：12の内容を

確認させる。次の質問をする。「わたしたちはこの聖句のジョセ

フ・スミス訳を通して，聖書からだけでは分からない，どのよう

なことを知ることができるでしょうか。」（神を信じる者だけが神

にまみえることができる。）

聖書のジョセフ・スミス訳（抜粋）の活用法に関するより詳細

な情報については，『聖句ガイド』294ページの説明文を参照せよ。

地図と地名索引。地図のセクションは『聖句ガイド』の3 3 0ペ

ージから始まる。生徒たちに，3 3 1ページの冒頭に書かれている

地名索引の活用法の簡単な説明を参照させる。地名索引には，地

図上に記されている地名が五十音順に配列されている。生徒たち

に，幾つかの都市や島の位置を地図上で見つけさせる。地図1 0を

もとに，ニューヨーク州オンタリオ郡マンチェスターのスミス家

の農場からオハイオ州カートランドまで，どのくらい離れていた

かを割り出させる。

地図と地名索引の活用法に関するより詳細な情報については，

『聖句ガイド』330－331ページの説明文を参照せよ。

史跡写真。『聖句ガイド』の中の，3 5 0ページから始まるこのセ

クションには，古代と現代における教会の史跡の写真が掲載され

ている。また，このセクションの最初の部分には，史跡に関する

説明と聖句が掲載されている。

生徒たちに，掲載写真の中から彼らがあまりよく知らないと思

われる所の写真を何枚か見させ，それぞれがどこの史跡かを当て

させる。また，生徒たちにヘロデの神殿の写真を見させる（掲載

順4）。ヘロデの神殿に関する説明文（p . 3 5 1）を読ませてから，そ

こでの3つの重要な出来事を挙げさせる。

史跡写真の活用法に関するより詳細な情報については，『聖句

ガイド』350ページの説明文を参照せよ。

聖文研究のための補助資料。学習補助資料を活用することによ

って，わたしたちは聖文への理解を増し加えることができる。

（5－10分）

当時七十人会員だったリチャード・Ｇ・スコット長老の次の話

を分かち合う。スコット長老はこの話の中で，1 9 7 9年と1 9 8 1年発

行の英語版聖典のために準備され，現在の最新版の補助資料の基

になった学習補助資料に言及し，次のように語っている。

「わたしはその新しい末日聖典の合本が中央幹部に初めて

提示されたときのことを覚えています。その提示をしたのは

マッコンキー長老でした。彼は1册の本を取り上げ，文字が

印刷されていない巻末のページに書かれた手書きの文字を読

みました。『ブルース・Ｒ・マッコンキーへ』と書いた後に

は『アメリア』（後に彼の妻となった）とサインがあり，彼

が伝道本部へ着任した日付が書き込まれていました。彼はこ

う言いました。『わたしはこれらの聖典を持って世界中に行

きました。よく使ってきました。3度製本し直しました。多

くの聖句について，それがどのページにあるかも言えます。』

それからこう付け加えました。『それでも，わたしはもうこ

の本を使うことはないでしょう。この聖典には，新しい聖典

の中に含まれている，聖句の研究と理解を助けてくれる教授

資料も効果的な道具もありません。』それを聞いてわたしは

心に深い感銘を受けました。その翌日，わたしはマッコンキ

ー長老のオフィスを訪ねる機会がありました。彼は大きな机

を前に座っていました。手には定規と赤鉛筆を持ち，新しい

版の聖典に印を付けていました。聖文を深く理解している人

がこの新しい版が価値あるものであると認めているのです。

わたしもそれに倣おうと心に決めてきました。」（“S p i r i t u a l

Communication,” Principles of the Gospel in Practice，スペ

リー・シンポジウム 1985〔1985年〕，18－19で引用）

聖文研究のための補助資料。聖文研究のための補助資料に関連

して学んだことを実際に活用できるように，生徒たちを助ける。

（30－35分）

生徒たちに聖文研究のための補助資料について教えた後で，レ

ッスンの復習として以下の活動を行う。クラスを幾つかのグルー

プに分けるとよい。

1．バプテスマに関して以下の質問をする。

ａ.「バプテスマ」という言葉にはどのような意味があるで

しょうか。

ｂ. バプテスマがキリストの時代以前にも行われていたとい

うことを示すどのような証拠があるでしょうか。

ｃ. イエスはなぜバプテスマをお受けになったのでしょうか。

ｄ. バプテスマが不可欠とされるのはなぜでしょうか。

2． 以下の各主題について述べた聖句を，それぞれ3つずつ挙げさ

せる。

ａ. 終わりの時

ｂ. 御霊の賜物

ｃ. 預言

ｄ. 啓示

3． 1ニーファイ8章に書かれている，リーハイの命の木の示現に

関する記録を読む。また，脚注の参照聖句を用いて，以下の

象徴が何を表しているかを調べさせる。

ａ. 水の流れている川

ｂ. 鉄の棒

ｃ. 暗黒の霧

ｄ. 大きく広々とした建物

4．モルモン書ヤコブ1：8を読む。脚注の参照聖句を用いて，「十

字架を負う」という表現が何を意味しているかを話す。

聖文研究のための補助資料

11
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5．以下の人物がどのような人かを調べ，聖典のどこにその名が

出てくるかを確かめる。

ａ. エドワード・パートリッジ

ｂ. イゼベル

6．ニューヨーク州からグレートソルトレークへ移住したときに，

聖徒たちはどの州，準州，地域を通ったでしょうか。

聖文研究のための補助資料

1 2
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1 3

はじめに

1 9 9 3年にボイド・Ｋ・パッカー長老は教会教育システムの教師

たちに向けて，各年度の初めには，コースで学ぶ内容の概要に加

えて，救いの計画の全体像を教えるべきであると話している。教

えるための以下の提案の中では，パッカー長老の話から何度も引

用がなされている。パッカー長老のその話の一部は，ほかの資料

とともに，付録の中にも含まれている。生徒たちに救いの計画に

ついて教える準備をするときに，ぜひそれを参照するようにして

いただきたい。（「偉大な幸福の計画」pp.267－270参照）

レッスンの準備の前に，祈りの気持ちをもって「偉大な幸福の

計画」を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

天の御父は栄光に満ちた完全な御方であられる。また御父は

日の栄えの状態にあり，喜びに満ちみちた御方であられる

（モーサヤ4：9；3ニーファイ28：10参照）。

わたしたちはこの地上に来る前には，天の御父とともに住ん

でいた。わたしたちは天の御父の霊の子供である。そして御

父はわたしたちに，御自身と同じようになることによって，

御自分が持っておられるのと同じ喜びを得るように望んでお

られる（エレミヤ1：5；ヘブル12：9参照）。

神と同じようになるためには，わたしたちは復活し，栄光に

輝く体を持ち，神の属性を身に付けるべく成長していかなけ

ればならない（アルマ1 1：4 3－4 4；3ニーファイ2 7：2 7；教義

と聖約130：22参照）。

地上における死すべき生涯は，わたしたちに神の属性を得さ

せるために定められたものである。この世の生涯は，肉体を

得，神の勧告に従うかそれともサタンの誘惑に乗るか，その

どちらかを選択する自由を通して，神の属性を身に付けるた

めの教えを学ぶ機会を，わたしたちに与えている（創世2：

16－17；2ニーファイ2：25－27；アルマ34：32－34参照）。

地球の創造とアダムの堕落により，霊と肉体の死，また苦し

み，痛み，悲しみの存在する世界を含む死すべき状態という

必要条件が現実のものとなった（創世2：1 7；3：6－7；2ニー

ファイ2：15－25参照）。

キリストの贖罪は復活をもたらし，それによってすべての人

がその体に不死をまとうことができるようになる（ヨブ1 9：

2 5－2 7；エゼキエル3 7：1 2－1 4；アルマ1 1：4 2－4 5；4 2：2 3

参照）。

贖罪には，悔い改めを条件に，わたしたちを罪から清め，永

遠の命を得させる力がある。そして，神に似た者になれるよ

う，わたしたちを導く力がある（イザヤ1：1 8；2ニーファイ

10：24－25；モーサヤ3：19；モロナイ10：32－33参照）。

イエス・キリストは，どの神権時代においても，地上の神の

子供たちに福音を伝えるために預言者を遣わしてこられた。

キリストのもとへ来て，神の幸福の計画にあずかるよう，す

べての人々を招くために，この末日にイエス・キリストの教

会が設立された（アモス3：7；アルマ1 2：3 2－3 4；教義と聖

約1：1－14参照）。

補助資料

「偉大な幸福の計画」267－270

教え方の提案

救いの計画の全体像について教える準備をするときに，以下の

提案の中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを

用いる。

注意：救いの計画の全体像を教えるための4つの提案は，4つの

聖典を学ぶ各コースに共通の内容である。教師は毎年別の提案を

選ぶように薦められている。

救いの計画の全体像： 提案1

（90－120分）

生徒たちが救いの計画（幸福の計画）を視覚化して理解できる

ように，クラスルームの片側の壁からもう一方の壁に糸を張り，

その糸にペーパークリップを一つ下げる。ペーパークリップは糸

の上を自由にスライドできるようにする。白い紙と透明なビニー

ルで，それぞれ同じ人の形に切り抜いたものを作る。この二つは

ペーパークリップに付けて用いる。

生徒たちに，糸はわたしたちの人生の流れを表し，糸の両端は

それぞれ，わたしたちの過去と将来を表していることを説明する。

また，透明のビニールの人形は人間の霊体を，白い紙の人形は肉

体を象徴している。ペーパークリップを糸の上で移動させる。前

世という過去から来世という将来への時の流れの中で人が成長し

ていくことを説明するときに，人形を付ける。死についての話し

合いをするときには，紙の人形からペーパークリップとビニール

の人形を外す。幸福の計画について教えるときには，次のセクシ

ョンに提案されているような質問をする。また，必要に応じて，

付録の中の情報も活用する。通常，生徒たちには，提案されてい

る参照聖句を調べさせることによって，できるかぎり多くの答え

を見つけさせるようにするのが望ましい。

前　世

わたしたちの命は，どこで始まり，どこで終わるのでしょう

か（教義と聖約 9 3：2 9；アブラハム3： 1 8；「霊の創造」

p . 2 6 8参照）。わたしたちの命の流れはクラスルームの壁の向

こう側まで広がり，また両側の方向に永遠に続いている，とい

うことを説明する。わたしたちの命には始めも終わりもない。

皆さんは天の御父についてどのようなことを知っていますか。

また，地上に生まれる前に天の御父とともにいたときの生活

については，どのようなことを知っていますか（「前世」

p.267参照）。

神の霊の子供であるということは，どのような意味を持つこ

とでしょうか（「前世」p . 2 6 7；「霊の創造」p . 2 6 8参照）。この

段階を説明するために，ペーパークリップにビニールの人形

を付ける。

前世において，わたしたちは天の御父とともに住み，不死の

状態にありました。それにもかかわらず，そこにとどまらな

かったのはなぜでしょうか（「選択の自由」「天上での会議と

戦い」p.268参照）。

救いの計画の全体像
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天の御父の計画と，ルシフェルがその代わりに出した案には

どのような違いがあるでしょうか（モーセ4：1－4；「天上で

の会議と戦い」p.268参照）。

主は，ルシフェルと彼に従う者たちに，御自身に背き，天で

の戦いを始めることさえ彼らの意のままになさいました。主

がそれほどまでに，選択の自由を尊ばれたのには，どのよう

な理由があると思いますか（「選択の自由」p.268参照）。

現　世

サタンは最終的には外の暗闇に追い出されてしまいます。に

もかかわらず，ルシフェルと彼に従う者たちが地上に来て，

わたしたちを誘惑するのを，神がそのままにしておられるの

はなぜでしょうか（教義と聖約29：39参照）。

この地上に来て肉体を受けることは，どうしてわたしたちに

とって必要だったのでしょうか（教義と聖約9 3：3 3－3 4；モ

ーセ1：3 9；「天上での会議と戦い」「物質的なものの創造」

p.268参照）。

アダムとエバが背いたために，どのような結果がもたらされ

たでしょうか。どうしてアダムとエバの堕落が必要だったの

でしょうか（2ニーファイ2：1 9－2 5；「堕落と死すべき状態」

p.268参照）。

すでに前世において贖い主が選ばれたのはなぜでしょうか。

もし贖い主がいないとしたら，どのようなことになるでしょ

うか（2ニーファイ9：7－1 0；「天上での会議と戦い」p . 2 6 8 ;

「贖罪」p.269参照）。

どうしてエホバ（イエス・キリスト）が地上に来て，自ら死

すべき体をお受けになる必要があったのでしょうか（「贖罪」

p.269参照）。

わたしたちはこの世の中で非常に多くの誘惑に直面します。

それでは，わたしたちはどうしたら自分自身の弱い性質を変

え，悪に抵抗することができるでしょうか（1ニーファイ2：

16；モーサヤ3：19；4：1－3；5：1－2；エテル12：27参照）。

来　世

肉体の死と霊の死の違いは何でしょうか。 わたしたちはその

二つの死からどのようにして救われているでしょうか。霊の

死に打ち勝つために，わたしたち自身は何をする必要がある

でしょうか（2ニーファイ9：6－2 3；アルマ4 0：1 1－1 4；教義

と聖約2 9：4 0－4 4；「教会の使命と，福音の原則と儀式」「贖

罪」p.269；「霊界」p.270参照）。

わたしたちは死んだ後，どこへ行くのでしょうか。霊界でも

続く大切な事柄には，どのようなことがあるでしょうか（ア

ルマ4 0：1 1－1 4；教義と聖約1 3 8：1 1－3 7；「霊界」p . 2 7 0参

照）。

偉大な裁き主とはだれのことでしょうか。わたしたちはいつ

裁きを受けるのでしょうか。裁きは一度だけではないのでし

ょうか（「裁き」p.270参照）。

わたしたちは何をもとに裁かれるのでしょうか。裁きはどの

ような標準で行われるのでしょうか（モーサヤ2：3 6－4 1；ア

ルマ41：3－7；教義と聖約82：3；「裁き」p.270参照）。

この世にいる間に福音について聞くことがなかった人々には，

どのような機会が与えられるでしょうか（教義と聖約1 3 8：

1－37；「裁き」p.270参照）。

わたしたちは復活するときに，どのような状態になるのでし

ょうか（アルマ11：42－45；「裁き」「復活」p.270参照）。

わたしたちは最終的にはどのようになるのでしょうか。「偉大

な幸福の計画」に従うなら，わたしたちはどのようになるこ

とができるでしょうか（教義と聖約76：50－70参照）。

わたしたちはこの死すべき状態を経験しなければ，神のよう

になることはできません。天の御父がそのように定められた

のはなぜでしょうか（アルマ34：32－34参照）。

レッスンの中で学んでいる事柄が天の御父の計画にどのように

対応しているかを，生徒たちが理解できるようにするために，糸

は張ったままにしておき，必要に応じて説明や話し合いの中で用

いるとよい。

主が「するべきこと」と「してはならないこと」を定めておら

れる理由を理解するうえで，救いの計画に対する知識がどのよう

に役立つかを，生徒たちに質問する。若人が様々な圧力と戦いな

がら守っていると思われる戒め（正直さ，道徳的な清さ，安息日

の遵守など）を一つ選ぶ。そして，「幸福の計画」を理解すると，

その戒めを守ることの意味が了解できるようになるのはなぜか

を，生徒たちに質問する。

「幸福の計画」のすばらしさと，わたしたち人間がこの地上に

いる理由，わたしたちがみもとへ戻れるように主がこれまでにし

てくださったことを心に留めることの大切さを証する。

救いの計画の全体像： 提案2
（90－100分）

救いの計画について教えるときに，下記のような図を用いると

よい。これは救いの計画を視覚的に教えるうえでは良い方法であ

るが，時間的な経過を追いながら教えるという点では，提案1の

方法には及ばない。

黒板にこの図を描きながら提案1に挙げられているような質問

をし（配付資料として渡してもよい），救いの計画のそれぞれの

要素について話し合う。救いの計画の中で，わたしたちが前世，

現世，来世と進んでいくことを示すために，矢印を描き加えてい

く。できるかぎり，生徒たちには提案されている参照聖句の内容

を調べることによって質問への答えを見いださせるようにする。

この図をクラスルームに掲示し，1年を通してレッスンの中で使

えるようにしておくとよい。

救いの計画の全体像

1 4

前　世

日の栄えの
王国

月の栄えの
王国

星の栄えの
王国

外の暗闇

現世・
死すべき状態 肉体の死 霊　界 復　活

墓

最
後
の
裁
きパラダイス

霊の獄
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救いの計画の全体像： 提案3
（60－70分）

死すべき状態の重要性を強調した，救いの計画の全体像を見る

ための簡潔で効果的な方法として，次のような橋のイラストを用

いる教え方がある。下記のイラストを黒板か大きな紙に描く。最

初は文字の説明は書かないでおく。一緒に聖句を学び，救いの計

画の各要素がイラストのどの部分に当てはまるかを生徒たちが理

解していくのに応じて書き込んでいく。

生徒たちに橋のイラストを見せ，質問をする。「橋には，道路

だけでは実現できない，どのような役割がありますか。」（橋によ

って谷間を越えることができる。）生徒たちと一緒にアブラハム

3：2 2を読み，人はこの地上に来る前にどこにいたかを理解でき

るように助ける。次にモーセ1：3 9を読み，生徒たちが，天の御

父がどのようなことを成し遂げようとしておられるのか，また天

の御父はわたしたちをどこへ導こうとしておられるのかを理解で

きるように助ける。（不死不滅とは，復活して永遠に生きること

を意味し，永遠の命とは，神とともに住み，神に似た者になるこ

とを意味する。「前世」p. 267；「霊の創造」「選択の自由」p.268

参照）橋の下手の箇所に「全人類」と書き，右上の箇所には「永

遠の命」と書く。

以下の質問をする。

わたしたちが前世を離れて，この地上に来るように促された

のはなぜでしょうか。

神の霊の子供として神とともに住んでいたときのわたしたち

と，天の御父の間には，どのような「谷間」（どのような隔た

り）があったでしょうか。

生徒たちが，わたしたちはかつては神の霊の子供として天の御

父とともに住んでいたが，神に似ていない点が多くあった，とい

うことを理解できるように助ける（3ニーファイ1 2：4 8；教義と

聖約76：70；88：41；130：22；「前世」p.267参照）。

橋を支える柱（橋脚）は，わたしたちが神に似た者となれるよ

うに助けるために天の御父の御心によって定められたものを表

し，柱の上にかけ渡されている橋梁は，わたしたちに求められて

いる事柄を表している，ということを生徒たちに説明する。生徒

たちにアブラハム3：2 4－2 7を読ませ，天の御父がわたしたちの

ためにどのようなことをしてくださったかを考えさせる。次に，

どうしてそれが必要だったのかについて話し合う（「選択の自由」

「天上での会議と戦い」「物質的なものの創造」p . 2 6 8参照）。最初

の柱に「創造」と書く。

生徒たちに以下の質問をする。

2番目の柱は何を表していると思いますか。

地球の物質的創造の後で，アダムとエバはわたしたちがさら

に天の御父に似た者となるための道を備えるために，どのよ

うな役割を果たしたでしょうか（2ニーファイ2：2 2－2 5；

「堕落と死すべき状態」p.268参照）。

2番目の柱に「堕落」と書き，堕落によってこの世界に反対の

もの，罪悪，死が入り込んできたことを簡単に説明する。

生徒たちに次のように質問する。「すべての事物が堕落したま

まの状態にとどまっていたとしたら，わたしたちは物質的な面，

また霊的な面において，どのようになっていたでしょうか。」2ニ

ーファイ9：6－1 0を読み，わたしたちが堕落の結果として生じた

状態を克服できるようにするために，神がしてくださったことに

ついて話し合う（「贖罪」p . 2 6 9参照）。生徒たちに，3番目の柱が

何を表しているかを尋ねる。その後，3番目の柱に「キリストの

贖罪」と書き加え，次のを質問する。

イエス・キリストはどうして，わたしたちを各自の罪から贖

うと約束することがおできになったのでしょうか。

わたしたちはどのような条件に従うことによって，自分自身

の罪に対する赦しを受け，日々の生活の中で贖いの計画が

もたらす祝福にあずかれるのでしょうか（アルマ4 2：9－1 5

参照）。

生徒たちにヒラマン1 4：1 5－1 7を読ませ，贖罪がもたらす祝福

で，どういう生き方をしたかにかかわりなく，すべての人に与え

られる恵みに，どのようなものがあるかを考えさせる。（復活す

ること，裁きを受けるために神のもとへ戻されること。）ほかに，

熱心に求め，神の福音に添った生き方をする人だけに授けられる

祝福もある。生徒たちに信仰箇条1：3－4を読ませる。そして，

わたしたちが罪の赦しを受けて完全な者とされるためになすべき

こととして，神からまず第一に求められている事柄を挙げさせる

（「教会の使命と，福音の原則と儀式」p.269も参照せよ）。

図の中に説明を書き加える活動をここで終え，救いの計画に対

する知識が，何事かをなすように義務付けられたり，逆に禁じら

れたりする理由を理解するのにどれほど役立つかを，生徒たちに

質問する。若人が様々な圧力と戦いながら守っていると思われる

戒めを幾つか選ぶ。そして，神がわたしたちにそれらの戒めを与

えてくださった理由について，救いの計画が何を教えているかを

話し合う。

「裁き」（p . 2 7 0）の中のボイド・Ｋ・パッカー長老の言葉を生

徒たちに読み聞かせ，天の御父が御自分の子供たちのために備え

られた「偉大な幸福の計画」 について自分自身の証を述べる。

救いの計画の全体像
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救いの計画の全体像： 提案4
（40－45分）

この図を各生徒に渡す配付資料，あるいはオーバーヘッドトラ

ンスペアレンシーとして準備する。わたしたちはかつて神の御前

に住んでいたということ（「前世」p . 2 6 7参照）また，わたしたち

がどうしてこの死すべき状態の世界に来るようになったかを見直

す（「堕落と死すべき状態」p.268参照）。

生徒たちに以下の質問をする。

細くて狭い道はどこへ通じているのでしょうか。

天の御父は，わたしたちが忠実にその道に踏みとどまれるよ

うにするために，何を授けてくださっているでしょうか。

堕落した状態にとどまることの重大さと，そこから抜け出すた

めの唯一の方法とを理解させるために，生徒たちに十二使徒定員

会会員オーソン・Ｆ・ホイットニー長老の次の言葉を読ませる。

生徒たちがキリストの贖罪と福音の原則と儀式が死すべき状態

を克服するための方法を示していることを理解できるように，個

人的にあるいはグループで，以下の質問事項について考えさせる。

わたしたちを堕落した状態から導き出してくれる道は何でし

ょうか。その道に入るのに，ぜひとも必要とされる第一ステ

ップはどのようなことでしょうか（2ニーファイ3 1：1 7－1 9；

「教会の使命と，福音の原則と儀式」p.269参照）。

聖霊の賜物はどのような方法で，わたしたちが堕落した状態

を克服し，その道を進み続けることができるように助けてく

れるでしょうか。幾つか挙げてください（ヨハネ1 4：2 6；

1 5：2 6；1 6：1 3；3ニーファイ2 7：2 0；教義と聖約4 5：5 6－5 7

参照）。

わたしたちのためにこの道を定め，示してくださったのはど

なたでしょうか。その道を歩み続けるには，何をしなければ

ならないでしょうか（2ニーファイ 3 1：1 9－2 1；「贖罪」

p.269参照）。

天の御父はわたしたちが堕落した状態から抜け出せるように

するために，バプテスマの聖約のほかに，どのような儀式や

聖約を定めてくださったでしょうか（教義と聖約8 4：3 3－

40；131：1－4参照）。

神聖な聖約を交わし，守ることに忠実な人は，天の御父の御

前に戻り，神とともに住むとき，どなたに似た者となるでし

ょうか（1ヨハネ3：1－4；モロナイ7：48参照）。

救いの計画に対する知識は，わたしたちが祈るように求めら

れている理由，また，バプテスマを受け，正直であり，道徳

的に清い生活をするように命じられている理由を理解するう

えで，どのように役立つでしょうか。

救いの計画に対する知識は，わたしたちが薬物の乱用をしな

いように求められている理由，また，什分の一を納め，伝道

に出，神殿に参入するように命じられている理由を理解する

うえで，どのように役立つでしょうか。

上記の質問事項を基にした活動を終えたら，それを通して学ん

だことを話してもらう。教師も，自分自身にとって救いの計画が

どのような意味を持つものかを証する。救いの計画について度々

深く考えるように促す。また，救いの計画に対する知識が，日々

の生活の中で福音に忠実な生き方をするうえで，どのように役立

つかを考えるよう，生徒たちに促す。最後にヒュー・Ｂ・ブラウ

ン副管長の次の言葉を読む。

「この教会の指導者たちは設立当初から主イエス・キ

リストを信じる信仰を教えてきました。そして，わたし

たちはイエス・キリストを救い主，贖い主として認知し

ています。これを子供たちに教えるのは，わたしたちの

義務です。……また，彼らは神の子供です。したがって，

自分自身の内にある気高い霊に忠実であれと教える必要

があります。」（Conference Report，1966年9－10月，104）

「アダムの堕落，それはたとえて言えば，全人類が穴

の中に落ち込んでしまったというようなことです。人間

は自力で何をしたとしても，そこから抜け出す力はあり

ません。そこを登って外に出る方法もありません。どう

して登ったらよいかさえ分からないのです。しかし，全

知全能の一人の友人がその穴の所へやって来て……彼ら

を不幸な状態から救い出そうと申し出ました。彼は自分

自身の命をもとに一つのはしごを作り，それを穴の中へ

降ろし，『さあ，登って来なさい』と言いました。登るの

を拒んだ人々は，そのまま穴の中にとどまりました。彼

ら自身以外のだれに責めを負わせることができるでしょ

うか。」（Conference Report，1927年10月，149）

救いの計画の全体像
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新約聖書と旧約聖書の中間時代
はじめに

マラキ書とマタイによる福音書の間には，4 0 0年に及ぶ歳月の

流れがあったが，その時代の聖地に関する預言者の記録はない。

この時代には，わたしたちの新約聖書に対する理解に影響を与え

る多くの出来事があった。したがって，旧約と新約の間の時代に

あったおもな出来事を知っておくのは重要なことである。バビロ

ニア捕囚後のユダヤは，ペルシャ人，ギリシャ人，エジプト人，

シリア人，ローマ人と，順番に支配者が代わり，短期間ではある

がハスモン家の下に政治的独立を果たした時期もある。旧約聖書

はギリシャ語に翻訳され，その中の一つは七十人訳聖書と呼ばれ

た。この七十人訳は新約聖書の中で頻繁に引用されている。また

この時代には，パリサイ人とサドカイ人と呼ばれる党派が起こり，

律法学者の影響力が大きくなった。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって「新約聖

書と旧約聖書の中間時代」（p p . 2 7 1－2 7 3）を研究し，以下の原則

について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

新約聖書と旧約聖書の中間時代の背景に対する知識は，新約

聖書への理解を深めさせてくれる。

この時代，多くの人々はいまだにメシヤの来臨を切望してい

たが，背教と誤解によって多くのユダヤ人はしるしを求め，

イエス・キリストをメシヤとして受け入れることを拒んだ

（マタイ16：13－16；モルモン書ヤコブ4：14参照）。

多くのユダヤ人はサマリヤ人や異邦人を毛嫌いしていたが，

イエス・キリストの福音はすべての人々を神の子供として結

び合わせる（使徒10：34－35参照）。

ちょうどわたしたちが生きている今の時代と同じように，新

約聖書時代の聖地にも数多くの宗教的グループが存在した。

イエスはそれらのグループの多くに対して非難の声を上げら

れた。しかし，そのようなグループの中にも善良な人々がい

た（ヨハネ3：1－1 2；7：5 0－5 1；1 9：3 8－4 0；使徒2 1：4 0－

22：3；23：6参照）。

補助資料

「新約聖書と旧約聖書の中間時代」271－273

教え方の提案

旧約聖書と新約聖書の中間時代についてのレッスンを準備する

ときに，以下の提案の中から適したものを選ぶか，自分自身が考

えたアイデアを用いる。

『「新約聖書」ビデオ』プレゼンテーション3「『新約聖書』

の背景」（1 2分1 5秒）は，キリストの時代の宗教的背景と

政治的背景を教えるのに活用することができる（『「新約聖書」メ

ディアガイド』に載せられている教授法の提案を参照する）。

新約聖書と旧約聖書の中間時代　新約聖書と旧約聖書の中間時

代の背景に対する知識は，新約聖書への理解を深めさせてくれる。

（30－40分）

旧約聖書の最後と新約聖書の初めの間の時代は，「中間時代」

と呼ばれている。以下の活動の目的は，この時代が新約聖書の学

習にとって重要な意義を持つことを，生徒たちに理解させること

にある。クラスを幾つかの小グループに分ける。各グループにこ

の表の写しを渡す。ただし，歴史項目の順番を変えておく（現状

の項目は年代順に配列されている）。『聖句ガイド』を用いて各項

目について調べさせ，簡単に説明させる。（「 」内の言葉は 『聖

句ガイド』の見出し語に相当する）。

項　目　　　　　　　　　　説　明

「ゼルバベル」

「過越」

「ローマ帝国」

「神殿；主の宮」

生徒たちが，各項目が新約聖書の背景として重要なものである

ことを理解できるように，クラスで一つ一つの項目について話し

合う。生徒たちの協力を得て，各項目を正しい年代順に並べ変え

て，黒板に書き上げる（生徒たちに『聖句ガイド』の「年表」の

項を参照させる）。

新約聖書と旧約聖書の中間時代　この時代，多くの人々はいま

だにメシヤの来臨を切望していたが，背教と誤解によって多くの

ユダヤ人はしるしを求め，イエス・キリストをメシヤとして受け

入れることを拒んだ（マタイ1 6：1 3－1 6；モルモン書ヤコブ

4：14参照）。（30－40分）

生徒たちに『聖句ガイド』「メシヤ」の項（p p . 2 5 5－2 5 6）を読

ませ，以下の質問をする。

メシヤという言葉には，どういう意味がありますか。

メシヤについて預言したのはどういう人たちでしょうか（モ

ルモン書ヤコブ7：11参照）。

長い年月メシヤを待ち望んでいた多くのユダヤ人が，実際に

この世に来られたキリストを無視し，拒んだのはなぜでしょ

うか（モルモン書ヤコブ4：14－15参照）。

下記の実際の話を読むか，自分自身の同様の体験を話す。

「わたしは伝道から戻った日のあの出来事を決して忘

れません。わたしがノルウェーでの伝道に出たとき，弟

は1 5歳でした。空港に着いたとき，弟に気づかずに擦れ

違ってしまいました。わたしはわたしなりに，弟はこん

なふうになっているかな，と頭の中にイメージを思い描

いていたのですが，それが実際の姿とはまったく違って

いて，全然気づかなかったのです。」

1 7
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この話はユダヤ人がイエスをメシヤとして受け入れなかった原

因の一部を理解するうえで役に立つ，ということを説明する。旧

約聖書の預言者が最後に「万軍の主は……言われる」（マラキ1：

4）と記録して以来，何世紀もの時間が過ぎた。

生徒たちに次のように質問する。「旧約聖書の最後の書は何で

しょうか。」『聖句ガイド』の「マラキ」の項を調べ，マラキ書が

書かれた時期を確かめさせる（紀元前430年；pp. 247－248参照）。

「そのときからイエス・キリストの降誕までの間に，どのような

出来事があったでしょうか。」

生徒たちが，マラキの時代と新約聖書の時代の間に，聖地に真

の預言者がいたという記録はない，ということを理解できるよう

に助ける。ユダヤ人の多くは，自分たちが知っていた部分的な福

音を信じ，それに従った生活をしていた。しかしすでに真理の教

えの多くが失われ，あるいは人間が考え出した哲学と混じり合っ

ていた。黒板に次のように書く。

多くの人々がイエスをメシヤとして受け入れることを拒んだ一

方で，霊的な共鳴を感じ，イエスを受け入れた人々もいたという

ことを示すために，生徒たちと一緒に以下の聖句を読む。

ヨハネ1：1 0－1 2（多くの人々がイエスをメシヤとして受け入

れなかった。）

ルカ2：2 5－3 8（シメオンとアンナは，聖霊の力によって，幼

子イエスをメシヤであられると認めた。）

マタイ1 6：1 3－1 7（ペテロは啓示の霊によってイエスがどな

たであるかを悟った。）

生徒たちに，今年新約聖書を読んでいくにつれ，イエスをメシ

ヤとして受け入れた謙遜な人々と，イエスを拒んだ人々の事例に

ついて学ぶ，ということを話す。

新約聖書と旧約聖書の中間時代　「神は人をかたよりみないか

たで」（使徒10：34）（20－30分）

黒板に「ドイツ人」「メキシコ人」「アメリカ人」「日本人」「シ

リア人」「イラク人」「韓国人」と書く。

これらの中で，末日聖徒イエス・キリスト教会の会員になる

ように求められているのは，どの国民でしょうか。

福音は様々に異なる国民，人種，部族，文化のすべてを，ど

のようにして一つに結び合わせるのでしょうか。

七十人定員会会員のジェームズ・Ｍ・パラモア長老が話した次

の例を，生徒たちに読んで聞かせる。

生徒たちに2ニーファイ26：33を読ませ，次のように質問する。

キリストのもとへ来るように招かれているのはだれでしょうか。

福音は憎しみや偏見を克服するのに，どう役立つでしょうか。

聖典の中から，人種間の憎しみや文化的な相違は乗り越えら

れるということを示す事例を挙げることができますか。（モー

サヤの息子たちによるレーマン人への伝道はその一例である。

アルマ17－24章参照）

生徒たちに，『聖句ガイド』の地図4でサマリヤの位置を確認さ

せる。生徒たちに，『聖句ガイド』の「サマリヤ」と「サマリヤ

人」の項（p . 1 1 0）を読ませる。次の質問をする。「ユダヤ人とサ

マリヤ人の間には，どうしてそのような激しい憎しみがあったの

でしょうか。」

生徒たちに，以下の聖句を読ませ，それらの聖句が上記の質問

による話し合いの内容に当てはまるものであることを告げる。

ルカ1 0：2 9－3 7（良いサマリヤ人のたとえの中で，祭司とレビ

人は強盗に襲われて着物をはぎ取られた人を知らないふりを

して素通りしたが，サマリヤ人は彼に近寄って助けを与えた。）

ヨハネ4：3－1 0，2 7（イエスはヤコブの井戸でサマリヤ人の

女に話しかけられた。弟子たちはイエスがその女と話してお

られるのを見て，驚いた。）

使徒1：8（イエスは弟子たちに，彼らはユダヤ，サマリヤ，

さらに「地のはてまで」福音を宣べ伝えるであろうと言われた。）

イエス・キリストがそのための道を備え，人々の間にある分裂

を乗り越えるための模範を示された，ということを生徒たちが理

解できるように助ける。

新約聖書と旧約聖書の中間時代　わたしたちが生きている今の

時代と同じように，イエス・キリストがおられた時代の聖地にも

数多くの宗教的グループが存在した。（25－35分）

次の質問をする。「現在の世の中にはどうして，こんなに多く

の相異なる教会や宗教の教えが存在するのでしょうか。」それは

イエス・キリストの時代のユダヤ人社会にも存在した現象である

「戦前にわたしは次のような話を聞いた記憶がありま

す。ある末日聖徒のドイツ兵がアメリカ軍の銃弾を受け，

それがもとで病床に伏し，危険な状態に陥りました。そ

のとき，彼は指揮官にこう言いました。『お願いです，白

旗をかざして，アメリカ兵のところへ行き，わたしに儀

式を施してくれる，モルモンの長老を探してください。』

この戦争のさなかに何と突飛な要求でしょう。しかし，

兵士の病状を見た指揮官は，最後の頼みであろうと察し

て，白旗を取り，敵陣へ出向いてモルモンの長老がいる

かどうか尋ねました。一人のモルモンが見つかり，その

指揮官とともに敵陣へと赴きました。ドイツ軍の陣営に

到着すると彼はその兄弟の頭の上に手を置き，救助隊の

助けがあるまで生き延びることができるように祈ったの

でした。イエス・キリストの福音によってもたらされる

帰属の喜びがここにあります。第一に父なる神に，次に

永遠の単位である家族に，そしてこの地上の至る所にい

る教会員に属する喜びです。」（『聖徒の道』1 9 8 3年7月号，

p.49）

メシヤの来臨について，
ユダヤ人が考え違いしていた事柄

ユダヤ人は，メシヤは強力な軍事指導者であると考

えていた。

ユダヤ人は，メシヤは栄光のうちに地上に初めて来

られると考えていた。

ユダヤ人は，メシヤが自分たちをこの世の敵から解

放してくれると考えていた。

新約聖書と旧約聖書の中間時代

1 8
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ことを説明する。

イエスに敵対したユダヤ人指導者の中には，パリサイ人，サド

カイ人，律法学者などがいた。生徒たちにそのようなグループの

相違点を理解させるために，各生徒に以下の配付資料の写しを渡

す。答えの欄は空白にしておくこと。生徒たちに『聖句ガイド』

を用いて，各項目の定義がどのグループを説明しているかを考え

させる。サドカイ人の場合には「サ」，パリサイ人の場合には

「パ」，律法学者の場合には「律」と空欄に記入させる。

1． 律 このグループに属するのは，古代のユダヤ人社会に

おける法律家である。

2． パ このグループの名前は「分離された者」という意味

である。

3．パ このグループは 伝承を聖典と同等の権威を持つもの

と考えていた。

4． サ このグループは少数派であったが，政治的には有力

な党派であった。

5． パ このグループは異邦人とかかわりのあることをすべ

て避けていた。

6． 律 彼らはおもに聖文を筆写する役割を果していた。

7． サ このグループの人々はモーセの律法の文字どおりの

解釈にかたくなにこだわっていた。

8． パ このグループに属する人々は肉体の復活や天使の存

在を信じていた。

9． サ このグループは復活も天使の存在も信じていなかっ

た。

10．律 このグループはモーセの律法のきわめて詳細な点に

まで解釈を与えた。

生徒たちの答えを検討しながら，宗教上の様々なグループにつ

いて話し合う。

イエス・キリストはこれらのグループについてどのように考

えておられたのでしょうか（マタイ3：7；5：2 0；1 6：6；

23：13－32参照）。

これらのグループに属する人々で，善良で立派な人物の例を

挙げてください。（パウロ，ニコデモ，アリマタヤのヨセフ，

ガマリエルは皆パリサイ人であった。）

同じようなことが今の時代にもあるということを証する。

新約聖書と旧約聖書の中間時代

1 9
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著者：アルパヨの子マタイは時々レビとも呼ばれている（マル

コ2：1 4；ルカ5：2 7）。彼はカペナウムに住み，税の取り立てを

仕事としていた。マタイは主が最初に選ばれた十二使徒の一人で

あった。彼が記録した事柄の多くは，自分の目で見たことであっ

た（マタイ9：9参照）。マタイは旧約聖書に精通し，自分が書い

た福音書の中に，多くの旧約聖書の聖句を引用している。取税人

であったマタイは，ユダヤ人とローマ人の両方と言葉を交わす必

要があり，アラム語とギリシャ語を話したと考えられる。マタイ

がギリシャ語を話したことの証拠の一つとして，イザヤ“I s a i a h”

に対してはエサイアス“E s a i a s”（マタイ 1 2：1 7），また，ヨナ

“J o n a h”に対してはヨナス“J o n a s”（マタイ1 2：3 9－4 0），エリ

ヤ“E l i j a h”に対してはエライアス“E l i a s”（マタイ1 7：3），そし

て，エシュア“J e s h u a”に対してはイエス“J e s u s”と，アラム

語の表記がギリシャ語化した形で書かれていることが挙げられ

る。〔訳注：日本聖書協会発行の口語訳聖書では，これらの人名

はすべて，ギリシャ語化した形に準じた表記となっているが，欽

定訳聖書では，アラム語表記とギリシャ語風表記との区別が明確

になっている。〕

だれに向けて書かれたのか：マタイによる福音書はユダヤ人に

向けられたものと考えられている。マタイは，読者はすでにユダ

ヤ人の伝統や習慣に通じている人々という想定で書いている。彼

は，ユダヤ人たちがイエスを約束のメシヤとして認めることがで

きるようにという強い意図をもって，旧約聖書から頻繁に引用し

ている。マタイは救い主がダビデの血統に属することを強調し，

ユダヤ人たちがイエス・キリストの生涯を通して自らの歴史を顧

みることができるようにと考えて，どのような内容を載せるかに

配慮した。

歴史的背景：マタイの記録した数々の出来事があった時代，ユ

ダヤ人たちはローマの圧政からの解放を切望していた。多くのユ

ダヤ人は，イエスがイスラエルをローマから救い出してはくれな

いということを理解するまでは，イエスを自分たちの解放者であ

ると考えていた。

独自の内容：マタイはその福音書をユダヤ人に向けて書いた。

したがって，彼はその証の中にユダヤ人の心に訴える原則や出来

事を数多く記録している。マタイは，イエス・キリストの生涯の

中で成就した，メシヤに関する旧約聖書の預言を特に強調してい

る（『聖句ガイド』の「マタイ」の項，2 2 0参照）。その中には，

キリストがおとめから生まれるという預言（マタイ1：2 1－2 3；

イザヤ7：1 4参照），またベツレヘムに降誕し（マタイ2：6；ミカ

5：2参照），家族とともにエジプトへ逃れる（マタイ2：1 5；ホセ

ア1 1：1参照）などの預言が含まれている。福音書の著者の中で，

以下の事柄を書いているのはマタイだけである。博士たちが降誕間

もないキリストを訪ねたこと，東の空に星が現れたこと（マタイ

2：1－12参照），ベツレヘムにおける幼児殺害（マタイ2：16参照），

救い主が話された幾つかのたとえ（マタイ1 3：2 4－3 0，3 6－5 2参

照），山上の垂訓の最も完全な記録（マタイ5－7章参照），そして

「眠っている多くの聖徒たちの死体が生き返った。そしてイエス

の復活ののち，墓から出てき〔た〕」（マタイ2 7：5 2－5 3）という事実。

テーマ：マタイは，ナザレのイエスが旧約聖書の中に預言され

ていたメシヤであられることを証した（『聖句ガイド』「マタイ」

の項，246参照）。

マタイ1－2章

はじめに

マタイ1－2章には，主の降誕と幼年時代に関する事柄が記録さ

れている。イエスの降誕を巡る常ならぬ状況は，イエスがかつて

地上に生を受けてきたいかなる人々とも異なる存在であられるこ

とを示している。多くの預言者が，救い主がされたと同じような

奇跡を行ってきた。しかし，主の降誕，また贖罪，復活は，主の

神性を最も雄弁に証する出来事である。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってマタイ

1－2章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

イエス・キリストは天の御父とマリヤの聖なる御子である

（マタイ1：1 8－2 5参照；ルカ1：3 2，3 5；1ニーファイ1 1：

13－22；モーサヤ3：8；アルマ7：10も参照）。

イエス・キリストの降誕，生涯，使命は古代の預言者たちに

対してなされた多くの約束を成就した（マタイ1：2 1－2 3；

2：6，1 5－1 8，2 3参照；イザヤ7：1 4；エレミヤ3 1：1 5；ホセ

ア11：1；ミカ5：2；2ニーファイ10：3も参照）。

聖典の教えを理解し，それに従う人々は，主にまみえるため

の，さらに良い備えができるようになる（マタイ2：1－1 1参

照；教義と聖約18：34－36も参照）。

主の御心は打ち破られたり，とどめられたりすることはない

（マタイ2：13－21参照；教義と聖約121：33も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』21－23

教え方の提案

マタイ1－2章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

マタイ1：1－17 （ルカ3：23－38も参照）。わたしたちに

とって系図を持ち，自分がどこから来たかを理解するのは大切な

2 0

マタイによる福音書

イエス・キリストの生涯
これらの章の中に記録
されている出来事は，
この時期に起こったも

のと考えられる

主の務めの第1年 第2年 第3年

キリストの
降誕

最初の
過越

2度目の
過越

3度目の
過越

最後の過越と，
最後の週
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2 1

マタイ1－2章

ことである。（10－15分）

数人の生徒に前に来て，黒板に各自の家系図を簡単に書いても

らう。だれが世代数のいちばん多い家系図を書けるかを見る。ま

たは，何人かの生徒に，各自の家系に属する人物に関して，何か

興味深い話をしてもらう。（このレッスンは年度の初めに行われ

るので，まだクラスの生徒たちを紹介する機会を持っていない場

合には，系図を書いたり，自分の先祖について話したりするこの

活動は，お互いを知り合う良い方法になる。生徒全員に，各自の

名前を言ってもらい，先祖の一人について簡単な話をしてもら

う。）家族の歴史の探求がどれほどおもしろいかを説明するため

に，教師自身の家族の歴史の中から，何か短い話をする。

マタイが自分の証の初めに，イエス・キリストの系図を記録し

ていることを説明する。生徒たちに，救い主の系図の中に知って

いる名前がないかどうか注意しながら，マタイ1：1－1 7にざっと

目を通させる（例えば，アブラハム，イサク，ヤコブ，ルツなど）。

次の質問をする。

マタイは救い主の系図をどこまでたどっているでしょうか。

マタイが救い主の系図の中で特に焦点を当てた二人の人物は，

だれとだれでしょうか。

ダビデとアブラハムはそれぞれどのようなタイプの指導者だ

ったでしょうか。（ダビデは王であり，アブラハムは預言者で

あった。）

イエス・キリストがイスラエルの政治指導者と宗教指導者の

両系統の継承者であるのは，なぜ大切な意味を持つことなの

でしょうか。

生徒たちに黙示19：16を読ませ， この節にメシヤの説明として

書かれている二つの称号が，政治指導者また宗教指導者という点

において，イエス・キリストにどのように当てはまるかを考えさ

せる。（さらに詳細な情報については，『イエスと使徒たちの生涯

と教え』のマタイ1：1 7とルカ3：2 3－2 8に関する注解，p p . 2 1－

22を参照せよ。）

生徒たちに，マタイ1：5とルツ1：4の両方の聖句に名前を記さ

れている女性を確認させる。

イエスのこの先祖は，どこの国の出身でしょうか。

彼女はどの民族に属していたでしょうか。

イエス・キリストの祖先の中には雄々しい人もいれば，誘惑に

負ける人もいたということを，生徒たちに話す。以下の質問をす

るとよい。

長い世代にわたって教会に属してきた家族の一員として生ま

れることは，どのような意味で大切なのでしょうか。

義にかなった先祖を持つことには，どのような利点があるで

しょうか。

わたしたちの先祖の過ちは，義にかなったことをなすわたし

たちの能力に，どのような影響を及ぼすでしょうか。

マタイ1：1 8－2 3。イエス・キリストは天の御父とマ

リヤの聖なる御子であられる。イエスはマリヤから死す

べき状態を受け継がれた。そのために，死を味わわれたのである。

イエスは天の御父から不死不滅の特質と復活する力を受け継がれ

た。（10－15分）

黒板に以下の語句を書く。ただし，聖句の引用表記は書かない。

生徒たちに，黒板に書き上げた奇跡や出来事のうち，救い主に

特有のものは何かを質問する。その奇跡を行っている預言者，あ

るいはその出来事の最中にある預言者の絵を見せるか，括弧内に

書かれている参照聖句を読むか，そのどちらかを通して，生徒た

ちが各項目に対する質問に答えられるように助ける。

次の質問をする。「これらの奇跡を行う人がほかにいたとして

も，それはイエス・キリストの奇跡とはどのように違うでしょう

か。」モーサヤ3：7とアルマ34：8－10 を読み，救い主が行われた

ことで，ほかの人には絶対にできないことは何かを考える。マタ

イ1：1 8－2 3とルカ1：3 2，3 5を読み，イエス・キリストに贖いの

業を達成する力を与えたのは何かを考える。生徒たちがこの原則

を視覚化して理解できるようにするために，下記の図を黒板に書

く。イエスが文字どおり神の御子であられること，また，贖いの業

を成し遂げ，復活をもたらすその力は，御子であられることの証明

である，ということを生徒たちが理解できるように助ける。（「考

えるヒント」『イエスと使徒たちの生涯と教え』pp.23－26参照）

マタイ1：18－25。 良い親になるための特質（10－20分）

二人の生徒に，親の特質の中から各自が好きなものを挙げ，そ

れについて説明してもらう。一人の生徒の父親か母親にクラスに

来てもらい，3分から5分の時間で，自分たちの子供が生まれたと

きにどのように感じたか，また，その子がどんな赤ちゃんだった

かを話してもらう。そして，自分の子供への愛を語ってもらう。

（あるいは，もし可能であれば，クラスルームの中でスピーカー

機能の付いた電話機を使って何人かの親に電話をかけ，上記と同

じことを話してもらう。同じことを手紙の形で書いてもらったり，

カセットテープやビデオテープに収録してもらったりして，そ

れをクラスで発表するようにしてもよい。）

良い親となるのに必要な特質を挙げさせる。クラスを二つのグ

ループに分ける。一つのグループに，マタイ1：1 8－2 5を読ませ，

ヨセフが夫また父親としてどのような優れた特質を持っていたを

考えさせる。もう一つのグループには，ルカ1： 2 8－3 0，3 8，

4 6－5 5を読ませ，マリヤがどのような優れた特質を持っていたか

を考えさせる。

ローマ8：1 6－1 7を読み，御霊の導きを受けているときに，わ

40日間断食した（出エジプト34：28）

病人を癒した（列王下5：10－14）

食物を増やした（列王上17：10－16）

水の上を歩いた（マタイ14：25－29）

死者をよみがえらせた（3ニーファイ19：4）

真理のために苦しめられ，殺された（モーサヤ17：13，20）

不死不滅の父なる神

（死を克服する力）

死すべき状態にあるマリヤ
（死に服従している）

イエス・キリスト
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たしたちと天の御父がどのような関係にあるかを考える。エペソ

2：4を読み，天の御父がわたしたちに対してどのような思いを抱

いておられるかを考える。次の質問をする。

この世において良い親となることは，来世において神に似た者

となるための備えをするうえで，どのように役立つでしょうか。

皆さんは将来良い親となるための備えとして，今どのような

ことができるでしょうか。

生徒たちの答えを黒板に書き上げる。

マタイ1：2 2－2 3。イエス・キリストの降誕と生涯は，

古代の預言者たちになされた数多くの預言を成就した。

（15－20分）

生徒たちに，将来起きる幾つかの出来事に関して預言されてい

ることを紙に書かせる。紙を集め，その中から幾つかの預言を選

んで，それを生徒たちに知らせる。次の質問をする。

これらの預言の幾つかは実際に起きると思いますか。

これらの預言はほんとうに全部実際に起きるのでしょうか。

真実の預言をすることは，その人が預言者であることの確実

な証明となるでしょうか。なるとしたら，それはなぜでしょ

うか。ならないとしたら，それはなぜでしょうか。

生徒たちが，預言者が未来の出来事を預言するのは推測による

のではない，ということを理解できるように助ける。預言者の預

言は神によるものであり，その預言は必ず成就する。

下記の表のコピーを作る。ただし，出来事の欄は空白にしてお

く。生徒たちにそれぞれの聖句を読ませ，出来事の欄に，実際に

その預言が成就したかを書かせる。

生徒たちが書き終えたら，以下の質問をする。

これらの預言とそれが成就したことは，イエスについて何を

示しているでしょうか。

イエスが旧約聖書の預言を成就されたことはなぜ大切なので

しょうか。

終わりの時について聖典の中に預言されている事柄は，現代

のわたしたちにとってどのように役立つでしょうか。

マタイ2：1－1 1。東から来た博士たちは幼子キリスト

のもとへ導かれた。（15－20分）

生徒たちに，キリスト降誕のときの様子を絵に描かせる。ある

いは，一人の生徒を選び，ほかの生徒たちの説明に従って黒板に

降誕シーンの絵を描かせる。聖典などには頼らず，自分たちの記

憶の中だけから思い出せるすべてのことを含めて，できるかぎり

正確な内容にするように言う。数分たったら，マタイ2：1－1 1と

ルカ2：1－1 6を読み，絵の内容をより正確なものとするために，

付け加えるべきことと削除すべき詳細なことを確認させる。（例

えば，多くの生徒は3人の博士を描くと思われるが，マタイは具

体的な人数は何も示していない。また，マタイ2：1 1には，博士

たちはマリヤと幼子が家にいるときに訪ねたと書かれている。こ

のことから，博士たちは降誕のすぐ後ではなく，もっと後にやっ

て来たと考えられる。）以下の質問事項について話し合う。

一部の人々がキリストの降誕について誤解をしているのはな

ぜでしょうか。

聖典の内容がよく誤解されることがあるのはなぜでしょうか。

（聖文をあまり読んでいない場合が多い。また注意して読んでい

ない。翻訳上の間違いが原因で，誤解につながる場合もある。）

わたしたちはどうしたら，聖典に書かれている原則や物語に

対する誤解を避けることができるでしょうか。（聖文をよく研

究したり，聖文の内容に関する預言者たちの解釈を読んだり

することによって，正しい理解を得ることができる。）

マタイ2：1－9。聖文の教えを理解し，それに従う人々は，主

にまみえるための備えをより良いものにすることができる 。

（10－15分）

クラスが始まる前に，生徒たちの見える所に，紙で作った小さ

な星を飾っておく。クラスが始まったら，黒板に一時停止標識の

絵を描く。ただし，「止まれ」という文字は書かないでおく。

この標識は何を表しているでしょうか。

標識がどのような形をしているかを見るだけの行為と，それ

が何を意味しているかを理解するのは，同じことでしょうか。

（必ずしもそうではない。）

皆さんの中で，クラスへ入って来たときに，新しい星に気づ

いた人はどのくらいいますか。

マタイによる福音書

2 2

預　言 出来事 成　就

イザヤ7：14 一人のおとめがみごもった マタイ1：21－23

ミカ5：2 キリストがベツレヘムでお生ま

れになった

マタイ2：6

ホセア11：1 ヨセフとマリヤがイエスを連れ

てエジプトへ逃れた

マタイ2：15

エレミヤ31：15 ヘロデがベツレヘムの幼児を殺

すようにとの命令を出した

マタイ2：16－18

1ニーファイ

11：13

キリストがナザレから出て来ら

れた

マタイ2：23

イザヤ40：3－5 バプテスマのヨハネが道を備えた マタイ3：3

イザヤ9：1－2 キリストはカペナウムで働かれた マタイ4：14－16

イザヤ53：4 キリストが病人を癒された マタイ8：17

マラキ3：1 バプテスマのヨハネは約束され

ていた使者であった

マタイ11：10

イザヤ42：1－4 キリストはユダヤ人の指導者た

ちとの対決を避けられた。人々

はキリストに望みをかけていた。

マタイ1 2：1 7－2 1

イザヤ6：9－

10；53：1

数多くの人々がキリストの言葉

を聞いたが，それを理解しよう

とも信じようともしなかった。

マタイ1 3：1 4－1 5

詩篇78：2 キリストは多くのたとえを通し

てお教えになった

マタイ13：35

預　言 出来事 成　就

ゼカリヤ9：9 キリストはろばに乗ってエルサ

レムに勝利の入城をされた

マタイ21：5

詩篇1 1 8：2 2－2 3 ユダヤ人たちは隅のかしら石で

あるキリストを拒んだ

マタイ21：42

ゼカリヤ13：7 イエスは捕らえられ，弟子たち

は逃げた

マタイ26：31，

54－56
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それが何を意味しているかを理解している人はだれかいますか。

生徒たちにマタイ2：1－9を読ませ，幼子キリストの降誕のし

るしとなった新しい星がどこに現れたかを確認させる。

その星を見ても，それが何を意味しているかを理解できなか

った人がいたという可能性はあるでしょうか。

博士たちが，その星が何を意味しているか，ということを理

解できたのはなぜでしょうか。

ほかの多くの人々が，その星が何を意味しているかを理解で

きなかったのはなぜでしょうか。

博士たちがその新しい星を見て，さらに，それが何を意味して

いるかを理解できたのはなぜかを，生徒たちに理解させるために，

十二使徒定員会会員であったブルース・Ｒ・マッコンキー長老の

次の言葉を読む。

生徒たちにジョセフ・スミス－マタイ1：2 9－3 1を読ませ，神

が今の時代にどのようなしるしを示してくださっているかを確認

させる。その後で，次の質問をする。

現代において，これらのしるしの意味をほんとうに理解して

いるのはどのような人々でしょうか。

わたしたちはどのようにしたら，昔の博士たちのように，救

い主を探し当てることができるでしょうか。

教義と聖約1 8：3 4－3 5と4 5：3 9をを読み，今の時代に，ほかに

どのような方法でイエスを探し当てることができるかを考える。

マタイ2：1 1。博士たちがイエスに贈り物をしたように，わた

したちもイエスに対して贈り物をすることができる。（5－10分）

贈り物として包装したものを二つ提示して，生徒たちに次のよ

うに質問する。

皆さんは，最近人に贈り物をしたとき，何を贈りましたか。

皆さんがそれを贈り物として選んだのはなぜですか。

プレゼントをする相手がどのような人かを知っていると，何

を贈るべきかという選択にどのような違いが出てきますか。

プレゼントをする相手が自分の好きな人だったら，何を贈る

かという選択にどのような違いが出てくるでしょうか。

マタイ2：1 1を読み，博士たちがイエスに何を贈り物としてさ

さげたかを確認する。次の質問をする。「博士たちが黄金，乳香，

没薬などを贈り物として選んだのには，どのような理由があると

思いますか。」（黄金，乳香，没薬は高価なものであり，王へのさ

さげ物としてふさわしいものであった。乳香は，エルサレムの神

殿において主にささげられた香料であった。没薬は死体の防腐処

理などに用いられた香料であり，キリストの犠牲を預言的に示す

ものだったとも考えられる。）生徒たちにマタイ1 1：2 9－3 0；ア

ルマ1 1：4 2－4 4；教義と聖約1 4：7；1 9：1 6－1 9を読ませ，キリ

ストがわたしたちのためにささげてくださった数々の贈り物にど

のようなものがあるかを確認させる。（生徒たちの答えを黒板に

書き上げるようにしてもよい。）生徒たちに紙を渡し，彼らが今

の時代に，贈り物としてイエスにささげることのできるものを書

き上げさせる（例：戒めを守り義にかなった生活をすること，ほ

かの人々に親切にすること，イエスがわたしたちのためにしてく

ださったことへの感謝の気持ち）。

マタイ2：13－21。主の目的と業が打ち破られることはない。

（5－10分）

生徒たちに，水を入れたコップと，砂糖を盛ったスプーンを見

せる。その砂糖をコップの中に入れ，かき混ぜる。次に，一人の

生徒にその水と砂糖を分離するように言う。教義と聖約1 2 1：3 3

を読み， 生徒たちに次のように質問する。

砂糖と水を分離することは，どのような意味で，この聖句が

教えていることと似ているでしょうか。

どのような力が天をとどめられるでしょうか。

マタイ2：14－21を読み，次のような質問をする。

ヘロデは主の業を滅ぼそうとして，何をしたでしょうか。

主はヘロデのたくらみを食い止めるために，どのようなこと

をされたでしょうか。

1 4節によると，ヨセフとマリヤはヘロデのたくらみを食い止

めるうえでどのような役割を果たしたでしょうか。

生徒たちにこの原則を応用するように促すために，次のような

質問をする。

わたしたちは自分自身の生活の中で，サタンのたくらみを妨

ぐのに役立つことをすることができます。それはどのような

ことでしょうか。

主とその計画は必ず勝利を収め，主の目的と計画はすべて成

就する，ということを知ることによって，皆さんの生活には

どのような変化が出てくるでしょうか。

マタイ3－4章

はじめに

マタイ3－4章には，イエスが正式にその務めを開始される前に

なされた準備について詳細に述べられている。このときにイエス

が準備をされたことは，「備えていれば恐れることはない」（教義

と聖約3 8：3 0）という教えを思い起こさせてくれる。イエスはこ

の準備期間中に，わたしたちが今の時代に直面しているのと同じ

「可能性として，当時東方の諸国には何百万人ものユ

ダヤ人が住んでいたが，〔この博士たちは〕その中の一つ

の国に住んでいたユダヤ人であった，ということが考え

られる。聖文に通じ，王の来臨を切望していたのは異邦

人 で は な く ， ユ ダ ヤ 人 で あ っ た 。」（ The Mortal

Messiah： From Bethlehem to Calvary，全4巻〔1979－

81年〕，第1巻，358）

2 3

マタイ3－4章

イエス・キリストの生涯
これらの章の中に記録
されている出来事は，
この時期に起こったも

のと考えられる

主の務めの第1年 第2年 第3年

キリストの
降誕

最初の
過越

2度目の
過越

3度目の
過越

最後の過越と，
最後の週
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ような誘惑も経験された（マタイ4：3－11参照）。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってマタイ

3－4章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

日の栄えの祝福を受けるためには，バプテスマを受けなけれ

ばならない（マタイ3：1 3－1 5参照；2ニーファイ9：2 4；3 1：

5－7も参照）。

神会はそれぞれ独立した御三方，すなわち，永遠の父なる神，

御子イエス・キリスト，聖霊によって構成される（マタイ3：

16－17参照；使徒7：55－56；教義と聖約130：22も参照）。

断食は，わたしたちが天の御父にさらに近づき，霊的な力と

祝福を得るための助けとなる（マタイ4：1－2；ジョセフ・ス

ミス訳マタイ4：1参照）。

わたしたちは義にかなった生活をすることによって，サタン

の誘惑に抵抗する力を得ることができる（マタイ4：3－1 1；

ヤコブの手紙4：7参照；1ニーファイ2 2：2 6；アルマ4 8：1 7も

参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』29－33，47－51

教え方の提案

マタイ3－4章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

『「新約聖書」ビデオ』プレゼンテーション4「新約時代

の習慣」（1 0分2 1秒）は，新約聖書の時代の人々の様々な

文化や風習を説明するのに用いることができる。教師はこの教材

を1度のレッスンの中で全部提示してもよいし，該当聖句が出て

来るレッスンの中で，1 6の短いセグメントに分けられたうちの対

応箇所だけを見せるようにしてもよい。（『「新約聖書」メディア

ガイド』に載せられている教授法の提案を参照する。）

マタイ3：1 3－1 7（マルコ1：9－ 1 1；ルカ3： 2 1－

2 2；ヨハネ1：3 2－3 4も参照）。日の栄えの祝福を受けるため

には，バプテスマを受けなければならない。（15－20分）

これからロールプレーイングを行うことを，生徒たちに告げる。

バプテスマがほんとうに必要なものなのかどうか，ということを

真剣に考えている求道者の役を教師が演じ，二人の生徒に前に来

てもらい，宣教師の役割を演じてもらう。宣教師役の二人の生徒

に次の質問をする。

わたしは幼児洗礼を受けています。どうしてもう一度バプテ

スマを受ける必要があるのでしょうか。

どうして水に沈めるバプテスマでないといけないのですか。

どうしてこの儀式を受けないと救われないのですか。

バプテスマの儀式にはどのような意味があるのですか。

黒板に以下の聖句表記を書く。マタイ3：1 3－1 7；ヨハネ3：

3－5；ローマ6：3－5；モーサヤ5：5－1 2；アルマ5：1 4；3ニー

ファイ1 1：2 6；モロナイ8：2 5；教義と聖約1 3：1；2 0：7 3－7 4；

1 2 8：1 2。生徒たちに，これらの聖句を使って，宣教師役の二人

が質問に答えられるよう，助けを与えるように勧める。

アロン神権の祭司の一人に，教義と聖約20：46を読んでもらう。

その祭司に，どのような権能を持っているか質問する。クラスの

すべての祭司に対して，これまでだれかにバプテスマを施した経

験があるかどうかを質問する。バプテスマを施したことのある一

人の生徒に，そのときの経験を話してもらう。その祭司に，救い

主にバプテスマを施すように求められたら，どのような気持ちに

なると思うかを質問する。生徒たちにマタイ3：1 4－1 5を読ませ，

以下の質問事項について話し合う。

バプテスマのヨハネは，イエスからバプテスマを施すように

求められたとき，何と言ったでしょうか。

バプテスマのヨハネの答えに対して，イエスは何とおっしゃ

いましたか。

「あらゆる義を満たす」とはどういう意味でしょうか（2ニー

ファイ31：4－11参照）。

皆さんが自分のバプテスマについて，いちばんよく覚えてい

るのはどのようなことですか。

生徒たちにモーサヤ1 8：8－1 0を読ませ，アルマの時代のバプ

テスマが今の時代にも変わらず当てはまる，ということについて

話し合う。

マタイ3：1 6－1 7（マルコ1：1 0－1 1；ルカ3：

2 1－2 3；ヨハネ1：3 2－3 4も参照）。 神会はそれぞ

れ独立した御三方，すなわち，永遠の父なる神，御子イエス・キ

リスト，聖霊によって構成される。（5－10分）

生徒たちに，モルモン書，教義と聖約，高価な真珠を1冊にま

とめた合本を見せる。そして，生徒たちに次の質問をする。

元々は別の本がどのようにして1册にまとめられていますか。

モルモン書，教義と聖約，高価な真珠は，それぞれにどう違

いますか。

この合本はどのような点で神会に似ていますか。

生徒たちにマタイ3：1 6－1 7を読ませ，この聖句の中から，御

父と御子と聖霊がそれぞれ独立した御方であることを示す証拠を

挙げさせる。『聖句ガイド』項目リストの「神；神会」（p p . 7 0－

71） の項を参照して，神会はそれぞれ独立した御三方によって構

成されているという教えを裏付けるほかの聖句を探すように言う

（特に教義と聖約1 3 0：2 2－2 3；ジョセフ・スミス―歴史1：1 7を

参照する）。生徒たちに，各自が見つけた聖句を発表してもらう。

預言者ジョセフ・スミスの指示の下に編さんされた『信仰に関

する講話』（Lectures on Faith）の次の言葉を読む。

「ここで，道理をわきまえた理性的な人々が，命と救

いを目指して神への信仰を実践するには，3つの事柄が必

要であるということについて考えてみましょう。

最初の一つは，神が実在の御方であられるという認識

です。

2番目は，神の特質，完全さ，性質に対する正しい認識

です。

そして3番目は，神のたどっておられる道が，神御自身

の 御 心 に よ る も の で あ る と い う 実 際 の 認 識 で す 。」

（Lectures on Faith〔1985年〕，38）

マタイによる福音書

2 4
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預言者のこの言葉を読んでから，生徒たちに次の質問をする。

わたしたちが「命と救いを目指して」神への信仰を持つため

には，なぜ神の真の特質を理解しなければならないのでしょ

うか。

わたしたちはどのようにしたら，神の真の特質に対する理解

を深めていくことができるでしょうか。

生徒たちにヨハネ17：3を読ませ，次の質問をする。

この聖句は『信仰に関する講話』に書かれていた言葉に，ど

う当てはまるでしょうか。

この聖句の教えは，皆さん自身にとってどのような意味を持

つものですか。

アルマ34：38を読み，次の質問をする。

わたしたちは神会の御三方とどのような関係を保つべきでし

ょうか。

神会の御三方との関係をさらに良いものとするために，今わ

たしたちにはどのようなことができるでしょうか。

マタイ4：1－2 （マルコ1：1 2－1 3；ルカ4：1－2も参

照）。断食は，わたしたちが天の御父にさらに近づき，霊的な力

と祝福を得る助けとなる。（5－10分）

断食日曜日を楽しみにしている生徒たちに挙手をしてもらう。

楽しみにしている理由を聞く。また楽しみにしていないという生

徒たちにも，その理由を聞く。マタイ4：1－2を読み，救い主が

その務めの準備として，どのようなことをなされたかを確認する。

生徒たちを4つのグループに分ける。それぞれのグループに以

下の聖句の一つを読んで，そこから断食について何を学んだかを

発表させる。マタイ1 7：1 4－2 1；アルマ5：4 6；アルマ1 7：2－

3；教義と聖約59：13－14。

生徒たちに下記の聖句を読ませ，質問に答えさせる。

マタイ6：1 6－1 8には，断食をするときに，わたしたちが避け

なければならないこととして，どのようなことが教えられて

いるでしょうか。

イザヤ5 8：3－5によると，霊的に正しい動機を持たずに断食

をした場合，それを通してどれほどの良い結果をもたらすこ

とができるでしょうか。

6－7節には，断食のときには何をしなければならないと教え

られているでしょうか。

主は貧しい人々を助けるために，教会と人々に対して，どの

ような備えをさせられたでしょうか。

マタイ4：1－1 1（マルコ1：1 2－1 3；ルカ4：1－1 3

も参照）。わたしたちは従順な生活をすることによって，

サタンの誘惑に抵抗する力を得ることができる。（20－25分）

透明な大きい容器に水を入れ，その中にオレンジを一つ入れる

（オレンジは水に浮く）。生徒たちに，オレンジが浮く理由を考え

させる。オレンジの皮をむき，芯の部分を取り除く。そして，オ

レンジを水の中に戻す（オレンジは沈む）。次の質問をする。

オレンジが水に浮き続けるのを助けているのは何だと思いま

すか。

このオレンジの皮には，今の時代にわたしたちが誘惑と戦っ

ていく力と，どのような共通点がありますか。

生徒たちにマタイ4：1－1 1を読ませる (ジョセフ・スミス訳で

どのように変わっているかに注意する）。

救い主は誘惑に打ち勝つために，どのようなことをされたで

しょうか。（救い主は断食し，また，神とともにいるように努

め，聖典の中から真理の教えを引用し，誘惑しようとする者

や誘惑のある場所から遠のかれた。教義と聖約20：22も参照）

わたしたちは日々の生活の中で誘惑に打ち勝つために，どの

ようにしたら救い主がなされたこれらのことを自分自身に応

用できるでしょうか。（注意：生徒たちが実際に直面している

状況に即した話し合いをする。例えば，次のような状況につ

いて話し合う。テレビを見ているときにいかがわしい場面が

出てきたらチャンネルを変える，映画の中で不道徳なシーン

になったら席を立つ，不適切な会話が飛び交うパーティー会

場から去る，などの方法で誘惑を避ける。）

サタンは今の時代に，義人からその守りとなるものを「はぎ

取る」ために，どのような方法で誘惑するでしょうか。

マタイ4：1－1 1をもう一度読み，今回は，サタンが救い主に対

して様々な種類の誘惑を試みたことを確認する。当時十二使徒定

員会会員であったデビッド・Ｏ・マッケイ長老の次の言葉を読む。

黒板に次の3つの見出し項目を書く。（1）肉体的な欲望（2）虚

栄，流行，虚飾（3）物欲と権力欲。生徒たちに，現代の若人が

よく直面している誘惑を幾つか挙げさせる。具体的な誘惑を挙げ

られたら，それがどの分類に入るのかを生徒たちに質問し，黒板

上の該当する見出し項目の下に書き上げていく。

生徒たちにオレンジのたとえを思い出させ，以下の質問をする。

オレンジは皮をむいた後で，容器の中でどのようになりまし

たか。

皮をむいたオレンジは，皮つきのオレンジと比べて，味や品

質の良さがどれくらい長く持つでしょうか。

もしわたしたちが誘惑に負けた場合，主の守りを再び頂く方

法が何かあるでしょうか。それはどのような方法でしょうか。

モーサヤ2 6：2 9－3 2を読み，以下の質問をする。「もしサタン

に守りの一部を破られ，誘惑に負けている点があるとしたら，ど

うすればよいでしょうか。」アルマ3 4：3 2－3 4を読み，以下の質

問をする。

悔い改めを引き延ばすことには，どのような危険があるでし

ょうか。

誘惑と戦うのと，誘惑に負けて，後になって悔い改めるのと

では，どちらがよいでしょうか。

「皆さんやわたしが受ける誘惑のほとんどは，これら

の誘惑〔救い主がサタンから受けられた誘惑〕のいずれ

かの形に当てはまるものです。それを分類してみてくだ

さい。わたしたちを汚す誘惑のほとんどは，たとえどん

なに小さいものであっても，次の3つのうちのいずれかの

形を取ってやって来るということが分かるでしょう。そ

の3つとは（1）本能的欲望に訴える誘惑（2）神にかかわ

る事柄から程遠い人々の虚栄，流行，虚飾への屈服，（3）

激情や物欲，権力欲の充足です。」（Conference Report，

1911年10月，59）

マタイ3－4章

2 5
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マタイ4章に書かれている救い主の模範は，誘惑に負けて後で

悔い改めるよりは，誘惑と戦う方がよい，ということをわたした

ちに教えている点を指摘する。ただし，救い主の贖罪を通して，

自身の罪を心から悔い改めるすべての人々が赦しを得ることがで

きる，ということを生徒たちに確実に理解させる。

マタイ5－7章

はじめに

マタイ5－7章には，ジョセフ・フィールディング・スミス大管

長が「かつて語られた中で最も偉大な説教」 と呼んだ教えが記録

されている（Conference Report，1941年10月，95）。これはマタ

イに記録されている救い主の5つの偉大な説教の中で，その最初

に来るものである（ほかの4つの説教はマタイ1 0章；1 3章；1 8

章；2 4－2 5章に記録されている）。この説教は山上の垂訓として

知られ，ガリラヤの海の岸辺近くで与えられたものである。

ルカはこれとは別に「平地の説教」〔訳注：一般的にはルカ6：

2 0－4 9の部分がこの名で呼ばれている〕として知られる説教を記

録している。内容的に似ているが，山上の垂訓と同一のものでは

ない。ある人々は，山上の垂訓は十二使徒が選ばれる前になされ

たと考えているが，ブルース・Ｒ・マッコンキー長老は七十人の

会員だった当時，この説教の一部は特に十二使徒に向けられたも

のであるとの指摘をしている。マッコンキー長老は次のように説

明している。

「ルカの記録した『平地の説教』が，十二使徒の選任のすぐ後

になされたものであり，……ニーファイ人版〔の山上の垂訓〕は，

ニーファイ人の十二弟子が召された後になされたものであること

は明白である。そしてこの説教の一部は，不特定多数の人々を対

象にしたものではなく，特に使徒の召しを受けている人たちに向

けられたものである。（3ニーファイ1 3：2 5）マタイの記録の霊感

訳〔ジョセフ・スミス訳〕の中で，預言者はかなりの量の記録を

付け加えている。それは不特定多数の人々ではなく，十二使徒に

召された人々にあてられたものである。（霊感訳マタイ5：3－4；

6：25－27；7：6－17）……

結局，山上の垂訓と平地の説教は同一のものということにな

る。」（Doctrinal New Testament Commentary，全3巻〔1966－

73年〕，第1巻，213－214）

イエスはこの説教の中で，御自身に従う人々が実行すべき，よ

り高度な標準を示された。この説教の重要性について，エズラ・

タフト・ベンソン大管長は次のように述べている。

「十戒と山上の垂訓は，あらゆる文明国，そして現在のわたし

たちの文明の基盤を成す根本原則である（出エジプト2 0：1－

1 7；マタイ5－7章参照）。これらの教えを軽視するならば，必ず

や人格の低下と破滅を招くことになる。国家全体がこれを軽視す

るなら，その国は必ず崩壊していくに違いない。」（ T h e

Teachings of Ezra Taft Benson〔1988年〕，677－678）

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってマタイ

5－7章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

自分がほかの人に対してどのような態度をとるかによって，

自分自身が主からどのように見なされるかが決まってくる

（マタイ5：7；6：14－15；7：2，12参照）。

キリストはモーセの律法を成就して，完全な福音を回復し，

より高度な律法を伝えてくださった（マタイ5：21－48参照）。

わたしたちは，イエスと天の御父のように完全な者となるた

めの努力をしなければならない（マタイ5章参照；3ニーファ

イ12：48も参照）。

わたしたちは自分自身の正しい行いを誇ってはならない（マ

タイ6：1－23参照）。

天の御父は，御自身に対する感謝と願いを表現するための方

法として，わたしたちに祈ることを教えてくださった（マタ

イ6：5－1 5参照）。イエスはわたしたちの祈りにこたえてくだ

さり，祝福を与えたいと望んでおられる（マタイ7：7－1 1参照）。

わたしたちは義人と悪人を，その行いによって区別すること

ができる。思いと行いの正しい人々だけが「天国にはいる」

ことができる（マタイ7：1 5－2 7参照；モロナイ7：5－6も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』63－69，122

教え方の提案

マタイ5－7章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

マタイ5－7章（ルカ6：1 7－4 9も参照）。 山上の垂訓の概

要（3－5分）

生徒たちに以下の質問をする。

皆さんが最後に日曜日のファイヤサイドに出席したのはいつ

ですか。

次回のファイヤサイドでイエスが話をされるとしたら，そこ

に出席するために何をしようと思いますか。

マタイ5－7章は主御自身が語られた説教であり，わたしたちは

その場にいて，主の教えを直接聴くことはできなかったが，その

御言葉を読み，研究できる，ということを説明する。これらの章

の重要性を強調するために，この聖句ブロックの初めに書かれて

いるジョセフ・フィールディング・スミス大管長とエズラ・タフ

ト・ベンソン大管長の話を読んで聞かせる。

マタイ5：1－12 （ルカ6：2 0－2 6も参照）。八福の教えは，

わたしたちがさらに救い主に似た者となれるように助けてくれる

指針である。（15－20分）

雑誌や新聞から切り抜いた，有名でない人物の写真を3枚か4枚，

2 6

マタイによる福音書

イエス・キリストの生涯
これらの章の中に記録
されている出来事は，
この時期に起こったも

のと考えられる

主の務めの第1年 第2年 第3年

キリストの
降誕

最初の
過越

2度目の
過越

3度目の
過越

最後の過越と，
最後の週
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順番に生徒たちに見せる。それぞれの写真を見せながら，その人

物を正しい人と思うか，それとも悪い人だと思うか，生徒たちに

質問する。

わたしたちは外見だけから正しい人だと判断できるでしょうか。

正しい人か，悪い人かの判断はどうしたらできるでしょうか。

内面的な美しさと外面的な美しさのどちらが大切でしょうか。

わたしたちは外面的な美しさをそう大きく変えることはできな

いが，内面を変えることについては，かなりの力を持っている。

イエスが「八福の教え」と呼ばれる，内面的な美しさを列挙した

教えを説かれたことを説明する。「八福の教え」について聞いた

ことのある生徒がどれくらいいるか質問する。日々の生活の中で

これらの特性，特質を伸ばしていくなら，わたしたちは様々な祝

福を受けることができる。（「八福の教え」に該当する“beatitude”

という英語には「幸運」の意味がある。）生徒たちにマタイ5：

1－1 2を読ませる。そして，イエスがどのような特質について述

べられたか，またその特質に対してどのような祝福が約束されて

いるかを確認させる。八福の教えに関するハロルド・Ｂ・リー大

管長の次の言葉を読む。

リー大管長が八福の教えについて述べた以下の8つの引用文の

コピーを作り，レッスンの中で8人の生徒に読ませる。

1．こころの貧しい人たちは，さいわいである：「心が貧しいと

いうのは，自分自身が霊的な面において貧しい者であるとい

う認識を持つことである。衣服や食物，呼吸する空気，健康，

命に至るまで，常に主に頼らなければ生きられない存在であ

ることを認識し，日々の必要を満たすに十分な導き，赦し，

力が与えられていることに対して，熱心な感謝の祈りをささ

げずには1日も過ごしてはならない，ということを理解してい

る状態である。」

2．悲しんでいる人たちは，さいわいである：「主がここで教え

ようとされた『悲しむ』とは，『神のみこころに添うた悲しみ

は，悔改めに導き』，悔い改める人に罪の赦しを得させ，悲し

みの元になった行いに戻るのを禁じる，ということを自ら示

すことである。」

3．柔和な人たちは，さいわいである：「柔和な人とは，すぐに

怒ったり，いらだったりせずに，たとえ傷つけられたり，不

快な思いをさせられたりしても堪え忍ぶ人と定義することが

できる。柔和さと弱さとは同義語ではない。柔和な人とは，

強い人であり，完全な克己心を備えた人である。また，柔和

な人とは，周囲からの圧力に屈せず，道徳的な信念を貫く勇

気を持った人である。」

4．義に飢えかわいている人たちは，さいわいである：「食物や

水に飢え渇き，苦しみを和らげてくれるかび臭いパンの皮や

ひとすすりのなまぬるい水が，最も貴重な財産と思えたとき

がないだろうか。そのような飢えと渇きを経験したことがあ

る人なら，義に飢え渇かなければならないという主の教えの

意味を理解し始めることができるだろう。教会に来て聖餐式

で聖徒の交わりを求め，どこにいようとも主の日には礼拝を

行うようにと促すのは，そのような飢えと渇きである。心か

らの祈りを勧め，わたしたちの足を聖なる神殿に向けさせ，

その中では敬虔にするように促すのも，その飢えと渇きである。」

5．あわれみ深い人たちは，さいわいである：「わたしたちの救

いは，わたしたち自身がほかの人々に示す憐れみにかかって

いる。たとえ根の深くない報復的なものであるにしても，不

親切で無慈悲な言葉，人間や生き物に対する非情で残忍な行

いなどの過ちをする人は，この世の法廷であれ天の法廷であ

れ，裁きの日に憐れみを望んでも聞き入れられない。自分の

友と思っていた人から中傷されて傷ついたという経験が一度

もない人がいるだろうか。仕返しをしたいという気持ちを抑

えようと葛藤
かっとう

したときのことを覚えているだろうか。憐れみ

深い人々は幸いである。憐れみを受けるからである。」

6．心の清い人たちは，さいわいである：「神に目を向ける人は，

清くなるに違いない。ユダヤ人に伝わる物語の中に，次のよ

うな話がある。ある男が遠くの方に何かを見た。彼は最初そ

れを獣だと思った。そして，それが近づくにつれ，人だとい

うことが分かり，もっと近づいて来ると，彼の友人だった。

人は自分が見たいと思うものしか，見えないのである。イエ

スに付き従った人々の中には，イエスを大工ヨセフの息子と

しか見ることのできない人々がいた。イエスの語られた言葉

から，イエスを大酒飲みと思った人々もいた。さらには，イ

エスを悪魔につかれている者と思った人々さえいたのである。

イエスを神の御子として見たのは，義人だけであった。心が

清くありさえすれば，わたしたちは神を見ることができる。

またそこまではいかないとしても，人の中に『神』，換言すれ

ば善なるものを見いだし，愛することができる。それは，そ

の人の中に善良さを見いだしたからである。神の人や，主か

ら油注がれた教会の指導者を非難中傷する人には注意する必

要がある。そのような人の言動は，不純な思いから発するも

のなのである。」

7．平和をつくり出す人たちは，さいわいである：「平和をつく

り出す人たちは，神の子と呼ばれるであろう。もめ事を起こ

す人，法や秩序に刃向かう人，暴徒を先導する人，法を破る

人は，よこしまな動機にあおられているのであり，そのよう

なことをやめなければ，神の子ではなく，サタンの子と呼ば

れるようになるであろう。平和を作り出すのではなく，混乱

を広げるために，神聖な事柄を軽視し，人の心を乱す懐疑の

念をかき立てるような人からは遠ざかりなさい。けんか好き

で争いを好む人，真実を明らかにするためではなく，ほかの

目的で議論をする人は，充実した生活を築くのに不可欠のも

のとして主が定められた根本的な原則を踏みにじっているの

である。『地の上では，人々に平和と善意があるように』とは，平

和の君の降誕を先触れした天使の歌声のメッセージである。」

8．迫害されてきた人たちは，さいわいである：「世の人々の称

賛を得るために節制，正直，道徳などの標準を捨てることを

拒み，それが原因で，あざけりや非難を受けるとき，すべて

の若人にあの警告を思い起こしていただきたい。人々のあざ

けりや身体的な暴力を物ともせず，断固として正義のために

戦うならば，永遠の喜びという祝福を授けられるであろう。

「あの比類ない山上の垂訓の中で，イエスは……喜び

……を受けるための8つの明確な方法を，わたしたちに

示してくださった。主が宣言されたこれらの教えは……

八福の教え……と呼ばれ，これまで数々の聖書注釈者に

よって，天の王国へ入るのに必要な備えとして述べられ

てきた。……事実，この八福の教えは完全な生活への基

本憲章を具体的に表現したものである。」（Decisions for

Successful Living〔1973年〕，56－57）

マタイ5－7章
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過去の時代と同様，この時代にも，聖徒や使徒たちの中には，

真理を守るために命をささげるように求められる人々がいる

かもしれない。もしそのような時が来たら，彼らのうえに守

りがありますように。」（Decisions for Successful Living，

57－62）

生徒たちに，八福の教えのうち，いちばんよく守れている教え

と，これからもっとよく従っていきたいと思う教えを紙に書かせる。

マタイ5章；7：1 5－2 7（ルカ6：2 0－3 6，4 4－

4 9も参照）。最善を尽くして戒めを守るなら，わたした

ちは主によって完全な者とされる。（25－30分）

生徒たちに次の質問をする。「皆さんにとって，守るのがいち

ばん難しいと思うのは，どの戒めでしょうか。」生徒たちの答え

を黒板に書き上げる。次の質問をする。「すべての戒めの中で最

も難しいのは，どの戒めでしょうか。」「完全な者になる」という

戒めが挙げられない場合は，すでに黒板に書き上げられているど

れよりも難しい戒めが，マタイ5：4 8に書かれていることを，生

徒たちに話す。ガラテヤ6：9；ヨブ1：1；1ニーファイ3：7；教

義と聖約1 0 7：4 3；モーセ8：2 7を読み，完全な者になるというこ

とが可能かどうかについて深く考える。次にモロナイ1 0：3 2－3 3

を読み，完全になるのが可能であること，また，上記の参照聖句

に出てくる人物がどのようにして完全になったかを確認する。

レッスンの始まる前に，大きな紙を1枚用意し，大きい文字で

「天の御父のように完全な者となる」と書く。次に，それを裏返

しにして，裏面に1 7のパズルピースに分ける線を描く。下表の聖

句の引用表記をそれぞれのピースに書き，次にそれを各ピースに

切り分ける。

完全さを形成する特質

マタイ5：3 心が貧しい（謙遜）

マタイ5：5 柔和になる

マタイ5：6 義に飢え渇く

マタイ5：7 憐れみ深い

マタイ5：8 心が清い

マタイ5：9 平和を作り出す人になる

マタイ5：13－16 人々に役立つ者となる。良い模範となる

マタイ5：19－20 戒めを守り，義にかなった者となる

マタイ5：21 殺してはならない

マタイ5：22 人に対して怒ったり，愚か者呼ばわりし

てはならない

マタイ5：23－25 ほかの人との間にある問題を解決する

マタイ5：27 どのようなことであれ，不道徳なことを

してはならない

マタイ5：28 清い思いを持つ

マタイ5：31－32 成功した結婚を目指して努力し，離婚を

避ける

マタイ5：33－37 真実を話し，自分の語った言葉に誠実で

あれ

マタイ5：38－42 人の過ちを快く赦し，思いやりを持ち，

物惜しみしない

マタイ5：43－44 敵を愛し，その人のために祈る

レッスンの中で，黒板に「天の御父のように完全な者となる」

と書く。生徒たちにパズルのピースを配り，パズルが正しく合わ

されると，この文が読めるようになるということを説明する。生

徒たちに，マタイ5：4 8の「完全」という言葉の原語は，ギリシ

ャ語の「テレイオス」であり，この言葉には「すべてを備えた」

「完成された」という意味があることを説明する。この定義から

考えると，マタイ5章に書かれている救い主の数々の勧告はパズ

ルのピースのように見える。人が完全な者となるためには，これ

らのピースをすべて適所に並べなければならない。

生徒たちに，パズルのピースに書かれた参照聖句を実際に調べ

させる。パズルのピースを持つ生徒たちに，それぞれの参照聖句

に教えられている特質を，最初はパズルのピースに，次に黒板の

「天の御父のように完全な者となる」の下に書かせる。（上記の表

とまったく同じ表現である必要はない。）その後で，生徒たち全

員でパズルのピースを組み合わせさせる。パズルが完成したら，

ピースを一つ外して，以下の質問をする。

ピースが一つでも欠けているとしたら，このパズルは「すべ

てを備え」「完成された」完全な状態と言えるでしょうか。

完全になるための努力は，どれくらい続ける必要があるでし

ょうか。

完全な状態になるまで，どのくらいの時間がかかると思いま

すか。

生徒たちに，完全になるには長い時間がかかり，主の助けがな

ければ不可能である，ということを理解させるために，教義と聖

約6 7：1 3と以下の引用文を読む。ブルース・Ｒ・マッコンキー長

老は次のように説明している。

この点を説明するために，机やいすを並べて障害物コースを作

る。一人の生徒に目隠しをし，教師の指示だけを頼りにそのコー

スを進ませる。その生徒がコースを進み終えたら，以下の質問を

する。

今のコースを最後まで進むのに，どのような助けが必要でし

たか。

「この世で完全になる人はだれもいません。……キリ

ストにあって完全になるのは一つのプロセスです。

わたしたちは今日，戒めに従うことを始め，明日には

もっと多くの戒めに従うようになります。……そして小

さなことにおいて，完全になることができるのです。……

もしわたしたちが完全になるための道を進み，この世

的な事柄に打ち勝ち，段階を追って徐々に自分自身を完

成させていくなら，必ずや永遠の命を授けられることで

しょう。そのことには何の疑いもありません。……その

道を進み，生涯最善を尽くして歩み続けるなら，わたし

たちはこの世を離れた後にも，間違いなく同じ道をたど

っていくことでしょう。……

預言者〔ジョセフ・スミス〕はわたしたちに，たとえ

死んだ後でも，救いを全うするには，多くのなすべきこ

とがあると教えています。」（“Jesus Christ and Him

Crucified，”1976 Devotional Speeches of the Year 〔1977

年〕，399－401）

マタイによる福音書
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自分の力だけを頼りにしていたら，どのような結果になって

いたと思いますか。

マタイ7：1 5－2 7を読み，その中で主が「行う（行った，行わ

ない）」という言葉を何度用いられたか確認する。「わたしたちの

救いにとって，行いはどれほど大切なものなのでしょうか。」2ニ

ーファイ2 5：2 3を読み，生徒たちにそれを障害物コースの体験と

比較させる。

完全への道に関する今の実演の中で，二人が演じたのはどの

ような役割でしょうか。

この聖句の中で，目隠しをした人にたとえられるのはだれで

しょうか。

指示を出す人にたとえられるのはだれでしょうか。

マタイ5：7；6：1 4－1 5；7：2，12 （ルカ6：3 7－

4 2も参照）。わたしたちがほかの人々に対して示す態度は，わた

したちに対して彼らがどのような態度をとるようになるかに影響

を与えるだけでなく，主がわたしたちにどのような臨み方をされ

るかにも影響を与える。（10－15分）

3人の生徒にロールプレーイングに参加させる。一人の生徒に，

1分間クラスルームの外に立っていてもらい，教師がほかの生徒

たちに話していることが，その人に聞こえないようにする。その

生徒が外に出たら，ほかの二人の生徒に以下の説明をする。出て

行った生徒が戻って来たら，一人は親しい接し方をし（例えば，

握手をしたり，ほほえみかけたり，その人の顔を見たり，言葉を

かけたりするなど），もう一人は無視するような接し方（例えば，

相手の顔を見ない，ずっと背を向けているなど）をするようにす

る。外にいた生徒が中に戻り，ほかの二人が指示されたとおりの

接し方をしたら，次のように質問する。

中に戻って来た後の，あなたに対するこの二人の接し方や態

度をどう思いましたか。

二人のどちらと一緒にいたいと思いますか。

あなたは親切な態度で迎えた生徒に対して，どのような接し

方をしたいと思いましたか。

もう一人の生徒に対しては，どのような気持ちを覚えましたか。

その生徒たちにマタイ7：1 2を読ませ，その教えがこのロール

プレーイングにどのように当てはまるかを考えさせる。人々から

してほしいと望むことは，人々にもそのとおりにせよ，というこ

の教えは「黄金律」と呼ばれていることを話す。エズラ・タフ

ト・ベンソン大管長の次の言葉を読む。

皆さんは自分自身の体験を通して，この原則は真実だと感じ

たことがありますか。

わたしたちは自分に対して悪意や敵意のある接し方をする人

に，どのような態度をとればよいでしょうか。

不親切な態度をとる人に，親切な接し方をしたら，その人は

どのような反応を示すでしょうか。

マタイ5：7；6：1 4－1 5；7：2を読み，これらの聖句に説かれ

ている原則が，主とわたしたちとの関係にも当てはまることを確

認する。

これらの聖句は主について何を教えていますか。

これらの聖句によると，主がわたしたちにどのような臨み方

をされるかは，何によって決まるのでしょうか。

主が公正な御方であるということを知ると，どのような気持

ちになるでしょうか。

この原則を理解すると，ほかの人々への接し方にどのような

変化が出てくるでしょうか。

マタイ5： 1 4－1 6（マスター聖句；ルカ8： 1 6；

1 1：3 3も参照）。わたしたちはキリストの光に倣い，そ

の模範をほかの人々に示さなければならない。それによって，キ

リストのもとへ来る道を示すためである。（10－15分）

クラスルームの電灯を消し，懐中電灯をつける。生徒たちに，

彼らは今奥の深い洞くつの中にいて，そこから抜け出す道を見つ

ける唯一の頼りはその懐中電灯しかない，という状況にあること

を想像させる。一人の生徒にマタイ5：1 4－1 6を読んでもらう。

その生徒が読めるように，教師が懐中電灯で聖典を照らす。

洞くつの中の懐中電灯の光と，この聖句に書かれている光に

は，どのような共通点があるでしょうか。

懐中電灯の光は暗闇の中にいる人々を導く手立てになります

が，わたしたちの模範はほかの人々にどのような影響を与え

ることができるでしょうか。

イエス・キリストはわたしたちが従うべき光の源である，とい

うことを生徒たちに理解させるために，以下の質問を活用する。

モロナイ7：1 6－1 7を読む。人は善悪の違いを識別するものと

して，生まれながらに何を持っているでしょうか。

マタイ5：1 4－1 6によると，義人の生活を照らし，人々に良い

行いをするように促すのは何の光でしょうか。

教義と聖約88：5－13を読む。この光の源はどなたでしょうか。

3ニーファイ1 5：1 2を読む。救い主はその光をだれと分かち合

っておられるのでしょうか。

生徒たちに，その光を受けた人には，それをほかの人々に輝か

す責任がある，ということを話す。しかしわたしたちは，自分が

世の人々に輝かしているその光の源がどなたであるかを忘れては

ならない。救い主はこう教えておられる。「見よ，あなたがたの

掲げる光とは，わたしである。」（3ニーファイ1 8：2 4）次の質問

をする。「わたしたちの模範はどのように，ほかの人々に影響を

与えるのでしょうか。」アルマ3 9：1 1をを読み，コリアントンの

模範がほかの人々にどのような影響を与えたかを確認する。生徒

たちに，模範を通して良い影響を受けた人の例，また悪い模範に

よって好ましくない影響を受けた人の例を挙げてもらう。次の質

問をする。「マタイ5：1 6によると，わたしたちの良い行いを見た

人は，次にどなたに対して心を向けるべきでしょうか。」

マタイ5：2 1－4 8（ルカ6：2 9－3 6も参照）。キリストは

モーセの律法を成就して，完全な福音を回復し，より高度な律法

を伝えてくださった。（10－15分）

「対人関係を成功させるための公式は，つまるところ

黄金律として知られるあの神の教えに要約される。……

快くまた自分の利益を考えずに奉仕することを，わたし

たちの最も大いなる徳の一つにしなければならない。そ

れは選択するかどうかという問題ではない。それは義務

であり，神聖な戒めなのである。」（The Teachings of

Ezra Taft Benson，447）

マタイ5－7章
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子供が使うおもちゃの積み木を用意する。黒板に，キリストは

モーセの律法を成就して，より高度な律法を伝えてくださった，

と書く。一人の生徒に，積み木を組み立てて，黒板に書いたこと

を表すものを何か作ってもらう。その後で，それが黒板に書いた

こととどのように関連しているかを説明させる。（例えば，モー

セの律法を表すものとして，建物の基礎の部分を組み立て，次に

キリストのより高度な律法を表すものとして，建物の残りの部分

を組み立てる。）生徒と一緒にマタイ5：21－48を読み， キリスト

がモーセを通して定められたものの上に，新たな律法を加えられ

たことを示す例を確認する。教師自身が見いだした例を，黒板に

書いてもよい（下記の表を参照する）。

生徒たちに次のように質問する。「わたしたちはこれらのモー

セの律法のうち，どれくらいの律法を今もなお信じ，実践してい

るでしょうか。」マタイ5：4 8を読み，次のように質問する。「キ

リストが定められた新しい律法は，完全になることと，どう関係

しているでしょうか。」

マタイ6：1－2 3。わたしたちは義にかなった行いをしても，

それを誇ってはならない。（15－20分）

風船に空気をいっぱいに入れて見せる。ただし空気の入れ口は

縛らないでおく。生徒たちに，これから風船の中の空気を見せた

い，と言う。風船の空気を抜く。次の質問をする。「空気の入っ

ていない風船はどのような役に立つでしょうか。」

ある種の事柄は自分自身の内にとどめておき，ほかの人に話す

べきではない，ということを生徒たちに話す。生徒たちに，ささ

げ物に関してマタイ6：1－4，また祈りについては5－7節，そし

て断食に関して1 6－1 8節を読んでもらう。以下の質問事項につい

て話し合う。

義にかなった行いをひけらかすことと，風船の空気を抜くこ

とには，どのような共通点がありますか。

貧しい人への援助，祈り，断食などを誇ることは，それらの

義にかなった行いの価値をどのように変えてしまうでしょうか。

十二使徒定員会会員であったトーマス・Ｓ・モンソン長老の次

の話を読む。

主は病気を癒された相手に対して「だれにも話さないように」

（マタイ8：4）と何度も命じこの原則を身をもって示された，と

いうことを生徒たちに話す。マタイ1 9：1 6－1 7を読み，このとき

救い主はわたしたちが従うべきこととしてどのような教えを述べ

られたかを確認する。以下の質問をする。

皆さんは，自分は善い人間だといつも自慢している人と一緒

にいたいと思いますか。それとも，義にかなった行いを人に

知られないようにしておく人と一緒にいたいと思いますか。

それはなぜですか。

わたしたちは親や教会の指導者の前にいるときに，どのよう

に振る舞うべきでしょうか。

親や指導者の前にいないときは，どのようにすべきでしょうか。

教義と聖約2 0：7 7を読む。わたしたちはどうしたら「いつも

御子を覚え」ていることを，イエスに示すことができるでし

ょうか。

「御子を覚え」ていることを主に示す最も良い方法の一つは，

ほかの人が見ているときだけでなく，常に「御子が〔わたしたち

に〕与えてくださった戒めを守る」ことである，ということを指

摘する。

注意：人のためにした行為を自慢してはならないという原則

と，自分たちの光を輝かしなさいという原則（マタイ5：1 4－1 6

参照）を比較して，混乱を覚える人がいるかもしれない。わたし

たちの良い行いが人の目に留まったとしても，それが偽善的な考

え，高慢な思い，ただ人に見られたいという気持ちによるもので

なければ，罪に当たるものではない，ということを生徒たちが理

解できるように助ける。

「最近ある人のお見舞いに大きな病院へ行きました。

その地域の病院はほとんどが増築を行っていましたが，

この病院も例外ではありませんでした。病室の番号を聞

くために受付の所へ行くと，その席の後ろに，増築のた

めに寄付をしてくれた人々への感謝の言葉を書いた立派

な飾り額がかかっていました。1 0万ドルの寄付をした人

の名前は特に，その飾り額にキラキラ輝く鎖でつるされ

た真鍮板の上に，美しい書体で刻まれていました。それ

も一人一人，別々の真鍮板にです。

そこに刻まれていたのは，世間に広く知られた人々の

名前でした。実業界の大物，学問で身を立てた人などが

名を連ねていました。わたしは彼らの慈善行為に感謝し

ました。わたしの目をとらえたもう1枚の真鍮板がありま

す。それは前のものと違っていて，名前が刻まれていま

せんでした。刻まれていたのは『匿名』のただひと言で

した。

わたしはそれを見てうれしく思い，一体だれなのだろ

うかと考えました。その人はだれにも知られることなく

静かな喜びを味わったに違いありません。……

皆さんが……神と隣人に仕え胸を張って進んで行かれ

るように望むものです。……そうすればさらに大きな平

安を得，豊かな心を持つことができるでしょう。

隠れた行いは人々の前に現れてこないかもしれません。

しかしその行いとそれをした人は神の御前に覚えられる

のです。」（『聖徒の道』1983年7月号，pp.98，100）

マタイによる福音書

3 0

モーセの古い律法

殺してはいけない
（出エジプト20：13参照）

怒ってはならない
（マタイ5：22参照）

姦淫をしてはならない
（出エジプト20：14参照）

情欲をいだいてはならない
（マタイ5：28参照）

正式な離縁状を渡さずに離婚して
はならない（申命24：1－2参照）

不品行以外の理由で離婚しては
ならない（マタイ5：32参照）

正義－目には目をもって償う
（レビ24：20参照）

憐れみ－ほかの頬をも向けてや
りなさい（マタイ5：39－42参照）

主に対して誓ったこと，また主
の名によって誓ったことを破っ
てはならない（民数30：2参照）

誓いを必要としてはならない。
あなたの言葉だけで十分である。

（マタイ5：34－37参照）

隣り人を愛しなさい
（レビ19：18参照）

敵を愛しなさい
（マタイ5：44－47参照）

キリストの新しい律法
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マタイ6：5－1 3；7：7－1 1（ルカ1 1：2－4，9－

13も参照）。 天の御父は，御自身への感謝，願いを表す

手段として，わたしたちに祈ることを教えてくださった。主はわ

たしたちの祈りにこたえ，祝福を与えたいと望んでおられる。

（15－20分）

電話器を用意する。1日にどのくらいの時間を友達との電話に

使っているかを，生徒たちに質問する。友達から次のような電話

を受けたら，どう思うかを生徒たちに質問する。電話器を取って，

次のように言う。「もしもし（一人の生徒の名前を呼ぶ）。どう，

今晩歴史のテストの勉強一緒にしない?（返事を待たずに，話を

続ける）それとね，週末に何をやるか迷ってるんだ。ほら，前か

ら見たいって言ってたあの映画を見に行くか，野球の試合を見に

行くか，どうしたらいいと思う？」（相手の返事を聞く間を置か

ずに，「それじゃ，さよなら」と言って電話を切る。）

生徒たちに以下の質問をする。

電話で友達と話をするときに，自分が話すだけで，相手の答

えを聞こうとしなかったら，どういう問題が起きると思いま

すか。

皆さんの友達が，皆さんの質問に対して返事をする間も持て

なかったら，黙って話を聞き続けてくれると思いますか。

今のような電話での話し方に似た祈りをしていることはない

でしょうか。あるとしたら，それはどのようなところが似て

いますか。

主御自身が山上の垂訓の中で，祈り方を教えてくださったこと

を説明する。マタイ6：5－13を読み，下記の表を参考にしながら，

その内容について話し合う。または，下記の表を配付資料として

渡す用意をする。ただし，右側の欄は空白にしておく。生徒たち

に参照聖句を読ませ，それぞれの聖句が祈りについて何を教えて

いるかを，空欄に記入させる。

主が祈りについて教えてくださった事柄

マタイ6：5－6 自分の良いところを人に見せようとせずに，人

目につかない所で祈りなさい。

マタイ6：7 「くどくどと祈る」ことをせずに，心から祈り

なさい。

マタイ6：9 天の御父に向けて祈りなさい。

マタイ6：10 神がすべてを御存じであることを覚え，御心が

行われるように祈りなさい。

マタイ6：11 物質的な必要を求めて祈りなさい。

マタイ6：12 罪の赦しを求めて祈りなさい。

マタイ6：13 誘惑を避けることができるように祈りなさい。

生徒たちにマタイ7：7－1 1を読ませ，主が山上の垂訓の中で祈

りについてほかにどのようなことを教えられたかを確認する。ボ

イド・Ｋ・パッカー長老の次の言葉を読む。

アルマ29：1－4を読み，次のように質問する。「アルマは，わ

たしたちが祈るときに考えるべきこととして，どのような警告を

与えているでしょうか。」マタイ26：39を読み，イエス御自身が

この原則をどのように実践されたかを確かめる。

生徒たちに金版を埋めるときに祈りをささげるモロナイの絵を

生徒たちに見せる（「クモラの丘に金版を隠すモロナイ」『福音の

視覚資料3 2 0）。賛美歌「祈りは魂の」（8 3番）を歌うか，その歌

詞を読む。生徒たちに，各自の祈りを改善するために何ができる

かを，紙に書かせる。

マタイ6：2 4（マスター聖句；ルカ1 6：1 3も参照）。

わたしたちは，神とこの世的なものとに兼ね仕えること

はできない。（10－15分）

クラスルームの片側の壁に「神」と書いた紙を貼り，その反対

側の壁には「この世的なもの」と書いた紙を貼る。一人の生徒に，

クラスの前に来てもらい，紙を貼った片方の壁を見させる。次に

その反対側の壁を見させる。以下の質問をする。「同時に両側の

壁を見ることはできるでしょうか。」生徒たちにマタイ6：2 4を読

ませ，神と富とに兼ね仕えることと，両側の壁を同時に見ること

には，どのような共通点があるか質問する。

ブルース・Ｒ・マッコンキー長老の次の言葉を読む。

1テモテ6：10を読み，生徒たちに以下の質問をする。

この聖句は，すべての悪の根は何であると教えていますか。

わたしたちが何をいちばん愛しているか，ということはどう

したら分かるでしょうか。

皆さんは，特に考えるべきことがないときには，どのような

ことについて考えますか。

生徒たちに教義と聖約2 0：7 7を読ませ，この世的なものよりも

神を愛せるように導いてくれる聖約を挙げさせる。

「〔欽定訳聖書の〕マンモン“M a m m o n”は，富を意味

する言葉である。イエスはこう教えておられる。『あなた

がたは，神と富とに兼ね仕えることはできない。いつの

場 合 に も ， 富 は 金 銭 欲 の も た ら す 結 果 で あ る 。』」

（Doctrinal New Testament Commentary，第1巻，240）

「聖典の中でこれ以上に繰り返されているメッセージ

はありません。それは『求めなさい。そうすれば，与え

られるであろう』（教義と聖約4：7）という簡潔な教えで

す。」（Conference Report，1 9 7 9年1 0月， 3 0；または

Ensign，1979年11月号，21）

マタイ5－7章

3 1
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マタイ8－10章

はじめに

マタイはその福音書を，救い主の務めを時間の流れに沿って記

録するのではなく，主題別にまとめている場合が多い。例えば，

マタイはイエス・キリストの奇跡の多くを第8章と第9章の中にま

とめている。また安息日の行動の多くを第1 2章に，そして第1 3章

には多くのたとえを入れている。また彼は，イエス・キリストが

約束のメシヤであられることを示す旧約聖書の聖句を数多く引用

している（マタイによる福音書の導入部，p . 2 0参照）。マタイ8－

1 0章をよく読み，マタイが旧約聖書から引用している箇所（マタ

イ8：1 7；1 1：1 0，1 4；1 2：1 7－2 1；1 3：3 5参照）を確認し，マ

タイが様々な出来事をグループ化した方法から何を学べるかを深

く考える。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってマタイ

8－10章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

イエス・キリストがなされた様々な種類の奇跡は，キリスト

が万物を治める力をお持ちであることを示している（マタイ

8－9章参照；モーサヤ4：9；アルマ26：35も参照）。

イエス・キリストはその権能を使徒たちに授け，御自身とそ

の使命を証する特別な証人として彼らを召された（マタイ

10：1－15参照；使徒4：33；教義と聖約107：23も参照）。

わたしたちは主の僕を受け入れる（従う）ときに，主をも受

け入れるのである。これは神権の誓詞と聖約の基本となる原

則である（マタイ1 0：4 0－4 1参照；教義と聖約1：3 8；8 4：

33－39も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』49，56－60，77，85－89。

教え方の提案

マタイ8－1 0章について教える準備をするときに，以下の提案

の中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

『「新約聖書」ビデオ』プレゼンテーション5「あなたの

信仰があなたを救ったのです」（1 6分1 7秒）は，マタイ9

章を教えるのに用いることができる。

あるいは，1年間にわたるコース全体の中で，ビデオプレゼンテ

ーション実施の予定を調整するために，プレゼンテーション5は

マルコ5章を教えるときに用いてもよい。（『「新約聖書」メディア

ガイド』に載せられている教授法の提案を参照する。）

マタイ8－1 0章（マルコ1：2 9－3 4；4：3 5－6：1 1；

ルカ4：3 8－4 1；5：1 7－2 6；7：1－9：5；1 1：1 4も

参照）。イエス・キリストがなされた様々な種類の奇跡は，キリ

ストが万物を治める力をお持ちであることを示している。キリス

トはこの力を使徒たちに授けられた。（15－20分）

生徒たちに，仮に，各自が病を癒し，自然を治め，悪魔に打ち

勝ち，死を打ち破る力が授けられるという約束を受けたと考えさ

せる。次に以下の質問事項について考える。

皆さんはこれらの中から，どの力を授かりたいと思いますか。

それはなぜですか。

どうしたらその力を用いてほかの人々に祝福を与えることが

できますか。

イエスがこれらすべての力をお持ちであること，また，マタイ

8－9章に書かれている奇跡は，イエスが万物を治める力をお持ち

であることを示すのに役立つことを説明する（モーサヤ4：9；ア

ルマ26：35も参照）。

生徒たちに，下記の表の4つの見出しを紙に書かせる。表の中

の参照聖句を，順番を変えて黒板に書き上げる。生徒たちに，そ

れぞれの聖句の内容を調べさせ，該当する箇所にその引用表記を

書かせる。その際に，そこに描かれている奇跡についての簡単な

説明も書き添えさせる。

マタイ8－9章とマタイ1 0章の関係を理解させるために，以下の

質問をする。

この表に題を付けるとしたら，どのような題がよいでしょう

か。（次のような答えが考えられる。「イエスの奇跡」「キリス

トの偉大な力」）

マタイによる福音書

3 2

イエス・キリストの生涯
これらの章の中に記録
されている出来事は，
この時期に起こったも

のと考えられる

主の務めの第1年 第2年 第3年

キリストの
降誕

最初の
過越

2度目の
過越

3度目の
過越

最後の過越と，
最後の週

病気に
打ち勝つ力

自然を
治める力

悪魔に
打ち勝つ力

死に
打ち勝つ力

らい病人を癒され

た（マタイ8：2－4）

嵐で荒れ狂う海を

静められた（マタ

イ8：18－27）

多くの悪霊を豚の

中に入らせられた

（マタイ8：28－34）

死んでいるヤイロ

の娘を生き返らせ

られた（マタイ9：

18－19，23－26）

百卒長の部下の病

を癒された（マタ

イ8：5－13）

口の利けない人か

ら悪霊を追い出さ

れた（マタイ9：

32－33）

ペテロのしゅうと

めを癒された（マ

タイ8：14－17）

中風を患っている

人を癒された（マ

タイ9：2－8）

長血を患っている

女性を癒された

（マタイ9：20－22）

二人の盲人を癒さ

れた（マタイ9：

27－31）
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神がこのような力をお持ちであるということへの理解は，皆

さんの信仰にどのような影響を与えるでしょうか。

主はこの力や権能をだれにお授けになったでしょうか。

今の時代にこれと同じ力を持っているのはだれでしょうか

（教義と聖約20：2参照）。

生徒たちにマタイ1 0：1－4を読ませる。次に以下の質問をし，

生徒たちの答えを黒板に書き上げる。

十二使徒たちの名前を挙げてください。

救い主が彼らにお与えになった神権の権能はどのようなもの

でしょうか。

マタイ1 0：7－8を読む。この聖句によると，使徒たちはどの

ようなことを行う力を授けられたでしょうか。

マタイが様々な概念や体験をどのようにグループ化したかとい

う点について，マタイ8－1 0章の「はじめに」の箇所に書かれて

いる事柄を説明する。次の質問をする。「マタイが一連の奇跡に

関する記録の後に，十二使徒の召しについての記録をつけたこと

には，どのような理由があると思いますか。」

マタイ1 0：1－15（マルコ6：7－1 1；ルカ9：1－5も参照）。

キリストは使徒たちに，病人を癒し，悪霊を追い出し，福音を宣

べ伝える権能を与えられた。使徒たちには，イエス・キリストと

その使命の証人になるという特別な責任もあった。（20－25分）

自分の自動車の鍵を見せ，一人の生徒にクラスの前に来てもら

う。生徒たちに次のように言う。「わたしが今日のレッスンに使

うものを家に置き忘れてきて，あなたにわたしの車を使って，そ

れを取りに行って来るようにお願いしたとします。ところが，あ

なたはその途中で，警官に車を止められました。」ここで次のよ

うな質問をする。

ここであなたは何か困ったことになってしまうでしょうか。

何も困ったことにならないとしたら，それはなぜでしょうか。

（すでに許可すなわち権能を受けているから。）

どうして適切な権能を持つことは大切なのでしょうか。

もし許可を得ずにわたしの車を運転していたら，どうなって

いたでしょうか。

この事例は，神の神権を受けること，また用いることとどの

ような共通点があるでしょうか。

御業を行うためにキリストの権能を受けることは，なぜ大切

なのでしょうか。

生徒たちにマタイ1 0：1－4を読ませ，質問をする。「イエスは

その権能をだれにお授けになったでしょうか。」使徒たちの名前

を黒板に書き上げる。マタイ1 0：5－8を読み，次の質問をする。

「使徒たちはその救い主の力を用いて何をするように求められた

でしょうか。」（1，7節参照）生徒たちに，マタイ1 0：5－8を使徒

4：33；教義と聖約107：23と相互参照させ，次の質問をする。

この権能には，ほかにどのような責任が伴うでしょうか。

主の代理人として行動するこの権能は，どのようにして授け

られるのでしょうか（信仰箇条1：5参照）。

この権能は今どこにあるでしょうか。それはどのようにして

もたらされたのでしょうか（ジョセフ・スミス―歴史1：72参照）。

現在の教会には，神権が回復されたことを示すものとして，

どのような証拠があるでしょうか。

皆さんは自分自身の生活の中で，神権の力をどのような形で

見てきましたか。（注意：あまり公にすべきでない私的な事柄

を挙げることがないようにする。）

イエスが使徒たちに授けられたのと同じ神権の力が今の時代に

も存在する，ということを説明するために，生徒たちに次の話を

する。この話の中に出てくるロレンゾ・スノー大管長のめいで1 9

歳のエラ・ジェンセンは，すでにしょうこう熱で死亡していた。

エラの両親はスノー大管長を迎えに人をやった。大管長は，エラ

のステーク会長であり，後に十二使徒定員会会長になったラジャ

ー・クローソンとともにやって来た。ラジャー・クローソン会長

は次のように述べている。

エラの父ジェイコブ・ジェンセンは次のように続けている。

エラは病気から快復した。そして教会で奉仕し，ヘンリー・ラ

イトと結婚してやがては8人の子供を産んだ。

以下の質問をするとよい。

神の力が今の時代に地上にあるということを知っていると，

わたしたちの生き方にどのような変化が出てくるでしょうか。

その知識は，どのようにして宣教師の祝福となり得るでしょ

うか。

その知識は，病気の子供を持つ父親や母親にどのような影響

を及ぼすことができるでしょうか。

「スノー大管長は祝福を終えると，わたしたち夫婦に

『もう嘆き悲しむ必要はありませんよ。良くなりますから

ね。クローソン兄弟とわたしは忙しいので行かなければ

なりません。……』

エラはスノー大管長が祝福をしてから1時間以上，結局

息を引き取ってからは3時間以上，そのままの状態であっ

た。わたしたち夫婦は二人でベッドの傍らに座って見守

っていた。そして突然，娘が目を開いたのである。娘は

部屋の中を見回し，そこに座っているわたしたちを見た

が，まだほかのだれかを探していた。そして，口を開い

て最初に言ったのが『彼はどこ？　どこにいるの？』と

いう言葉であった。わたしたちが『彼ってだれのこと？

その人がどこにいるって言うの？』と聞くと，娘は答え

た。『だれって，スノー兄弟のことよ。スノー兄弟がわた

しを呼び戻したの。』」（リロイ・C・スノー，“Raised from the

Dead，”ImprovementEra，1929年9月号，885－886で引用）

「わたしたちはその家の中に入り，ジェンセン姉妹に

会った。彼女は心をかき乱され，動揺していた。わたし

たちはエラの枕もとに行った。……

ロレンゾ・スノー大管長はわたしに向かって『クロー

ソン兄弟，彼女に油を注いでください』と言った。わた

しはその言葉に従った。それからわたしたちは彼女の頭

に按手し，スノー大管長が油注ぎを確認した。大管長は

祝福の言葉を述べ，その中で特に印象的な断固とした口

調でこう言った。『戻って来なさい，エラ。戻って来なさ

い。あなたがこの地上でなすべき業はまだ終わっていな

い。戻って来なさい。』」

マタイ8－10章

3 3
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この力は皆さんの生活の中にどのような変化をもたらしてき

ましたか。

皆さんはこれまで，どのような神権の儀式を受けてきましたか。

今の時代にも地上に神の力が存在することを証する。

マタイ 1 0：5－1 5，2 1－3 5（マルコ6：8－1 1；ルカ

9：3－5も参照）。 主は使徒たちを選び，彼らに神権をお与えに

なった。（20－25分）

現在の十二使徒の写真を提示する。その写真に名前が載ってい

る場合は，それを見せないようにする。生徒たちに，使徒の名前

をできるだけ多く挙げさせる。生徒たちの答えに応じて，使徒た

ちの名前を書く。あるいは，隠した名前を見せるようにする。名

前を全部挙げたら，次のような質問をする。

使徒という召しの重要性についてどのようなことを知ってい

ますか。

十二使徒のだれかについて，特に好きなエピソードが何かあ

りますか。

十二使徒の説教で，自分の生活に影響を与えてくれたものが

ありますか。

生徒たちに信仰箇条1：5を読ませ，十二使徒の召しについてど

のようなことが教えられているかを確認する（ルカ6：1 2－1 3も

参照）。マタイ1 0：1－4を読み，イエス・キリストが最初に召さ

れた使徒たちの名前を確認する。生徒たちが名前を挙げたら，そ

れを黒板に書き上げていく。その人たちが実際に存在していたこ

と，また今の時代の使徒たちと同じように，多くの人々の生活に

大きな影響を与えたことを証する。

生徒たちにマタイ10：5－7 を読ませ，主がどのような理由で十

二使徒を選ばれたと思うか考えさせる（教義と聖約2 9：1 2も参

照）。使徒の数とイスラエルの部族の数が同じであるのは，十二

使徒がイスラエルの民を教え，彼らの裁きに関与するようになる

からである，ということを指摘する。十二使徒定員会会員のオー

ソン・プラット長老の次の言葉を読む。

注意：もし生徒たちから，イエスを裏切ったイスカリオテのユ

ダが1 2部族を裁く十二使徒の中に入るのかどうかという質問がな

された場合は，ユダに代わってマッテヤが十二使徒に召されたこ

とを指摘する（使徒1：21－26参照）。

数分の時間を割いて，イエスに召された使徒たちの背景を見直

すとよい（『イエスと使徒たちの生涯と教え』p.60の表を参照せよ）。

生徒たちが最初に選ばれた十二使徒の名前を覚えられるように助

けるか，各自の聖典の，名前が出ている箇所に印を付けさせる。

イエスが最初に召された使徒たちのほかに，あるいはその代わり

に，現在の十二使徒の名前を覚えさせるようにしてもよい。

マタイ1 0：5－4 2（マルコ6：8－1 1；ルカ9：3－5も参

照）。 イエスは使徒たちに，病気，汚れた霊に打ち勝つ力を与え，

彼らがその務めを終える前に，大きな迫害を受けるようになると

教えられた。（15－20分）

生徒たちに以下の質問をする。

宣教師たちに与えられている指示や規則を何か知っていますか。

宣教師たちにこのような指示が与えられたのには，どのよう

な理由があると思いますか。

マタイ1 0：5－1 4を読み，福音を宣べ伝える業に十二使徒たち

を遣わすに先立って，主が彼らにどのような指示を与えられたか

を確認する。次の質問を幾つかする。

なぜこれらの指示が十二使徒たちの役に立ったと思いますか。

十二使徒たちはその務めに関して，主からどのようなことを

してはならないと命じられていましたか。

主が十二使徒たちに，お金や余分な衣服を持って行かないよ

うに命じられたのには，どのような理由があると思いますか。

生徒たちに1 6－3 2節を黙読させる。これらの聖句について話し

合うときに，以下の質問をするとよい。

使徒たちのこれらの使命の中で，皆さんに最も強い印象を与

えたのはどれでしょうか。

もし皆さんがこの十二使徒の中の一人だったとしたら，イエ

スから授けられた務めや預言的な教えの中のどれに対して最

も心の慰めを感じたと思いますか。

救い主が語られた教えのうち，どの言葉が皆さんをいちばん

真剣な態度にさせたと思いますか。

救い主が語られた教えのうち，どの言葉が皆さんをいちばん

謙遜な態度にさせたと思いますか。

3 5－4 2節には，使徒たちの教えに心を留める人々に対して，救

い主がどのようなことを求められたかが明らかにされている。生

徒たちにこれらの聖句を読ませ，使徒たちを受け入れた人々がど

のような責任を求められたかを確認させる。以下の質問事項につ

いて話し合う。

今この時代に生きているわたしたちは使徒を与えられていま

す。わたしたちは彼らとそのメッセージに対してどのように

敬意を払うべきでしょうか。

十二使徒が現代のわたしたちに与えているメッセージに，ど

のようなものがあるでしょうか。

わたしたちは彼らの教えに従いたいという気持ちを，どのよ

うにしたら示すことができるでしょうか。

使徒に従う人々には，どのような祝福が与えられると思いま

すか。

今の時代の教会員は多くの事柄を求められている。この点につ

いて，ジョセフ・スミスの指示の下に編さんされた『信仰に関す

る講話』（Lectures on Faith）の次の言葉は，生徒たちの理解を

深めさせる。

「そこで召された使徒が9人，あるいは1 3人，そしてほ

かの人数ではなく，1 2人だったのはなぜでしょうか。な

ぜこの数なのでしょうか。それは……主が……十二部族

は地上に確立されると定められたからです。そして主は

彼らを重んじられるでしょう。主の御心は，イスラエル

の民をこの世においてだけでなく，来るべき世において

も部族としてまとめることでした。そして，すべての者

に裁き人が与えられるようにするために，その業を行う

者として1 2人が選ばれました。その数はまさに1 2人と定

められたのです。」（Journal of Discourses，第19巻，117

で引用；1ニーファイ12：9も参照）

マタイによる福音書

3 4

   02 Matthew  01.1.18 9:08 PM  ページ 34



イエスと使徒たちに求められた犠牲は，けた外れのものであっ

た。持てるすべてのものをささげたのである。神から求められる

かもしれないあらゆる犠牲に対して霊的また物質的な備えをする

よう，生徒たちに促す。どのような犠牲が求められると思うか，

生徒たちに挙げさせるようにしてもよい。

マタイ11－13章

はじめに

イエスの力強い奇跡（マタイ8－9章参照），また安息日になされた

行い（マタイ1 2章参照）は，人々に大きな衝撃を与えた。イエスに従

った群衆の多くは，イエスが「ダビデの子」であり「約束のメシヤ」

（マタイ1 2：2 3参照）であられると信じていた。しかし，当時のユダ

ヤ人の指導者の多くは，悪魔の力によって奇跡をしたとして，イエス

を非難した（マタイ1 2：2 4参照）。彼らはイエスに，その言葉が真実

であることを示すしるしを見せてほしいと望んでいた（マタイ1 2：

3 8－4 5参照）。また彼らは安息日の行いに関して，イエスを罪ありと

し，「なんとかしてイエスを殺そうと相談した。」（マタイ1 2：2，1 4参

照）そのときイエスは「そこを去って行かれた。」（マタイ1 2：1 5）こ

れ以降，イエスはたとえで群衆に語られることが多くなった（マタイ

1 3：3 4参照）。イエスはたとえで語ることにより，霊的な備えのない

者たちから，彼らの怒りや攻撃を招く可能性のある真理を隠し，その

一方で，霊的に備えのできた人々に教えることがおできになった。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってマタイ

11－13章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

わたしたちがこの世で経験する様々な重荷は，キリストの贖

罪を通して軽くすることができる（マタイ11：28－30参照）。

わたしたちは安息日には，日々の働きを休み，熱心に良い業

に携わるべきである（マタイ1 2：1－1 3参照；出エジプト2 0：

8－11；教義と聖約59：9－10も参照）。

主との関係をさらに向上させ，主の業を推し進めるのでなけ

れば，わたしたちは主とその業に敵対する者となる（マタイ

12：30参照；黙示3：16も参照）。

人は，すべての罪を赦されるが，聖霊を汚す言葉は赦されな

い（マタイ12：31－32参照）。

福音を受け入れる義人は，終わりの時に集められる。邪悪な

人々はイエス・キリストの再臨のときに滅ぼされる（マタイ

13：1－52参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』71－75，78－82。

教え方の提案

マタイ1 1－1 3章について教える準備をするときに，以下の提案

の中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

『「新約聖書」ビデオ』プレゼンテーション6「たとえ」

（1 2分4 4秒）は，マタイ1 3章を教えるのに活用することが

できる。（『「新約聖書」メディアガイド』に載せられている教授

法の提案を参照する。）

マタイ1 1：1－1 9（ルカ7：1 8－3 5も参照）。「女の産んだ

者」の中で，バプテスマのヨハネより大きい人物は起こらなかっ

た。（5分）

生徒たちに，これらの聖句についてはルカによる福音書の学習

の中でさらに詳細に学ぶ，ということを説明する（ルカ7：1 7－

3 5の教え方の提案，p . 8 1参照）。次に述べるのは，マタイの証の流

れの全体を心に留めておくためのものである。

生徒たちにマタイ1 1：2を読ませ，このころにバプテスマのヨ

ハネがどこにいたかを確認する。生徒たちに1 1節を読ませ，イエ

スがバプテスマのヨハネについてどのように述べられたかを質問

する。預言者ジョセフ・スミスの次の言葉を読む。ジョセフ・ス

ミスはこの中で，ヨハネが偉大とされる3つの理由を挙げている。

「第1に，彼は主の前に道を備えるという神聖な使命を

託されていた。……

第2に，彼は重要な使命を託された。そして，人の子に

バプテスマを施すことが，その手にゆだねられたのであ

る……

第3に，当時，正当な管理者として権威の鍵を持ってい

て，地上における王国の諸事をつかさどることができた

のは，ヨハネをおいてほかにいなかった……この3つの理

由により，ヨハネは『女の産んだ者』の中で最も偉大な

預言者とされたのである。」（Teachings of the Prophet

Joseph Smith，275－276）

「ここでよく考えてみたい。あらゆるものを犠牲にす

ることを求めない宗教は，命と救いを得るに必要な信仰

を人々に持たせることはできない。……神が人に永遠の

命を享受させたもうのは，人がこの犠牲を払うときであ

り，この犠牲をおいて得ることはできない。……人が犠

牲として，持てるすべてを，命までをも真理のためにさ

さげ，神の前に自分が犠牲をささげるように求められて

いるのは，神の御心を行うことを望んでいるからだと信

じるようになって初めて，神が自分の犠牲やささげ物を

受け入れてくださる，また神にまみえたいとむなしく望

んできたのではないし，今後もむなしく望むことはない

ということをはっきりと知ることができるようになる。

こうした条件が整ってこそ，永遠の命を得るために必要

な信仰が得られるのである。」（Lectures on Faith，69）。

マタイ11－13章

3 5

イエス・キリストの生涯
これらの章の中に記録
されている出来事は，
この時期に起こったも

のと考えられる

主の務めの第1年 第2年 第3年

キリストの
降誕

最初の
過越

2度目の
過越

3度目の
過越

最後の過越と，
最後の週
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マタイ1 1：2 8－3 0。わたしたちがこの世で経験する様々な

重荷は，キリストの贖罪を通して軽くすることができる。（1 0－

15分）

大きめの石を幾つか用意し，箱に入れてクラスに持参する。一

人の生徒に，クラスの前に来てもらい，空のバックパックを背負

ってもらう。生徒たちに，ストレスや不安の原因になるものを挙

げさせ，別の生徒に，それを黒板に書き上げさせる。（愛する人

の死，引っ越し，転職，病気，離婚，学業，罪などの答えが挙げ

られるであろう。）答えが挙げられる度に，バックパックの中に

石を一つずつ入れていく。バックパックを背負った生徒に，次の

ように質問する。「どこへ行くにしても，これよりもっと重い荷

物を背負って行かなければならないとしたら，生活はどのような

ものになると思いますか。」生徒たちに以下の質問をする。

皆さんは，これらのストレスや不安の原因となるものを何か

経験したことがありますか。それをここで話してもらえますか。

そのような経験をしたとき，それは皆さんの生活にどのよう

な影響を及ぼしましたか。

黒板に挙げられた事柄の中には，皆さんがまだ経験したこと

のないものもあります。その未経験のもののうち，将来どれ

を経験すると思いますか。

将来そのような経験をするときのために，皆さんは今どのよ

うな備えができるでしょうか。

様々な重荷から逃れる方法が何かあれば，それはわたしたち

にとって非常に価値あるものとなります。それはなぜでしょ

うか。

生徒たちにマタイ1 1：2 8－3 0を読ませ，救い主がわたしたちに

何を与えようとされたのかを確認する。

黒板に次の3つの質問を書く。

以下の質問事項について話し合う時間を取る。

わたしたちが負っている重荷にはどのようなものがあるでしょ

うか。生徒たちにアルマ7：1 1－1 3を読ませ，わたしたちが負っ

ているもので，主が負ってくださると書かれている重荷として，

どのようなものがあるかを説明している言葉を見つけさせる（苦

痛，苦難，試練，病，死，弱さ，罪）。次の質問をする。「アルマ

の教えによると，わたしたちが先に黒板に書いた不安の原因のう

ち，イエスが負ってくださると言われたものの中に含められるの

はどれでしょうか。」

救い主はどのようにしてわたしたちの重荷を軽くしてくださる

のでしょうか。次の質問をする。「救い主は，アルマ7：1 1－1 3に

述べられている重荷を，いつ負ってくださったのでしょうか（マ

タイ2 6：3 6－3 9参照）。」贖罪がもたらした結果についてジョー

ジ・Ｑ・キャノン副管長が述べた次の言葉を読む。

黒板に牛に負わせるくびきの絵を描くか，生徒たちに下記の絵

そのものを見せる。

わたしたちが今負っている重荷に代えて，主が与えてくださる

という「負いやすいくびき」とは，何でしょうか。このくびきは

2頭の牛の首に当てて用いた点に注意する。一つのくびきを使っ

て，土地を耕すなどの仕事をするには，2頭の牛が必要なのであ

る。次の質問をする。「わたしたちはバプテスマを受けることに

よって，主とどのような関係になるのでしょうか。」（聖約の関係）

モーサヤ18：8－10を読み， わたしたちが主と交わす重要な聖約

の一つを確認する。ブルース・Ｒ・マッコンキー長老の次の言葉

を読む。

生徒たちが，義にかなった生き方は，邪悪な生き方よりも大き

な平安と幸せに導くということを理解できるように助ける。最後

に賛美歌「いともやさし」（70番）を歌うか，その歌詞を読む。

マタイ1 2：1－13 （マルコ2：2 3－3：5；ルカ6：1－

1 0も参照）。わたしたちは安息日には，日々の働きを休み，熱心

に良い業に携わるべきである。（25－30分）

コップあるいは小さな鉢植えの草花など，ごく普通のものを用

意する。それをクラスルームの床の中央に置く。床のその周囲の

部分にマスキングテープ（塗装の際にペンキがはみ出すのを防ぐ

ために用いる）を貼る。生徒たちに，クラスルームの中央に置い

たものは，硫酸を入れた瓶，あるいは有毒植物のような危険物で

「戒めを守り，教会の中で誠意と献身をもって奉仕す

ることが，キリストのくびきを負うことである。それは

奉仕と献身のくびきである。主を愛し救いを望む人々は，

自ら進んでこのくびきを負い，それによって心の安らぎ

を見いだし（マタイ1 1：2 8－3 0），主の戒めがつらいもの

ではないということに気づくのである（1ヨハネ5：3）。」

（Mormon Doctrine，第2版〔1966年〕，853）

「わたしたちが悲しみの中にあり，大変な重荷を負い，

途方に暮れているとしても，主はわたしたちの声を聞き，

また重荷を軽くし，悲しみを和らげ，暗闇を追い払い，

光と，えも言われぬ安らかな思いで満たしてくださるこ

とでしょう。その光と安らぎは，聖霊を通して主のもと

から来るものです。」（“Blessings Not Appreciated，” ブ

ライアン・H・スタイ編，Collected Discourses Delivered

by President Wilford Woodruff，His Two Counselors，

the Twelve Apostles，and Others，全5巻〔1987－92年〕，

第4巻，12で引用）

わたしたちが負っている重荷にはどのようなものがあ

るでしょうか。

救い主はどのようにしてわたしたちの重荷を軽くして

くださるのでしょうか。

わたしたちが今負っている重荷に代えて，主が与えてく

ださるという「負いやすいくびき」とは，何でしょうか。

マタイによる福音書
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あると考えさせる。

もしこれがほんとうに危険なものであるとしたら，その周り

に仕切りをするのが適切です。それはなぜでしょうか。

その仕切りを越えたら，必ずやけどをしたり，毒の害を受け

るでしょうか。そうだとしたら，それはなぜでしょうか。必

ずしもそうではないとしたら，それはなぜでしょうか。

だれかが，仕切りのテープを越えて内側に入ったとします。

しかしその人は危険物に直接触れることはしませんでした。

その人を，やけどを負い，毒の害を受けたと同様の扱い方を

するのは正しいことでしょうか。正しいとしたら，それはな

ぜでしょうか。正しくないとしたら，それはなぜでしょうか。

聖書に登場する宗教指導者の中には，それと同じようなことを

した人々がいることを説明する。人々が戒めを破らないようにす

るためと考え，彼らは神の戒めの周りに，様々な規則やこまごま

とした掟を付け加えた。その元々の目的は良いものであったかも

しれないが，それらは時として，行きすぎてしまう場合があった。

これは実物を使ったレッスンの，「危険物」に対してクラス全体

の周囲に非常線を張ったり，建物全体を外部から遮断したりする

のと同じ行為であった。すでにイエスの時代の宗教指導者たちは，

人間が考え出したこれらの垣根を越える行いをするのは，戒めそ

のもの破るのと等しいことであると考えていた。

生徒たちにマタイ12：1－9を読ませ，次の質問をする。

パリサイ人たちは，イエスの弟子たちが何の戒めを破ったと

主張しましたか。

1 0－1 4節を読む。そのときにイエスがなさったことはパリサ

イ人たちを怒らせました。それはどのようなことだったでし

ょうか。

出エジプト2 0：8－1 1と教義と聖約5 9：9－1 0を読み，安息日を

守って聖なる日として保つという戒めの詳細を確認する。これら

の聖句から判断して，イエスや弟子たちの行動に何か間違ったと

ころがあったでしょうか。

何が安息日にふさわしい行いかを理解させるために，イエス

はわたしたちにどのような一般的原則を教えてくださったで

しょうか（マタイ12：12参照）。

生徒たちに出エジプト2 0：8－1 1と教義と聖約5 9：9－1 3を読ま

せ，安息日にふさわしい行いを紙に書き上げさせる。幾人かの生

徒たちに，各自が紙に書いたことを発表してもらう。次の質問を

する。

皆さんは安息日を聖なる日として保つことによって，どのよ

うな祝福を受けていますか。

主の教えによると，安息日はだれのために定められたのでし

ょうか。

教義と聖約5 9：9，1 3－1 7によると，主は安息日を聖なる日と

して保つ人々に，どのような祝福を与えると約束されたでし

ょうか。

マタイ1 2：3 0（ルカ1 1：2 3も参照）。わたしたちは主との

関係をさらに強いものとし，主の業を推し進めなければならない。

わたしたちはどっちつかずのあいまいな態度をとっていながら，

主の側につくと主張することはできない。（20－25分）

おもちゃの自動車，あるいはビー玉，ボールなど転がりやすい

ものを用意する。テーブルあるいは大きな本を，少し傾けた状態

にする。傾いた面の上の方には「主にさらに近づく」，下の方には

「主からさらに遠ざかる」と書いた紙を貼る。おもちゃの自動車

（あるいはビー玉，ボール）を中ほどに置き，手を離す。すると，

それは下まで転がって行く。次の質問をする。「どうしてそのおも

ちゃは下に転がってしまうのでしょうか。」生徒たちにマタイ1 2：

3 0を読ませ，わたしたちの主との関係と，傾いた面に置かれたお

もちゃの自動車には，どのような共通点があるかを質問する。

初期の教会員ダニエル・テーラーが記録したジョセフ・スミス

との会話を読む。

生徒たちに黙示3：1 6を読ませ，その教えが，ジョセフ・スミ

スの語ったことに，どう当てはまるかを考える。ブルース・Ｒ・

マッコンキー長老がマタイ1 2：3 0を分かりやすく言い換えた，次

の引用文を読む。

「わたしはキリストである。わたしは父の名によって

悪霊を追い出し，父の力によって病人を癒す。救いはわ

たしから来る。だれ一人あいまいな立場をとることはで

きない。あなたがたはわたしにつくか，さもなければ，

わたしに敵するかのどちらかである。わたしのもとへ来

て，わたしの大義を支持し，戒めを守るのでなければ，

あなたがたはわたしに敵するのである。あいまいな態度

は許されない。」（Mortal Messiah，第2巻，213）

「預言者がミズーリの監獄からコマース（後のノーブ

ー）へ到着して間もないときに，わたしはアイザック・

ビフンニンと一緒に彼の住まいを訪ねました。預言者が

経験した迫害が話題に上りました。彼は，背教者やおび

えた教会員，そして教会外の人たちが〔彼に敵対して〕

述べた多くの偽り，つじつまの合わない言葉について，

繰り返し話をしました。……

預言者が，どのような扱いを受けたかを話し終えたと

き，ビフンニン兄弟が言いました。『わたしがもしこの教

会を離れるとしても，あの人たちがしたようなことはし

ません。わたしだったらモルモンのことがまったく知ら

れていない，どこか遠く離れた場所へ行き，そこへ腰を

落ち着けます。そうすれば，だれもわたしがモルモンと

何か関係があったということは分からないでしょう。』

するとその偉大な預言者がすぐに答えて言いました。

『ビフンニン兄弟，あなたは自分がどういう行動をするよ

うになるか分かっていませんね。恐らくあの人たちも，

昔はあなたと同じように考えていたのです。この教会に

入る前のあなたは，特にどちらにつくということもなか

ったでしょう。福音が宣べ伝えられたとき，あなたは善

と悪のどちらかを選ぶことになりました。あなたはどち

らかを選ぶことができましたし，どちらも選ばないとい

うこともできました。正反対の二人の主が，自分に仕え

るようにと，あなたを誘いました。あなたはこの教会に入

ったときに，神に仕える道を選びました。その選択をした

とき，あなたはどっちつかずのあいまいな態度を捨てたの

です。そして，あなたは決してそこへ戻ることはできませ

ん。』」（Juvenile Instructor，1892年8月15日付，491－492）

マタイ11－13章
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教義と聖約58：26－27を読み，次の質問をする。

この聖句に述べられているどの原則が，常に主に向かって進

めるように，わたしたちを助けてくれるでしょうか。

自分が主の側についていることを示すために，ほかにどのよ

うなことができるでしょうか。

生徒たちに，さらに主に近づくための努力を続けるように促す。

マタイ1 2：3 1－3 2（マルコ3：2 8－2 9；ルカ1 2：1 0も

参照）。 人は，すべての罪も神を汚す言葉も赦されるが，聖霊を

汚す言葉は赦されない。（15－20分）

次の質問をする。「赦されない罪とは，どのような罪でしょうか。」

生徒たちにマタイ12：31－32 を読ませ，赦されないただ一つの

罪とは何かを確かめる。教義と聖約7 6：3 1－3 6と1 3 2：2 7を読み，

これらの聖句が聖霊を汚す罪をどのように定義しているかについ

て話し合う。預言者ジョセフ・スミスの次の言葉を読む。

十二使徒定員会会員であったメルビン・Ｊ・バラード長老の次

の言葉も読む。バラード長老はこの中で，聖霊を汚す罪はイエ

ス・キリストに対する罪よりも重い，とされる理由を説明している。

黒板に次のように書く。「聖霊を汚す罪は赦されないが，それ

以外の罪はすべ赦される，ということを知って，皆さんはキリス

トの贖罪についてどのような気持ちを感じるようになりました

か。この知識が，わたしたちにさらに大きな望みを与えてくれる

のはなぜでしょうか。」生徒たちに教義と聖約1 9：1 6－1 9と賛美

歌「十字架を覚え」の歌詞を読ませる（『賛美歌』1 1 1番）。生徒

たちの各自のノートに，黒板に書いた質問に対してどのように感

じたかを書かせる。

マタイ1 3：1－5 2（マルコ4：1－3 4；ルカ8：4－

1 8も参照）。福音を受け入れる義人は，終わりの時に集

められる。邪悪な人々はイエス・キリストの再臨のときに滅ぼさ

れる。（45－50分）

黒板に以下のマークを描く（教師が自分で考えたり選んだマー

クに代えてもよい）。

生徒たちに以下の事柄を行わせる。

これらのマークで，その意味を知っているものが何か1つでも

あれば，手を挙げてください。

これらのマークで，その意味を知っているものが2つあれば，

手を挙げたままにしてください。

これらのマークで，その意味を知っているものが3つあれば，

手を挙げたままにしてください。

これらのマーク4つ全部の意味を知っていれば，手を挙げたま

まにしてください。

4つ全部の意味を知っている生徒に，それぞれが何を意味して

いるかを話してもらう。次の質問をする。「これらのマークの意

味を知らない生徒がいる一方で，知っている生徒もいます。それ

はなぜでしょうか。」生徒たちに『聖句ガイド』「たとえ」の項

（p . 1 6 2）の最初の段落を読ませる。「たとえとマークやシンボルに

はどのような共通点があるでしょうか。」マタイ1 2：14 を読み，

イエスがある人々には御自分の教えの真の意味を伝えたくないと

思われた理由を確認する。

レッスンが始まる前に，1枚の紙に「集合」と大きな文字で書

く。その紙を幾つかのピースに切り分ける。次にもう1枚の別の

紙を切り分け，ピースを全部一緒にしてかき混ぜる。数人の生徒

にそのピースを渡して，それを文字の書いてあるものと，書いて

ないものとに分けさせる。文字の書いてあるピースを組み合わせ

て，「集合」という言葉が出てくるようにさせ，ほかのピースは

捨てさせる。マタイ13：27－30を読み，次の質問をする。

これらの聖句の中に何度か出てくる言葉で，今行った活動に

関係のある言葉は何でしょうか。（集合）

イスラエルの集合とは何でしょうか。

以下の引用文を読む。

預言者ジョセフ・スミスは，マタイ1 3章のたとえは，「聖書に

記録されているほかのすべての事柄と同じように，集合という重

要な主題について，明確な理解を得させてくれる」と教えている

（Teachings of the Prophet Joseph Smith，94）。クラスを8つのグ

「末日におけるイスラエルの集合は以下の要素によっ

て成り立っている。（1）霊的な集合。この中にはイエス

がキリストであられることを知り，末日聖徒イエス・キ

リスト教会の会員になることも含まれる。（2）教会員を

集めて，ステークを組織すること。（3）十部族も含めて

（教義と聖約1 1 0：1 1），ヤコブの1 2人の息子たちの子孫が

受け継ぎの地に集合すること。」（“Israel： Gathering of

I s r a e l，”ダニエル・H・ラドロー編， Encyclopedia of

Mormonism，全5巻，〔1992年〕，第2巻，351）

「聖霊には，人々に真理を明らかにする権利，特権が

与えられている。それはほかの力をもってしてはかなわ

ないことである。したがって，聖霊が何かの事柄につい

てある人の目を開かせ理解を得させられるときには，た

とえその人が将来何かほかのことを学び取ることがある

としても，それらに勝る知識をもたらす。そして，その

知識に対する罪は，最も偉大な光に対する罪であり，結

果的に最も大きな罪を犯すことなのである。」（M i l l e n n i a l

Star，1932年8月11日付，499－500）

赦されない罪を犯すとは，何をすることなのだろうか。

それは，聖霊を受け，天が自分に開かれ，神を知った後

に，神に背くことである。……その人は太陽を見ていて

もそれは輝いていない，と言い，天が開かれていてもイ

エス・キリストを拒む。」（Teachings of the Prophet

Joseph Smith，358）

マタイによる福音書
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ループに分け，下の表のたとえを各グループに一つずつ割り当て

る。これらのたとえは，このほかの解釈ができる場合もあり得る

ということを説明する。生徒たちに，5－1 0分の時間で，割り当

てられたたとえを調べ，それが集合について何を教えているかを

考えさせる。次のような質問に対する答えを見つけさせる。

このたとえに書かれている様々な変化の中で，どのような種

類の変化に心を留めましたか。何が成長したでしょうか。何

がえり分けられ，集められたでしょうか。

人々が神の王国に入るときに経験する変化の幾つかには，こ

のたとえに書かれている変化と共通するものがあります。そ

れはどのような共通点でしょうか。

各グループの代表に，割り当てられたたとえの内容をまとめて

発表させ，それが集合とどのように関係しているかを述べさせる。

話し合いを進めるために，次ページの表をオーバーヘッドトラン

スペアレンシーとして提示してもよいし，配付資料として渡して

もよい。生徒たちに次の質問をする。

集合は今の時代に生きているわたしたちに，どのように当て

はまるでしょうか。

わたしたちは何を目標にして集められるのでしょうか。

一度は集合しながら，後になって離れて行く人はいないでし

ょうか。どうして離れて行くのでしょうか。

離れないようにするには，どうしたらよいでしょうか。

イエス・キリストの再臨のときに，集合しない人々はどうな

るでしょうか。

たとえが何を意味するかに関してのより詳細な情報については，

『イエスと使徒たちの生涯と教え』の77－82ページを参照せよ。

マタイ11－13章

3 9

3－9, 18－23節 種まき－種はまかれた土地の状況に
応じて，それぞれに異なる生長の仕

方をする。

人は福音に対してそれぞれに異なる反応の仕方をする。真理を受け入れる気持ちの強さに
よって，彼らが集められるかどうかが決まる。ジョセフ・スミスは次のように教えている。

「このたとえが語られたのは，御言葉を教え説くことによってどのような効果がもたらさ
れるかを示すためである。わたしたちはこれを，王国建設の始まりに関する直接的な言及

であると信じている。」（Teachings of the Prophet Joseph Smith, 97）

24－30節 麦と毒麦－敵が麦畑に毒麦の種をま
いた。主人は僕たちに刈り入れの時

が来るまで，麦と毒麦の両方とも育
つままにしておくようにと命じた。

しばらくの間，義人と悪人がともに存在することになった。しかし，終わりの時には，義
人は一つに集められ，悪人は滅ぼされる。ジョセフ・スミスは次のように教えている。も

し義人と悪人をあまりに早い時点で分けてしまうと，「あなたがたは毒麦とともに，麦す
なわち教会をも損ねてしまうことになる。したがって，収穫の時すなわち世の終わりまで，

両方とも育つままにしておく方がよい。」（Teachings, 98）

31－32節 からし種－どんな種よりも小さい種
が，生長すると，野菜の中でいちば

ん大きくなる。

神の王国は始まりは小さいが，大きく成長する。ジョセフ・スミスは次のように教えてい
る。「モルモン書を例に取ってみよう。モルモン書は末日に，いうならばふさわしい時に

世に広められるようにと，記録され，隠され，信仰によって守られてきた。この書物が地
の中から世に出たことを考えてみようではないか。……これは真理である。真理が世の中

から芽を出してこの世に現れた。そして義がこれを天から見守り始め，やがて神がその権
能と賜物と天使を遣わし，その枝に宿らせてくださるのである。」（Teachings, 98）

33節 パン種－わずかな量のイーストを三
斗の粉の中に混ぜると，やがてパン

の生地全体が発酵し，ふくらんでくる。

教会は成長し，やがて全世界に恵みをもたらすことのできる存在となる。ジョセフ・スミ
スは次のように教えている。「これは……教会が三人の証人と解される小さなパン種から

ふくらみ始めたと理解することができよう。このたとえは何と正確なことか。塊はすぐに
ふくらみ始め，やがて全体がふくらんでくるのである。」（Teachings, 100）

52節 新しい宝と古い宝－義にかなった学
者は，新しい宝と古い宝の両方をも

たらす。

主はその子らを集めるために，古い聖典と新しい聖典とを用いられる。「この例が示す業
としては，モルモン書が地の中から世に出たことを考えるがよい。また，末日聖徒に下さ

れた聖約，さらには聖書の翻訳〔ジョセフ・スミス訳〕，これら新しいものと古いものと
が倉から出される。」（Teachings, 102）

44節 畑に隠してある宝－ある人が持ち物
をすべて売り払い，宝が隠されてい

る畑を買う。

義人は真理を見いだすと，その真理に寄り集まるために，求められるすべてのことをなす。
ジョセフ・スミスはこのことを，ミズーリ州への集合に当てはめて，次のように話してい

る。「聖徒たちはこの例に従って行動する。教会員を見なさい。……彼らは持てるすべて
のものを売り払い，一つの場所に集合している。それは，受け継ぎの地を購入し，また，

一つになり，災いの日に互いに苦しみを負うためである。」（Teachings, 101）

45－46節 高価な真珠－商人は持ち物をすべて
売り払い，最も高価な真珠を買う。

義人は熱心に探し求めた末に集合する。「聖徒たちはまたこの例に従って行動する。シオ
ンとなる場所とそのステーク，残りの者を見いだすために旅をしている人々を見なさい。

彼らはシオンとなる場所すなわち高価な真珠を見いだすと，直ちに持ち物を売り払い，そ
れを買う。」（Teachings, 102）

47－50節 魚を囲み入れる網－漁師は網の中に
あらゆる種類の魚を囲み入れ，後で

それを分ける。

教会は初めに，あらゆる種類の人々を集める。そして世の終わりの時に，義人と悪人が分
けられる。「この例が示す業については，ヨセフの子孫を見なさい。彼らは地の面に福音

の網を張り，あらゆる種類の人々を集めている。それは，善良な人々がその目的のために
備えられた器の中に救われるためである。そして，悪人たちについては，御使いたちがそ

の扱いをする。世の終わりには，そのようになるのである。」（Teachings, 102）

参照聖句 たとえ 集　　合

マタイ13章：集合に関するたとえ
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マタイ14－15章

はじめに

マタイはその福音書の中で，イエス・キリストの奇跡の多くを

第8章と第9章の中にまとめている。また安息日の行動の多くを第

1 2章に，そして第1 3章には多くのたとえを，第1 4－1 5章には2番

目のグループの奇跡を書き記している。第14－15章を読みながら，

イエスがその力を示された様々な方法について深く考える。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってマタイ

14－15章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

無私の心でほかの人々に奉仕し，自分自身のことよりも，ほ

かの人の必要について深く考える人は，それだけキリストの

ような人格を備えている（マタイ14：3－23参照）。

救い主を信仰の中心に置くなら，わたしたちは主の御心をさ

らによく成し遂げることができる（マタイ14：24－33参照）。

神の奇跡は，神を信じる信仰を持つ人々の生活の中に現れる

（マタイ14－15章参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』87，95－96，103－107

教え方の提案

マタイ1 4－1 5章について教える準備をするときに，以下の提案

の中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用

いる。

マタイ1 4：3－2 3（マルコ6：1 7－4 6；ルカ3：1 9－

2 0；9：1 0－1 7も参照）。自分のことよりも，無私の心をもっ

て人の必要を優先させる人は，それだけキリストのような人格を

持ち，より大きな幸せを味わうことができる。（10－15分）

生徒たちに，次の状況設定を話す。「家族と一緒に電車で旅行

をしています。突然，恐ろしい事故が起きて，電車は脱線し，深

い谷へ落ちてしまいました。自分の弟とほかの多くの乗客が命を

落としました。弟を亡くしたことで，あなたは悲しみのどん底に

突き落とされましたが，重傷を負い，助けを必要としている乗客

がたくさんいます。」次の質問をする。

もし皆さんがこの状況下にあったら，どのような行動をとる

と思いますか。

この状況の中で，自分の気持ちを取り直して，ほかの人々を

励ますのはどれほど難しいことだと思いますか。

聖典に登場する人物の中に，これと同じようなことを経験した

人がいることを説明する。生徒と一緒にマタイ14：10－23を読み，

次の質問をする。

イエスは御自分の愛する者が死んだことを知らされました。

それはだれでしょうか。

バプテスマのヨハネはどのような死に方をしたでしょうか。

イエスはそれに対して，どのような反応を示されたでしょうか。

イエスは御自分のことよりも人々のことを優先しておられた。

そのことを示すイエスの行動を黒板に書き上げる（1 3－2 0節参照）。

七十人定員会会員のウィリアム・Ｒ・ブラッドフォード長老が

無私の精神について述べた次の言葉を読む。生徒たちに，無私の

精神がどのような祝福をもたらすかに注意しながら聞くように言う。

マルコ8：3 5を読み，その教えが無私の精神とどのように関係

づけられるかについて話し合う。「日々の生活の中で，ほかの

人々のことを第一に考える能力を伸ばすために，どのようなこと

ができるでしょうか。」（救い主ならどうなさると思うかを考える

ようにする。人の立場になって物を考える努力をする。苦しんで

いる人がどのような気持ちでいるかを考えるように努力する。）

マタイ1 4：2 4－3 3（マルコ6：4 7－5 2；ヨハネ6：

1 5－2 1も参照）。救い主を信仰の中心に置くと，わたし

たちは主の御心を成し遂げることができる。（15－20分）

2 . 5メートルほどのマスキングテープを，床にまっすぐに貼り付

ける。一人の生徒に目隠しをして，そのテープに沿って歩いても

らう。その生徒に，自分が信頼している何人かの生徒を選ばせる。

そして，テープに沿ってまっすぐに歩けるよう言葉で指示しても

らう。その生徒がテープに沿ってまっすぐ歩けたら，次に，反対

方向に向きを変えさせ，今度は何の指示も与えないで，同じよう

にまっすぐ歩かせる。（恐らく，その生徒は最後までテープに沿

ってまっすぐ歩くことはできないであろう。）

生徒たちにマタイ1 4：2 4－3 3を読ませ，以下の質問に答えさせる。

聖典のこの箇所に出てくる人物で，目隠しをした生徒にたと

えられるのはだれでしょうか。

目隠しをした生徒を導いた友達にたとえられるのはだれでし

ょうか。

ペテロのしたことで，導いてくれる人の言葉に耳を傾けてい

る間はテープに沿って歩けたことにたとえられるのは，どの

ようなことでしょうか。

「私欲を離れた献身は神の前に正しいことです。そこ

には真の友愛の精神があります。また，それは友情の本

質であり，真実の愛の表現であり，慈悲の心に基づいた

一致です。その報いとしてわたしたちは邪悪な思いから

解き放たれ，神に近づき，ふさわしくなって御霊を伴侶

とすることができます。神の救いがわたしたちに課して

いる条件は，すべて自己をささげることが土台になって

います。」（『聖徒の道』1988年1月号，82）

マタイによる福音書
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ペテロのしたことで，指示の声に耳を傾けないで，テープに

沿って歩こうとしたことにたとえられるのは，どのようなこ

とでしょうか。

最初はうまく歩け，2度目にそれができなかったのはなぜでし

ょうか。

当時は十二使徒定員会会長であったハワード・Ｗ・ハンター大

管長の次の言葉を読む。

今の時代に生きるわたしたちは，主にしっかりと目を向ける

ために，どのようなことができるでしょうか。

そうすることによって，どのような祝福が得られるでしょうか。

マタイ16－18章

はじめに

マタイ1 6：1 5－1 9にはペテロが語った，イエスこそキリストで

ある，という力強い証，また彼に「王国の鍵」を与える，という

イエスの約束が記録されている。それから1週間もたたないうち

に，主はペテロとヤコブとヨハネを人里離れた場所へ連れて行き，

彼らにその王国の鍵を授けられた。ブルース・Ｒ・マッコンキー

長老は，次のように説明している。4人は「永遠の示現に包まれ

て聖なる一夜を過ごした。この神聖な夜は，示現の時代の一こま

であった。このとき，『すべての理解を超え』た王国の奥義が，

造物主の御心と調和した者たちに示されたのである。啓示された

これらの真理はまことに驚くべきものであるがゆえに，『人が語

ることを許されない』ものであり『また，人にはこれらを知らせ

る能力もない。これらは……聖なる御霊の力によってのみ，目に

し，理解することのできるものだからである。』それは『肉体に

あって栄光の世界における神の臨在に堪える』（教義と聖約7 6：

1 1 4－1 1 8）ことのできるこれらの預言者と聖見者のために，主に

よって取っておかれたものなのである。」（Mortal Messiah，第3

巻，54）

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってマタイ

16－18章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

信仰はしるしや奇跡から生じるものではない。しるしは信じ

る人々に与えられる（マタイ1 6：1－4参照；マルコ1 6：1 7；

モルモン9：20；エテル12：6；教義と聖約63：9－12も参照）。

偽りの教義は，それに対する警戒をしていない人々を堕落さ

せる（マタイ16：5－12参照）。

イエス・キリストに対する証は啓示を通してのみ授けられる

（マタイ1 6：1 3－1 9参照；ヒラマン5：1 2；モロナイ1 0：4－

5；教義と聖約42：17も参照）。

ペテロとヤコブとヨハネは，イエスが亡くなられた後に教会

を導けるように，天の御使いから神権の鍵（権利また権能）

を授けられた。主は天の御使いを通して，今の時代の預言者

と使徒たちにこれと同じ鍵を回復された（マタイ1 6：1 9；

17：1－13参照）。

個人的で神聖な経験は，御霊の促しがあるときにのみ分かち

合うべきである（マタイ1 7：9参照；アルマ1 2：9；教義と聖

約63：64も参照）。

国の法律に従うことは，イエス・キリストの福音の一部であ

る（マタイ1 7：2 4－2 7参照；教義と聖約1 3 4：1，5；信仰箇条

1：12も参照）。

イエスは，神の王国に入るためには，心を入れ替えて謙遜に

なり，幼子のようにならなければならないと教えられた（マ

タイ18：1－4参照；モーサヤ3：19も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』109－113

教え方の提案

マタイ1 6－1 8章について教える準備をするときに，以下の提案

の中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

マタイ1 6：1－4（マルコ8：1 1－1 2も参照）。信仰はしる

しや奇跡から生じるものではない。しるしは信じる人々に与えら

れる。（15－20分）

紙袋に果物を一つ入れる。中の果物は生徒たちに見せず，袋を

掲げ，一度も人の目に触れたことのないものが，袋の中に入れて

あると話す。何人の生徒が教師の言ったことを信じているか質問

「『〔ペテロは〕目をしっかりと主に向けているうちは，

風が髪を巻き上げ，しぶきが衣をぬらしても大丈夫でし

た。』〔フレデリック・W・ファーラー， The Life of

C h r i s t（1 9 6 4年），3 1 1〕しかし，信仰が揺らいで，主から

目をそらし，逆巻く波と深い淵を見たときに，ペテロの

体は水の中に沈み始めました。……

個人，家族，地域社会，そして国として，ペテロのよ

うにイエスをしっかりと見詰めるなら，不信仰という荒

波に勝ってその上を歩き，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，固く信じていま

す。しかしもしわたしたちが，信仰を寄せるべきキリス

トから目をそらしたらどうなるでしょうか。それはたや

すく起こり得ることです。この世にはそのような誘惑が

あふれています。わたしたちを助け，救う力のある御方

ではなく，周囲に渦巻く破壊的で恐ろしいあの猛威に目

を奪われたら，争い，悲しみ，失望の海の中に沈んでい

くに違いないのです。」（『聖徒の道』1993年1月号，22）

マタイ16－18章
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する。それを信じた生徒の一人を前に来させ，袋の中を見させる。

その生徒が袋の中をのぞいて果物を見ているときに，その果物の

中の種を見た人はだれもいないと小声で話す。その生徒に，一度

も人の目に触れたことのないものが入っているという言葉が真実

かどうかを報告させる。生徒たちに次の質問をする。

袋の中には人の目には見えないものがある，というわたしの

言葉を信じる人はどれくらいいますか。

信じるためには，証拠になるものが必要だという人はどれく

らいいますか。

生徒たちに果物を見せ，その種について説明する。次の質問を

する。「自分が見ていないもの，また理解していないことを信じ

るのが難しいのはなぜでしょうか。」生徒たちにマタイ1 6：1－4

を読ませ，次の質問をする。

これらの聖句は，果物を使ったレッスンが言わんとすること

と，どのように関連づけることができるでしょうか。（知識を

得るためにしるしを求めることと，知識を得るために信仰を

実践することは，同じではない。）

しるしを求めたパリサイ人とサドカイ人に欠けていた福音の

基本原則は何でしょうか（信仰箇条1：4参照）。

エテル12：6とモルモン9：20を読み，次の質問をする。

わたしが，袋の中を見る生徒として彼（あるいは彼女）を選

んだのには，どのような理由があると思いますか。（その生徒

が信じたから。）

しるしと奇跡にはどのような目的があるでしょうか。

一つのしるしが，人によって異なる解釈をされるということ

はあり得るでしょうか。

主はどのような人に対して，しるしや奇跡を示されるのでし

ょうか。

しるしが永続的な説得や改心の力になり得ないのは，なぜで

しょうか。

しるしを求めることと，奇跡を見るにふさわしい者になるこ

との違いは何でしょうか。

わたしたちの動機によって，どのような違いが出てくるでし

ょうか。

生徒たちに，主の教会にあっては奇跡に先立って信仰が求めら

れる，ということを証する。

マタイ16：1－12（マルコ8：14－21も参照）。 偽りの教

義は，それに対する警戒をしていない人々を堕落させる。（2 0－

25分）

前もってパンを用意しておき，クラスで生徒たちに見せる。黒

板に以下の参照聖句を書く。マタイ1 4：1 6－2 1；1 5：3 4－3 8。生

徒たちに，これらの聖句がパンとどのように関連づけられるかを

考えさせる。

パンが足りなくなったことが，イエスがマタイ1 6章の教えを説

かれるきっかけとなった，ということを生徒たちに話す。生徒た

ちにマタイ16：1－4を読ませ， 以下の質問に対する答えを見いだ

させる。

パリサイ人とサドカイ人は，イエスに対して何をするように

求めたでしょうか。

イエスは御自分がどなたであるかということについて，彼ら

に何か証拠となるものを示しておられたでしょうか。（マタイ

1 4－1 5章に記録されている，5千人と4千人の人々に食物を与

えられたことを思い起こさせる。）

イエスがほかに奇跡を行っておられたとしたら，パリサイ人

やサドカイ人に何か変化が出ていたでしょうか。

それは，イエスが彼らを偽善者と呼ばれた理由を理解するう

えで，どのように役立つでしょうか。

「ヨナのしるし」とは，ヨナが3日後に大きな魚の腹の中から

出てきたと同じように，イエスが死から3日目に復活されること

を示している。次の質問をする。「それはどのような意味でキリ

ストの神性を証するものとなるでしょうか。」

生徒たちと一緒にマタイ16：5－12 を読み，次の質問事項につ

いて話し合う。

弟子たちは何を持って来るのを忘れたのでしょうか。

イエスは弟子たちに，彼らがどのような考え違いをしている

と言われたでしょうか。

5千人と4千人の人々に食物を与えられたことを考えると，イ

エスがパンのことで心配していると弟子たちが論じ合ったの

は，なぜ見当違いなことと言えるのでしょうか。

偽りの教義，パリサイ人とサドカイ人の偽善はどのような点

で，パン種（イースト）にたとえられるでしょうか。（パン種

はごくわずかであっても，パン生地全体に影響を与える。）

生徒たちに，今の時代に世の中で教えられている偽りの教義を

幾つか挙げさせる。十二使徒定員会会員のＭ・ラッセル・バラー

ド長老が述べた次の勧告を，生徒たちに読んで聞かせる。

マタイ1 6：1 5－1 9（マスター聖句；マルコ8：2 9；ルカ

9：2 0も参照）。証は聖霊を通して，啓示により授けられる。

（20－25分）

注意：この聖句ブロックを教えるための提案は，その内容から

して，マタイ16：1－4のための提案に続くものである。

生徒たちに，モルモン書に登場するニーファイとその兄弟たち

のことを考えさせる。次の質問をする。

ニーファイの兄たちは，真鍮の版を手に入れる試みに2度失敗

した後で，彼に対してどのようなことをしたでしょうか。（ニ

ーファイを棒で打った。1ニーファイ3：28参照）

そのときにどのようなことが起きたでしょうか。（一人の主の

天使が現れた。29節参照）

「罪や悪の潮流に押し流されず，むしろそれを止める

ために働かなければなりません。各自がこの世の問題を

避けたり無視したりせずに，解決に向けて貢献する必要

があるのです。わたしはこの簡単な短い詩が好きです。

『世界の7つの海がちっぽけな舟に襲いかかっても，

中まで浸水させられなければ，舟は沈められない。

この世のあらゆる悪と罪が人に襲いかかっても，

心の中に入り込ませなければ，人は負けない。』」

（『聖徒の道』1989年7月号，84）

マタイによる福音書
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兄弟のうち，だれが天使を見たでしょうか。

1ニーファイ3：3 1を読む。皆さんは，レーマンとレムエルは

天使を見ることによって，証を得たと思いますか。どのよう

な理由で，そう思いますか。

マタイ1 6：1－4とマタイ1 6：1 5－1 7を比較参照して，以下の質

問に答えさせる。

パリサイ人とサドカイ人がしるしを求めたのには，どのよう

な理由があると思いますか。

パリサイ人とサドカイ人はしるしを見たとしたら，イエス・

キリストを信じるようになったと思いますか。どのような理

由で，そう思いますか。

ペテロは，イエスがキリストであられるという信仰をどのよ

うに示したでしょうか。

イエスは，ペテロの証の源は何であると言われましたか。

生徒たちに列王上1 9：9－1 2を読ませ，この聖句から学んだこ

とをパリサイ人とペテロに当てはめて考えさせる。ジョセフ・フ

ィールディング・スミス大管長は次のように教えている。イエスが

神の御子にして人類の救い主であられるという知識は「聖霊の証に

よらなければ得ることができない。人はイエスをキリストと信じる

ことはできる。しかし，それを確かに知るためには，聖霊からの

啓示が必要なのである。」（The Way to Perfection〔1978年〕，158）

スミス大管長の教えによると，わたしたちが証を得る唯一の方

法はどのようなことでしょうか。教義と聖約8：2；9：8を読み，

次の質問をする。「福音が真実であるという聖霊の証を受けると

き，わたしたちはどのような気持ちを感じるでしょうか。」

生徒たちにマタイ1 6：1 8－1 9を読ませ，ペテロが証を述べた後

にどのような祝福を受けたかを確認する。次の聖句を読み，信仰

と証を得ることによって，わたしたちがほかにどのような祝福を

授けられるかを確認する。

ローマ5：1 （イエス・キリストによる平和）

モルモン9：21 （祈りへの答えを受けるのに必要な信仰）

教義と聖約42：12－14 （聖霊の力によって教える力）

教義と聖約52：9 （聖霊の力を通して学ぶ力）

教義と聖約121：45 （神の前における自信）

生徒たちに，証を得，またさらに強めるために，生活の中でど

のような変化を起こすことができると思うかを，紙に書き上げさ

せる。

マタイ 1 6：1 9；1 7：1－1 3（マルコ9：2－1 3；ルカ

9：2 8－3 6も参照）。主は預言者と使徒たちに，神の王国のも

ろもろの鍵を授けてこられた。（20－25分）

運転免許証を見せる。免許証を持っている生徒がいる場合には，

それをほかの生徒たちに見させる。次の質問をする。

運転免許証を持っている人について，わたしたちはどのよう

なことを推測することができるでしょうか。（その人は自動車

を運転する「権能」を持っている。）

もし皆さんが免許証を持っていて，そのうえ親や上司が車を

持っていたら，いつでも自分の好きなときにそれを運転して

もよいということになるでしょうか。

ここで，キーホルダーなどでまとめた幾つかの鍵を見せる。次

の質問をする。「皆さんが運転免許証を持っているとします。そ

して親か上司からその鍵を渡されて，使いに行くように言われた

としたら，彼らの車を運転してもよいということになるのでしょ

うか。」

生徒たちにマタイ1 6：1 9を読ませ，イエスがペテロに何を授け

ると約束されたかを確認する。生徒たちに，マタイ1 7：1－3を読

ませる。預言者ジョセフ・スミスの次の言葉を読む。

次の質問をする。「ジョセフ・スミスによると，変貌の山で，

神権に関するどのような出来事がありましたか。」ジョセフ・フ

ィールディング・スミス大管長の次の言葉を読む。その後で，下

記の質問をする。

次の質問をする。

神権の権能と神権の鍵の違いは何でしょうか。

今の時代に神権のすべての鍵を持っているのはだれでしょう

か（教義と聖約81：2参照）。

ほかにどのような人が神権の鍵を持っているでしょうか。

十二使徒定員会会員ロバート・Ｄ・ヘイルズ長老の次の言葉を

読む。

「1 9 7 6年8月3日から5日にかけてデンマークのコペンハ

ーゲンで地域大会が開かれたとき，キンボール大管長は

トルバルセン作の美しい彫刻『キリスト像』を見に行き

ました。……『キリスト像』を少し鑑賞した後で，キン

ボ－ル大管長は近くに立っていた管理人に証しました。

ペテロの像の方を向いて，ペテロが右手に持っている大

きな鍵の束を指した大管長はこう言いました。『教会の大

管長であるペテロが持っていた神権の権能の鍵は，今，

この神権時代の長であるわたしが持っています。』それか

らこうも言いました。『あなたは毎日石でできた使徒を管

理していますね。でも今日，あなたは生ける使徒の前に

立っています。』そしてＮ・エルドン・タナー副管長，ト

「一般的に，神権とは，人に与えられた，神に代わっ

て行動する権能である。いかなる神権の職であれ聖任さ

れた人はだれでも，この権能を自分自身に受けている。

しかし，この権能によって行われる行いはすべて，時

間，場所，方法，順序において適切になされなければな

らない。これらの働きを管理する権能が，神権の鍵を形

作るのである。その鍵のすべてを持つのは，一時代にた

だ一人，すなわち，預言者にして教会の大管長である。

預言者はこの権能の任意の一部を，ほかの人に委任する

ことができる。したがって，神殿長，ステーク会長，ワ

ードの監督，伝道部長，定員会会長たちは，それぞれに

所轄の組織や地域内で行われる働きの鍵を持っているの

である。」（Gospel Doctrine，第5版〔1939年〕，136）

「彼らが主の前で身を変えられたとき，救い主，また

モーセとエリヤは〔王国の〕鍵を山上でペテロとヤコブ

とヨハネに授けた。」（Teachings of the Prophet Joseph

Smith，158）

マタイ16－18章

4 3
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一人一人の神権者はどのような条件の下に，神聖な儀式を執

行したり，神権にかかわる役割を果たしたりすることができ

るのでしょうか。

わたしたちはどうしたら，「神の王国」の鍵を持つ人々を尊び，

支援することができるでしょうか。

マタイ1 7：1－1 3（マルコ9：2－1 3；ルカ9：2 8－

36も参照）。 変貌の山では，ほかにも幾つかの重要な出

来事があった。（40－45分）

著者本人よりも有名な人が序文あるいは推薦の言葉を書いてい

る本を，生徒たちに見せる。

有名な人に序文あるいは推薦の言葉を書いてもらう人が多い

のはなぜでしょうか。（自分が書いた本の信用性に対する評価

を高め，本の売り上げを伸ばすため。）

皆さんが本を書くと仮定して，その序文を書いてほしいと思

う候補者の中で，最も有名な知り合いはだれですか。

だれにでも頼めるとしたら，だれにお願いしますか。

生徒たちにマタイ3：17 を読ませ，以下の質問に答えさせる。

人々にイエスを紹介した（または証した）のはどなたですか。

キリストに対するこの紹介は，どのような機会になされので

しょうか。（キリストのバプテスマのとき。）

これが非常に重要な出来事と言われるのはなぜでしょうか。

天の御父はほかにどのようなときに御子を証されたでしょう

か（ジョセフ・スミス―歴史1：17；3ニーファイ11：7参照）。

マタイ1 7：5を読み，天の御父が御子を証されたもう一つの非

常に重要なケースについて学ぶということを説明する。

生徒たちに注意深くマタイ17：1－13を読ませ， 以下の質問に

答えさせる。

この山でイエスにどのようなことが起きたでしょうか（2節）。

モーセ1：1 1によると，人が身を変えられるのには，どのよう

な理由があるのでしょうか。

何か重要な出来事があるときに，イエスと一緒にいることが

多かった3人の使徒はだれでしょうか（マルコ5： 2 2－2 3，

3 7；1 4：3 2－3 4参照。『イエスと使徒たちの生涯と教え』のマ

タイ17：1－9に関する注解，p.110も参照）。

イエスの変貌のときに，一緒にいた使徒はだれだったでしょ

うか。

変貌の山で，ほかにだれが現れたでしょうか。（「エライアス」

は「エリヤ」がギリシャ語化された形であることに注意する。

『聖句ガイド』の「エライアス」の項， p.53－54も参照）

そのときのモーセとエリヤはどのような体を持っていたでし

ょうか。

生徒たちにアルマ4 5：1 9；列王下2：1 1；教義と聖約1 1 0：1 3を

読ませ，モーセとエリヤがどのようにしてこの世を去っていった

かを確認する。（モーセとエリヤは身を変えられた。）

生徒たちに，下記の表に載っている聖句を読ませ， そこに挙げ

られている身を変えられた人物の特徴を挙げさせる。

生徒たちに，変貌の山であったことを極力全部紙に書かせる。

ブルース・Ｒ・マッコンキー長老の次の言葉を読む。各要点の後

に，生徒たちが見逃していた点を書き足せるように，十分な時間

を取る。

「（1）イエスはペテロとヤコブとヨハネを，ほかの十二使

徒からえり分け，彼らを連れて名の知られていない

とある山に登られた。そして，そこで彼らの目の前

で姿を変えられ，3人は主の栄光を目の当たりにし

た。……

（2）ペテロとヤコブとヨハネも『神の前で姿を変えら

れた。』（Teachings [of the Prophet Joseph Smith]，

p. 158）……

（3）モーセとエリヤが……山の上で現れた。そして彼ら

はイエスとともに，王国のもろもろの鍵をペテロと

ヤコブとヨハネに授けた。（Teachings，p.158）

（4）先にヘロデによって斬首されたバプテスマのヨハネ

もそこにいたと思われる。……

（5）ペテロとヤコブとヨハネは示現の中で，地球がその

姿を変えるのを見た。……それは福千年の幕が開く

再臨のときに起こる。〔教義と聖約63：20－21〕……

（6）ペテロとヤコブとヨハネはこの山上にいたときに，

自身のエンダウメントを受けたと思われる。（〔ジョ

セフ・フィールディング・スミス〕『救いの教義』第

2巻，p. 153）……

（7）明らかに，イエス御自身が贖いの業に伴う無窮の苦

痛と苦悶
く も ん

への備えとして，モーセとエリヤから力と

励ましを受けられた。（〔ジェームズ・Ｅ・タルメー

ジ〕『キリスト・イエス』p. 366）……

（8）確かにこの選ばれた3人の使徒は『主の死と，また復

活についても』分かりやすく教えられていた〔ジョ

セフ・スミス訳ルカ9：31（英文）〕。……

ーマス・Ｓ・モンソン長老，ボイド・Ｋ・パッカー長老

を管理人に紹介し，デンマーク語のモルモン書をプレゼ

ントして，預言者ジョセフ・スミスについて証しました。

管理人は御霊を受けて心を動かされ，自分が預言者と使

徒の前にいることを感じました。わたしたちがその教会を

去るときに，彼はわたしにこう言いました。『今日わたし

は神の僕に会いました。』」（『聖徒の道』1982年4月号，33）

マタイによる福音書

4 4

身を変えられた人物の特徴

3ニーファイ28：7 身を変えられた人は「決して死を味わうことがない。」

3ニーファイ28：8，
39－40

身を変えられた人々は，再臨のときに，たちまち
復活した状態に変えられる。

3ニーファイ28：30 彼らは天使と同じように現れたり，身を隠すこと

ができる。

3ニーファイ28：38 彼らは世の罪に対する以外に「苦しみも悲しみも」

受けることがない。

3ニーファイ28：39 サタンは彼らを誘惑することができない。
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生徒たちに以下の質問をする。

マタイ1 7：1－1 3に記録されている出来事のうち，皆さん自身

にとって，いつか近い将来に起きる可能性が最も高いのはど

れでしょうか。

皆さんの中で，神殿参入を一つの目標としている人はどれく

らいいますか。それははなぜですか。

神殿ではどのような儀式が執行されますか（教義と聖約1 2 4：

33参照）。

教義と聖約9 7：1 5－1 6を読む。神殿に参入するには，どのよ

うな準備が必要ですか。

生徒たちに，神殿の祝福と聖約に対する準備として役立つこと

を，紙に書き上げさせる。

マタイ1 7：9（マルコ9：9；ルカ9：3 6も参照）。神聖な個

人的体験は，御霊の勧めがあるときにのみ，人に話すべきである。

（10－15分）

生徒たちに以下の質問をする。

たった1枚しか残っていない曾祖父の写真を，赤ちゃんの手に

渡したら，後悔するような結果になる恐れがあります。それ

はなぜでしょうか。

赤ちゃんに写真を渡したら，大体どのようなことになるでし

ょうか。

赤ちゃんに写真を渡すのは，もっと大きくなるまで待った方

がよい結果につながると思われます。それはなぜでしょうか。

（写真の大切さを理解し，もっと大切に扱う。）

生徒たちにマタイ17：9 を読ませ，イエスがその変貌のときに，

一緒にいた3人の弟子たちに何を命じられたかを確認させる。生

徒たちにアルマ1 2：9と教義と聖約6 3：6 4を読ませ，次の質問を

する。

イエスが弟子たちに，御自身の変貌のことを人々に話さない

ように命じられたのはなぜでしょうか。

変貌の体験を人に話すことと，赤ちゃんに大切な写真を渡す

ことには，どのような共通点があるでしょうか。

ボイド・Ｋ・パッカー長老の次の言葉を読む。

変貌については，ヨハネによる福音書を除くすべての福音書に

記録されていることを，生徒たちに話す（マルコ9：2－1 3；ルカ

9：2 8－3 6参照）。生徒たちと一緒にマタイ1 7：1を読み，次の質

問をする。

福音書の4人の記録者のうち，実際に変貌の現場にいたのはだ

れでしょうか。

ヨハネがこの出来事を自分の福音書の中に記録しなかったの

には，どのような理由があったと思いますか（マタイ1 7：9参照）。

今の時代に生きるわたしたちが，聖霊の促しがあるときにの

み話すべきと思われる体験には，どのようなものがあるでし

ょうか。（祝福師の祝福，父親からの祝福，自分自身あるいは

家族の霊的な経験，監督との面接の内容。）

アルマ1 2：9と教義と聖約6 3：6 4によると，神聖な個人的体験

は，どのようなときに分かち合うのが適切でしょうか。

マタイ1 7：2 4－2 7。国の法律を守ることは，イエス・キリ

ストの福音の一部である。（10－15分）

生徒たちに，「信仰箇条」がどこに載っているかを知っている

かどうか質問する（『高価な真珠』の最後）。一人の生徒に，信仰

箇条1 2節を読むか，暗唱させる。もう一人の生徒に，その意味を

説明してもらう。教義と聖約134：1，5を読み，次の質問をする。

政府はどのような目的で作られるのでしょうか。

政府はどのような目的で法律を定めるべきなのでしょうか。

わたしたちは政府に関してどのような責任を持っているでし

ょうか。

生徒たちにマタイ1 7：2 4－2 7を読ませ，国法に従っていること

を示す行いとして，イエス御自身がどのようなことをされたかを

確認させる。当時，十二使徒定員会会員であったジェームズ・

Ｅ・タルメージ長老の次の言葉を読む。

生徒たちに，次のようなことをする人は，国の法律に従うよう

にという戒めに添った生活をしていると言えるかどうかを質問する。

法定速度以上のスピードで車の運転をする。

税金の納付額をごまかす。

「地上におけるわれらの主の働きは，当時地上にあっ

た権威を終始主が承認されたことによって著しく目立っ

ていた。主はたとえローマ人が残忍な征服を行って権威

を得，不正にこれを使ったとはいえ，ユダヤ人の権威と

ともに彼らの権威を承認された。……貢ぎの金を収税吏

が取りに来たとき，キリストは……その税金を払えと命

じ，そのうえ税の金が与えられる奇跡的な出来事を現さ

れた。」（The Articles of Faith，第12版〔1924年〕，416）

わたしはまた，特に霊的な体験を四六時中話すのは賢

明なことではないと信じています。そういう体験は慎重

に扱い，ほかの人々のために用いるようにと，御霊自身

のささやきがあったときだけに話すべきものです。」（「主

のともしび」『聖徒の道』1988年12月号，35）

「霊的に強い印象を残す出来事は，そう何度もあるわ

けではありません。多くの場合，霊的な体験は，わたし

たちを教え導き，指示を与え，誤りを正すために与えら

れます。わたしたちは正当な権能を持つ人からそのよう

な職に召されないかぎり，勧告を与えたり，誤りを正し

たりする立場にはありません。

（1 0）〔ペテロとヤコブとヨハネは明らかに〕父なる神の

声を聞いただけで，その御姿は見ていなかった。し

かし，雲の陰に控え御姿を隠しておられたとはいえ，

父なる神がこの山におられたことは明らかである。」

（Doctrinal New Testament Commentary，第1巻，

399－401）

マタイ16－18章

4 5
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勤め先の備品を，自分のものとして使う。

給料に見合った働きをしない。

コンピューターのソフトウェアを不法にコピーする。

以下の質問をする。

人々が法律を破る行為で，よく見受けられるものとして，ほ

かにどのような行いがあるでしょうか。

アルマ3 9：3，1 1を読む。この聖句によると，わたしたちが国

の法律に従うべき理由の一つとして，どのようなことを挙げ

ることができるでしょうか。（わたしたちの行動は，その善し

悪しを問わず，ほかの人々に影響を与える。）

マタイ1 8：1－1 0（マルコ9：3 3－3 7，4 2－4 8；ルカ

9：4 6－4 8も参照）。救い主は，天の王国に入るためには，幼

子のようにならなければならないと説かれた。（15－20分）

小さな子供はおもしろいことを言ったり，したりすることがあ

る。生徒たちがこれまでに見たことのある，子供のそのような言

動や行動を，幾つか挙げさせる。マタイ1 8：1－4を読み，次の質

問をする。

天国でいちばん偉いのはだれでしょうか。

救い主はわたしたちに，幼子のようにならなければならない

と求めておられますが，それはなぜでしょうか。

幼子のようになるとは，どのような意味だと思いますか（モ

ーサヤ3：19参照）。

「子供じみた人になる」ということと「幼子のようになる」

ということには，どのような違いがあるでしょうか。

「キリストと子供たち」の絵（『福音の視覚資料セット』2 1 6）

か幼い子供の大きな写真を生徒たちに見せる。「特質」「幼子がす

ること」「自分にできること」と3つの見出しを付けた表を黒板

に書く。生徒たちに子供の特質を幾つか挙げさせ，左側の欄に

書き上げていく。生徒たちに，それぞれの特質が子供たちのどの

ような行動に表れるかを質問し，それに対する答えを中央の欄に

書き上げていく（下記の表の例を参照）。最後に，これらの特質

を伸ばすために何ができるかを質問し，その答えを右側の欄に記

入する。

生徒たちにマタイ1 8：6を読ませ，次の質問をする。「このよう

な天の御父の子供をつまずかせたり，傷つけたりすることは，ど

れほど重大な罪でしょうか。」生徒たちに，下のひきうすの絵を

見せるか，黒板に描くとよい。子供に身体的な虐待を加えたり，

言葉で傷つけたりすることは，霊的に最も重大な罪の一つである，

ということを生徒たちに話す。偽りの原則を教えること，またそ

れと反対に，正しい原則を教えないことも，子供を傷つける行為

である。

「小さい者」という言葉は，子供のほかに，どのような人に

当てはまるでしょうか（モーサヤ3：18－19参照）。

傷つけてはならない人として，ほかにどのような人がいるで

しょうか。

これらの原則が自分たちにどう当てはまるかを理解できるよ

う，生徒たちを助ける。自分の弟や妹も含め，いかなる人かを問

わず，神の子供に身体的な虐待を加えたり，言葉で傷つけたりす

る行為は，救い主が厳しく非難された罪を犯すことである。

マタイ19－20章

はじめに

マタイ1 9－2 0章の中で，救い主は過越の祭に向けて，御自身を

犠牲の小羊としてささげるために，エルサレムへの旅を始められ

る。その途中，救い主は引き続き人々を教え導かれ，大勢の群衆

が付き従った（マタイ1 9：2参照）。この二つの章に書かれている

様々な教えと出来事は，イエスの勝利の入城の直前の時，またこ

の世における最後の2週の始まりの時へとわたしたちを連れて

行く。

マタイによる福音書

4 6

特質 幼子がすること 自分にできること

罪がない

子供には高慢なところや，
尊大なところがない。

子供は罪のない状態で生

まれ，汚れがない。

謙遜である

素直である

愛と赦し

親を信頼する

偏見や先入観

がない

子供は見なくても信じる。

子供は怒りを忘れ，すぐ
に仲直りをする。

子供は自分の親と天の御
父に信頼を寄せる。

人種の違いや身体の障害

などを，より簡単に受け
入れてしまう。

イエス・キリストの生涯
これらの章の中に記録
されている出来事は，
この時期に起こったも

のと考えられる

主の務めの第1年 第2年 第3年

キリストの
降誕

最初の
過越

2度目の
過越

3度目の
過越

最後の過越と，
最後の週
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レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってマタイ

19－20章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

結婚は神によって定められたものであり，永遠に続くものと

して計画されている。どうしても離婚が避けられない場合も

あるが，「初めからそうではなかった。」（マタイ1 9：8参照；1

コリント11：11－12；教義と聖約131：1－3も参照）

人は皆，完成からは遠い状態にあるが，謙遜に求めることに

より，主の導きを得て，徐々に完成への道を進むことができ

る（マタイ19：16－26参照；モロナイ10：32－33も参照）。

指導者には，仕えるという大きな責任と機会が与えられてい

る（マタイ2 0：2 5－2 8参照；エゼキエル3：1 7－2 1；モルモン

書ヤコブ1：19も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』143－146

教え方の提案

マタイ1 9－2 0章について教える準備をするときに，以下の提案

の中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用

いる。

マタイ1 9：3－8（マルコ1 0：2－9も参照）。 結婚は神に

よって定められたものであり，永遠に続くものとして計画されて

いる。どうしても離婚が避けられない場合もあるが，「初めから

そうではなかった。」（20－25分）

一人の生徒に，クラスの前の方に来てもらう。その生徒に2種

類のキャンディを見せ，どちらかを選ばせる。生徒たちに次の質

問をする。

皆さんは平均して1日に何回くらい決心をしますか。

皆さんは今日これまでにどのような決心をしてきましたか。

幾つか挙げてください。（生徒たちの答えを黒板に書き上げる。）

皆さんがこの世の生涯において決定する最も重要なことは，

どのようなことだと思いますか。

当時，十二使徒定員会会員であったスペンサー・Ｗ・キンボー

ル長老の次の言葉を読む。

世の中の人々は結婚の重要性についてどのように考えている

と思いますか。

皆さんが知っている人たちは，結婚生活の中で生じる様々な問

題をどのようにして解決していますか。幾つか挙げてください。

生徒たちにマタイ1 9：5－6を読ませ，救い主が結婚についてど

のように教えておられるかを確認させる。生徒たちに神殿の写真

を見せ，どこで結婚したいか質問する。次に7－9節を読み，こう

質問する。「離婚に関してイエスが語られた教えを理解すること

によって，結婚について何を学ぶことができますか。」（注意：両

親や家族の一員が離婚した生徒がいることも考えられるので，そ

のような生徒の気持ちを害することがないように，心配りをする。

ほかの人々が抱えている問題を強調するのではなく，生徒たちが

永遠の結婚に備えられるように助けることに重きを置く。）ブル

ース・Ｒ・マッコンキー長老の次の言葉を読む。

次の点を強調する。世の中にはたくさんの離婚した夫婦がいて，

教会においても自分の家族がそのような経験をしている人がい

る。様々な問題を抱えて生活をしている人々を裁くことをしない，

というのは大切なことである。それよりもむしろ，わたしたちは

救い主のこれらの教えを，積極的に自分自身の生活の中に取り入

れるべきである。次の質問をする。「結婚について正しい決定が

できるよう備えるためには，どうしたらよいでしょうか。」（神殿

で結婚するという目標を立てる。将来の伴侶に望む生き方を自分

自身が実践する。神殿に参入するふさわしさを備えた青少年と交

際する。）

マタイ1 9：1 6－26 （マルコ1 0：1 7－2 7；ルカ1 8：

18－27も参照）。 人は皆，完成からは遠い状態にあるが，謙遜

に求めることにより，主の導きを得て，徐々に完成への道を進む

ことができる。（20－25分）

黒板に「礼拝」と書く。生徒たちに，この言葉の意味を述べさ

せる。（正しい答えは幾つも考えられる。）生徒たちの答えが幾つ

か出た後で，ブルース・Ｒ・マッコンキー長老が述べた次の定義

を読む。

生徒たちに3ニーファイ2 7：2 7を読ませ，次の質問をする。「こ

の聖句とマッコンキー長老の言葉は，どのように結びつけること

ができるでしょうか。」マタイ1 9：1 6－2 6を読み，次の質問をす

「完全な礼拝とは，見習うことである。」（The Promised

Messiah： The First Coming of Christ〔1978年〕，568）

「日の栄えの結婚すなわち永遠の結婚は，昇栄に至る

門である。自分が創造された目的を満たし，永遠の命を

得るためには，この結婚の位に入り，それに伴うすべて

の聖約と義務を守らなければならない。一組の男女がそ

のように結び固められた場合，二人はこの世において夫

と妻になり，来るべき世においても，その同じ関係が続

いていくのである。（教義と聖約131：1－4；132章）……

結婚がどのような形態を取ったかにかかわらず，離婚は

福音の計画にない。しかし，必ずしも人が福音の標準にか

なった生活を送るとは限らないので，主は時と場合に応じ

て離婚を許しておられる。それは当事者の霊的生活に関係

する場合である。……最も完全な状態の下では，性的な罪

を犯した場合でないかぎり，決して離婚は許されない。現

代においては，民法によって離婚が許されている。また教

会は，離婚に至った者に，不道徳の汚れがなければ再婚す

ることを一般の法律よりも高い律法の下で許している。」

（Doctrinal New Testament Commentary，第1巻，547）

「あなたの将来の姿，また活動，態度，そして最終的

な行く末を左右する最も偉大な唯一の要素は……あの月

明かりの夜に下した決定である。そのとき，あなたはあ

の人に，生涯の伴侶となってほしいと申し込んだのであ

る。あれが，あなたの全生涯の中で，最も重要な決定な

のである。」（The Teachings of Spencer W. Kimball，301）

マタイ19－20章
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る。「この青年がさらに救い主のようになるには，どのようなこ

とをする必要があったでしょうか。」

どうしたらもっと救い主のようになれるかという点について，

生徒たちにアイデアを与えるために，「さらに聖くなお努めん」

（『賛美歌』7 4番）を歌うか，歌詞を読む。生徒たちに，もっとイ

エスのようになるために，各自の生活の中で最も大きく変える必

要のあることを一つ，紙に書かせる。次の質問をする。「全員が

同じことを書いたと思いますか。どうして，そのように思いますか。」

ハロルド・Ｂ・リー大管長の次の言葉を読む。

生徒たちに，さらに成長できるように，心からの努力をして，

自分自身の生活を変えるように促す。さらに救い主に近づくため

に，ほかに何ができるかを理解できるよう，主に祈ることを生徒

たちに促す。

マタイ2 0：2 5－2 8（マルコ1 0：4 2－4 5；ルカ2 2：

2 4－2 7も参照）。指導者には，仕えるという大きな責任が与え

られている。（10－15分）

生徒たちに，自分たちが選挙で国の指導者になったと考えさせ

る。新聞記者とのインタビューが予定されていて，今後の国政の

基本方針をどうするかという点について質問が向けられるとい

う。次の質問をする。「それに対して，皆さんはどのように答え

ますか。」

生徒たちに，優れた指導者の特質を幾つか挙げさせる。生徒た

ちにマタイ2 0：2 5－2 8を読ませ，主がこの聖句の中で指導者につ

いて語られたことを挙げさせる。生徒たちにモーサヤ2：1 1－1 9，

2 7を読ませ「務め」「－のために務める」「務め合う」「仕える」と

いう言葉が合計して何度出てくるかを数えさせる。次の質問をする。

ベニヤミン王は奉仕することについて，どのように考えてい

たでしょうか。

モーサヤ書のこの聖句は，マタイ2 5：3 4－4 0の中で救い主が

教えられたことと，どのように結びつくでしょうか。

モルモン書ヤコブ1：1 9とエゼキエル3：1 7－2 1を読み，次の質

問をする。

皆さんはこの聖句から，指導者についてどのようなことを学

びましたか。

皆さんは，自分がどのような責任の指導者に召されると思い

ますか。（ほとんどすべての人がそれぞれの生活の中で，教会，

学校，職場，家庭などにおいて，教え導く責任を果たすよう

に求められることを指摘する。）

指導者としての責任に備えるために，皆さんは今どのような

ことができますか。

わたしたちは，自分たちの指導者がその責任を果たしていく

のを助けるために，今どのようなことができるでしょうか。

マタイ21－23章

はじめに

マタイ2 1－2 3章は，救い主の現世の生涯における最後の週に関

する記録から始まる。（この時期の出来事が，各福音書にどのよ

うに掲載されているかの対照については，2 7 6■ページの付録

「救い主の生涯の最後の週」■を参照せよ。）救い主はこれまでの

3年間に，人々を教え，病気を癒し，励ましを与え，心からの愛

を示してこられた。そして，その結果として，大勢の群衆が付き

従っていた。人々はエルサレムへの勝利の入城のときに，また後

には神殿においても，イエスを約束のメシヤとして認めた（マタ

イ2 0：9，1 5参照）。このことは，イエスの命を奪おうとねらって

いたユダヤ人の指導者たちを激怒させた。イエスは神殿を清めた

後，そこで多くの時間を割いて人々に教えを述べられた。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってマタイ

21－23章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

わたしたちは，イエス・キリストのまことの威厳と偉大さを

目の当たりにするときに，イエスを救い主，贖い主としてた

たえることの大切さを，さらによく理解することができる

（マタイ21：1－11参照；モーサヤ3：17も参照）。

わたしたちは自分自身の過った行いに対して，イエスから責

任を問われる（マタイ2 1：1 2－1 6参照；教義と聖約9 7：1 5－

16も参照）。

いちばん大切な戒めは，心を尽くし，精神を尽くし，思いを

尽くして，神を愛することである（マタイ22：36－38参照）。

「その裕福な若い役人は，殺人の罪や危険な考えなど

について悔い改めるようにとの教えを受ける必要はなか

った。また姦淫，盗み，偽証，詐欺，母親を敬わない，

などという罪を悔い改めるにはどうしたらよいかについ

て教えを受ける必要もなかった。彼はそのようなことは

すべて，小さいときから守っていると答えた。……

鋭い洞察力と偉大な教師としての力を備えておられた

主は，その若者の状況を完全に見抜かれた。彼に欠け，

必要だったのは，この世的なものに対する執着を克服す

ることであった。……

わたしたちは，完全になりたい，完成への道を歩み始

めたいと思うなら，『今の自分に欠けているものがないか』

と，一度は自問すべきである。有能な指導者とは，学ぼ

うとする人々が，自分自身の欠けている点を理解し，基

本的な問題の原因を突き止め，霊的な治療法を見いだせ

るように助けを与える人である。」（Stand Ye in Holy

Places〔1974年〕，208－210）

マタイによる福音書

4 8

イエス・キリストの生涯
これらの章の中に記録
されている出来事は，
この時期に起こったも

のと考えられる

主の務めの第1年 第2年 第3年

キリストの
降誕

最初の
過越

2度目の
過越

3度目の
過越

最後の過越と，
最後の週
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その次に大切な戒めは，自分を愛するように人々を愛するこ

とである（マタイ22：39参照）。

わたしたちは，自分自身の生き方を通して，人々に良い影響

を与えることもできるし，逆に，悪い影響を与えることもあ

る（マタイ23：2－28参照；アルマ39：3，11も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』159－168

「救い主の生涯の最後の週」276

教え方の提案

マタイ2 1－2 3章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

『「新約聖書」ビデオ』プレゼンテーション7「正義と憐

れみ」（6分0 0秒）は，マタイ2 1章を教えるのに活用する

ことができる。（『「新約聖書」メディアガイド』に載せられてい

る教授法の提案を参照する。）

マタイ2 1：1－1 1（マルコ1 1：1－1 1；ルカ1 9：2 9－

4 0；ヨハネ1 2：1 2－1 9も参照）。わたしたちは，イエス・キ

リストのまことの威厳と偉大さを目の当たりにするときに，イエ

スを救い主，贖い主としてたたえることの大切さを，さらによく

理解することができる。（15－20分）

生徒たちに，尊び敬われている国の指導者がクラスの中に入っ

て来たと仮定させる。

皆さんはどのようなことを考えるでしょうか。

皆さんはどのような気持ちになると思いますか。

皆さんはどのような行動をすると思いますか。

皆さんはどのようなことを言うと思いますか。

預言者がクラスに入って来たと仮定して，同じ質問に答えさせ

る。ここで，イエス・キリストがクラスに入って来られたと仮定

して，以下の質問に答えさせる。

この3つの場合に，皆さんの態度はどのように違ってくるでし

ょうか。

そのような違いが出てくるのは，なぜでしょうか。

今日のレッスンでは，イエス・キリストの訪問を受けた人々が，

それに対してどのような反応を示したかについて学ぶ，というこ

とを説明する。

生徒たちにマタイ2 1：1－1 1を読ませ，イエスがエルサレムへ

の勝利の入城をされたときに，人々がどのような行動でたたえた

かを挙げさせる。次の聖句を読み，なぜイエス・キリストをたた

えるべきなのか，その理由を挙げる。

ヒラマン14：12

1コリント15：21－22

モーサヤ3：17

次の質問をする。

今は主はここにおられませんが，わたしたちはどのようにし

て主をたたえることができるでしょうか。（次のような答えが

考えられる。主をたたえる賛美歌を歌う，常にキリストを忘

れないという聖約を守る，キリストを与えてくださったこと

について天の御父に感謝する，祈りの中で贖罪への感謝の思

いを述べる。）

2ニーファイ2：1 0を読む。この聖句には，すべての人がいつ

か経験することとして，どのようなことが書かれているでし

ょうか。

生徒たちに，以下の質問について静かに考えさせる。

その日は，皆さんにとって幸せな日となるでしょうか，それ

とも悲しみの日となるでしょうか。

その日が来るとき，皆さんは何を思い，どのような言動をと

るでしょうか。

マタイ2 1：1 2－1 6（マルコ1 1：1 5－1 9；ルカ 1 9：

45－48も参照）。わたしたちは自分自身の過った行いに対して，

イエスから責任を問われる。（5－10分）

生徒たちにマタイ2 1：1 2－1 6を読ませ，以下の質問に答えさ

せる。

神殿の中で，どのようなことが行われていたでしょうか。

イエスはその状況を変えるためにどのようなことをされたで

しょうか。

一人の人間がこのようなことをするのは，易しいことではあ

りません。それはなぜでしょうか。

イエスがなされたことを快く思わなかったのは，どのような

人たちだったでしょうか。

この出来事は今の時代のわたしたちに，どのように当てはま

るでしょうか。

教義と聖約97：15－16を読み，次の質問をする。

清い心を持つためには，どのようなことをする必要があると

思いますか。

いつも清い思いを持ち続けることは簡単なことではありませ

ん。それはなぜでしょうか。

わたしたちは神殿で数々の祝福を授けられます。わたしたち

はその祝福に対するふさわしさを維持するのに役立つものと

して，何を持っているでしょうか。

マタイ2 1：1 8－2 2：4 6（マルコ1 1：1 2－1 2：3 4；ル

カ2 0：1－4 0も参照）。イエスは亡くなられる前に，数多くの

重要な教義を教えられた。（45－50分）

生徒たちに，あと1週間で自分が死ぬということが分かったと

仮定させ，次の質問をする。

皆さんは自分の生涯の最後の1週間に，どのようなことをした

いと思いますか。

皆さんはどのようなことをして時間を過ごしたいと思いますか。

自分の家族に対して，どのようなことを伝えたいと思いますか。

人々に自分のことをどんなふうに覚えていてほしいと思いま

すか。

天の御父に会うための備えとして，どのようなことをしたい

と思いますか。

マタイ2 1－2 2章に描かれているイエスが，まさにそのような状

況にあられたことを説明する。イエスは御自分が数日のうちに死

ぬであろうということを御存じであった。そして残された短い時

間を，教えることにのみ使われた。イエスは死を前にしたこの時

マタイ21－23章
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期に，数多くの重要な教義を教えられた。

生徒たちを9つのグループに分け，各グループに下記の表に書

かれている聖句ブロックを一つずつ割り当てる。（グループの数

が9つより少ない場合は，幾つかのグループに複数の聖句ブロッ

クを割り当てる。）生徒たちに5－1 0分の時間を与え，その中で，

各聖句ブロックについて研究させ，以下の事柄を行う準備をさせる。

各聖句ブロックの中で，イエスがどのような福音の原則を強

調されたかを調べる。（注意：下記の表にはこれらの聖句に述

べられている原則の一部しか含まれていない。したがって，

生徒たちがもっと多くの原則を見いだす場合もあり得る。）

各ブロックの中から，原則の理解に役立つと思われる聖句を

選び，それを読むか要約する。

これらの原則が今の時代のわたしたちに，どのように当ては

まるかを説明する。

各グループにそれぞれが見いだした原則を発表させる。それら

の原則を生活の中で実践するように促す。

マタイ2 3：2－2 8（マルコ1 2：3 8－4 0；ルカ2 0：4 5－

4 7も参照）。自分が信じていると公言している福音の原則を実践

しないと，人々に悪い影響を与えることがある。（10－15分）

透き通っていないコップを3つ用意する。一つのコップには，

その外側に，また，もう一つのコップには，その内側に，グリー

スのようなものを塗りつける。残った一つはきれいなままにして

おく。生徒たちに3つのコップを見せる（外側だけが見えるよう

にしておく）。次の質問をする。「3つのコップのうち，どのコッ

プでは飲みたくないと思いますか。」一人の生徒を前に来させ，3

つのコップの内側を見させる。その生徒に，使いたくないと思う

コップを選ばせる。

水を飲むのに安全な唯一のコップはどれでしょうか。

世の中には様々な人がいますが，この3つのコップにどうたと

えることができるでしょうか。

マタイ23：2－4，15，23－28を読み，次の質問をする。

イエスは人々に，二つのグループに注意するように警告され

ました。その二つとは，どのグループでしょうか（2節参照）。

イエスは彼らのしていたことを非難されました。彼らはどのよう

なことをしていたのでしょうか（答えを黒板に書き上げてもよい）。

イエスは，このようなことをする人々を，何と呼ばれたでし

ょうか（23節参照）。

レッスンに使ったコップのうち，彼らに最も共通していたの

はどのコップでしたか（25節参照）。

この聖句は偽善の一つについて教えています。ほかにどのよ

うな種類の偽善があるでしょうか。

Ｎ・エルドン・タナー副管長の次の言葉を読む。

マタイ2 3：1 5とアルマ3 9：3，1 1を読み，偽善者が人々にどの

ような影響を及ぼすかを確認する。マタイ2 3：8－1 2を読み，イエ

スが与えられた勧告で，偽善を避けるのに役立つ教えを確認する。

マタイ24－25章

はじめに

十字架の刑が行われる何日か前に，弟子たちはイエスに，再臨

について尋ねた（マタイ24：3参照）。 マタイ24章と25章には，そ

のときの状況に関する説明と預言が数多く記録されている。これ

らの章に記録されている出来事は，わたしたちの気持ちを強く引

きつける。それは，わたしたちが世の人々を再臨に備えさせてい

るからであり，これらの預言の多くが成就しつつある時代に生き

ているからである。

預言者ジョセフ・スミスはジョセフ・スミス訳の中で，マタイ

2 4章に多くの変更と付加をしている。この章は「ジョセフ・スミ

ス－マタイ」として，『高価な真珠』の中でそっくりそのままに

翻刻されている。マタイ2 4章を教えるための提案は，『高価な真

珠』の「ジョセフ・スミス－マタイ」を基にしている。

「ハリー・エマーソン・フォスディックは，偽善には

二つの種類があると述べています。すなわち，自分を実際

の姿よりも良く見せようとする偽善と，実際よりも悪く見

せようとする偽善です。これまで話してきたのは，実際よ

りも良く見せようとする偽善です。しかし，教会員の中に

は，心の中で知って信じていながら，人の口を恐れるあま

り，自分が教会員であることを認め公言しない人がいます。

これも重大な偽善行為です。」（Conference Report，1970

年10月，52－53）

マタイによる福音書

5 0

聖句ブロック イエスの教え

マタイ21：18－22 信じて神に願う人には，どのようなことでも

可能である。

1

マタイ21：28－32 わたしたちは悔い改めることによって，天の

御父に仕えることができる。

3

マタイ21：23－27 イエスとバプテスマのヨハネは神の権能によ

って行動した。

2

マタイ22：15－22 わたしたちは神に仕え，国の法律に従うべき

である。

6

マタイ21：33－46 預言者やイエス・キリストを拒む人々は滅ぼ

される。

4

マタイ22：1－14 主は，自ら進んで，また正しい方法で従う

人々を受け入れてくださる。

5

マタイ22：23－33 復活は確かなことである。結び固めを受けな

い人々は，復活のときに，その結婚は無効と

なる（教義と聖約132：15－16も参照）。

7

マタイ22：41－46 イエス・キリストは神の御子であられる。9

マタイ22：34－40 いちばん大切な戒めは神を愛することであ

り，その次に大切な戒めは，人々を愛するこ

とである。

8
イエス・キリストの生涯

これらの章の中に記録
されている出来事は，
この時期に起こったも

のと考えられる

主の務めの第1年 第2年 第3年

キリストの
降誕

最初の
過越

2度目の
過越

3度目の
過越

最後の過越と，
最後の週
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レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってマタイ

24－25章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

イエス・キリストの再臨に先立って，一連の様々な出来事が

ある。これらの出来事を研究することは，再臨に備える助け

となる（ジョセフ・スミス－マタイ1：2 2－3 7参照；マタイ2 4：

1－35；教義と聖約29：14－21；45：16－53，63－75も参照）。

再臨がいつかを正確に知る人はだれもいないが，義人はおおま

かにではあるがその時の近いことを知ることができる（ジョセ

フ・スミス－マタイ1：3 8－5 4参照；マタイ2 4：3 2－5 1も参照）。

神の子供への態度や接し方，扱い方の中に，神に対するわた

したちの愛がどれほどのものかが現れる（マタイ2 5：4 0参

照；モーサヤ2：17も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』157，171－177

「救い主の生涯の最後の週」 276

教え方の提案

マタイ2 4－2 5章について教える準備をするときに，以下の提案

の中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

ジョセフ・スミス－マタイ（マタイ23：39－24：51，

マルコ 1 3章；ルカ1 2：3 7－4 8；1 7：2 0－3 7；

2 1：5－3 6も参照）。『高価な真珠』の「ジョセフ・スミス－マ

タイ」を基にして，マタイ24章を研究するとよい。（5分）

生徒たちに，彼らが道に迷ったと仮定させる。長い間，当ても

なくさまよい歩いた後，ある人に出会った。彼はその地域の地図

を2枚持っていた。どちらの地図も作られた時点では正確な内容

で，現在でも役に立つと思われる。1枚は2 0 0年前の地図であり，

もう1枚は現時点の情報を盛り込んだ地図である。次の質問をす

る。「皆さんはどちらの地図を使いたいと思いますか。どうして，

そのように思いますか。」

生徒たちにジョセフ・スミス－マタイの前書きを読ませる。

（生徒たちが，ジョセフ・スミス訳がどのようなものかを理解し

ていない場合は，『聖句ガイド』p . 1 3 3の「ジョセフ・スミス訳

（JS）」の項を読ませる。）次の質問をする。

マタイ2 4章とジョセフ・スミス－マタイには，前述の2枚の地

図とどのような共通点があるでしょうか。

マタイ2 4章とジョセフ・スミス－マタイは，それぞれどちら

の地図にたとえることができるでしょうか。

マタイによる福音書はいつごろできたのでしょうか。（およそ

2千年前）

ジョセフ・スミス－マタイが書かれたのはいつごろでしょう

か。（1831年に翻訳された。）

マタイによる福音書とジョセフ・スミス－マタイではどちら

が正確でしょうか。

皆さんは，マタイ2 4章とジョセフ・スミス－マタイのどちら

から学びたいと思いますか。

ジョセフ・スミス－マタイ1：5－20 （マタイ2 4：

4－2 2；マルコ1 3：5－2 0；ルカ1 7：3 1；2 1：

8－24も参照）。 悔い改めを拒む悪人は，自ら主の罪の宣告を招

くことになる。（10－15分）

生徒たちに，次のような行いがどういう結果をもたらすか尋ねる。

手を火の中に入れる。

高い山やビルの上から落ちる。

空腹のときに食事をする。

草木に水やりをしたり，手入れをしたりする。

このようなことをすれば，それぞれに当然の結果を招くことを

指摘する。

生徒たちに，ジョセフ・スミス－マタイ1：5－1 2を研究するよ

うに勧める。

罪悪に満ちた生活をしている人々は，その当然の報いとして，

どのような結果を招くでしょうか。

この聖句は，今の時代の多くの人々の生き方に，どのように

当てはまるでしょうか。

1 8－2 0節を読む。この聖句は罪悪に満ちた生活の結果として，

どのようなことが起きると教えているでしょうか。

イエスはこの聖句の中で，だれについて話しておられるので

しょうか。

聖典のこの箇所には，キリストの死後4 0年間のユダヤ人の様子

が書かれている，ということを生徒たちに理解させるために，

『イエスと使徒たちの生涯と教え』（p p . 1 7 1－1 7 2）に書かれてい

るマリオン・Ｇ・ロムニー長老の言葉を読む。

アルマ4 1：1 0を読む。この聖句は，罪悪がもたらす当然の結

果についての質問とどのように関係づけられるでしょうか。

ジョセフ・スミス－マタイ1：1 3－1 7を読む。イエスは，エル

サレムに住んでいた義人たちに，当時人々の間で行われてい

た罪悪がもたらす当然の結果を避けるために，どうするよう

に言われたでしょうか。

ジョセフ・スミス－マタイ1：2 1－3 7（マタイ 2 4：

6－3 5；マルコ1 3：7－ 3 1；ルカ1 7：2 1－3 7；

21：9－32も参照）。 イエス・キリストの再臨に先立って，一

連の様々な出来事がある。それらの出来事について研究すること

は，再臨に備える助けとなる。（20－25分）

雑誌などに掲載されている有名な人物の写真を用意する。ほと

んどの生徒が知っている人物の写真を選ぶ。その写真を7つか8つ

のピースに切り分ける。その中の一つのピースを黒板に掲示し，

生徒たちにそれがだれかを当てさせる。そして，すべてのピース

を出し切るか，あるいは，生徒がその人物がだれかを言い当てる

まで，一つずつ付け加えていく。

ジョセフ・スミス－マタイ1：1，4を読み，生徒たちに，弟子

たちがイエスに何を求めたかを確認させる。生徒たちに，これか

らもう一つのパズルを見ていくということを話す。そのパズルの

ピースは，ジョセフ・スミス－マタイに記録されている，再臨に

先立って起こると預言された数々の出来事である。配付資料とし

て次の表をコピーする。「再臨のしるし」の欄は空欄にしておく。

生徒たちに，聖典を基にして再臨のしるしに関する情報を記入さ

せる。

マタイ24－25章

5 1
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生徒たちの記入が終わったら，次の質問をする。

皆さんはこれらの預言のうち，何か成就したものを目にした

ことがありますか。部分的に成就しているものでもかまいま

せん。

教義と聖約9 7：2 1－2 2，2 5を読む。この聖句によると，わた

したちは，イエス・キリストの再臨の前に起こる様々な災難

に備えるために，今何ができるでしょうか。

ジョセフ・スミス－マタイ1：3 8－54 （マタイ2 4：

3 2－5 1；マルコ1 3：2 8－3 7；ルカ1 2：3 7－

48；17：26－37；21：29－36も参照）。 再臨がいつかを

正確に知る人はだれもいないが，義人はおおまかにではあるがそ

の時の近いことを知ることができる。（10－15分）

透き通った炭酸飲料，干しぶどう（数粒），透明なコップを用

意する。コップの中に炭酸飲料を注ぎ入れる。生徒たちに干しぶ

どうを見せ，以下のことを説明する。炭酸飲料の入ったコップの

中に干しぶどうを入れると，干しぶどうに気泡が次から次と付着

し，最後には，気泡によって干しぶどうが浮き上がってくる。生

徒たちに，最終的にそのような状態になることは確かであるが，

そうなるまでにどれくらいの時間がかかるかを知るのは難しいと

いうことを説明する。生徒たちに，干しぶどうが浮き上がるまで

にどれくらいかかるか推測させる。炭酸飲料の中に干しぶどうを

入れ，浮き上がるまでの時間を計る。（注意：炭酸飲料は栓を開

けて間もないものを使うようにする。炭酸の量が十分でないと，

干しぶどうが浮き上がらない。）

生徒たちにジョセフ・スミス－マタイ1：3 8－5 4を読ませ，次

の質問をする。

イエス・キリストの再臨に先立つ様々な出来事について学ぶ

ことと，炭酸飲料が入ったコップの中に干しぶどうを入れる

ことには，どのような共通点があるでしょうか（38－39参照）。

この聖句は再臨の正確な時について，どのようなことを教え

ているでしょうか（40節参照）。

主はわたしたちに，再臨の正確な時を知るようには望んでい

らっしゃいません。それには，どのような理由があると思い

ますか（47－54節参照）。

再臨の前の出来事について学ぶことは，なぜ大切なのでしょ

うか。

4 6節の中で，わたしたちはどのようなことを命じられている

でしょうか。

わたしたちは再臨の正確な時を知らされていません。それで

は，どうしたら再臨に対して最も良い備えができるでしょうか。

マタイ2 5章。イエスはたとえを通して，再臨について数多く

のことを教えられた。（15－20分）

生徒たちを3つのグループに分ける。各グループに，以下のた

とえの一つを調べさせる。1 0人のおとめ（1－1 3節），タラント

（14－30節），羊とやぎ（31－46節）。各グループに約5分の時間で，

割り当てられたたとえに関して以下の事柄を調べさせる。

そのたとえの中には，どのような出来事が書かれていますか。

その出来事はイエス・キリストの再臨と，どのように関係し

ているでしょうか。

そのたとえは，今の時代のわたしたちにどのように当てはま

るでしょうか。

わたしたちはこのたとえを学んだ結果として，どのような点

で再臨に対してさらによい備えができるでしょうか。

1 0人のおとめのたとえと，タラントのたとえを担当するグルー

プに，『イエスと使徒たちの生涯と教え』に書かれている説明を

参照させる（マタイ2 5：1－1 3とマタイ2 5：1 4－3 0に関する注解，

p.174参照）。 各グループの準備ができたら，調べたことを発表さ

せる。

マタイ25：40 （マスター聖句）。 神の子供への態度や

接し方，扱い方の中に，神に対するわたしたちの愛がど

れほどのものかが現れる。（5－10分）

生徒たちに以下の質問をする。

最も大切な戒めと，2番目に大切な戒めは，どのような教えで

しょうか。（神を愛し，隣人を愛しなさい。マタイ2 2：3 6－3 9

参照）

わたしたちはどのような方法で隣人への愛を示すことができ

るでしょうか。

わたしたちはどのような方法で神への愛を示すことができる

でしょうか。

生徒たちにマタイ2 5：4 0を読ませ，最も大切な戒めと，2番目

に大切な戒めの両方を同時に守るために何ができるかを考えさせ

る。生徒たちにモーサヤ2：1 7を読ませ，マタイ2 5：4 0とどのよ

うな関連性があるかについて話し合う。家族，友人，指導者，ま

た，初めて会う人などに対してもっとよく愛を示すためにはどう

すればよいか，具体的な方法を幾つか，紙に書き上げさせる。

マタイによる福音書

5 2

聖　句 再臨のしるし

ジョセフ・スミス－

マタイ1：22    

選民を欺くために，偽キリストや偽預言者が奇跡

を行うであろう。

ジョセフ・スミス－

マタイ1： 2 3，2 8

戦争と戦争のうわさが起こるであろう。

ジョセフ・スミス－

マタイ1：26    

朝の光が東から出て来るように，キリストもおい

でになるであろう。そして地のすべての人が，キ

リストが来られたことを知るようになる。

ジョセフ・スミス－

マタイ1：27    

義人は集められるであろう。

ジョセフ・スミス－

マタイ1：29    

戦争，飢饉，疫病，地震があるであろう。

ジョセフ・スミス－

マタイ1：30    

罪悪と憎しみが広まるであろう。

ジョセフ・スミス－

マタイ1：31    

福音は全世界に宣べ伝えられるであろう。それか

ら，悪人の滅亡が来る。

ジョセフ・スミス－

マタイ1：32

「荒らす憎むべき者」について預言されたことが，

再び成就するであろう。

ジョセフ・スミス－

マタイ1：33    

太陽と月は輝かなくなり，星は天から落ちるであ

ろう。

ジョセフ・スミス－

マタイ1：34－35

すべての預言が成就するであろう。
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マタイ26－28章

はじめに

マタイによる福音書の最後の章には，イエス・キリストがこの

世で過ごされた最後の数日の様子が描かれている。ここには，聖

餐の創始，キリストの贖罪，死，復活などの神聖な出来事が記録

されている。預言者ジョセフ・スミスはこれらのことの絶対的な

必要性について，次のように教えている。

「わたしたちが奉じる宗教の根本原則は，イエス・キリストに

関する使徒と預言者の証である。それは，イエス・キリストが亡

くなり，葬られながら，3日目によみがえり，天に昇っていかれ

たという証である。そして，わたしたちの宗教に関するほかの事

柄はすべてそれに付随するものにすぎない。」（Teachings of the

Prophet Joseph Smith，121）

これらの章には，贖罪と復活に関して，教義的に重要な意義を

持つ聖句が含まれている。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってマタイ

26－28章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

わたしたちは聖餐を受けるときに，キリストの名を受け，い

つも御子とその贖いを覚え，御子が与えてくださった戒めを

守ることを約束する（マタイ2 6：2 6－2 8参照；1コリント1 1：

23－29も参照）。

イエス・キリストは全人類を贖うために，大きな苦しみを受

けられた（マタイ2 6：3 6－4 6；2 7：1－2，1 1－5 0参照；モー

サヤ3：7；アルマ7：11－13；教義と聖約19：16－19も参照）。

わたしたちは，主の模範と祝福によって，直面する様々な困

難に耐えることができる（マタイ2 6：4 6－2 7：3 5参照；モー

サヤ23：21－24も参照）。

イエス・キリストの死と復活を通して，全人類が復活するよ

うになる（マタイ2 7：5 2－5 3；2 8：1－ 1 0参照；1コリント

15：22；ヒラマン14：15；3ニーファイ23：11－12も参照）。

イエス・キリストが復活し，今も生きておられるということ

を，多くの人々が証している（マタイ2 8：1－9，1 6－2 0参

照；3ニーファイ11：15；教義と聖約76：22－23も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』144－145，179－182，194，

204－207，215－219，225

「救い主の生涯の最後の週」 276

教え方の提案

マタイ2 6－2 8章について教える準備をするときに，以下の提案

の中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

『「新約聖書」ビデオ』プレゼンテーション9「わたしは

そのために生れ」（2 7分0 0秒）は，マタイ2 6－2 8章を教え

るのに活用することができる。あるいは，救い主の生涯の最後の

週を扱った，他の福音書の聖句ブロックに関するレッスンの一部

として用いることもできる。（『「新約聖書」メディアガイド』に

載せられている教授法の提案を参照する。）

マタイ2 6：1－1 6（マルコ1 4：1－1 1；ルカ2 2：1－6

も参照）。いったん，救い主がどのような御方であり，人類のた

めに何をしてくださったかを学ぶと，救い主に対してあいまいな

態度をとることはできない。（10－15分）

レモンを薄切りにしたものを1枚用意する。それを生徒たちに

見せて，次の質問をする。

レモンの香りはマイルドでしょうか，それとも強いでしょうか。

生のレモンの香りの好きな人はいますか。

生のレモンを食べるのは嫌という人はいますか。

そのどちらでもないという人はいますか。

レモンを一度も口にしたことのない人が，レモンの香りについて

あれこれ言うことができるでしょうか。それはなぜでしょうか。

生徒たちに，生のレモンを口にした経験がありながら，好きで

も嫌いでもないと言うような人はほとんどいないことを説明す

る。その香りは強烈で，ほとんどの人は，好きか嫌いかのどちらか

に分かれる。次の質問をする。「それがレモンでなく干しぶどうだ

ったら，皆さんの答えは，どのように違ったものとなるでしょうか。」

強い個性を持った人に対して，好きでも嫌いでもないという気

持ちでいるのは難しい，ということを生徒たちに指摘する。生徒

たちにマタイ26：1－16を読ませる。

1－5節に書かれている人々は，イエスに対してどのような思

いを持っていたでしょうか。

6－1 3節に書かれている女性は，イエスに対してどのような思

いを持っていたでしょうか。

1 4－1 6節に書かれている男は，イエスに対してどのような思

いを持っていたでしょうか。

マタイ1 2：3 0を教えるための提案に書かれている，アイザッ

ク・ビフンニンの話（p . 3 7）を見直し，救い主に対してどっちつ

かずの人がいるかどうか質問する。

マタイ 2 6：2 6－2 9（マルコ 1 4：2 2－2 5；ルカ 2 2：

1 9－2 0も参照）。救い主は，贖罪の業を成し遂げるために御自

分の命を犠牲にされたことを，わたしたちに思い起こさせようと

して聖餐の儀式を定められた。（10－15分）

最近どこかへ旅行してきた生徒に，以下の質問をする。

旅の思い出になるものを何か買ってきましたか。それは何で

すか。

どのような理由でそれを選びましたか。

マタイ26－28章

5 3

イエス・キリストの生涯
これらの章の中に記録
されている出来事は，
この時期に起こったも

のと考えられる

主の務めの第1年 第2年 第3年

キリストの
降誕

最初の
過越

2度目の
過越

3度目の
過越

最後の過越と，
最後の週
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今それを見て，どのようなことを思いますか。

それは旅行のことを，どのように思い起こさせてくれますか。

生徒たちにマタイ26：26－29を読ませる。

イエスが弟子たちに聖餐を与えられたのはなぜでしょうか。

イエスは弟子たちにパンを与える前に，そのパンをどのよう

にされたでしょうか。

割かれたパンは救い主の体をどのように思い起こさせてくれ

るでしょうか。

ぶどう液（あるいは水）は救い主の血をどのように思い起こ

させてくれるでしょうか。

生徒たちに，何かを食べたり飲んだりすると，それが肉体の一

部になる，ということを指摘する。

次の質問をする。「贖罪の象徴を受けることは，わたしたちが

贖罪に関する教えを日々の生活の中に当てはめるうえで，どのよ

うに役に立つでしょうか。」

当時，十二使徒定員会会員の責任にあったスペンサー・Ｗ・キ

ンボール長老の次の言葉を読む。

生徒たちに，毎週聖餐を受けるときに，救い主の犠牲と自分自

身の霊的状態について深く考えるように促す。

マタイ26：30 （マルコ14：26も参照）。 音楽は福音の重

要な一要素である。（5－10分）

生徒たちに以下の質問をする。

音楽はわたしたちの生活の中でどのような役割を果たしてい

るでしょうか。

この24時間のうちに何か音楽を聞いた人は手を挙げてください。

皆さんは，メロディをつけることによって，何かを覚えたと

いう経験はありませんか。（アルファベット，新約聖書の各書

名など。）

音楽はたとえ歌詞のないものであっても，価値があるもので

す。それは，どのような価値でしょうか。

音楽が主の計画の一部であることには，どのような証拠があ

るでしょうか。

生徒たちに，『聖句ガイド』を用いて，音楽の重要性を示す聖

句を見つけさせる（「音楽」〔p p . 6 3－6 4〕，「歌う」〔p . 4 4〕の項に

は数多くの聖句が載せられている）。 生徒たちにマタイ26：30を

読ませ，主は全人類の罪を贖うためにゲツセマネの園へ行く前に，

使徒たちとともに何をされたかを確認させる。賛美歌集の「大管

長会はしがき」を読んでもよい。この話し合いの最後に，生徒た

ちの好きな賛美歌を歌うようにしてもよい。

マタイ2 6：3 1－3 5（マルコ1 4：2 7－3 1；ルカ2 2：

31－34；ヨハネ13：36－38も参照）。 イエスはペテロが御

自分を知らないと言うことを預言された。

この聖句について教えたいと思う場合は，ルカ2 2：3 1－3 8，

56－62の教え方の提案を参照する。

マタイ2 6：3 6－4 5（マルコ1 4：3 2－4 2；ルカ

22：40－46も参照）。 イエス・キリストは全人類を贖

うために，大きな苦しみを受けられた。（30－35分）

黒板に“a t - o n e - m e n t”と書く。もし入手できれば，「ゲツセマ

ネで祈るイエス」（マタイ2 6：3 6－4 5）の絵（『福音の視覚資料セ

ット』227）を掲示する。以下の聖句を読ませ， 関連した質問に

答えさせることにより，生徒たちに，贖罪の意義について深く考

えさせる。

これらの質問について話し合った後で，“a t - o n e - m e n t”と書い

てあるその下に，以下の質問を書き足す。「自分自身の罪によっ

て神の御前から絶たれるとしたら，どうすれば神のみもとへ戻る

ことができるでしょうか。」スティーブン・Ｅ・ロビンソンの次

の話を読む。

「ある日……7歳になる娘のサラがわたしのところへ来

てこう言いました。『お父さん，わたし自転車が欲しいん

だけど。近所で自転車を持っていないのは，わたしだけ

なの。』

わたしはそのとき，自転車を買うだけの余裕がなかっ

たので，一時しのぎに『分かったよ，サラ。……

お小遣いを全部取っておきなさい。そうすれば，自転

車を買えるお金がすぐにたまるよ。』それでサラは納得し

たようでした。

わたしは2週間後に同じいすに座っていたときに，サラ

が母親の手伝いをし，その代わりにお金をもらっている

ことに気づきました。サラが別の部屋に入って行くと，

その中からチャリン，チャリンという音が聞こえてきま

した。わたしは『サラ，何をしてるの』と聞きました。

サラは出て来て……こう言いました。『お父さんが言っ

たでしょ。お小遣いを全部取っておけば，すぐに自転車

を買える分がたまるって。だから，もらったお金は全部

ためてきたの。』

かわいい娘の言葉を聞いて，わたしの心はとろけてし

まいました。娘はわたしの言ったことに従おうと，精い

っぱい頑張っていたのです。わたしはうそを言ったわけ

ではありませんでした。もしお金を全部ためていけば，

「わたしたちは，パンと水を受ける度に，献身と奉献

の思いを再度思い起こさなければなりません。戒めに従

っていないとき，また神に背いているとき，怒りや憎し

み，恨みの感情を持っているとき，わたしたちは聖餐を

受けるべきかどうかを真剣に考える必要があります。」

（The Teachings of Spencer W. Kimball，225）

マタイによる福音書

5 4

贖罪について理解する

質問 答えを含む聖句

アダムの堕落の結果として生じたことを一つ挙

げてください。

モーセ5：4

この状態を表す表現として，聖典ではどのよう

な言葉が用いられているでしょうか。

アルマ42：9

教会にはどのような使命があるでしょうか。 モロナイ10：30, 32

神とともに住むためには，わたしたちは霊的に

どのような状態になければならないでしょうか。

モーセ6：57

清くない人はどれくらいいるでしょうか。 1ヨハネ1：8
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生徒たちに2ニーファイ2 5：2 3を読ませ，その内容と上記の話

を比較させる。この聖句と話の中で，「恵み」を与えてくれるの

はだれであるとされているだろうか。黒板に書いておいた“a t -

o n e - m e n t”に注目させる。以下の事柄を説明する。“a t o n e m e n t”

は本来「贖う」という意味の動詞“a t o n e”と，動詞や形容詞の

後に付けて結果・状態・動作・手段などを表す名詞を作る接尾辞

“m e n t”から成る言葉である。ここでは，その成り立ちとはまっ

たく無関係に，3つに分割している。“a t”には「…の状態に」，

また“o n e”には「一つの」という意味がある。そして“m e n t”

は，前記のように，結果・状態・動作・手段などを表す名詞を作

る接尾辞である。したがって，本来の「贖罪」という意味とはま

ったく別に，「一つの状態にするもの」という意味を持たせるこ

とができる。つまり，贖罪を通して人が神と一つになれるという

ことである。イエスはゲツセマネの園で贖罪の業を始められた。

マタイ2 6：3 6－4 5を読み，キリストがゲツセマネの園で苦しま

れたときの状況がどのようなものであったかを確認する。この聖

句と教義と聖約1 9：1 6－19 とモーサヤ3：7を相互参照する。生

徒たちに，これらの聖句を読ませ， 贖罪がどれほど困難で，苦

しみを伴うものであったかを学ばせる。アルマ7：1 1－1 3を読み，

以下の質問をする。

イエスはわたしたちの罪のほかに，どのような罪をその身に

お受けになったでしょうか。

イエスがわたしたちのために贖いの業をしてくださったこと

を知って，皆さんはどのように感じますか。

贖罪について自分自身の証を述べ，数人の生徒にも証をさせる。

マタイ2 6：4 6－2 7：3 5（マルコ1 4：4 2－1 5：2 5；ル

カ22：47－23：33；ヨハネ18：1－19：18も参照）。 わ

たしたちは，主の模範と祝福によって，直面する様々な困難に耐

えることができる。（35－40分）

生徒たちに，これまでどのような試練を耐えてきたかを質問す

る。（家族の死，重い病気，家庭や学校における様々な問題など

の答えが考えられる。）何人かの生徒に，彼らの経験を話しても

らう。

生徒たちに，ゲツセマネから十字架の刑までの間に，救い主が

ひどい虐待を受けられたことを説明する。生徒たちに，順番にマ

タイ2 6：4 6－2 7：3 3の聖句を心を込めて読ませ，そのときに主が

味わわれた苦しみについて考えさせる。この聖句は非常に力強く，

生徒たちの心を引きつけるであろう。イエスについての聖句を読

みながら，イエスがどのような気持ちでおられたかを深く考えさ

せる。主は邪悪な者たちが御自分を苦しめるのをやめさせる力を

持っておられたが，あえてその力を振るうことはされなかった。

そのときにイエスが示された柔和さと自制について深く考えさせ

る。生徒たちに，読んだ聖句の中に書かれている，イエスが受け

られた試練を一つずつ黒板に書き上げさせ，また各自の聖典に印

を付けさせるとよい。以下の表を参照せよ。

生徒たちに以下の質問をする。

わたしたちは様々な苦しみや試練を味わいますが，そのこと

は，救い主が人類のために苦しみを受けられたことへの感謝

の思いを深めるうえで，どのように役立つでしょうか。

わたしたちは救い主への愛と，救い主ががしてくださったこ

とへの感謝を，どのようにして示すことができるでしょうか

（ヨハネ14：15参照）。

一人の生徒に信仰箇条1：13を暗唱させる。

いつかは自転車を買える金額にはなっていたことでしょ

う。しかし，そうなったころには，車が欲しくなってい

たことでしょう。サラの願いはかなえられそうにありま

せんでした。彼女を愛していたわたしは『自転車を見に，

街へ行こう』とサラに言いました。

二人でペンシルベニア州ウィリアムズポートの店をす

べて見て回りました。そして，わたしたちはようやく気

に入ったのを見つけました。……サラはその自転車に乗

り，胸をわくわくさせました。それから彼女は値札に気

がつき，それを裏返しにして見てみました。そして，そ

の値段の高いのを見て，沈んだ顔つきになり，泣きだし

てしまいました。彼女はわたしに言いました。『お父さん，

こんなに高くちゃ，絶対自転車なんか買えないわ。』

『サラ，幾らたまってるの。』

『61セントよ。』

『あのね，話があるんだけど。今までためた分をお父

さんに渡して，それからハグとキスをしてくれたら，こ

の自転車はサラのものになるよ。』……サラはわたしにハ

グとキスをし，その6 1セントを渡してくれました。その

後，サラは自転車から降りようとせず，わたしはのろの

ろとしたスピードで，家まで車を運転しなければなりま

せんでした。サラは家まで歩道を走り，わたしは彼女に

合わせてゆっくり車を走らせました。そのとき，わたし

の心に思い浮かんだのは，これはキリストの贖罪のたと

えのようだ，ということでした。」（“Believing Christ：A

Practical Approach to the Atonement，”Brigham Young

University 1989－90 Devotional and Fireside Speeches

〔1990年〕，122－123で引用）

マタイ26－28章

5 5

ゲツセマネから十字架の刑までの間に，
イエスが受けられた試練

ゲツセマネの後のイエスは，肉体的に消耗し疲

れ切った状態にあられた。

マタイ2 6：3 6－4 6；

モーサヤ3：7；教義

と聖約1 9：1 6－1 9

イエスは，弟子であり近しい友であったユダに

裏切られた。

マタイ26：45－50

弟子たちを含む多くの者たちが，イエスを見捨

てた。

マタイ26：55－56

イエスについて多くの者が偽証をした。 マタイ26：59－62

イエスは真実を話したことで，神を汚したとい

う告発を受けられた。

マタイ26：63－65

イエスは正当な理由なく，死刑の宣告を受けら

れた。

マタイ26：66

イエスはつばを吐きかけられ，殴られ，何度も

あざけられた。

マタイ2 6：6 7－6 8；

27：29－30

一人の政治指導者が，無実と知りながら，イエ

スに死刑を宣告した。

マタイ27：11－26

イエスは鞭打たれた（結果的に死人が出ること

も多かった残虐な刑であった）。

マタイ27：26

イエスは上着をはぎ取られた。 マタイ27：28，35

兵士たちがイエスの頭にいばらの冠をかぶらせた。 マタイ27：29
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信仰箇条1：1 3の中で，今日救い主について学んできたことに

当てはまるのは，どの部分でしょうか。（「わたしたちはすで

に多くのことを堪え忍んできており，またすべてのことを堪

え忍べるようにと望んでいる。」）

皆さんは将来，どのような種類の試練を堪え忍ばなければな

らないと思いますか。

わたしたちが試練を受けるときに，救い主が示してくださっ

た模範は，どのように助けとなるでしょうか。

マタイ2 7：3 5－54 （マルコ1 5：2 4－3 9；ルカ

2 3：3 4－4 7；ヨハネ1 9：2 3－3 0も参照）。イエス・

キリストは，ひどい苦しみのうちに亡くなられた。（20－25分）

以下の賛美歌の1曲あるいは2曲以上を歌うか歌詞を読む。「カ

ルバリに」（1 0 6番），「見よ，罪のために」（1 0 8番），「街を離れた

る青き丘に」（110番）。次の質問をする。

贖罪をテーマにした賛美歌が幾つかありますが，皆さんはそ

の中で特にどの曲が好きですか。

どうしてその曲が好きなのですか。

十字架の刑に関して述べたマタイによる福音書の聖句を，生徒

たちに順番に音読させる（マタイ2 7：3 5－5 4）。生徒たちが読み

進めていく中で，不明の点があれば質問をするように促し，説明

をしていく。『イエスと使徒たちの生涯と教え』（マタイ2 7：3 5に

関する注解，p . 2 0 6参照）に載っている，十字架の刑に関するジェ

ームズ・Ｅ・タルメージ長老の説明を読むようにしてもよい。

贖罪をテーマにした別の賛美歌を歌ってもよい。生徒たちに，

救い主にあてた手紙を書かせる。その中で，救い主がわたしたち

のために苦しみを受けてくださったことへの気持ち，またどのよ

うに感謝の気持ちを示すことができるかを書かせる。

マタイ27：52－53；28：1－10 （マルコ16：1－

1 4；ルカ2 4：1－1 2；ヨハネ 2 0：1－1 8も参照）。

イエス・キリストの死と復活を通して，全人類が復活するように

なる。（25－30分）

生徒たちに以下の質問をする。

皆さんは，例えば，知能の発達の遅れた人，腕や足をなくし

た人，目や耳の不自由な人など，障害を持つ人を見たときに

どのように感じますか。

そのような障害や病気などが癒されるとしたら，それはどれ

ほど価値のあることでしょうか。

皆さんは親しい友人や親戚の死を経験したことがありますか。

死がとてもつらい経験になるのはなぜでしょうか。

病気からの癒しだけでなく，死そのものからの癒しもあるとい

うことを説明する。生徒たちにアルマ1 1：4 3－4 4を読ませ，その

実例を確認させる。生徒たちに，マタイ2 8：1－1 0と2 7：5 2－5 3

を読ませ，以下の質問事項に答えさせる。（これらの質問事項を

生徒に渡す配付資料としてもよいし，黒板に書き上げるようにし

てもよい。）

（マタイ2 8：1）この出来事があったのは何曜日だったでしょ

うか。

（マタイ28：1） 墓に行ったのはだれだったでしょうか。

（マタイ28：2） そこに現れたのはだれだったでしょうか。

（マタイ2 8：2） 墓をふさぐ石はどのようにしてわきへ転が

されたのでしょうか。

（マタイ28：4） 兵士たちにどのようなことが起きましたか。

（マタイ28：5－7） 天使たちはどのようなことを告げたでし

ょうか。

（マタイ28：8） この女たちはどこへ行ったでしょうか。

（マタイ2 8：9－1 0） 途中，この女たちにどのようなことが

起きましたか。

（マタイ27：52－53） キリストが復活された後，エルサレム

に葬られていた一部の人々にどのようなことがありましたか。

復活についての理解を深めさせるために，次のような提示を行

う。片手を挙げる。指を動かし，その後で握り締めてこぶしにす

る。その手はわたしたちの霊体のようなものである，ということ

を生徒たちに話す。その手に手袋をして，次の質問をする。

この手袋はわたしたちの肉体を表していると言うことができ

ます。それはなぜでしょうか。（人がこの世に生まれるとき，

その霊は肉体を「まとう」。）

それでは死ぬということは，どのような形で表現できるでし

ょうか。（手袋を外す。）

では，復活するということは，どのような形で表現できるで

しょうか。（もう一度手袋をする。）

人は復活し，復活の後は二度と死や病気を味わうことはあり

ません。この教えを知ることによって，わたしたちの生き方

にどのような違いが出てくるでしょうか。

わたしたちはすでに世を去った愛する人々とまた一緒に暮ら

せるようになります。この教えを知ることによって，わたし

たちの生き方にどのような違いが出てくるでしょうか。

復活をいちばん喜ぶのはだれだと思いますか。それはなぜで

すか。

マタイによる福音書
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著者：マルコによる福音書自体には，マルコをその著者と明言

している箇所はない。しかし，初期の多くの文書が，マルコがそ

の著者であると述べている。預言者ジョセフ・スミスは，この書

を「聖マルコの証」と呼んでいる。より詳細な情報については，

『聖句ガイド』の「マルコ」の項（p.249）を参照せよ。

だれに向けて書かれたのか：マルコによる福音書には，文化ま

た地理的な記述が含まれている。それらの情報は，特に異邦人

（非ユダヤ人）の読者の関心を引くものであった。

歴史的背景：一般的にマルコによる福音書は，最初に書かれた

福音書であり，マタイによる福音書，ルカによる福音書の多くの

部分のベースになったと考えられている。この福音書が書かれた

正確な時期は明らかでない。しかし「初期のキリスト教徒の伝承，

またマルコの記録の内容自体も，この福音書はペテロの死（紀元

6 4年）の後，またエルサレム神殿の陥落（紀元7 0年）より前の時

期にローマで書かれたと指摘している。」（Ｓ・ケント・ブラウン

“The Testimony of Mark，”Studies in Scripture：Volume Five，

the Gospels，ケント・Ｐ・ジャクソン，ロバート・Ｌ・ミレット

共編 〔1986年〕，67で引用）

独自の内容：マルコによる福音書は，4つの福音書の中で最も

短いものである。これは展開の速い記録であり，救い主が何を語

られたかよりも，何を行われたかを強調している。マルコは特に

救い主がなされた数々の奇跡を強調した。マルコによる福音書に

書かれている事柄の9 0パーセント以上が，他の福音書にも載って

いる。マルコによる福音書には書かれているが，他の福音書には

書かれていない，という出来事や教えが幾つかある。その中には，

知られないうちに育っていく種のたとえ（マルコ4：26－29参照），

イエスが大工であった事実（マルコ6：3参照），ベツサイダにお

ける盲人の癒し（マルコ8：2 2－2 6参照），信じる者にはしるしが

伴うという教え（マルコ16：17－18参照）などがある。

テーマ：マルコの記録は，イエス・キリストが神の御子であり，

驚くべき力を備えた御方であられることを証している。マルコは，救

い主の様々な行動を強調することにより，この概念を説明している。

マルコ1－3章

はじめに

マタイとルカの福音書と異なり，マルコ1－3章 には，イエスの

降誕と子供時代に関する情報は記録されていない。マルコによる

福音書は，救い主のバプテスマや弟子や使徒たちの召しなど，イ

エス・キリストの務めに関する記録から始まっている。マルコが

その福音書の初めの方で，イエスの奇跡について記録しているこ

とに注意する。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってマルコ

1－3章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

前世でサタンに従った霊たちは，地上に投げ落とされ，肉体

を持つものに取りつこうとしている（マルコ1：2 3－2 6，3 4；

3：1 1参照；マルコ5：1－1 3；教義と聖約2 9：3 6－3 7も参照）。

イエス・キリストは，わたしたちの肉体を癒し，また罪を清

める力を持っておられる（マルコ1：23－45；2：1－12参照）。

わたしたちは神の御心を知るために，頻繁に祈るべきである

（マルコ1：35参照；マルコ6：46も参照）。

安息日は休息を取り，神を賛美する日である（マルコ2：2 3－

28；3：1－6参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』47－50

教え方の提案

マルコ1－3章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

マルコ1：1－2 3。マルコによる福音書への導入。（1 5－2 0分）

生徒たちをマルコによる福音書の学習に備えさせるために，マ

ルコによる福音書の導入部から，役に立つと思う情報を何か分か

ち合う。例えば，以下の出来事を黒板に書き上げることによって，

マルコによる福音書の簡潔さを説明するとよい。イエスの降誕，

バプテスマのヨハネによる救い主のバプテスマ，シモン・ペテロ

とアンデレの召し。生徒たちに，マタイによる福音書の最初の4

章の中から，これらの出来事を調べさせる。その後，生徒たちに

マルコ1章を読み始めさせ，マタイが記録しているのと同じ出来

事を書くのに，マルコが幾つの節を用いているかを比較させる

（注意：マルコはイエスの降誕に関する事柄を記録していない）。

マルコがイエスの行われた数々の奇跡を強調したことを示すた

めに，マタイの場合はマタイ8：2－3になって初めてイエスの奇

跡を記録している，ということを生徒たちに話す。マルコの記録

した最初の奇跡が出て来るところまで，生徒たちにマルコ1章を

読み続けさせる（マルコ1：23－25参照）。 マタイが救い主の教え

を強調したのに対して，マルコは主の行いと奇跡を強調した，と

いうことを生徒たちに指摘する。次のことを説明する。マルコが

記録した事柄の多くは，他の福音書の中にも書かれているが，マ

ルコはイエス・キリストに対する自分自身の証の中で，独自の視

点を示している。

5 7

マルコによる福音書

イエス・キリストの生涯
これらの章の中に記録
されている出来事は，
この時期に起こったも

のと考えられる

主の務めの第1年 第2年 第3年

キリストの
降誕

最初の
過越

2度目の
過越

3度目の
過越

最後の過越と，
最後の週
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マルコ1：2 3－2：1 2（マタイ8：2－1 7；9：2－8；ル

カ4：3 3－5：2 6も参照）。イエス・キリストは，肉体と霊の

両方を癒す力を持っておられる。（35－45分）

生徒たちがクラスルームに入って来るときに，肉体的な障害が

どのようなものかを経験させる。例えば，生徒たちに目隠しをし

たり，片腕につり包帯をさせたり，両足を縛って歩けなくしたり，

話せないようにさるぐつわをしたりする。（実際に障害を持ってい

る生徒たちの気持ちによく配慮する。障害を持つ生徒がいる場合に

は，事前にどのようなことが不快な気持ちにさせるかを彼らに質問

する。このレッスンの中で幾つかの質問がなされるが，それに対す

る彼らの答えが，特に意味のあるものであることに注意する。）

5－10分間肉体的な障害を仮体験させた後に，次の質問をする。

肉体的な障害を仮に体験してみて，どのように感じましたか。

その「障害」を通して，どのようなことを困難に感じましたか。

自分自身が一生その障害を持って生活するとしたら，どのよ

うに思いますか。

生徒たちに，1枚の紙の上の方に「マルコ1：2 3－2：1 2」と書

かせる。生徒たちに，この聖句には様々な障害を持つ人々につい

ての記録が含まれていることを話す。また，それらの聖句を読ま

せ，以下の質問への答えを書かせる。質問の内容は，上記の聖句

に登場する，障害を持つ人々に関するものである。

この人々はそれぞれどのような障害を持っていたでしょうか。

イエスはその人を助けるために，どのような奇跡を行われた

でしょうか。

奇跡が現実となった一因として，その人自身がどのようなこ

とをしたからであると考えられるでしょうか。

次の質問をする。

癒しは今の時代にもあることでしょうか。（キリストは今の時

代においても肉体的な障害を癒すことがおできになる，とい

うことを生徒たちに理解させる。モルモン9：15参照）

肉体的な障害を癒していただくこと以上にすばらしい祝福と

して，どのようなことが考えられるでしょうか。

黒板にハロルド・Ｂ・リー大管長の次の言葉を書く。

リー大管長が何を言おうとしたと思うかを，生徒たちに質問する。

病気の肉体を癒すことよりも，病める心を癒すことの方が偉

大であるのはなぜでしょうか。

皆さんは，救い主にはわたしたちの霊的な障害を癒す力があ

る，ということを信じますか。

マルコ2：5－1 2をもう一度読み，イエスが人々の罪の病を癒す力を

持っておられたことを示す証拠を生徒たちに探させる。以下の質問を

して，生徒たちに，霊的な病気と肉体的な障害とを比較検討させる。

霊的な意味において目が見えない，あるいは口が利けない，

足が利かないというのは，どのようなことを意味すると思い

ますか。

霊的な弱さすなわち罪は，わたしたちにどのような障害をも

たらすでしょうか。

もし皆さんが肉体的な障害と霊的な障害の両方を持っている

としたら，どちらを先に癒してほしいと思いますか。それは

どうしてですか。

アルマ7：1 1－1 3を読み，救い主が肉体的な障害と霊的な障害

を癒す力を持っておられる，ということを生徒たちが理解し，実

感できるように助ける。

マルコ1：3 5（ルカ4：4 2；6：1 2も参照）。わたしたちは頻

繁に祈り，神と交わるための時間を持つべきである。（1 5－2 0分）

クラス全体で，「祈りは楽しき」（8 1番）か「部屋を出る前に」

（7 8番）など，祈りをテーマにした賛美歌を1曲歌う。生徒たちに

その賛美歌に込められたメッセージを説明してもらう。生徒たち

に，今朝祈ったかどうかを心の中で考えさせる。次の質問をする。

人々が祈るのはなぜでしょうか。

人々が祈るのを怠るのには，どのような理由があると思いますか。

希望する生徒（一人か二人）に，祈りについて証をしてもらう。

生徒たちにマルコ1：3 5を読ませ，以下の質問事項について深

く考えさせる。

さっき歌った賛美歌のメッセージは，この聖句にどのように

当てはまるでしょうか。

イエスが祈られたのは，どうしてだと思いますか。

「夜の明けるよほど前に」起きて祈ることにより，どのよう

な祝福が授けられると思いますか。

「寂しい所」で祈ることは，どのような助けになりますか。

聖典には，祈りをささげ，神と交わるために，静かな所へ行

った人がほかにも登場しますが，皆さんはどのような人物を

知っていますか。

キンボール大管長の次の言葉を読むか，配付資料として生徒た

ちに渡す。

当時，十二使徒定員会会長の任にあったスペンサー・Ｗ・キン

ボール大管長は次のように書いている。

「寂しい場所は，恵まれた場であり，祝福の場である。わ

たしたちは一人になって祈るとき，ごまかしや見せかけ，偽

善や傲慢
ごうまん

さをすべて脱ぎ捨てる。救い主は，行くべき山を見

つけ，祈りをささげるために，ひそやかに姿を隠された。偉

大な使徒パウロも，アラビヤの荒野で罪からの清めを見いだ

してようやく，新しい召しに対して熱烈な意気を感じるよう

になったのではないだろうか。荒野へ入って行ったときの彼

は，この世的なものを持っていたが，そこから出て来たとき

には，清められ，備えられ，再生していた。……エノスも森

の中に一人だけの寂しい場所を見つけた。モリアンカマーは，

自分に従う人々に進むべき道を指し示せるよう，主に石に触

れていただくために，山の頂へ行った。そして，ニーファイ

は人々から遠く離れたとある山で主の導きを頂き，それによ

って船の作り方を学んだ。ジョセフ・スミスが見いだした寂

しい森の中で，彼の祈りの声を聞いたのは，鳥と木々と，神

のみであった。わたしたちもまた，寂しい所で心の奥底から，

熱い思いをもって祈ることができるのである。」（F a i t h

Precedes the Miracle〔1972年〕，209）

「今の時代のわたしが目にする最も偉大な奇跡は，必

ずしも病める肉体の癒しではない。わたしが目の当たり

にしている最大の奇跡は，病める心の癒しである。」

（Conference Report，1 9 7 3年4月，1 7 8；またはE n s i g n，

1973年7月号，123）

マルコによる福音書
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当時，管理監督会の一員であったＨ・バーク・ピーターソン長

老は，次のように述べている。

わたしたちは，一人になり，祈りを通して主と交われる時間と

場所を見つけることによって，祈りの質を高めることができる。

生徒たちに，そのような時間と場所を探すように促す。

マルコ2：2 3－3：6（マタイ1 2：1－1 4；ルカ6：

1－1 1も参照）。安息日はこの世の働きを休み，さらに

神に近づくための日である。（35－45分）

レッスンが始まる前に，サッカー，水泳，読書，バスケットボ

ール，ダンス，仕事，勉強，歌，ショッピング，食べること，眠

ることなど，教会の標準にかなった活動で，1 0代の若者たちに人

気のあるものを，黒板に書き上げておく。それらの活動を生徒た

ちと一緒に見直し，主がその一つ一つを適切なものと認めてくだ

さると思うかどうか質問する。

黒板上の別の箇所に，「安息日の過ごし方のガイドライン」と

いう見出しを書く。生徒たちにマルコ2：2 3－3：5を読ませ，弟

子たちのどのような行動が，安息日の戒めを破ったという，パリ

サイ人たちの非難の言葉を招いたかを調べさせる。次の質問をす

る。「救い主はこの聖句の中で，安息日の目的についてどのよう

な教えを説かれたでしょうか。」（「安息日の過ごし方のガイドラ

イン」という見出しの下に，生徒たちの答えを書き上げる。）

生徒たちに次の点を説明する。ユダヤ人は安息日を守って聖な

る日として保つという戒めに数多くの制限や規定を付け加え，そ

の結果安息を取るための日が，逆に大きな重荷となってしまった。

イエスは次のように教えられた。「安息日は人のためにあるもの

で，人が安息日のためにあるのではない。」（マルコ2：2 7）。別な

言い方をすれば，主はわたしたちの祝福となるように安息日を定

められたのである。

「安息日は人のためにあるもの」という言葉は，安息日には自

分の好きなことを何でもしてよい，という意味ではないことを，

生徒たちに強調する。それは主が聖典の中で（出エジプト2 0：

8－1 1；教義と聖約5 9：9－1 4参照），また現代の預言者や使徒た

ちを通して与えておられる他の戒めを軽視することになるであろ

う。マルコ2：2 6－2 7のジョセフ・スミス訳（英文）では，安息

日の目的として，休息を取り，神を賛美する，という二つの事柄

を付け加えていることを生徒たちに話す（「安息日の過ごし方の

ガイドライン」という見出しの下にこの二つを書き加える）。安

息日を定められたのはイエスであり，イエスこそが安息日の主で

あられる，ということを説明する。

一人の生徒に，『若人のために』の「日曜日の行動」の箇所を

朗読させる（〔パンフレット，1990年〕，17）。

このパンフレットには，日曜日に関して，ほかにどのような

ガイドラインが書かれているでしょうか。

これらのガイドラインは，わたしたちが霊的な力を得，働き

を休み，神を賛美するうえで，どのように役立つでしょうか。

黒板の「安息日の過ごし方のガイドライン」の欄に，『若人の

ために』に述べられているガイドラインを幾つか書き加える。生

徒たちに，様々な活動を書き上げたリストに注目させる。これら

の活動はどれも，週日の6日間の行動としては適切であるが，日

曜日の活動としては不適切なものがあるということを告げる。

これらの活動のうち，安息日の行いとして適切なものはどれ

でしょうか。

神を賛美するために，安息日にほかにどのようなことができ

るでしょうか。

以下の3つの引用文の中から，役立つと思われるものを選んで

朗読し，安息日を守って聖なる日として保つことによって，どの

ような祝福が得られるかについて，生徒たちと話し合う。

ゴードン・Ｂ・ヒンクレー大管長は次のように語っている。

「わたしたちがすばらしい未来に向かって前進を続け

るとき，人によってはささいな戒めと考えるものの中に，

実に重要な教えがある場合があります。

安息日のことを考えてみましょう。主の安息日が今，

人々の娯楽の日になりつつあります。テレビでゴルフやフ

ットボールを観戦する日となり，店やスーパーマーケット

で売り買いをする日となっています。わたしたちは一部の

批評家が考えるように，アメリカの主流に向かって動いて

いるのでしょうか。……

わたしたちの将来への強さは，また，世界中で教会を成

長させたいという決意は，もしこの重要な問題で主の御心

を踏みにじるようなことがあれば，必ず弱まっていきます。

主はいにしえの時代，この点について明確に宣言され，ま

た現代の啓示の中でも繰り返されました。わたしたちは主

の言われたことを無視して，罰を受けずに済むと考えては

なりません。」（『聖徒の道』1 9 9 8年1月号，7 9）

「主に信頼し，また主との語らい，すなわち祈りの質を

高める必要性を感じている人々に対して，以下のことを提

案したいと思います。一人になれる所，また静かに考えら

れる所，ひざまずける所，声に出して祈れる場所へ行って

ください。ベッドルーム，バスルーム，あるいはクローゼ

ットでもよいでしょう。まず，心の目に主を思い浮かべて

ください。自分がどなたに語りかけているのかを考え，気

持ちをコントロールし，散漫にならないようにしてくださ

い。そして，自分の父親，友人に対するように，主に語り

かけてください。ほんとうに話したいと思うことを主に向

かって語ってください。あまり意味のない使い古された言

葉ではなく，主に対して，心からの真剣な言葉を語ってく

ださい。主を信頼し，また，赦しを請い，願い求め，主と

親しく交わり，感謝し，神への愛を示し，主から与えられ

る答えに耳を傾けてください。耳を傾けることは，祈りの

中で欠かすことのできない要素です。主からの答えは静か

にやって来ます。それはとても静かにやって来るものです。

事実，聞き取れる形で主の答えを受ける人はほとんどいま

せん。注意深く耳を傾けなければなりません。さもなけれ

ば，決して与えられる答えに気づくことはできません。主

から与えられる答えのほとんどは，温かな安らぎの感情と

して，心の中に感じるものです。あるいは様々な考えが頭

の中に思い浮かんでくるということもあります。主の答え

は備えのできた，忍耐強い人々に与えられるものなので

す。」（Conference Report，1 9 7 3年1 0月，1 3；E n s i g n，1 9 7 4

年1月号，1 9）

マルコ1－3章

5 9
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当時，十二使徒定員会会員の任にあったジェームズ・Ｅ・ファ

ウスト長老は次のように話している。

七十人定員会会員のジョン・H・グローバーグ長老は次のよう

に教えている。

最後に，この戒めに従うことによって自分自身が受けてきた祝

福について証を述べる。

マルコ4－6章

はじめに

イエスはガリラヤで務めを果たしておられた時期に，数多くの

偉大な奇跡を行われた。これらの奇跡は，自然界，また悪の力，

肉体と霊の病，そして死さえをも治めるイエスの力を人々に示し

た。マルコ4－6章を注意深く読み，信仰と憐れみがもたらす力に

ついて，救い主がどのようなことを教えられたかを確認する。ま

た，悲しみのときや人から拒まれたときにどう対処すべきかとい

うことについて，これらの章が何を教えているかを確認する。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってマルコ

4－6章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

与えられた福音の知識に忠実な生き方をする人は，さらに多く

のものを与えられる（マルコ4：2 4－2 5参照；ルカ8：1 8も参照）。

イエス・キリストは万物の創造主であられる。したがって自

然界のすべてが，キリストに従う（マルコ4：3 7－4 1；6：

35－44，47－52参照）。

イエス・キリストはわたしたち一人一人に対して大きな憐れ

みをかけておられる。その恵みは，わたしたちの足りないも

のを十分に満たしてくれる（マルコ5：1 9；6：3 4，4 1－4 4参

照；マルコ1：40－41も参照）。

イエス・キリストを信じる信仰を持つ人々は，癒しを受ける

ことができる。信仰を持たなければ，日々の生活の中で奇跡

を体験する力に限りが出てくる（マルコ5：3 4；6：1－6参

照；エテル12：12；モロナイ7：37も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』81－82，95

教え方の提案

マルコ4－6章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

『「新約聖書」ビデオ』プレゼンテーション5「あなたの

信仰があなたを救ったのです」（1 6分1 7秒）は，マルコ5

章を教えるのに活用することができる。ただし，マタイ9章を教

えるレッスンでこのプレゼンテーションを用いた場合，このレッ

スンでは用いない。（『「新約聖書」メディアガイド』に載せられ

ている教授法の提案を参照する。）

マルコ4：1－2 5（マタイ1 3：1－2 3；ルカ8：4－1 8も

参照）。与えられた福音の知識に忠実な生き方をする人は，さら

に多くのものを与えられる。（20－25分）

一人の生徒に腕立て伏せを数回してもらう。次の質問をする。

こういう種類の運動をすることによって，あなたの筋肉はど

うなるでしょうか。

福音の知識が増し加えられていく過程と，筋肉が強められて

いく過程には，どのような共通点ががあるでしょうか。

生徒と一緒に種まきのたとえを読む（マルコ4：2－9）。 次の質

問をする。「このたとえに出てくる『種』は何を表しているでし

ょうか。」（神の言葉。15節参照） 生徒たちにマルコ4：15－20を

読ませ，以下の質問に対する答えを探させる。

「鳥」は何を表しているでしょうか。（サタン。4，15節参照）

「石地」は何を表しているでしょうか（16－17節参照）。

「いばら」は何を表しているでしょうか（18－19節参照）。

「良い地」は何を表しているでしょうか（20節参照）。

「実」は何を表しているでしょうか。（これは福音に対するわ

たしたちの知識，またその知識を実践して得られる祝福と良

い行いを表していると考えられる。20節参照）

次の質問をする。「『良い地』を持ち，教会に活発にとどまり続

ける人の場合，バプテスマを受けた後に，福音に対する知識や理

解はどのようになるでしょうか。」生徒たちと一緒にマルコ4：

24－25を読み， 次の質問をする。「この聖句は，心という土地を，

石地やいばらがふさぐ地になるに任せる人々について，何を教え

ているでしょうか。」アルマ12：9－11を読み，次の質問をする。

この聖句は，光と知識を得ることについて何を教えているで

しょうか。

「安息日を聖く守れば力が与えられます。その力は，自

分だけでなくほかの人も助けることができます。個人とし

て，家族として，地域社会や国家として神の祝福と加護を

得たいと思うなら，わたしたちは主の安息日を聖としなけ

ればなりません。」（『聖徒の道』1 9 8 5年1月号，8 0）

「物欲に執着する傾向の一段と強まるこの時代にあって，

わたしたち自身と子供たちを現代の様々な災いから守る確

かな方法があります。その鍵は実に，安息日を守ることに

あるのです。」（『聖徒の道』1 9 9 2年1月号，3 9）

マルコによる福音書

6 0

イエス・キリストの生涯
これらの章の中に記録
されている出来事は，
この時期に起こったも

のと考えられる

主の務めの第1年 第2年 第3年

キリストの
降誕

最初の
過越

2度目の
過越

3度目の
過越

最後の過越と，
最後の週
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この聖句は，光と知識を失うことについて何を教えているで

しょうか。

教会にあまり活発でなくなると，福音に対する理解はどのよ

うになるでしょうか。それはなぜでしょうか。

福音に対する理解を失うことと，種まきのたとえに出てくる

様々な種類の土地には，どのような共通点があるでしょうか。

生徒たちと一緒に教義と聖約7 6：5－1 0を読み，次の質問をする。

この聖句は，従順な人々に与えられる理解について，何を教

えているでしょうか。

この聖句は，どうしたらこのような偉大な事柄を学べるかと

いう点について，何を教えているでしょうか。

この原則の実際の例を，皆さん自身の生活あるいはほかの人

の生活の中から挙げることができますか。

希望する生徒たちに，彼らの経験を話してもらう（具体的な名

前を挙げることのないように注意する）。

ブルース・Ｒ・マッコンキー長老の次の言葉を読む。

最後に生徒たちに，生涯を通して福音の知識を求めるようにチ

ャレンジする。

マルコ4：3 5－4 1（マタイ8：1 8－2 7；ルカ8：2 2－2 5

も参照）。イエスはガリラヤの海で嵐を静められたのと同じよう

に，わたしたちの生活の中に起こる嵐も静めることがおできにな

る。（10－15分）

生徒たちに絵「嵐を静める」（マタイ8：2 3－2 7）を見せる（付

録，p.290参照）。 生徒たちに，その絵の中に描かれている一人一

人の人物の表情を注意深く観察させる。クラス全体でマルコ4：

35－41を読み，次の質問をする。

この画家は特にどの節の内容を描いているでしょうか。

もしこの画家に，この絵を描き直させることができるとしたら，

皆さんはどこを変えさせたいと思いますか。それはなぜですか。

生徒たちに，試練を受けて「嵐のような時」を経験したときの

ことを考えさせる。すべてが最悪の事態のときに，イエスはただ

眠っておられるだけとしか思えない場合があるかもしれないこと

を話す。しかしこの聖句に書かれているのと同じように，イエス

は決してわたしたちを置き去りにはされない。一人の生徒に，ブ

ルース・Ｒ・マッコンキー長老の次の言葉を読んでもらう。

生徒たちに，すべてを静める救い主の力を感じたときのことを

書かせるか，話してもらう。人生の中で「嵐」に遭遇したときに，

救い主に救われたときの，自分自身の個人的な体験を話すように

してもよい。

賛美歌「主よ，嵐すさび」（5 9番）を歌うか，その歌詞を読む。

生徒たちにこの曲の第3節を読み返させ，どのように感じたかを

話してもらう。

マルコ5：2 1－4 3；6：1－6（マタイ9：1 8－2 6；1 3：

5 4－5 8；ルカ8：4 1－5 6も参照）。信仰は奇跡に先んずる。

（25－35分）

キリストの時代に行われたのと同じ奇跡で，末日に行われた奇

跡を，生徒たちに挙げさせる。生徒たちと一緒にモロナイ7：3 7

を読み，何が奇跡を起こすのかを確認させる。今日のレッスンで

は，信仰によって奇跡が起きるという事例を二つ，また，信仰が

足りないために奇跡の機会を失うという例を一つ学んでいくこと

を生徒たちに話す。

「〔この奇跡は〕主イエスは常にその友の近くにいて，

彼らを危機的な状況から守ってくださるということをはっ

きりと教えている。たとえ自然現象を制する必要がある場

合でも，主は彼らを守ってくださるのである。

また，休むことなくたけり狂うこの海は，罪に満ちた邪

悪なこの世を象徴している。……キリストが人生の海を静

めてくださるとき，人の心の中に平安が訪れる。

また，教会そのものを，使徒や預言者が舵
かじ

を取り，世の

荒波の中を進んでいく一隻の船にたとえる人々もいる。海

は激しく荒れ狂い，その船に猛威を振るうが，決して勝利

を得ることはない。その聖なる船は絶対に沈まない。忠実

な乗客が海の深みにのまれることもない。キリスト御自身

がその船を進めておられるからである。キリストが枕をし

て眠っておられるように見えるかもしれない。しかし，キ

リストはそこにおられるのである。危機が極みに達すると

きに，主は僕たちの嘆願を聞き，身を起こされる。そして，

再び風と波を叱責
しっせき

されるのである。主はその名を信じる信

仰を持つ人々を解放し，苦しむ人々に恐れるなと語りかけ

られる。主の声が再び響く，『静まれ，黙れ』と。」（M o r t a l

M e s s i a h，第2巻，2 7 8）

「福音の光は真昼の陽光のように現れることはない。む

しろ……それは，ここにも少し，そこにも少しと，教えに

教え，訓戒に訓戒と人の心の中に徐々に現れてくるもので

ある〔教義と聖約5 0：2 4参照〕。そして，光と真理のうちに

成長し続ける忠実な人々はやがてすべてのことを明らかに

され，すべてのことを知るようになるのである。（教義と聖

約7 6：5－1 0；9 3：2 6－2 8；1 0 1：3 2－3 4；1 2 1：2 6－2 9）……

忠実な人々には，すべてのたとえ，すべての教え，すべ

ての奥義，すべての隠された事柄が明らかにされる。最終

的にはすべてのことが啓示され，義にかなった人々はそれ

らを知るようになる。」（Doctrinal New Testament

C o m m e n t a r y，第1巻，2 9 1）

マルコ4－6章

6 1
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生徒たちにマルコ5：2 2－4 3を順番に朗読させる。そして，次

の質問事項について話し合う。

ヤイロはイエスに何をしてほしいと求めたのでしょうか。

このときにヤイロが語った言葉は，彼がイエスをどれほど強

く信じていたかを示しています。ヤイロのどのような言葉に，

そのことが現れているでしょうか（23節参照）。

この女が語った言葉や行動は，彼女がイエスをどれほど強く

信じていたかを示しています。彼女のどのような言葉に，そ

のことが現れているでしょうか（27－28節参照）。

御自分の周りにたくさんの人々がひしめいていたにもかかわ

らず，イエスはこの女が触れたときに，何か特別なものをお

感じになりました。それはなぜでしょうか。

このときまでだれにも助けてもらえなかった女が，イエスの

力で病気を癒されたのはなぜでしょうか。

イエスは，この女が癒された理由として何を挙げておられま

すか（34節参照）。

ヤイロの娘が生き返ったのは，だれの信仰の力によったので

しょうか。

生徒たちにマルコ6：1－6 を読ませ，そこに書かれている事柄と

2 2－4 3節の二つの話が，どのように関係しているかを考えさせる。

イエス・キリストの癒しの力と，主を信じる信仰には，どの

ような関係があるでしょうか（モルモン9：19－20も参照）。

今の時代に奇跡を信じない人が多くいるのは，なぜだと思い

ますか。

生徒たちに，自分の信仰の強さがどれほどのものか，また信仰

をさらに強くするために何ができるかを，深く考えさせる。七十

人定員会会員のメリル・Ｊ・ベイトマン長老の次の言葉のコピー

を配付資料として生徒たちに渡すか，黒板に書く。

ベイトマン長老のこの言葉をよく読んだうえで，以下の質問事

項について生徒たちと話し合う。

わたしたちはどうしたら信仰を得ることができるでしょうか。

従順さは信仰に，どのような影響を与えるのでしょうか。

信仰は，わたしたちの従う能力にどのような影響を与えるで

しょうか。

それでは，信仰を強めるためにはどうしたらよいでしょうか。

まとめとして，信仰は強めることができるということ，また，

神はわたしたちの従順さと信仰に応じて今の時代にも奇跡を行わ

れるということを証するとよい。

マルコ6：1 4－2 9（マタイ1 4：6－1 2；ルカ9：7－9も

参照）。戒めを守るためには，強い勇気と大きな犠牲を求められ

ることが多くある。（20－30分）

以下の実話を生徒たちに読んで聞かせる。

次の質問をする。「青年ジョセフ・Ｆ・スミスがしたような決

心をするには，どのような霊的特質が求められるでしょうか。」

家族や友人の中に，困難な状況にありながら戒めを守ってきた人

がいるかどうかを質問する。生徒たちにそのような例を話しても

らう。

今日のレッスンでは，大きな勇気と犠牲が求められるときにも，

戒めを守った人について学ぶことを生徒たちに伝える。マルコ

6：14－16を読み，次の質問をする。

14節の「彼」とはだれのことでしょうか。（イエス）

ヘロデはイエスを，死人の中からよみがえったバプテスマの

ヨハネだと考えましたが，それはなぜでしょうか。

ヘロデは何を恐れていたのでしょうか（『イエスと使徒たちの

生涯と教え』のマタイ14：1－2 に関する注解，p.87参照）。

生徒たちと一緒にマルコ6：1 7－2 9を読む。必要に応じて，途

中以下の質問事項について話し合う。マルコ6：1 4－1 6には，バ

プテスマのヨハネの死後に起こったことが，また，1 7－2 9節の中

には，マルコはヨハネがどのような理由で，またどのようにして

死んだかが述べられていることを説明する。

ヘロデはなぜヨハネを投獄したのでしょうか。

バプテスマのヨハネにとって，ヘロデに悔い改めを叫ぶこと

は勇気を求められることでした。それはなぜでしょうか。

バプテスマのヨハネはどのような代価を払ったでしょうか。

マルコ6：2 0に書かれているどのような特質が，戒めに従う勇

気をヨハネに得させたと思いますか。

ヨハネが大きな犠牲を払ってでも戒めを守ったのはなぜでし

ょうか。

「ジョセフ・Ｆ・スミスは，ハワイでの伝道から帰ると

きに1 9歳でした。カリフォルニアからユタの家へ戻る途中

のある朝，『悪態をつく酔っ払いの一団に出くわしました。

……彼らは銃を撃って，野蛮な叫び声を上げ，モルモンを

ののしっていました。酔っ払いの一人が銃を振り回しなが

ら，近づいて来ました。ジョセフは恐かったのですが，逃

げるのは賢明でないし無駄だと思ったので……何事もない

かのように，その男に向かって歩いて行きました。「おま

えは……モルモンか？」その悪漢が聞いてきました。ジョ

セフはできるかぎり平静を保ちながら，相手の目をまっす

ぐ見て静かに答えました。「そのとおり。正真正銘，生っ

粋のモルモンだ。」このまったく思いがけない返答に，男

はあ然として立ち止まり，両腕をだらりと下げ，信じられ

ないという表情でしばらくジョセフを見てから，すっかり

声を和らげて言いました。「そうか，おまえのように気持

ちのいい男は初めてだ。握手しよう。自分の信念を守るや

つに会えて，うれしいよ。」そう言うと男は背を向けて，

去って行きました。』〔フランシス・Ｍ・ギボンズ，J o s e p h

F. Smith：Patriarch and Preacher，Prophet of God（1 9 8 4

年），4 3－4 4〕」（『聖徒の道』1 9 9 8年1月号，4 5）

「信仰は一つの原則であるとともに，一つの経過でもあ

ります。信仰は，わたしたちが救い主との間に信頼関係を

築くための道を示すものです。信仰を養うためには，まず

へりくだった心と悔いる霊が必要です。そして主を知りた

いという強い望みを持ち，福音の原則に従順な生活が求め

られます。そうすれば救い主は従順な人々に，彼らの行い

について霊的な確認を与えてくださいます（アルマ3 2：1 6，

2 7－3 2参照）。信仰が強められるにつれ，わたしたちの永遠

への展望はさらに広がり，それによって人生の様々なチャレ

ンジに立ち向かう能力が増し加えられていきます。」（“F a i t h

That Preserves and Strengthens,” Brigham Young

University 1996－97 Speeches〔1 9 9 7年〕，1 4 1で引用）

マルコによる福音書

6 2
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今の時代の若人は，戒めを守るために，どのように勇気を示

し，犠牲を払っているでしょうか。（バプテスマを受ける，伝

道に出る，道徳の標準を守る，知恵の言葉を守る，いじめら

れている人がいたら助ける。）

皆さんは戒めを守ることを重要なことだと信じています。皆

さんはどうしてそのように信じていますか。

まとめとして，生徒たちに『聖句ガイド』の「ヨハネ（バプテ

スマの）」（p . 2 7 9）の項を読ませる。それを読みながら，バプテス

マのヨハネの特質あるいは経験の中で，特に印象に残るものを一

つ探すように，生徒たちに言う。様々な決定をする場合に，ヨハ

ネを模範とするよう，生徒たちに勧める。

マルコ6：3 4（マタイ1 4：1 4も参照）。救い主はすべての人

に対して大いなる愛と憐れみをかけておられる。（10－15分）

レッスンの初めに，賛美歌「主イエスの愛に」（109番）を歌う。

生徒たちに，この賛美歌を歌って，救い主に対してどのように感

じるかを話してもらう。

黒板に次の聖句の引用表記を書く。マタイ2 0：3 4；マルコ1：

4 0－4 1；5：1 9；6：3 4；ルカ7：1 2－1 3。生徒たちにこれらの聖

句を読ませ，各聖句の中から，救い主が人々に祝福を与えようと

された動機を示す言葉を探させる。次の質問をする。「これはわ

たしたちにどのように当てはまるでしょうか。」3ニーファイ1 7：

5－7を読み，救い主がすべての人々に対して憐れみと愛をかけて

おられるということを，生徒たちが理解できるように助ける。救

い主がなされたことはすべて，愛がその源となっている。次の質

問をする。

天の御父はわたしたちを愛しておられますが，わたしたちか

ら見ると，時として祝福を与えるのを控えておられると思え

ることがあります。御父がそのようにされるのには，どのよ

うな理由があるのでしょうか。

祝福を与えるのを控えること自体が，愛の働きと言える場合

もあります。それはなぜでしょうか。

当時，七十人定員会会員の任にあったニール・Ａ・マックスウ

ェル長老の次の言葉を読む。

わたしたちは，救い主の憐れみと愛を知ることによって，

日々の生活の中で，どのような励ましと祝福を受けることが

できるでしょうか。

救い主の憐れみと愛を知ることによって，救い主御自身に対

する気持ちや，救い主から求められることへの考えに，どの

ような変化が出てくるでしょうか。

一人の生徒に，救い主の憐れみ，愛を感じたときの体験を話し

てもらう。これからの2週間，救い主のようにほかの人々に思い

やりを示せる機会を探し求めるように，生徒たちを促す。

マルコ7－16章

はじめに

マルコ7－1 6章はおおまかに見ると，ガリラヤ，ペレア，ユダ

ヤへの旅を含め，救い主の生涯の最後の年にあった出来事が記さ

れている。しかし，このブロックの多くの部分には，贖罪，死，

復活など，救い主の生涯の最後の週にあった，きわめて重大な出

来事が記されている。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってマルコ

7－16章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

わたしたちは邪悪な考えや行動によって，汚れるようになる

（マルコ7：14－24参照）。

わたしたちは断食に祈りを添えることにより，霊性と信仰を

養うことができる（マルコ9：1 4－2 9参照；マタイ1 7：1 4－

21；ルカ9：37－43も参照）。

謙遜で従順であり，進んで人に仕える人々は，神の目に偉大

な者とされる（マルコ9：3 3－3 7参照；マタイ1 8：1－5；ルカ

9：46－48；モーサヤ3：19も参照）。

イエスは飢え，渇き，労苦，苦痛，誘惑を自ら経験され，わ

たしたちを慰め，助けるための方法を御存じである（マルコ

11：12参照；モーサヤ3：7；アルマ7：11－13も参照）。

主の宮は神聖な場所であり，敬虔な思いをもって扱わなければ

ならない（マルコ1 1：1 5－1 8参照；教義と聖約1 1 0：8も参照）。

信仰をもって祈る人々に対して，天の御父はその心に義にかな

った望みをかなえてくださる（マルコ1 1：2 2－2 4参照；マタイ

2 1：2 1－2 2；ヤコブの手紙1：5－7；3ニーファイ1 8：2 0も参照）。

キリストのようになるためには，天の祝福を選んで，この世

の富を犠牲にしなければならない（マルコ1 2：4 1－4 4参照；

ルカ21：1－4；モロナイ7：6－8も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』104，157－159，167，180，

217－219

「救い主の生涯の最後の週」276

「聖なるイエスのわたしたちに対する憐れみは，罪がない

とはいいながら，苦しみをまったく知らない人の抽象的な憐

れみではない。それは，罪がないにもかかわらず，大きな苦

しみを受けられた御方の憐れみと愛なのである。」（A l l

These Things Shall Give Thee Experience〔1 9 7 9年〕，3 5）

マルコ7－16章

6 3

イエス・キリストの生涯
これらの章の中に記録
されている出来事は，
この時期に起こったも

のと考えられる

主の務めの第1年 第2年 第3年

キリストの
降誕

最初の
過越

2度目の
過越

3度目の
過越

最後の過越と，
最後の週
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教え方の提案
マルコ7－1 6章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

マルコ7：1－2 3（マタイ1 5：1－2 0も参照）。わたし

たちは邪悪な考えや行動によって，汚れるようになる。

（30－40分）

レッスンの始まる前に，何かの容器に泥を入れたものを準備し

ておく。また，使って汚れたコップを用意する。黒板に「汚す」

と書く。生徒たちに，「汚す」という言葉がどういう意味かを質

問する。（清いものを汚くする。）神権を持つ一人の生徒に，前に

出て来てもらい，泥の中に両手を入れさせる。その後に，次の質

問をする。「彼の手は汚れていますが，そのことで神権を持つに

ふさわしくないとされるでしょうか。それはなぜですか。」女子

の一人に汚れたコップを渡し，次の質問をする。「このコップを

使って何かを飲んだら，彼女はプライマリーや日曜学校で教える

にはふさわしくないとされるでしょうか。」

生徒たちにマルコ7：1－15を読ませ，次の質問をする。

パリサイ人たちは，イエスの弟子たちが何の罪を犯したと非

難したでしょうか。

それに対してイエスはどのように言われたでしょうか。

イエスは決して，食事前に手を洗うのは重要なことではない，

と言われたのではない。そのことを生徒たちに理解させる。イエ

スが言われたのは，手を洗わずに物を食べたからといって，その

ことで霊的な意味で邪悪になったり，汚れたりすることはない，

ということである。『イエスと使徒たちの生涯と教え』のマタイ

15：2に関する注解（p.104）を参照せよ。

コルバンとは何を意味する言葉でしょうか（『イエスと使徒た

ちの生涯と教え』のマルコ7：11に関する注解，p.104参照）。

パリサイ人たちは律法を自分たちの都合のいいようにするた

めに，この言葉をどのように用いていたでしょうか。

イエスはこのことについて，何を教えられたでしょうか（マ

ルコ7：10－13参照）。

生徒たちにマルコ7：1 7－2 3を読ませ，人をほんとうに汚すものが

何かを確認させる。その後で，以下の質問事項について話し合う。

どのような考えや行動が，人を霊的に汚すのでしょうか。（生

徒たちの答えを黒板に書き上げる。）

霊的な意味での清さと，物質的な意味での清さでは，どちら

が重要でしょうか。それはなぜでしょうか。

皆さんはどちらの清さの方が保ちやすいと思いますか。それ

はなぜでしょうか。

当時，十二使徒定員会会員の任にあったスペンサー・Ｗ・キン

ボール長老の次の言葉を読む。

当時，ブリガム・ヤング大学の学長であったダリン・Ｈ・オー

クス長老の次の言葉を読む。

1ニーファイ1 5：3 4を読む。霊的に清くなること，またその状態を

保つことについて，自分自身が考えていることを生徒たちに話す。

マルコ8：1－3 0（マタイ1 5：3 2－1 6：2 0も参照）。

イエスは，肉体的にもまた霊的な意味でも，盲目の状態

を癒すことがおできになる。（30－40分）

レッスンが始まる前に，「見ようとしない人がいちばん盲目」

という格言を1枚の紙に小さい文字で書いておく。その紙を黒板

に貼り，クラスルームのいちばん後ろに座っている生徒に，それ

を読んでもらう。近眼の生徒がいる場合は，その生徒に眼鏡をか

けないで読んでもらう。生徒たちに次の質問をする。「見ること

ができない人と，見ようとしない人の間には，どのような違いが

あるでしょうか。」

生徒たちと一緒に，イエスが4 , 0 0 0人に食べ物を与えられた話を

読み（マルコ8：1－9），その後に，次の質問をする。

イエスが4 , 0 0 0人に食べ物を与える奇跡を行われた直後に，パリ

サイ人たちはどのようなことをしたでしょうか（1 1－1 2節参照）。

このパリサイ人たちは，どのような種類の盲目状態に陥って

いたのでしょうか。

この舟に乗っていたときの弟子たちは，どちらの種類の盲目

状態に陥っていたのでしょうか（13－21節参照）。

どちらの場合も，霊的な盲目の状態を示していますが，この

弟子たちとパリサイ人たちとでは，どちらが盲目の状態がひ

どかったでしょうか。

生徒たちに2 2－2 6節を注意深く見直させる（下記のマルコ8：

22－26を教えるための提案も参照せよ）。 次の質問をする。「霊的

「肉体には悪い食べ物を除去する防御システムがありま

す。わずかな不運な例を除いて，悪い食物で病気になるこ

とはあっても，それがいつまでも害を与え続けるというこ

とはありません。それとは対照的に，不道徳な読み物，ポ

ルノグラフィー，わいせつな写真や小説などを読んだり見

たりする人は，それらのものを脳と呼ばれるこの驚くべき

再生システムの中に記録します。脳がそれらの汚れたもの

を吐き出すことはありません。それはいったん記録される

と，記憶を呼び覚ます種として脳にとどまり続け，邪悪な

イメージを心の中に浮かび上がらせ，人を人生の健全な事

柄から遠ざけてしまいます。」（“Things They’re Saying,”

New Era，1 9 7 4年2月号，1 8）

「人を汚すのは土でもなければ，手についたグリースで

もない。……よく体を動かして働いた結果の汗でもなく，

重労働の結果からくる体のくささでもない。1時間ごとに

シャワーを浴び，1日に何回となく香水をつけ，度々洗髪

し，毎日マニキュアをして，穏やかな言葉遣いをしてみた

ところで，それでもなお地獄の下水だめのように汚れた人

がいる。人をこのように汚すのは罪である。特に性的な罪

である。」（『赦しの奇跡』6 9）

マルコによる福音書
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な意味での盲目の状態は，人によって様々な違いがありますが，

実際どのように異なるものなのでしょうか。」27－30節を読む。

ペテロは何について証したのでしょうか。

ペテロはどのような点で，霊的な洞察力を備えた人物のよい

手本と言えるでしょうか。

3 1－3 3節を読み，ペテロといえどもすべてを明確に見ることは

できなかった，という点について話し合う（マタイ1 6：1 5－1 9を

教えるための提案，pp.42－43も参照せよ）。

ペテロはどのような事態になることを止めたいと思ったので

しょうか。

ペテロは何を理解していなかったのでしょうか。

3 4－3 8節を読んで聞かせる。救い主は肉体的な盲目の状態を癒

すことができるだけでなく，わたしたちに見たいという望みがあ

りさえすれば，霊的な意味での盲目状態も癒すことがおできにな

る，ということを証する。

マルコ8：2 2－2 6。イエス・キリストが奇跡を行われたその

方法は，わたしたちに貴重な教訓を与えてくれる。（10－15分）

生徒たちに，マルコ6：5 4－5 6と7：3 1－3 7に記録されている救

い主の奇跡を見直させる。その後で，マルコ8：2 2－2 6を読ませ，

次の質問をする。

この癒しは，ほかの場合の癒しと，どのように違うでしょうか。

この人は最初完全には癒されませんでした。わたしたちはそ

のことから，どのような教訓を学ぶことができるでしょうか。

生徒たちに，ブルース・Ｒ・マッコンキー長老の次の言葉に注

意深く耳を傾けさせ，どうしたらそれを実際の生活に応用できる

かを考えさせる。

マルコ9：1 4－29 （マタイ1 7：1 4－2 1；ルカ9：3 7－

4 3も参照）。 わたしたちは断食に祈りを添えることにより，霊

性と信仰を養うことができる。（20－25分）

生徒たちに，『聖句ガイド』の「信仰」の項（p p . 1 3 6－1 3 8）を

参照させる。生徒たちと一緒に，信仰についての定義を読む。生

徒たちに，その定義の中から4つか5つのおもな概念を選び出させ，

それを黒板に書き上げる。

マルコ9：1 4－2 9を読み，以下の質問事項の中から幾つかを選

び，それについて話し合う。

この聖句の中には，信仰を養うための重要な要素として，ど

のようなことが示されているでしょうか。

このときの弟子たちは，何が欠けていたために「口をきけな

くする霊」を追い出すことができなかったのでしょうか（1 8，

28－29節参照）。

断食と祈りは，信仰にどのような影響を与えるでしょうか。

2 4節に書かれているこの父親の言葉には，どのような意味が

あると思いますか。

ブルース・Ｒ・マッコンキー長老は次のように述べている。

ジェームズ・Ｅ・タルメージ長老は，次のように話している。

断食と祈りが信仰を強めてくれることについて，自分自身の証

を述べる。もし時間があれば，生徒たちと一緒にアルマ3 2：2 6－

3 7を読み，信仰を強めることに関してその中に述べられている教

えについて話し合うとよい。

マルコ9：3 3－3 7（マタイ1 8：1－5；ルカ9：4 6－4 8

も参照）。謙遜で従順であり，進んで人に仕える人々は，神の目

に偉大な者とされる。（25－35分）

黒板に次の言葉を書く。「教会中央幹部」「ステーク会長」「監

督」「教師」「図書主任」。これらの責任の中で，多くの人々が最

も重要な責任だと思っているのはどれか，それはなぜかを，生徒

たちに質問する。生徒たちにマルコ9：33－35を読ませる。

いちばん偉いのはだれかという質問に対して，イエスは何と

お答えになったでしょうか。

いちばん偉い人は「みんなに仕える者」とならなければなら

ないとは，どういう意味でしょうか。

「慎重に行った断食と純粋な祈りとは信仰を深め，それ

とともに善を行う能力を増す。この原則に従う人は大きな

恩恵を得るであろう。あなたには何か自分を悩ます弱点，

これまで克服しようとしてもできなかった罪深い悪癖はな

いだろうか。キリストに叱責されたあの少年の内に宿って

いた悪霊のように，あなたの罪も祈りと断食によって初め

て追い出すことのできるような罪であるかもしれない。」

（『キリスト・イエス』3 8 8）

「信仰があれば，どのようなことでもできる。主にとっ

て難しすぎるということは何もない。どのような病気であ

れ，不健康な状態であれ，悪疫であれ，この信仰という力

によって癒されないものは何もない。生きているか死んだ

かにかかわらず，信仰の律法に従う人々に与えられないも

のは何もない。信仰はそのような人々に，すべてのものを得

させるのである。しかし実際問題として，一口に義人と言っ

ても，信仰すなわち力には様々な程度の差が存在する。また，

ある種の病気は，ほかの場合よりも大きな癒しの力の働きが

必要とされるのである。」（Doctrinal New Testament

C o m m e n t a r y，第1巻，4 0 9）

「この奇跡は他に類を見ないものである。イエスが一人

の人物を徐々に癒されたということが記録されている唯一の

例である。主がこのようにされたのは，まだ弱いとはいえ，

強くなりつつあるこの盲人の信仰を強めようとされたためか

もしれない。イエスの2度目の手当てによって，この盲人は

希望，確信，信仰を増し加えられたと思われる。……

確かに，この癒しが行われた過程は，人は自身の力と信

仰を尽くして癒しの祝福を求めなければならないというこ

とを教えている。そして，部分的な癒しだけならそれで十

分であるが，その癒しを受けた後にさらに，すべての点で

健康にしていただけるという確信と信仰を得ることができ

るかもしれない。人はまた，神の計画と御心に一致した生

活をするようになるにつれ，徐々に，霊的な病から癒され

ていくことも多くある。」（Doctrinal New Testament

C o m m e n t a r y，第1巻，3 7 9－3 8 0）

マルコ7－16章
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黒板に書いた責任のうち，すべての人に仕える責任はどれで

しょうか。（どの責任もすべての人に仕えることのできる責任で

あり，またそうしなければならない責任である。）

イエスはその生涯の中で，この原則をどのような形で示された

でしょうか。

イエスと子供を描いたこのような絵を，生徒たちに見せる。生

徒たちにマルコ9：3 6－3 7を読ませ，以下の質問事項の幾つかに

ついて話し合う。

イエスは子供を抱きながら，弟子たちに何を教えておられる

と思いますか。

幼子の一人を，キリストの御名のゆえに「受けいれる」とは，

どのような意味だと思いますか。

今の時代には，ある人々を自分より劣ると判断し，そのよう

な人々に仕えることを拒む人がいます。彼らはなぜそのよう

な考え方をするのだと思いますか。

イエスは，人々に仕えること，特に子供に仕えることについ

て，どのように考えておられたのでしょうか（マルコ1 0：

13－14参照）。

マタイ1 8：1－6を読み，マルコによる福音書に書かれているの

と同じ出来事に関連して，マタイが記録していることを確認する。

マタイは，幼子を受け入れることのほかに，何をしなければ

ならないという教えを記録しているでしょうか。

心を入れ替え，幼子のようにへりくだることによって，わた

したちはもっとよく人に仕えることができるようになります。

それはなぜでしょうか（モーサヤ3：19参照）。

幼子のようになる者は，天国で偉い者になると書かれていま

す。それはなぜでしょうか。

ブルース・Ｒ・マッコンキー長老の次の言葉を読む。

マルコ9：4 3－5 0（マタイ1 8：8－9も参照）。わたしたち

は，罪のゆえに手や足を切り捨てることをほんとうに求められて

いるのだろうか。（20－25分）

生徒たちに，筆記用具を持つ手を見させる。また手を使って行

う様々な事柄を思い描かせる。

もし手がなかったら，皆さんの生活はどれほど不自由になる

でしょうか。

手を失うことに値するようなことが，何かあるでしょうか。

生徒たちと一緒にマルコ9：4 3－4 8を読み，以下の質問事項に

ついて話し合う。

永遠の命を得るために，この世で片手を切り捨てなければな

らないとしたら，皆さんはそのことを，確かにそうする価値

のあることだと思えますか。

もし足を切り捨てるように求められたらどうでしょうか。そ

れを価値のあることだと思えますか。また，目について同じ

ことを求められたらどうでしょうか。

もしこの世での生活をすべて捨てるように求められたらどう

でしょうか。そうすることに，価値を見いだすことができる

でしょうか。

確かに，神の王国はすべてを犠牲にするに値するものです。

しかし神は，わたしたちが手を使って何か罪を犯したら，実

際にそれを切り捨てることをほんとうに求めておられるので

しょうか。

生徒たちに，『聖句ガイド』のジョセフ・スミス訳マルコ9：

40－48を読ませる。

ジョセフ・スミス訳には，マルコによる福音書の該当部分に

は書かれていないことが明らかにされています。それはどの

ようなことでしょうか。

罪を犯す手は何を象徴しているのでしょうか。

罪を犯す足は何を象徴しているのでしょうか。

4 2節に書かれている「あなたの旗である者」とはどのような

人を指していると思いますか。（皆さんが尊敬する人，あるい

は皆さんの模範となるべき人。）

罪を犯す目は何を象徴しているのでしょうか。

「あなたを見守ってあなたに光を見せるように任じられてい

る者」とは，どのような人でしょうか。

自分が尊敬している家族や，自分を指導してくれる立場にあ

る教会指導者が罪に陥ってしまうのを見た場合，その人はど

のような影響を受ける恐れがあるでしょうか。

ジョセフ・スミス訳マルコ9：44－45 を読み，次の質問をする。

「自分で立つか倒れるか」とは，どのような意味だと思いま

すか。

わたしたちはだれに信頼を置くべきでしょうか。

これらの質問に対する答えを出す助けとして，ヒーバー・Ｃ・

キンボール副管長の次の言葉を読む。
「主の地上の王国における真の偉大さは，地位や身分，

社会的な名声ではなく，本質的な価値や徳によって判断さ

れる。幼子のようになり，どのような責任で奉仕するよう

に召されようとも，清い人格を目指す人々こそが『天国で

いちばん偉いのである。』」（Doctrinal New Testament

C o m m e n t a r y，第1巻，4 1 5）

マルコによる福音書
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マルコ1 0章（マタイ1 9：1 6－3 0；2 0：2 0－3 4；ルカ

1 8：1 5－4 3も参照）。わたしたちが願うことは，心の中にあ

ることの現れであり，何を授かるかに影響する。（25－30分）

生徒たちに，救い主から個人的に面接を受ける特権を与えられ，

そのときに何か一つ祝福を求めることができるという状況を想像

させる。生徒たちに時間を1分与えて，どのような祝福を求める

か考えさせる。ただし，それをほかの人に話さないように注意する。

黒板に「＿＿＿＿にとって最も大切なものは？」と書く。同じ

ような機会を与えられた人々がいた，ということを生徒たちに話

す。マルコ10章に書かれている次の話を，生徒たちと一緒に読み，

下記の人々にとって，最も大切なものは何だったと思うかを黒板

に書く。

17－22節：金持ちの青年

25－30節：ペテロ

35－41節：ヤコブとヨハネ

46－52節：バルテマイ

32－34節：イエス

次の質問をする。

この5人には，それぞれどのようなことが起きたでしょうか。

永遠の観点から判断して，どの望みがほかよりも価値ある望

みと言えるでしょうか。

これらの話は，望みがわたしたちの生活に与える影響について，

どのようなことを教えているでしょうか（アルマ41：3－7参照）。

黒板の空欄に「あなた」と書き，生徒たちに心の中でその質問

に答えさせる。生徒たちに，もしその望みが正しいものであった

場合，また悪いものであった場合，彼らにどのようなことが起こ

ったと思うか考えさせる。生徒たちに，もし彼らの望みが変わら

ない場合，どのようなことが起こると思うかを深く考えさせる。

次の質問をする。「どうしたら，自分自身の望みをもっと永遠性

のあるものにし，キリストに近いものとすることができるでしょ

うか。」（2ニーファイ3 1：2 0；エノス1：1－6；モロナイ1 0：3 2－

33参照）

マルコ1 1：1 2（マタイ2 1：1 8も参照）。イエスは飢え，渇

き，労苦，苦痛，誘惑を自ら経験され，わたしたちを慰め，助け

るための方法を御存じである。（15－20分）

雑誌や新聞から，苦しみを受けている人（飢饉に苦しむ人，愛

する人を失った人，洪水や火災に遭った人，戦争の惨禍に苦しむ

人など）の写真を何枚か選び，レッスンの資料として用意する。

それらの写真に描かれているのと同じような経験（例えば，非常

につらい空腹を覚えた経験や，洪水や火事に遭った経験）をした

人がいないかどうか，生徒たちに質問する。それが発表しても差

し支えないものである場合は，どのような体験だったかを話して

もらう。以下の質問をする。

ほかの人が自分と同じ程度，あるいはそれ以上の苦しみを受

けているのを見たら，どのように感じますか。

自分が似たような経験をしていなかったら，果たしてそのよ

うに感じるでしょうか。

自分自身が苦しんだ経験を持つ人が，一般的にほかの人に対

して同情を寄せる気持ちが強いのはなぜでしょうか。

マルコによる福音書の第1 1章は，救い主の生涯の最後の週に関

する記録で始まることを，生徒たちに話す。生徒たちにマルコ

1 1：1 2；ヨハネ1 9：2 8；モーサヤ3：7；アルマ7：1 1－1 3；教義

と聖約1 9：1 5－1 9を読ませ，イエスがどのような種類の苦しみを

受けられたのかを挙げさせる。次の質問をする。

この聖句はイエスについて，わたしたちに何を教えているで

しょうか。

イエスは，わたしたちが受ける以上の苦しみをお受けになら

なければなりません。それはなぜでしょうか。

イエスが自らそのように苦しまれることは，わたしたちの生

き方を裁くうえで，どのように役立つでしょうか。

生徒たちに，救い主が進んでそのすべての苦しみを受けられた

のはわたしたちのためである，ということを知ってどのように感

じるかを紙に書かせる。適切であると感じたら，何人かの生徒た

ちに，紙に書いたことを発表してもらう。

マルコ1 1：1 2－1 4，1 9－2 6（マタイ2 1：1 8－

2 2も参照）。信仰をもって祈る人々に対して，天の御父

は正しいこと，また最善のものを与えてくださる。（35－45分）

生徒たちに，イエスの奇跡を思いつくかぎりすべて挙げさせ，

それを手早く黒板に書き上げる。次に，生徒たちにマルコ1 1：

1 2－1 4 , 1 9－2 0を読ませ，そこに書かれているイエスの奇跡が，ほ

かになされたすべての奇跡とどのように違うかを考えさせる。

『イエスと使徒たちの生涯と教え』のマルコ1 1：1 2－1 4に関する

注解（p p . 1 5 8－1 5 9）に書かれている情報を用いて，生徒たちに，

イエスが行われたこの特殊な奇跡を理解させる。生徒たちにマル

コ1 1：2 1－2 4を読ませ，次の質問をする。「イエスは，いちじく

の木をのろわれた奇跡を通して，どのような教訓を与えようとさ

れたのでしょうか。」

生徒たちに次のように言う。「イエスがこの聖句で説明された

ような信仰が得られるよう，皆さんに助けてほしいと望んでいる

友人がいるとします。皆さんはその人にどのようなアドバイスが

できると思いますか。」生徒たちがこの質問に答えられるよう，

クラス全体で以下の質問事項について話し合う。

「将来の困難な状況に対処するために，わたしたちはま

ず，この業が真実であることを自らの力で知らなければな

らない。難しい問題というのは，この知識を身に付けてい

ない男女は，試練に遭うと必ず屈してしまうということで

ある。もしまだこの証を得ていなければ，正しい生活をして

主により頼むことを証が得られるまで続けなさい。そうしな

ければ，あなたがたは耐えることができなくなるであろう。

いかなる男も女も借り物の光では耐えられない時が来

る。一人一人が自らの内にある光によって導かれなくては

ならなくなるであろう。……

自らの内に光を持っていない者は耐えることができな

い。だからイエスに対する証を求め，その証にしっかりと

つかまっていなさい。そうすれば試しの時が来ても，ひる

んだりつまずいたりすることはないであろう。」（オーソ

ン・Ｆ・ホイットニー，Life of Heber C. Kimball，第3版

〔1 9 6 7年〕，4 5 0）

マルコ7－16章
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人は最初に，どのようにして信仰を得るのでしょうか。（信仰

は神からの賜物である。1ニーファイ1 0：1 7；教義と聖約4 6：

13－14参照）

信仰を養うには何をしなければならないでしょうか。（従順で

謙遜になる，熱心に求める，信仰の賜物を祈り求める。ヨハ

ネ7：17；1ニーファイ10：18－19；アルマ32：21－27参照）

ジェームズ・Ｅ・タルメージ長老は次のように述べている。

次の質問をする。「信仰を授けられた後は，何をしなければな

らないでしょうか。」（研究，祈り，従順を通して信仰を養い続け

る。マルコ9：2 3－2 4；ローマ1 0：1 7；2ニーファイ3 1：2 0；アル

マ32：28－37；ヒラマン10：4－5参照）

預言者ジョセフ・スミスは次のように教えている。

生徒たちに，信仰について各自の考えを紙に書かせる。何人か

の生徒にそれを発表してもらう。

マルコ1 1：1 5－1 8（マタイ2 1：1 2－1 6；ルカ 1 9：

4 5－4 8も参照）。主の宮は神聖な場所であり，敬虔な思いをも

って扱わなければならない。（30－45分）

生徒たちに神殿の写真（できれば最寄りの神殿の写真）を見せ，

次の質問をする。

皆さんの中に，教会の神殿に行ったことのある人はいますか。

神殿の敷地の中を歩いてみて，どのような気持ちがしましたか。

神殿の敷地内に，衣服，食べ物，土産物などを扱っている売

り場があったら，どのような気持ちがすると思いますか。

そのような物の売り買いが行われるとしたら，神殿の霊的で

敬虔な雰囲気はどうなってしまうでしょうか。

マルコ1 1：1 5－1 7を読む。これはイエスが神殿の清めを行われ

た2度目であることを説明する。生徒たちに，ヨハネ2：1 3－1 7に

述べられている最初の清めについて読ませ，それをマルコによる

福音書に書かれていることと比較させる。ブルース・Ｒ・マッコ

ンキー長老の次の言葉を読むとよい。

次の質問をする。「教会の神聖な建物において，敬虔な雰囲気

が重要とされるのはなぜでしょうか。」ボイド・Ｋ・パッカー長

老の次の言葉を読む。

生徒たちにマタイ2 1：1 2－1 6を読ませ，イエスが神殿を清めら

れた後に，どのようなことが起こったかを調べる。ジェームズ・

Ｅ・タルメージ長老の次の言葉を読む。

「イエスは一度激しく怒りを表されたが，それが静まる

と，優しく教え導かれた。『イエスの家』すなわち神殿の

中庭が清められると，盲人や足の不自由な人がイエスの周

りへ手探りで，あるいは足を引きずりながら集まって来た。

そこでイエスは彼らをすべて癒された。祭司長や律法学者

は，イエスの行いを見て烈火のごとく怒っていたが，イエ

スをどうすることもできなかった。彼らはすでにイエスを

殺すことに決め，度々イエスを捕らえようと努めてきた。

そのイエスが今は，彼らが最高の支配権を持っていると主

張している神殿の構内に座っておられるのである。しかし

イエスに手を下すことを恐れた。それは……『民衆がみな

熱心にイエスに耳を傾けていた』からである。」（『キリス

ト・イエス』5 1 5）

「福音の教義を学ぶために集まるときは，敬虔な気持ち

を忘れないようにしてください。敬虔さが啓示をもたらす

ためにいかに必要であるかについてお話ししたいと思います。

啓示は穏やかな環境の中ではいっそう容易に与えられま

す。聖典には，静かなとか，平和，慰め，という言葉が随

所に見られます。『静まって，わたしこそ神であることを

知れ。』（詩篇4 6：1 0；下線付加）また，次のような約束が

記されています。『そうすれば，あなたは，わたしの御霊，

聖霊，すなわち慰め主を受けるであろう。その慰め主は，

王国にかかわる平和をもたらす事柄をあなたに教えるであ

ろう。』（教義と聖約3 6：2；下線付加）……

礼拝堂にふさわしくない行動は，非難する必要はありま

せんが，注意しなければなりません。敬虔さは啓示をもた

らすということを，指導者は教えてください。」（『聖徒の

道』1 9 9 2年1月号，2 3－2 4）

「イエスはその公の務めを開始されて間もないころ，過

越のときに，御父の宮において商売人を追い出し，衆目を

引き付けられた。イエス・キリストは，地上における務めの

最後の週に，『わが家はすべての民の祈の家ととなえられる』

（イザヤ5 6：7）というイザヤ書の言葉を引用して，御自身と

御父の両方に属するものを清めるために，再びその神聖な特

権 を 行 使 さ れ た 。」（ Doctrinal New Testament

C o m m e n t a r y，第1巻，5 8 4－5 8 5；『イエスと使徒たちの生

涯と教え』「考えるヒント」p . 1 5 9も参照）

「信仰は，神の僕の証を通して，神の言葉を聞くこと

から始まる。その証には必ず預言と啓示の霊が伴う。」

（Teachings of the Prophet Joseph Smith，148）

「信仰はこれを得るために熱心に努めるすべての人々の

手の届く範囲にあるとはいえ，それにもかかわらず信仰は

神の下さる賜物である。信仰は非常に貴い高価な真珠と似

合いのものであるから，信仰を受けるにふさわしいことを

真心によって示す者だけに，またその命ずるところに従う

と約束をする者だけに与えられる。……人に神を知らせる

に当たって強制することはできない。しかし，我々が義の

感化力を受け入れるように心を開くやいなや，永遠の命に

導く信仰は御父から与えられるに違いない。」（T h e

Articles of Faith，1 0 7）

マルコによる福音書
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生徒たちに上の視覚資料を見せる（大きいサイズの絵が本書巻

末の付録，p.291に掲載されている）。次の質問をする。

これらの視覚資料の共通点は何でしょうか。

神殿の清めと肉体的な病気の癒しには，どのような共通点が

あるでしょうか。

神殿の清めと霊的な病気の癒しには，どのような共通点があ

るでしょうか（1コリント3：16－17；6：19参照）。

生徒たちと一緒にモロナイ1 0：3 2－3 3を読み，「キリストのも

とに来」て，主がエルサレムで神殿を清められたように，自分を

清めてくださるように求めるよう促す。

マルコ1 2：4 1－4 4（ルカ2 1：1－4も参照）。キリストのよ

うになるためには，犠牲を払わなければならない。（20－25分）

生徒たちに，今日が自分の誕生日であり，二人の友人からそれ

ぞれにプレゼントをもらったと想定させる。一人は2 , 0 0 0円，もう

一人は200円程度の金額の品物であった。

皆さんはどちらのプレゼントに強い印象を受けると思いますか。

2 , 0 0 0円分のプレゼントをくれた友人がとても金持ちで，2 , 0 0 0

円くらいのお金は何とも思わない人だとしたら，皆さんはど

う思いますか。

もう一人友人がとても貧しくて，2 0 0円分のプレゼントが食費

を削り苦労をしてためて買ったものだったとしたら，皆さん

はどう思いますか。

精いっぱいの気持ちを示してくれたのは，どちらの友人でし

ょうか。

マルコ1 2：4 1－4 4を読む。ここに出てくる「レプタ」とは，当

時使われていた最も小額の硬貨であったことを説明する。次の質

問をする。

二人の友人の話とこの聖句に書かれている事柄には，どのよ

うな共通点があるでしょうか。

イエスは「多くの金持」と「貧しいやもめ」のどちらがたく

さん納めたと言われたでしょうか。

ジェームズ・Ｅ・タルメージ長老の次の言葉を読む。

レプタ二つを入れたやもめの話に込められたメッセージが，わ

たしたちが今主に納めるささげ物にどのように当てはまるかを，

生徒たちと話し合う。生徒たちに犠牲の大切さを理解させるため

に，以下の質問事項について話し合う。

わたしたちのささげるお金がなくても，主がその御心を成し

遂げることがおできになるのは確かなことです。それでは，

主がわたしたちに王国建設のため犠牲を払うように求めてお

られるのはなぜでしょうか。

皆さんが払う犠牲は，王国の建設にどう役立っているでしょ

うか。

皆さんが払う犠牲は，皆さん自身にとってはどのような祝福

となるでしょうか。

犠牲と主を信じる信仰は，どのような関係にあるでしょうか。

まとめとして，『信仰に関する講話』（Lectures on Faith）から

引用した次の言葉を読む。同書は預言者ジョセフ・スミスの指示

の下に編さんされたものである。

マルコ1 3章（マタイ2 4章；ルカ1 2：3 7－4 8；1 7：

2 0－3 7；2 1：5－3 6も参照）。イエスは弟子たちに，終わり

の時と再臨について教えられた。（5－10分）

マルコの記録のこの部分は，マタイ2 4章の中に，また高価な真

珠のジョセフ・スミス訳（ジョセフ・スミス－マタイ参照）の中

に，特に詳細に描かれている。もしこの部分をマタイによる福音

書の中ですでに教えている場合は，手短にそのときに学んだこと

を思い起こさせ，レッスンをマルコ14章に進めるとよい。

マルコ1 4章（マタイ2 6章；ルカ2 2章；ヨハネ1 8：1－2 7

も参照）。マルコは，ゲツセマネ，イエスの捕縛，裁判に関して

詳細な情報を付け加えている。（25－35分）

マルコは，十字架の刑をお受けになる前のキリストの苦しみに

ついて，ほかの福音書には述べられていない詳細な事実を幾つか

記録している。初めにマルコ1 4：1 0－3 1の筋の流れを簡単に見直

す。生徒たちに，ジョセフ・スミス訳マルコ14：36－38を読ませ，

次の質問をする。

弟子たちはゲツセマネに向かう途中，何を考え，どのような

気持ちでいたのでしょうか。

「すべてのものを犠牲として要求しない宗教には，命と

救いを得るに必要な信仰を生み出す十分な力はない。なぜ

なら，人が最初に存在して以来，命と救いの享受に必要な

信仰は，この世の物をすべて犠牲にすることなしに決して

得られないからである。」（Lectures on Faith，6 9）

量が少ないからではなくて，ささげ物をするために持って

いた犠牲の精神と信仰篤い心とであった。天の会計係の帳

簿に，このやもめの寄付は，その価値において王の贈与を

はるかに越えた，惜しみない贈り物として記録されたので

ある。『もし心から願ってそうするなら，持たないところ

によらず，持っているところによって，神に受け入れられる

のである。』〔2コリント8：1 2〕」（『キリスト・イエス』5 4 5）

「天の算術で計算され，記録の天使たちが付けている報

告書では，量よりもむしろ質によって記入され，その価値

は能力と意図に基づいて決められる。富んでいる人々は多

くの金銀をささげたが，それ以上を持っていた。ところが

このやもめの贈り物は，その生活費全部であった。彼女の

ささげ物を特に快く受け入れられるようにしたのは，その

マルコ7－16章
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救い主は彼らの不平や疑問にどのように対処されたでしょうか。

イエスが，ペテロとヤコブとヨハネだけを別の所へ連れて行

き，叱責されたのには，どのような理由があると思いますか。

ペテロ，ヤコブ，ヨハネだけが，救い主とともに時間を過ご

したという場合がほかにもあります。そのときの体験を通し

て3人はこの夜の出来事に備えられました。それはどのような体

験だったでしょうか（マタイ1 7：1－1 3；マルコ9：2－1 3参照）。

マルコ14：46－52には，興味深いことがもう一つ書かれている。

それは詳細な描写であるが，ほかの福音書には記録されていない

事柄である。生徒たちと一緒にこれらの聖句を読み，捕らえられ

たイエスになおも付き従った若者がいると記録しているのは，マ

ルコだけであることを説明する。マルコはその若者がだれかを明

記していないが，ジョセフ・スミス訳には，その若者は弟子の一

人であったと書かれている。次の質問をする。「ほかの弟子たち

は『皆イエスを見捨てて逃げ去った』（5 0節）と書かれています

が，マルコはその一部始終を知っていました。ではこの若者はい

ったいだれだったと思いますか。」（それはマルコ自身だったと思

われる。）

マルコ1 4章には，イエスがカヤパの前で尋問されたときの様子

も明確に記録されている。生徒たちにマルコ1 4：5 5－6 4とマタイ

26：59－66を比較させ，以下の質問事項について話し合う。

イエスに対して様々な偽証がなされたにもかかわらず，祭司

長たちが「不利な証拠を見つけ」られなかったのはなぜでし

ょうか（マタイ26：60－61；マルコ14：57－59参照）。

そのことに対する理解は，大祭司がイエスに答えを求めた理

由を理解するうえで，どのように役立つでしょうか。

マルコの記録とマタイの記録のそれぞれに書かれている，大祭

司に対する救い主の答えを比較する（マタイ2 6：6 4；マルコ1 4：

6 2参照）。イエスが御自身について証されたことを理解するうえ

で，マルコの記録はどのように役立つだろうか。ユダヤ人たちは

イエスの証を聞いて，イエスは自分に神の力と特質があると主張

し，神を汚したと告発した。

ユダヤ人たちは，イエスが真理を話しているとは考えもしま

せんでした。それにはどのような理由があると思いますか。

そこにいた人々の中で，神を汚す罪を犯していないのはイ

エスだけであったと言うことができます。それはなぜでし

ょうか。

マルコ1 5章（マタイ2 7：1－6 1；ルカ2 3章；ヨハネ1 8：

2 8－1 9：4 2も参照）。マルコの記録は，キリストがピラトの

手により受けられた苦しみと，十字架上で受けられた苦しみにつ

いて理解を深めさせてくれる。（50－65分）

生徒たちにマルコ15：1－5を読ませ，次の質問をする。

祭司長たちはその後，イエスをどこへ連れて行ったでしょうか。

祭司長たちが，イエスを「死に当るものと断定した」にもか

かわらず，イエスをピラトのもとへ連れて行ったのはなぜで

しょうか（マルコ14：64；ヨハネ18：31参照）。

生徒たちにイザヤ5 3：3－7も読ませ，マルコ1 5：1－5の中でイ

ザヤのどの預言が成就したかを確認させる。生徒たちにマタイ

2 7：1 5－1 6とマルコ1 5：6－7を比較させ，以下の質問事項に答え

させる。

バラバがどのような人物かについて，マルコの記録から何を

知ることができるでしょうか。

ユダヤ人たちが，御自分を十字架につけ，代わりに人殺しの

罪を犯した人物が釈放されることを望んだと知って，イエス

はどのように感じられたと思いますか。

バラバという名前は「父の息子」という意味であることを，

生徒たちに話す。ユダヤ人たちがそのような名前の囚人を選

んだことには，どのような皮肉な意味が込められているでし

ょうか。（イエス・キリストは「御父の子」であられた。）

神の御子を殺すことにいちばん熱心だったのはだれでしょう

か。神を信じていなかったローマ人でしょうか，それとも，

神を信じていると公言しているユダヤ人の祭司たちだったで

しょうか。

それはどうしてだと思いますか。

生徒たちと一緒に，マルコ1 5：1 5－3 3を読む。次に以下の質問

をし，生徒たちに聖句の中から答えを見つけさせる。

ローマの兵士たちはイエスにどのようなことをしたでしょう

か（15－20節参照）。

兵士たちのしたことは，彼らがどのような人間だったことを

示していると思いますか。（彼らはピラトを支持していた，無

慈悲な者たちだった，イエスが神の御子であられることを知

らなかった。）

祭司長たちやほかのユダヤ人たちは，十字架上のイエスに対

して，どのようなことをしたでしょうか（29－32節参照）。

そのことは，彼らがどのような人間であったことを告げてい

ると思いますか。（彼らは最も重要なことを見逃していた，自

分勝手な解釈によって人々が立法者である神を認めるのを妨

げていた。）

ローマ人のしたことと，ユダヤ人のしたことでは，どちらの

方がイエスを悲しませたと思いますか。

イザヤ5 3：9を読む。マルコ1 5章に書かれている事柄で，イザ

ヤのこの預言を部分的に成就しているのはどのような出来事

でしょうか（27－28節参照）。

黒板に，付録（p . 2 8 0）の「キリストの生涯の最後の日」のよう

な図を書く。ただし，時間や出来事は記入しないでおく。以下の

質問事項について，マルコ1 5：2 5－3 7から答えを調べさせる。見

いだした答え（時間や出来事）を図の中に記入させる。

イエスが十字架につけられたのは，何時ごろでしょうか（2 5

節参照）。

イエスが息を引き取られたのは，何時ごろでしょうか（3 4－

37節参照）。

1日のうちの1 2時間が日の出から日没までの時間帯と見なされ

ていたことを説明する。今の時間の数え方で言えば，午前6時

ごろから午後6時ごろまでの時間帯である。イエスはどのくら

いの時間，十字架上で苦しまれたのでしょうか。

前日の夜に始まっていたゲツセマネの園での苦しみ，またその

後，早朝まで続いた裁判も含めるとしたら，イエスは息を引き

取るまで，どのくらいの時間苦しまれたことになるでしょうか。

生徒たちに，『聖句ガイド』の史跡写真1 8「園の墓」を見させ

る。生徒たちと一緒にマタイ27：57－61とイザヤ53：8－9を読み，

イエスの死と埋葬がどのように預言を成就したかについて話し合

マルコによる福音書
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う。生徒たちにマタイ27：57－61とマルコ15：42－47を比較させ，

次の質問をする。「マルコの記録から，ヨセフ，ピラト，イエスの

埋葬について，どのようなことを知ることができるでしょうか。」

マルコ1 6章（マタイ2 8章；ルカ2 4章；ヨハネ2 0－2 1章も

参照）。イエス・キリストは死からよみがえり，それによって全

人類のための贖いの犠牲を成し遂げられた。（15－20分）

十字架の絵を見せるか，黒板に描いて，次の質問をする。

多くの教会がこれをキリスト教のシンボルと考えているのは

なぜでしょうか。

末日聖徒イエス・キリスト教会はそのように考えていません。

それはなぜでしょうか。

当時，十二使徒定員会会員の任にあったゴードン･Ｂ･ヒンクレ

ー大管長の次の言葉を読む。

マルコ16：1－11を読み，次の質問をする。

弟子たちにとっても，イエスが死からよみがえられたことは，

非常に信じ難いことでした。それはなぜでしょうか。

イエス以前に復活した人がだれもいなかったという事実を考

えれば，弟子たちが疑いを持ったのも無理からぬこととは考

えられないでしょうか。

もしイエスが復活しておられなかったら，どのようなことに

なっていたでしょうか。

人の命はこの世限りのものであるとしたら，皆さんはどのよ

うな生き方をしたいと思いますか。それはどうしてですか。

生徒たちがこれらの質問に答えるのを助けるために，2ニーフ

ァイ9：5－1 0を一緒に読む。死が終わりではないということを知

って得られる心の平安について自分の証を述べる。

「同じキリストの教えを奉じる者として，皆さんの考え

に異論を差し挟むつもりはありませんが，わたしたちは十

字架はキリストの死の象徴であると考えています。しかし，

わたしたちが世の人々に伝えたいと願っているのは，生ける

キリストにほかなりません。」（『聖徒の道』1 9 8 9年3月号，3）

マルコ7－16章
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著者：ルカは医師であり（コロサイ4：1 4参照），「イエス・キ

リストの使い」であると言われた（ジョセフ・スミス訳ルカ1：1

〔英文〕）。ルカは異邦人（非ユダヤ系）の生まれであった。ルカ

が書き残した記録は，彼がギリシャの文化，言語の面で高い教育

を受けていたことを示している。ルカは救い主の生涯の数々の出

来事を直接目撃したわけではないが，それらの場に居合わせた

人々を通して，救い主の生涯と教えに精通するようになった（ル

カ1：2－3参照）。ルカはパウロの同僚として多くの時を過ごした。

彼はパウロの2回目と3回目の伝道の旅に同行している。パウロが

ローマで2度目の入獄を強いられたとき，ほかの人々が皆パウロ

を捨てた後も，ルカは彼のもとにとどまった（2テモテ4：11参照）。

またルカは，使徒行伝の著者でもある。使徒行伝はルカによる福

音書の続編である。（『聖句ガイド』「ルカ」の項，p.285参照）

だれに向けて書かれたのか：ルカは異邦人たちに，自分が持っ

ていた真理について同じ知識を得てほしいと望んでいた。ルカの

証は，ローマの高官と思われるテオピロに向けて書かれたもので

ある（ルカ1：3参照）。ルカは，すべての読者が贖い主に関する

よきおとずれを理解し，信じるうえで役に立つ情報を提供している。

歴史的背景：ルカによる福音書は使徒行伝よりも前に記録され

た（使徒1：1参照）。西暦59－79年の間に書かれたと推定される。

独自の内容：ルカによる福音書は，新約聖書の諸書の中で最も

長い文書である。またルカは，イエスの生涯を描いたその福音書

に，ユダヤ人でない人物の独自の見方を書き添えている。

「マタイはキリストを王として描き，またマルコは僕として描

き，ヨハネは神の息子として，そしてルカは人の子，すなわち神

性と人性を兼ね備えた存在として描いている。……ルカはその趣

旨に添って，キリストの人性を示す様々な出来事を書き記してい

る。ルカが書いたキリストの系図は，アダムまでさかのぼる。キ

リストの母と幼少年時代について詳細な事柄が記録されている。

ルカが伝えたたとえには，人間的な味わいがある。ルカは聖なる

御方の人性を美しい表現で描いているが，その一方で，イエスの

神性と王権も注意深く擁護している（1：3 2－3 5）。」（メリル・

Ｆ・アンガーとその他による共著，The New Unger ’s Bible

Dictionary，改訂版〔1988年〕，“Luke，Gospel of,”788）

ルカによる福音書には，他の福音書には書かれていない多くの

資料が含まれている。ルカはしばしば，女性，貧しい人々，社会

の底辺で生きている人々に焦点を当てている。したがって，ルカ

の証は，イエス・キリストの生涯と贖いの犠牲を通して，すべて

の人々に希望のメッセージをもたらすものとなっている。それは

使徒行伝にも共通している事柄である。使徒行伝は，異邦人への

伝道に主眼を置いている。

テーマ：ルカ1 9：1 0の「人の子がきたのは，失われたものを尋

ね出して救うためである」という言葉は，ルカのテーマをよく要

約している。ルカが証したのは，イエスは約束のメシヤであり，

すべての人の救い主であられるということである。

ルカ1－3章

はじめに

「教えを理解していた人々は，何代にもわたって，全能の神か

ら霊感を受けた義人たちの預言が成就するのを，熱心に待ち望ん

でいました。……

やがて，あの記念すべき夜が来ました。そのとき，野宿しなが

ら羊の群れを見守っていた羊飼いたちに，主の御使いたちが現れ，

こう宣言しました。『きょうダビデの町に，あなたがたのために

救主がお生れになった。このかたこそ主なるキリストである。』

（ルカ2：8－11）……

ベツレヘムにこの幼子が誕生したことにより，大いなる賜物が

もたらされました。その賜物は武器よりも強い力であり，カイザ

ルを刻んだ硬貨に勝る永続的な富をもたらすものでした。この幼

子は，王の王にして主の主，また約束のメシヤ，そして神の御子

イエス・キリストとなる御方でした。

粗末な建物で生まれ，かいばおけに寝かせられたこの幼子は，

死すべき人として地上に生を受け，神の王国を築くために天より

来られたのです。」（トーマス・Ｓ・モンソン， C o n f e r e n c e

R e p o r t，1 9 6 5年1 0月，1 4 1）ルカの証は，キリストの誕生にまつ

わる数々の出来事の詳細な記録から始まる。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってルカ1－3

章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

イエス・キリスト，バプテスマのヨハネ，マリヤ，またその

他のある人々は，定められた使命を地上で果たすべく，前世

において予任されていた（ルカ1：5－4 5，6 7－7 9参照；アル

マ7：9－10；13：1－ 3；アブラハム3：22－23も参照）。

救い主の降誕は，救いの計画に必要不可欠の重要な部分であ

る（ルカ1：3 0－3 3，4 6－5 5，6 7－7 9；2：1 0－1 1，2 5－3 8；

3：2－6参照；ジョセフ・スミス訳ルカ3：4－1 1；モーサヤ

3：5－13；5：8も参照）。

わたしたちは啓示を通して，イエス・キリストへの証を得，

神の導きを受けることができる（ルカ1：1 1－2 2，2 6－3 3；

2：8－15，25－38参照）。

7 2

ルカによる福音書

イエス・キリストの生涯
これらの章の中に記録
されている出来事は，
この時期に起こったも

のと考えられる

主の務めの第1年 第2年 第3年

キリストの
降誕

最初の
過越

2度目の
過越

3度目の
過越

最後の過越と，
最後の週
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教会の会員であるというだけでは，福音の祝福のすべてにあ

ずかることはできない。それらの祝福を受けるには，自ら交

わした聖約を忠実に守らなければならない（ルカ3章参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』21－26

教え方の提案

ルカ1－3章について教える準備をするときに，以下の提案の中

から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

ルカ1：1－2：2 0（マタイ1：1 8－2 4；ヨハネ1：1－5

も参照）。イエス・キリスト，バプテスマのヨハネ，マリヤ，ま

たその他のある人々は，定められた使命を地上で果たすべく，前

世において予任されていた。（25－35分）

結婚式の招待状，新聞の広告，受賞者の発表など，様々な種類

の発表文，告知文を，生徒たちに見せる。次の質問をする。「今

日，このような発表を何か受けることができるとしたら，皆さん

はどのような内容のものを受けたいと思いますか。」何人かの生

徒にルカ1：5－1 7，2 6－3 1を読ませ，マリヤとザカリヤがどのよ

うな告知を受けたかを確認させる。次の質問をする。「マリヤと

ザカリヤが特別な告知を受けた理由について，これらの聖句には

どのような手がかりが示されていますか。」

ブルース・Ｒ・マッコンキー長老の次の言葉を読む。

次の質問をする。「これらの引用文から，マリヤ，ザカリヤ，

エリサベツについて，どのようなことを知ることができますか。」

ザカリヤの妻エリサベツは不妊の女（子供が産めない女）であり，

マリヤはおとめであったことを生徒たちに話す。次の質問をする。

エリサベツとマリヤのその状況は，二人の出産にどのような

意義を増し加えたでしょうか。

奇跡と思えるような状況の下に生まれた人をだれか知ってい

ますか。

子供をこの世に迎え入れるのがどれほど神聖ですばらしいこ

とかという点について，皆さんの親から何か聞いたことがあ

りますか。（親のだれかにクラスに出席してもらい，その気持

ちについて話してもらってもよい。）

ルカ1：3 8－5 5，6 7－7 9をクラス全体で読む。マリヤとザカリ

ヤが言い表した平安，喜び，希望に注意を払わせる。その後で，

次の質問をする。

自分が親になったら，どのような気持ちがすると思いますか。

イエス，またバプテスマのヨハネの親になった人は，どのよ

うな気持ちだったと思いますか。

これらの聖句は，マリヤとザカリヤの信仰について，どのよ

うなことを教えていますか。

皆さんはマリヤとザカリヤの例から，信仰の成長に役立つど

のような教訓を学び取ることができますか。

生徒たちに，これらの出来事に関するマタイとマルコの記録を

思い出させ，その後で次の質問をする。「ルカの証が，マタイ，

マルコの場合と大きく異なっているのはどのような点でしょう

か。」ルカによる福音書のセクション冒頭の「だれに向けて書か

れたのか」と「独自の内容」に書かれている情報を読む（p . 7 2）。

次の質問をする。「この情報は，4つの福音書の著者の中で，ルカ

だけが，マリヤとザカリヤが天使の告知を受けたことを書いた理

由を理解するうえで，どのように役立つでしょうか。」

生徒たちに，キリスト降誕のシーンを描いた絵か，人形のセッ

トを見せ，キリストがお生まれになるときの様子を書いたルカ

2：1－2 0を読んで聞かせる。救い主について証し，希望する生徒

たちにもその機会を与える。

ルカ1：13。祈りはすぐにかなえられるとは限らない。祈りへ

の答えを受けるまでに，長い時間待たなければならない場合もあ

る。（10－15分）

開会の祈りの後で，生徒たちに以下の質問をする。

神はすべての祈りを聞いておられると思いますか。

神はすべての祈りにこたえてくださると思いますか。

祈りに対する答えがたとえすぐに与えられないとしても，わ

たしたちはどのようにする必要があるでしょうか。

ルカ1：1 3を読む。「この聖句は神について，何を教えているで

しょうか。」（神は祈りを聞き，こたえてくださる。）5－1 2節を注

意して読み，ザカリヤとエリサベツが答えを受けるまでに，どの

くらい長く祈っていたかを確かめる。「そのことは，祈りに対す

る神の答えについて，わたしたちにどのようなことを教えている

でしょうか。」

当時，管理監督会の一員であったＨ・バーク・ピーターソン長

老の次の話を読む。

「わたしはこの世の中のもろもろの事柄を知っていると同

じように，天父がその子供たちのすべての祈りに耳を傾けて

おられるということを知っています。わたしたちの祈りは天

に届くのです。わたしたちがたとえ悪いことをしたとして

も，神はわたしたちの祈りを聞いてくださるのです。……

……答えがすぐに与えられる場合もあります。しかし長

い時間を要することもあり，そこで落胆してしまうことが

あるのです。……

「主の母であるマリヤは，キリストと同じように前世

において，偉大な救いの計画の中で果たすように定めら

れた務めに予任されていた。彼女の務めは，全能の主に

死すべき肉体を与え，その幼少年期に養育と保護を与え，

イエスに彼のみが成し得る偉大な使命に備える助けを与

えることであった。確かに，マリヤは御父のすべての霊

の子供の中でも指折りの高貴で偉大な一人であった。」

（Mormon Doctrine，471）

「確かに，時の中間のユダヤ人の多くが，恐ろしくひ

どい背教の状態にあった。しかし，すべての人々がその

ような精神と霊の暗闇の中にいたわけではなかった。国

民のすべてがそういう状況に飲み尽くされていたのでは

なかった。エリサベツとザカリヤは義にかなった聖徒で

あった。二人はアロンの正統の子孫であり，ザカリヤは

アロン神権の祭司の職を授けられていた。」（D o c t r i n a l

New Testament Commentary，第1巻，78）

ルカ1－3章

7 3
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神が祈りにこたえてくださるという原則を知って，どのように

感じるかを生徒たちに話してもらう。

ルカ1：1 3－1 7，2 6－5 6；3：1－2 2（マタイ3章；1 4：

3－5；マルコ1：4－1 1；6：1 7－2 0；ヨハネ1：1－3 6も

参照）。マリヤとヨセフはわたしたちの模範である。（45－50分）

鏡を一つ用意し，生徒たちに見せる。

皆さんは鏡のどういうところが好きですか。嫌いなのはどう

いうところですか。

鏡に映る自分の姿で，気になるのはどういうところですか。皆

さんは自分の見栄えを良くするために，どんなことをしますか。

人柄や内面的な特質と比べて，見栄えはどれほど大切なもの

でしょうか（サムエル上16：7も参照）。

有名な人々（テレビタレント，ファッションモデル，スポーツ

選手，ミュージシャンなど）がわたしたちの標準にどのような影

響を与えるかについて短い時間で話し合う。次の質問をする。

「そのような人々をアイドル視することには，どのような危険性

があるでしょうか。」聖典の中には，わたしたちが理想とすべき

人物が登場することを証する。また，その人々の模範に従うなら，

外見や能力的な面だけでなく，霊的な面も強めることができるこ

とを証する。そのような優れた模範としてバプテスマのヨハネと

マリヤを挙げることができる。

ルカ7：2 8を読み，救い主がバプテスマのヨハネについて何と

言われたかを確認する。ブルース・Ｒ・マッコンキー長老の次の

言葉を読み，主がバプテスマのヨハネについてそのように言われ

た理由を考えさせる。

生徒たちに，バプテスマのヨハネはアロン神権者にとって良い

模範であることを話す。生徒たちと一緒に，ルカ1：1 3－1 7に書

かれているヨハネについての預言を読む。

ヨハネの特質の中には，現代の神権者たちも持つべき重要な

ものがあります。どのような特質が挙げられますか。（ヨハネ

は人々に喜びをもたらした〔1 4節〕，ヨハネは主の御前に大い

なる者であった〔1 5節〕，彼は，主を受け入れる備えができる

よう人々を助けた〔17節〕。）

そのような特質を持つことはなぜ大切なのでしょうか。

これらの特質と外見的な特質とでは，どちらが重要でしょうか。

女子の生徒たちに次の質問をする。「もし今の時代のアロン神権

者がヨハネと同じような特質を持っていたら，皆さんはどのように

感じますか。」生徒たちにルカ3：1－2 2を黙読させ，ヨハネの他の

特質や成し遂げた事柄で，若い男性たちが見習えるものを探させ

る。その後で，それらの特質などについてクラス全体で話し合う。

以下の質問をする。

マリヤはどのような女性だったと思いますか。

1ニーファイ11：14－15を読む。マリヤは自分の外面について，

どのように考えていたと思いますか。

ブルース・Ｒ・マッコンキー長老がマリヤについて述べた次の

言葉を読む。

女子の生徒たちに次の質問をする。「聖典に登場する女性を理

想のモデルとするのは，とても有益なことです。なぜでしょうか。」

生徒たちにルカ1：26－56を読ませ，以下の質問をする。

マリヤの特質のうち，どのようなところを見習いたいと思い

ますか。（彼女は純潔であった〔2 7，3 5節〕，主が彼女ととも

におられた〔2 8節〕，彼女は謙遜なはしためであった〔3 8節〕，

「御父はすべての霊の息子のうち，最も高貴で義にか

なった御方を，この世においでになる御自身の独り子と

して選ばれた。そしてわたしたちは，御父はすべての霊

の娘のうち，最もふさわしく，霊的な天分を備えた人を，

永遠の御子の現世における母として選ばれたと，確信を

もって結論を下すことができる。」（Doctrinal New

Testament Commentary，第1巻，85）

「バプテスマのヨハネと並び称されるほどの預言者はあ

まりいない。特にヨハネについてはリーハイ（1ニーファ

イ1 0：7－1 0），ニーファイ（1ニーファイ1 1：2 7；2ニーフ

ァイ3 1：4－1 8），イザヤ（イザヤ4 0：3）によって預言さ

れており，またガブリエルが栄光の御座から降りて来てそ

の誕生を告げた（ルカ1：5－4 4）。また彼はモーセの神権

時代の鍵と権能を有する最後の正当な管理者であり（教義

と聖約8 4：2 6－2 8），その使命は主のために道を備え，主

にバプテスマを施し，キリストが神の御子であられること

を人々に告げることであった（ヨハネ1章）。さらに近代に

あっては，1 8 2 9年5月1 5日，復活したヨハネはこの地上に

戻り，ジョセフ・スミスとオリバー・カウドリにアロン神

権を授けた（〔ジョセフ・スミス―歴史1：6 6－7 5〕；教義

と聖約1 3章）。」（Mormon Doctrine，3 9 3）

……答えがすぐに与えられる場合もあります。しかし長

い時間を要することもあり，そこで落胆してしまうことが

あるのです。……

神はいつもわたしたちの祈りに答えてくださるのだろう

かと考えることもあるかもしれません。我が家の4番目の

娘が生まれたのは2 2年ほど前のことです。その出産の後で，

妻は医者に，これ以上の出産は無理であると言われました。

わたしたちはそれについて話し合いましたが，『わたした

ちのために備えられた子供がまだいるような気がするの』

というのが妻の言葉でした。それでわたしたちはもう一人

の子供を迎え入れることに決めたのは言うまでもありません。

それから1年たち，2年たちしましたが子供は授けられま

せんでした。そして，妻の口から，『とてもすばらしいこ

とがあるの，赤ちゃんができたのよ』という言葉を聞いた

ときは，実に8年の祈りの日々がたっていました。そうで

す。すぐに答えが与えられる祈りもあれば，長い長い祈り

の時を経て初めて望みがかなえられる場合もあるのです。」

（「祈り続けなさい」『聖徒の道』1 9 8 1年1 2月号，1 0－1 5）

ルカによる福音書

7 4
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彼女は主をたたえた〔46－47節〕。）

皆さんはその特質のうち，どれをいちばん身に付けたいと思

いますか。

このような特質を伸ばしていくには，どうしたらよいでしょうか。

男子の生徒たちに次の質問をする。「今の時代の若い女性たち

がマリヤのような特質を持っていたら，どのように思いますか。」

女子の生徒たちに，若い女性のテーマ（『若い女性指導者用手引

き〔1 9 9 5年版〕』4参照）を挙げてもらう。次の質問をする。「マ

リヤは，若い女性のテーマに述べられているどのような特質を備

えていたと思いますか。」

生徒たちに，ヨハネとマリヤの生き方は，救いの計画を推し進める

力になった，ということを話す。ヨハネとマリヤは，イエス・キリス

トの降誕と務めに対して道を備えたのである。二人の偉大な行い

は，救い主の栄光を増し加えるためのものであり，自分自身のための

ものではなかった。わたしたちの生き方は，外面的なものよりもは

るかに重要であることを証する。鏡を見させ，男子の生徒たちには，

ヨハネについて学んだことを実生活の中に反映させ，また，女子の

生徒には，マリヤの特質として学んだことを反映させるように促す。

ルカ1－3章（マタイ3章；1 4：3－5；マルコ1：4－

1 1；6：1 7－2 0；ヨハネ1：1－3 6も参照）。イエ

ス・キリストへの証を持つ人は皆，ほかの人々に対して，言葉と

行いでイエス・キリストを証しなければならない。（35－40分）

生徒たちに，だれかの証を聞いて，御霊を感じたときの経験を

思い出して，話してもらう。

その人は何について証をしたのですか。

その証は皆さんの生活にどのような影響を与えましたか。

生徒たちに，証すべき最も大切なことと思う事柄について深く

考えさせる。紙に1行か2行で各自の証を書いてもらい，それを分

かち合うように勧める。

ルカによる福音書の最初の3章には，何人かの人々の証が含ま

れている。

マリヤ　 ルカ1：46－55

ザカリヤ　 ルカ1：67－79

羊飼いたちに現れた天使　 ルカ2：10－12

天の軍勢　 ルカ2：13－14

羊飼いたち　 ルカ2：20

シメオン　 ルカ2：29－35

アンナ　 ルカ2：38

バプテスマのヨハネ　 ルカ3：4－6；ジョセフ・スミス
訳ルカ3：4－11

天の御父　 ルカ3：22

生徒たちに，これらの聖句を見直させ，その証と自分の証に共

通する点について深く考えさせる。以下の質問をする。

これらの証はどれも救い主に焦点を当てています。そのこと

はなぜ大切なのでしょうか。

イエス・キリストを証の基とすることは，わたしたちの生活

にとってどのような祝福となるでしょうか。

証会で話すのに適切でないのは，どのようなことでしょうか。

十二使徒定員会会員のヘンリー・Ｂ・アイリング長老の次の言

葉を読む。アイリング長老はこの中で，証を述べる際に避けるべ

き事柄について教えている。

時間があれば，生徒たちに前記の表に挙げられている聖句をも

う一度読ませ，その人々が証を得るためにどのようなことをした

かを考えさせる。（例えば，羊飼いたちは，日々の仕事をしてい

る中で，その証を受けた。シメオンは御霊に従い，神殿に入った

ときに幼子イエスに会った。アンナは断食し，祈っていた。）証

を得，さらに強めることができる生き方をするように促す。

ルカ2：4 0－5 2。マリヤとヨセフは，イエスがどこにおられ

るのかを知らなかったが，イエスはいつも天の御父の御心を果た

しておられた。（35－40分）

生徒たちに，迷子になった経験がないかどうか質問する。その

経験がある生徒たちに，迷子になったと分かったときにどのよう

な気持ちになったかを話してもらう。もしそういう経験をした生

徒がいない場合には，迷子になったらどのような気持ちになるか

想像させる。子供がいなくなったことに気づいた親の気持ちがど

のようなものかを想像させる。

親はどのような気持ちになると思いますか。

自分の子供が家の近所でいなくなったり，あるいは，家を離

れて遠い所に旅をしている間にいなくなったりした場合に，

どれほど心配になると思いますか。

生徒たちにルカ2：4 0－4 5を読ませ，だれがいなくなったのか

を確認させる。

イエスの姿が見えないのに気づいたとき，マリヤとヨセフは

どのような気持ちになったと思いますか。

もし皆さんの姿が見えなくなったら，皆さんの親は皆さんを

捜してどこへ行くと思いますか。

そのような場合に皆さんが見つかりやすい場所は，皆さんが

どういうタイプの人間かということについて，どのようなこ

とを示しているでしょうか。

ルカ2：4 6を読む。ヨセフとマリヤはどこでイエスを見つけま

したか。

教義と聖約1 0 9：1 2－1 3を読む。この聖句によると，神殿は今

でもイエスを捜すのに適した場所と言うことができます。そ

れはなぜでしょうか。

当時，イエスはまだ1 2歳でしたが，神殿の中におられたとい

うことは，イエスがどのような御方だったということを示し

ているでしょうか。

「断食証会のために細心の注意を払って準備している人

は，証会で証をすべきだと感じたときにそれをどのように

述べるべきかを改めて教わる必要はありません。彼らが証

するときは，説教をしたり，勧告を与えたり，旅行談をし

たり，聴衆を喜ばすために話したりはしないでしょう。感

謝すべき人々にはすでに個人的にそれを表しているので，

聴衆の前で改めて持ち出すことはしないでしょう。聴衆を

魅了するような言葉を使う必要も，長話をする必要もあり

ません。」（『聖徒の道』1 9 9 7年1月号，3 7－3 8）

ルカ1－3章

7 5
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教義と聖約1 0 1：2 2を読む。この聖句は，イエスが神殿で見つ

かったときの話と，どのような関連があるでしょうか。

生徒たちにルカ2：4 3－5 1を読ませ，イエスが子供のころから

救い主としての偉大さを備えておられた証拠を探させる。生徒た

ちに，以下の質問事項について考えさせる。

この聖句には，イエスが良い子供であったことがどのように

書かれているでしょうか。

マリヤとヨセフがイエスを信頼していたことが，どこから分

かるでしょうか。

ジョセフ・スミス訳ルカ2：4 6を読む。この聖句は救い主に対

するわたしたちの理解にどのようなことを増し加えてくれて

いるでしょうか。

この聖句から，イエスがすでに御自分が何者であるかを御存

じであったということが分かります。そのことはこの聖句の

どこに示されているでしょうか。

預言者ジョセフ・スミスがイエスについて語った次の言葉を読む。

生徒たちに，特に若いうちから，天の御父の御心に従うことに

よって，イエスの模範に倣うよう促す｡ルカ2：4 9が欽定訳では

「わたしが自分の父の用事をしているはずのことを，御存じなか

ったのですか」となっていることを説明する。今の時代のわたした

ちが天の御父の用事を果たすための幾つかの方法について話し合う。

ルカ3章 （マタイ1：1－1 6；3章；1 4：3－5；マルコ1：

4－1 1；6：1 7－2 0；ヨハネ1：1－3 6も参照）。教会の会員

になるだけでは，福音の完全な祝福にあずかることはできない。

そのためには，自分が交わした聖約を忠実に守らなければならな

い。（10－15分）

生徒たちに以下の質問をする。

自分たちは特に選ばれた世代であり，終わりの時にこの世に

来るよう選ばれていた，ということを知っている人はどのく

らいいますか。

それはどのような意味だと思いますか。

その世代の一員である皆さんには，どのような責任が与えら

れると思いますか。

ジョセフ・フィールディング・スミス大管長の次の言葉を読む｡

教会員になることは非常に大切なことであるが，忠実かつ正し

い生き方をしなければ，「選ばれた」ことの意義があまりなくな

るということを，生徒たちが確実に理解できるように助ける。教

会に活発に集っているだけでは不十分であり，「福音の中で活発」

でなければならないことを理解させる。

ルカ3：2 3－3 8に書かれている系図にざっと目を通させ，イエ

スがアブラハムの血統を通してお生まれになったことを説明する。

創世2 2：1 5－1 8を読む。イエスがアブラハムの子孫であるこ

とは，なぜ大切なのでしょうか。

アブラハム2：9－1 1を読む。アブラハムの契約の民に属する

人々には，どのような祝福が授けられるでしょうか。

イエスが地上におられたころの人々はアブラハムの契約を誤っ

て理解していた，ということを生徒たちに教える。当時の人々は，

イスラエルの家に属する自分たちは，自動的にアブラハムの祝福

を受けることができると考えていた。

ルカ3：7－8を読む。この聖句は当時のユダヤ人たちの思い違

いについて何を教えているでしょうか（『イエスと使徒たちの

生涯と教え』のマタイ3：9に関する注解，p.30も参照。

8節に書かれていることは，今の時代の教会員にどのように当

てはまるでしょうか。

9節はこの箇所全体への理解をどのように深めてくれるでしょ

うか。（契約を守って良い実を結ばなければ，どの血統に属し

ているかにかかわらず，福音の祝福にはあずかることができ

ず，投げ捨てられることになる。）

生徒たちにルカ3：1 0－2 2を読ませ，「選ばれた世代」に属する

者としての責任を果たすにふさわしくなるにはどうしたらよいか

を考えさせる。

ルカ4－6章

はじめに

ルカ4－6章には，イエス・キリストがその務めを開始された時

期の事柄が記録されている。この時期にイエスは，使徒たちを召

し，ガリラヤの各地で人々を教え，癒し，様々な罪や偽りの言い

伝えを暴かれた。イエスが大胆にも，罪ある人々と食事を共にし

たり，また罪を赦したり，偽りの言い伝えに従って教えや癒しを

施すことを拒んだりされたことは，当時の多くの宗教指導者に衝

撃を与えた。それにもかかわらず，多くの人々がイエスの神性と

力を認め，弟子となった。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってルカ4－6

「この世的な事柄を捨て，この教会に入られたすべての

方々，またすべての教会員の皆さんに申し上げたいと思いま

す。教会員であるというだけは，福音の祝福のすべてにあず

かることはできませんし，日の栄えの王国に入れるという保

証にもなりません。わたしたちはバプテスマを受けた後，最

後まで堪え忍ばなければならないのです。」（C o n f e r e n c e

R e p o r t，1 9 7 0年1 0月，7）

「まだ少年のころ，イエスはすでにユダヤ人の王国を統

治するに必要な知識を備えておられた。律法や神学の分野

において並ぶところのない見識豊かな博士たちを説き付け

られ，その知恵に比べれば，彼らの理論や知恵も愚かなも

のに見えた。しかしイエスはまだ少年であり，自分自身の

体さえも守ることができないほど，肉体的には未熟であっ

た。寒さや空腹，そして死に左右される体だったのである。」

（Teachings of the Prophet Joseph Smith，3 9 2）

ルカによる福音書

7 6

イエス・キリストの生涯
これらの章の中に記録
されている出来事は，
この時期に起こったも

のと考えられる

主の務めの第1年 第2年 第3年

キリストの
降誕

最初の
過越

2度目の
過越

3度目の
過越

最後の過越と，
最後の週
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章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

わたしたちは，イエスの模範に従い，聖文に頼ることによっ

て，誘惑を避けることができる（ルカ4：1－1 3参照；アルマ

11：23；ヒラマン15：7－8も参照）。

わたしたちは教会の指導者を支持し，彼らを通して与えられ

る霊感による勧告に従うべきである（ルカ4：1 4－3 0参照；ヘ

ブル13：17；教義と聖約1：14，38も参照）。

キリストの弟子たちは，主を愛し，主に従うためには，喜んでこ

の世にかかわるものを捨てる（ルカ5：1－11；6：27－45参照）。

信仰を行いに表し，謙遜で，キリストのもとに来る人々は，

苦しみや悲しみを取り除かれ（ルカ5：1 2－1 3参照），罪の赦

しを受け（ルカ5：1 8－2 6参照），また貧困，飢え，迫害の中

にあっても祝福を受けることができる（ルカ6：20－23参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』47，49，56－57

教え方の提案

ルカ4－6章について教える準備をするときに，以下の提案の中

から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

ルカ4：1－1 3（マタイ4：1－1 1；マルコ1：1 2－1 3も

参照）。わたしたちは，イエスの模範に従い，聖文に頼ることに

よって，誘惑を避けることができる。（15－20分）

生徒に次の質問をする。「皆さんが全世界のためになることを

何か一つ願えるとしたら，それはどのようなものでしょうか。」

生徒たちの答えを黒板に書き上げる。もし，生徒から答えが出な

い場合は，「サタンがわたしたちを誘惑できないようにする」と

書いた紙を見せ，この願いがかなえられたら人類にとってどのよ

うな益になると思うか質問する。アブラハム3：2 4－2 5を読み，

サタンがわたしたちを誘惑している状況に主が介入されない理由

を一つ見いださせる。

ルカ4：1 3を読む。この聖句は誘惑について，わたしたちに何

を教えているでしょうか。

1ニーファイ2 2：2 6を読む。サタンの力の歯止めとなるのは何

でしょうか。

ジェームズ・Ｅ・ファウスト長老の次の言葉を読む。

生徒たちに，自分の義にかなった考えや行いが，サタンの力の

働きを止めたという経験を話してもらう。

マタイ4：1－1 1を教えるための提案（p . 2 5）を前に用いている

場合はオレンジのたとえを生徒たちに思い出させ，誘惑への対処

法についてそのレッスンで学んだことで，覚えていることを質問

する。ルカ4：1－1 3を読み，この聖句の中でイエスは誘惑を拒む

ためにどのようなことをされたかを質問する。生徒たちに，以下

の質問事項について考えさせる。

誘惑と戦うという点で，皆さんは1か月前よりも成長していま

すか。

皆さんに誘惑と戦う力を与えてくれるのは何でしょうか。

将来，もっとよく誘惑を拒めるようにするには，どうしたら

よいでしょうか。

ルカ4：1 4－3 2（マタイ4：1 2；マルコ1：1 4，2 1－

2 2；ヨハネ4：3も参照）。わたしたちは教会の指導者を支持し，

その勧告に従わなければならない。（25－30分）

ナザレの会堂で教えておられるイエス・キリストの絵（付録，

p . 2 9 2参照）を見せる。この絵がどういう状況を描いたものかを説

明しないで，救い主がどこにいて，何をしておられるところかを

示すヒントを絵の中から探させる。

この絵を見て，イエス・キリストと一緒にいる人たちはどの

ような気持ちでいると思いますか。

この絵で最も好きなところはどこですか。

生徒たちに，ルカ4：1 6－2 1を読ませ，この絵に描かれている

聖句を確認させる。

この絵の出来事は，どの町であったことでしょうか（1 6節参照）。

救い主とこの人々とは，どのような関係にあったのでしょうか。

「預言者イザヤの書」とは何でしょうか。

イザヤ6 1：1（1－2）を参照させ，キリストが読んでおられた

聖句を確認させる。

次に挙げる聖句を生徒たちに割り振り，だれがイザヤの預言を

成就したかを調べさせる。マタイ9：2 7－3 1；1 1：5；ルカ5：

18－24；使徒10：38。

ユダヤ人たちがイザヤの言葉をメシヤに関するものと理解して

いたこと，また，イザヤの言葉は来るべき救い主について預言し

ていたことを説明する。ルカ4：22－24を読み，以下の質問をする。

「しかし，サタンの力を恐れるあまり萎縮
いしゅく

する必要はありま

せん。すきを与えなければ，サタンはわたしたちに対して力を

振るうことはできないのです。サタンはほんとうは臆病で，わ

たしたちに確固とした心構えがあれば退却してしまうのです。

使徒ヤコブはこう勧告しています。『そういうわけだから，神

に従いなさい。そして，悪魔に立ちむかいなさい。そうすれば，

彼らはあなたがたから逃げ去るであろう。』（ヤコブの手紙4：7）

わたしたちから話しかけなければ，サタンといえどもわたし

たちの心の中を知ることはできません。ニーファイも，サタ

ンは義人の『心を支配する力を持たない』と言っています

（1ニーファイ2 2：2 6参照）。」（『聖徒の道』1 9 8 8年1月号，3 9）

ルカ4－6章

7 7
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自分が約束のメシヤであるという救い主の宣言に対して ，

人々はどのような反応を示したでしょうか。

彼らが救い主の証を拒んだのは，どのような理由によると思

いますか。

自分と一緒に育った身近な人を，選ばれた指導者として受け

入れるのが難しいのはなぜでしょうか。

このことは，今の時代のわたしたちにどのように当てはまる

でしょうか。

今の預言者の写真を見せる。その預言者と，世の中の普通の

人々との共通点を挙げさせ，黒板に書き上げる。次に，預言者と

その召しに独自の点を挙げさせ，同様にリストアップする。預言

者は一般の人々と多くの共通点を持っていることを話し，以下の

質問をする。

そのような多くの共通点があるために，預言者の言葉をなか

なか受け入れられない人々がいます。それはなぜでしょうか。

預言者から求められていることが易しいか難しいかによって，

わたしたちが預言者の言葉に耳を傾ける態度に変化が出てく

るでしょうか。それはなぜでしょうか。

教義と聖約1：3 8を読み，この聖句が自分たちの地元の指導者

（例えば，親，監督，ステーク会長）にどのように当てはまるか，深

く考えさせる。ジェームズ・Ｅ・ファウスト長老の次の言葉を読む。

ルカ4：2 5－3 2を読む。この人々は，救い主の教えに対して示

した反応によって，どのような祝福を失ったでしょうか。（救

い主は，彼らの真ん中を通り抜けて，去って行かれた。）

救い主にサレプタのやもめやらい病にかかったナアマンの時

代のイスラエルにたとえられたとき，ナザレの人々が激しく

怒ったのはなぜでしょうか。

列王上1 7章のサレプタ（ザレパテ）のやもめの話と，列王下

5：1－1 4に書かれているらい病人ナアマンの話を見直す。救い主

がこの二つの話を引用された理由を生徒たちに理解させるため

に，ブルース・Ｒ・マッコンキー長老の次の説明を用いる。

救い主やその僕を受け入れない人たちは，どのような点で主

の祝福を失う危険を冒していると言えるでしょうか。

主の教会の会員であったとしても，主の戒めを守っていなけ

れば祝福を望めないのはなぜでしょうか。

生徒たちに，ルカによる福音書のテーマと独自の内容（p . 7 2参

照）を思い出させる。ルカによる福音書にしか記されていないこ

の話は，イエス・キリストは全人類の救い主であられるというル

カの証の重要な要素であることを指摘する。

ルカ5：1－6：49 （マタイ4：1 8－2 2；5－7章；1 0：

2－4；マルコ1：1 6－2 0；3：1 3－1 9も参照）。イエス・キ

リストの弟子たちは，主を愛し，従い，喜んでこの世にかかわる

ものを捨てる。（10－15分）

生徒たちに，伝道に出たことのある人，あるいは今宣教師とし

て伝道中の人で，自分が知っている人について考えさせる。次の

質問をする。

その宣教師たちが主に仕えるには，犠牲を払わなければなり

ませんでした。それはなぜでしょうか。

彼らが払った犠牲はどれほど困難なものだったと思いますか。

生徒たちに，ルカ5：1－1 1とルカ5：2 7－2 8の内容を比較させる。

この二つの聖句に書かれている人々に共通しているのは，ど

のような点でしょうか。

その人々と，皆さんが知っている宣教師たちには，どのよう

な共通点があるでしょうか。

イエス・キリストの弟子である人は，時として犠牲を求めら

れます。どのような点で犠牲を求められるでしょうか。

皆さんはイエス・キリストに従うために，これまでどのよう

なものを捨ててきましたか。

主に従うためにこの世にかかわるものを捨てることは，どの

ような意味で祝福と言えるでしょうか。

イエス・キリストの絵を見せ，主に学ぶ者になるというのはど

ういうことかについて話し合う。ルカ6：1 7－1 9を読み，次の質

問をする。

この人々がイエスに触れたいと思ったのはなぜでしょうか。

これは3ニーファイ1 1：1 2－1 6に書かれていることと，どのよ

うに共通しているでしょうか。

生徒たちに，主のもとにいたいという自分の望みがどれほど強

いものか，深く考えさせる。時間を数分与えてルカ6：2 0－4 9を

黙読させ，キリストの弟子となるための努力をするうえで最も大

切になるのはどの教えかを深く考えさせる。生徒たちに証を述べ

てもらう。

「イエスの例証の仕方の何と適切なことか。この古代の

預言者は二人とも自国の民から辱めを受け，外国人に大い

なる祝福を授けた。ナザレの人々もこれと同じであった。

主の大いなる業を見たのは，彼らではなく，よその地の

人々であった。」（Doctrinal New Testament Commentary，

第1巻，1 6 2）

「教会員は……喜んで神を至高者として受け入れ，聖典

や主の僕の助言，そして教会の指導者たちに信頼を寄せて

います。もちろん，教会の指導者も人間的な弱点を持ち，

知恵や判断力も完全ではありません。そもそもこの地上に

完全な人は存在しません。しかし，そのような指導者たち

はほとんど例外なく，心を込め，謙遜に，祈りの気持ちを

もって，キリスト教徒の務めに能力の限りを尽くして献身

しています。そしてさらに重要なことは，彼らが天よりの

召しと委任を受けているという点です。それを通して大切

な永遠の祝福が，教会の指導者を支持し，その指示に従う

人々にもたらされるのです。教会の指導者は神の僕なので

す。」（『聖徒の道』1 9 8 6年1月号，8）

ルカによる福音書

7 8
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ルカ7－9章

はじめに

ルカ7－9章は，救い主の愛と慈悲の心を証している。救い主は

優しさと憐れみをもって病人を癒し，子供たちを死からよみがえ

らせ，悔い改めた罪人たちに赦しを与え，嵐を静められた。また，

悪霊を追い出したり，何千人もの飢えた人々を食物と救いの言葉

で満たし，使徒たちに訓練を与え，備えをさせられた。これらの

出来事を書き連ねたルカは，人々は皆，「神の偉大な力に非常に

驚いた」（ルカ9：4 3）と記している。賛美歌「主イエスの愛に」

の歌詞は，これらの数々の奇跡を深く思い巡らすときの感情を適

切に表現している。

主イエスの愛に　ただ驚く

恵みの深きに　 われ惑う……

おごれるわれを　救うために

み座を降りし　 主に驚く

かかるわれにまで 愛の手を

主は差し伸べて　救いたもう……

ああ，奇しき主のみ業

（『賛美歌』109番）

ルカ7－9章を読み進めながら，救い主の愛の何たるかをさらに

よく理解し，感謝するうえで，これらの奇跡がどのように助けと

なるかを考えるとよい。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってルカ7－9

章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

イエス・キリストは，病人を癒し，死者をよみがえらせ，自

然界の力を治め，罪人に赦しを与える力を持っておられる

（ルカ7：1－18，36－50；8：22－36，41－56；9：37－42参照）。

また，イエス・キリストはその神権の力を，人々に授けるこ

ともおできになる（ルカ9：1－2参照）。

罪を悔い改める人は，救い主に対する愛と感謝の思いを深め

ることができる（ルカ7：3 6－5 0参照；アルマ3 6：2 0－2 1も参照）。

証は，信仰，犠牲，従順，そして誘惑と戦うことを通して養

うときに，さらに成長する（ルカ8：4－18参照）。

個人的な望みを犠牲にし，神に従うことによって，自分自身

を捨てる人々は，永遠の命を得ることができる（ルカ9：1－6，

23－27，57－62参照；ルカ17：31－33も参照）。

神に選ばれた義人は，天からの示しを豊かに受けることがで

きる（ルカ9：2 8－3 6参照；1ニーファイ1 1：1－1 1；モーセ

1：1－6；ジョセフ・スミス―歴史1：14－17も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』81－82，216

教え方の提案

ルカ7－9章について教える準備をするときに，以下の提案の中

から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

ルカ7：1－17 （マタイ8：5－13も参照）。 信仰，思いや

り，奉仕を通して，わたしたちはほかの人々がキリストのもとへ

来るように助けることができる。（25－30分）

生徒たちと一緒に，モルモン書のアンタイ・ニーファイ・リー

ハイ人に関して書かれている箇所に目を通す（アルマ2 3－2 5章参

照）。アンタイ・ニーファイ・リーハイ人は，自分たちを愛し，自

分たちに仕えた一団の宣教師によってイエス・キリストのもとへ

導かれた，偉大な信仰の民であった，ということを生徒たちに話

す。生徒たちにアルマ2 7：4を読ませ，次の質問をする。「今読ん

だ聖句の中のどの表現が，アンタイ・ニーファイ・リーハイ人が

アンモンとその同僚宣教師をどのように扱ったかを示しているで

しょうか。」生徒たちにアルマ2 6：1 1－1 4，2 6－2 9を読ませ，この

宣教師たちが「神より遣わされた天使」という言葉で表現されてい

るのは，彼らがどのようなことをしたためであるかを確認させる。

黒板に，「信仰」「憐れみ」「奉仕」という3つの言葉を書く。次

の質問をする。「この宣教師たちは，信仰，憐れみ，奉仕という3

つの特質を備えていたと思いますか。どうして，そのように思い

ますか。」自分たちの生活に大きな影響を与えた人で，天使のよ

うだと思える人のことを，生徒たちに話してもらう。

その人は皆さんの生活，あるいはほかの人の生活をどのよう

に変えましたか。

その人は，信仰，憐れみ，奉仕の精神を実際にどのように示

しましたか。

その人が示した信仰，憐れみ，奉仕の精神は，皆さんにどの

ような影響を与えましたか。

生徒たちにルカ7：1－1 7を読ませ，イエス・キリストのもとに

導かれたほかの人々のことを確認させる。次の質問をする。

百卒長の部下とやもめの息子の身にどのような奇跡が起こっ

たでしょうか。

この二つの例の中には，信仰，憐れみ，奉仕が具体的にどの

ような形で示されていますか。

皆さんはこの二つの例の話を読みながら，救い主に対してど

のように感じましたか。

救い主の愛について証する。また，救い主の力と人々の信仰の

両方があって初めて奇跡が起こったということを証する。

百卒長とやもめにはどのような奇跡が起きたでしょうか。

百卒長とやもめに起きた奇跡と，彼らの部下，息子の身の上

に起きた奇跡はどのように違うでしょうか。

もし皆さんがこの百卒長あるいはやもめだったら，これらの

奇跡は皆さんにどのような影響を与えたと思いますか。

ルカ7－9章

7 9

イエス・キリストの生涯
これらの章の中に記録
されている出来事は，
この時期に起こったも

のと考えられる

主の務めの第1年 第2年 第3年

キリストの
降誕

最初の
過越

2度目の
過越

3度目の
過越

最後の過越と，
最後の週
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憐れみ，奉仕，信仰について語った以下の引用文を読むか，配

付資料として渡すとよい。

生徒たちに，彼らの知っている人で，百卒長の部下とやもめの息

子のように奇跡を必要としている人を挙げさせる。次の質問をする。

信仰と神権の力を通して，霊的な癒しを必要としている人々

にどのような祝福を授けることができるでしょうか。

ほかの人の苦しみを和らげるために，わたしたちはどのよう

なことができるでしょうか。

キリストのもとへ来るように助けることにより，ほかの人々に

とって「天使」のような存在になるよう，生徒たちを促す。生徒

たちに，助けを必要としている人がいないかどうか心を配り，そ

のような人々のために奉仕と憐れみの心を示し，信仰を実践する

ように促す。生徒たちに，今後「天使の体験」をしたら，それを

日記に書き，できればクラスで分かち合うように言う。

ルカ7：1－1 0；8：2 6－5 6（マタイ8：5－1 3，2 8－

3 4；9：1 8－2 6；マルコ5章も参照）。わたしたちは自分自身

がキリストのもとへ来て，ほかの人々もそうできるように助けを

与えなければならない。（40－45分）

黒板に「計画を立てないのは，失敗するための計画を立ててい

るようなものである」と書き，次の質問をする。

皆さんはこの言葉が真実だと思いますか。なぜそのように思

いますか。

計画や目標を書き上げることは，生活の中の様々な事柄を達

成するうえで，どのように役立つでしょうか。

生徒たちに，自分たちの使命や目標を文章に書かせる。そして，

それをクラスで分かち合うように勧める。教会の使命について述べ

た次の言葉を読み，生徒たちに各自が自分の使命と思っている事柄

と教会の使命がうまくかみ合っているかどうか，深く考えさせる。

キリストのみもとへ来る人々には，どのような祝福が与えら

れるでしょうか（モロナイ10：30－34参照）。

皆さんは自分の家族がキリストのみもとへ来るのを，どのよ

うに助けることができるでしょうか。

皆さんは自分の友達がキリストのみもとへ来るのを，どのよ

うに助けることができるでしょうか。

「そうです，兄弟姉妹の皆さん。教会の使命は栄光に満

ちたものです。福音を宣言することによって，生活を全き

ものとすることによって，そして死者を贖うことによって

すべての人がキリストのみもとに来るように招待するので

す。わたしたちがキリストのみもとに行くことができれば，

自分，家族，そして天父の子供たち，すなわち，生者，死

者を問わず，すべての人を祝福することになるでしょう。」

（『聖徒の道』1 9 8 8年6月号，9 0）

……わたしたちは……ローマの百卒長のような別の宗教

の人たちから，またとりわけ子供たちから，信仰について

多くを学ぶことができます。さらに，信仰の力を用いるこ

とについてどれだけ学んだとしても，わたしたちは託され

た聖なる務めを果たすために，その力を実際に用いる必要

があります。」（『聖徒の道』1 9 9 3年7月号，4 7）

憐れみと奉仕

憐れみとは「他人の苦しみに対する同情的な感情であり，

それを軽減したいという望みを伴う。」（M e r r i a m－

W e b s t e r’s Collegiate Dictionary，第 1 0版〔 1 9 9 3年〕，

“c o m p a s s i o n，”2 3 4）憐れみは，貧しい人や困っている人

に奉仕を行うよう動機づける。わたしたちがイエスの模範

に従い，苦しむ人々のために奉仕するなら，その人々は慰

めと祝福を受ける。しかし，奉仕をするわたしたち自身も，

喜び，幸福，達成感，そして赦しという祝福まで授けられ

るのである（モーサヤ4：2 6参照）。イエスのようになるた

めには，キリストの純粋な愛による奉仕をしなければなら

ない。十二使徒定員会会員のダリン・Ｈ・オークス長老は

次のように教えている。

「貧しい人々に食物を与えるために全財産を施すような

すばらしい奉仕の業をしても，キリストの純粋な愛によっ

て動機づけられていないのであれば無益なのです。」（『聖

徒の道』1 9 8 5年1月号，1 5）

トーマス・Ｓ・モンソン長老はこう教えている。

「主の新約聖書では，主の恵みにあずかった悲しむナイ

ンのやもめの話に，最も胸を打つ『祝福された母』の姿を

見るのである。……

何という力，何という優しさ，何という同情が，救い主

とこの模範に示されたことだろうか。わたしたちも，主の

尊い模範に従いさえすれば，その祝福をもたらすことがで

きる。機会はどこにでもある。必要なのは，苦境を見る目

と，失意の心が訴える無言の願いを聞く耳である。そして，

目から目，声から耳に限らず，救い主に厳然として特有な

心から心への交流による，同情に満ちた精神である。」

（『大会報告』1 9 7 3年1 0月，8 7）

信仰

信仰とは，力の原則である。イエス・キリストは，御自

分への信仰を実践する人々に対しては，どのようなことで

もおできになる。七十人定員会会員のジョン・Ｋ・カーマ

ック長老はこのように説明している。

「信仰という言葉には積極的な考え方という意味も含ま

れますが，それをはるかに上回る意味があります。信仰が

神聖な力の源とつながっていることを考えると，信仰とい

う言葉は，主との一致，主との交わりをも表しているので

す。信仰に基づく考えや言葉は，聖霊の導きによりもたら

されたのであり，信仰により語られたこの言葉を実現する

力は，神から来ています。……

……信仰は神権者の占有物ではありません。ローマの百

卒長は神権を持ちませんでしたが，信仰によって，僕を癒

してくださるよう主に願いました。彼は部下を従わせる権

力者でありながら，イエスに家まで来ていただく資格は自

分にはないとも言いました。『ただ，お言葉を下さい。そ

うすれば僕はなおります。』（マタイ8：8）イエスは彼の信

仰に非常に感心されました。『イスラエル人の中にも，こ

れほどの信仰を見たことがない。』（1 0節）……

ルカによる福音書

8 0
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生徒たちに，ルカ7：1－1 0と8：4 3－4 8，また8：4 1－4 2，4 9－

56の3か所を読ませ，以下の質問に対する答えを見つけさせる。

それぞれの箇所に登場する人物を救い主のみもとへ導いたの

は何だったでしょうか。

これらの聖句の中には，この人たちが救い主に対して強い信

仰を持っていたことが示されています。それはどのようなこ

とでしょうか。

キリストのみもとへ来る人々にはどのような祝福が授けられ

るでしょうか。

この3つの証のそれぞれについて，皆さんが最も強い印象を受

けたのはどのようなことですか。

生徒たちが聖句を読み終えたら，質問事項について話し合い，

救い主が行われたこれらの奇跡について，どのように感じたかを

話し合う。人は試練のときに主に助けを求めることがよくあるが，

キリストの奇跡をもたらすのは強い信仰である，ということを生

徒たちに思い起こさせる。癒しや祝福をもたらすキリストの力は，

今の時代のわたしたちにも与えられることを証する。

まとめとして，これらの話を，悪霊の群れに関する話と対照す

る。イエスはわたしたちを御自分のもとへ導こうとしておられる

が，サタンはわたしたちを滅ぼし，イエスのもとから引き離そう

としていることを説明する。生徒たちにルカ8：2 6－4 0を読ませる。

救い主が来られて，悪霊を追い出された後，この人の生活は

どのように変わったでしょうか。

皆さんはこの話を，どのように自分自身の生活に応用できる

でしょうか。

エズラ・タフト・ベンソン大管長の次の言葉を読む。

次の質問をする。「ベンソン大管長の勧告に従うなら，わたし

たちはどのような祝福を受けることができるでしょうか。」

ルカ7：17－35 （マタイ11：2－19も参照）。バプテスマ

のヨハネは偉大な預言者であり，イエス・キリストの先触れとな

る人物であった。ヨハネは人々に，自分ではなく救い主を礼拝す

るよう強く教えた。（20－25分）

生徒たちに次のように言う。「皆さんが最近亡くなった預言者

すなわち大管長のお葬式に出席していると仮定してください。葬

儀の最中に，教会員でない知人が小声でこう言いました。『教会

の指導者が亡くなってしまって大変ですね。』」それに対してどう

言うかを生徒たちに答えさせる。幾人かの生徒の答えについて話

し合った後で，次のように答えることが適切である理由を尋ねる。

「確かに，亡くなったのは残念ですが，主は3日目によみがえられ

たのですから，すばらしいことだと思いませんか。」

生徒たちに，イエスが教会の指導者であられることを心に留め

るのは，わたしたちにとって重要なことである，ということを話

す。教会で奉仕するように召された人は，決してイエス・キリス

トに帰すべき栄光や誉れを自分のものにすべきではない。生徒た

ちにモーセ4：1－2を読ませ，栄光に対するサタンの執着の強さ

と御子の栄光に対する考え方の違いを確認させる。

生徒たちにルカ7：1 7－2 3を読ませる。この箇所は，ヨハネが

投獄されたときのことについて述べたものであることを指摘する

（マタイ11：2参照）。以下の質問をする。

ヨハネは自分の弟子たちをだれのもとへ遣わしたのでしょうか。

この聖句から考えると，ヨハネが弟子たちをイエスのもとへ

遣わしたのはどのような理由によると思われますか。

イエスの奇跡は，ヨハネの弟子たちにどのような影響を与え

たでしょうか。

『イエスと使徒たちの生涯と教え』のマタイ1 1：2，3に関する

注解（pp.71－72）を読み，以下の質問をする。

この記事から，ヨハネが弟子たちをキリストのもとへ遣わし

た理由について，どのような理解を得ることができますか。

ヨハネが弟子たちに，イエス・キリストに従うように望んでい

たことを知って，皆さんはヨハネについてどのように感じますか。

わたしたちはヨハネの模範から，何を学ぶことができるでし

ょうか。

ルカ7：2 4－3 0の中で，救い主がヨハネをたたえ，彼の使命に

ついて証しておられることを生徒たちに説明する。生徒たちにこ

の聖句を読ませ，ほかにバプテスマのヨハネについて強い印象を

受ける点がないか考えさせる。ヨハネが偉大な預言者とされた理

由について述べた預言者ジョセフ・スミスの言葉を読む（マタイ

11：1－19を教えるための提案，p.35■参照）。

ヨハネとイエスの偉大さが様々な形で示されていたにもかかわら

ず，多くの人々は二人を拒み続けていた。生徒たちにルカ7：3 1－

3 5を読ませる。ブルース・R・マッコンキー長老は，この聖句の中

で救い主が人々にあてたメッセージを次のように言い換えている。

ルカ7：3 6－5 0。自分が主に頼らなければ生きられな

い存在であることを認めて，罪を悔い改め，赦しを受け

るなら，わたしたちは，平安と愛に満たされる。（40－50分）

「債務」とは何かについて生徒たちと話し合い，次に以下の質

問をする。

人はどのようなことに対して，債務を負うことが多いでしょ

うか。（住宅を購入するとき，学費を納めるとき，自動車を買

うとき，などの答えが考えられる。）

自分に多額のお金を貸している人が，それを帳消しにしてく

れると言ったら，皆さんはどのように思いますか。

「あなたがたは遊びに興じている気まぐれな子供のよう

である。あなたが結婚式ごっこをしても，遊び仲間は踊ろ

うとしない。あなたが葬儀の行列をまねる遊びをしても，

遊び仲間は悲しむそぶりもしない。それと同じようにあな

たがたは宗教を単なる遊びごとにしている。あなたがたは

気難しく気まぐれな子供と同じように，ヨハネを拒んだ。

彼がナジル人の厳格さをもってあなたがたに臨んだからで

ある。また，あなたがたはわたしを拒んだ。それは，人と

人との間に心地よい関係をもたらす，心からの思いやりの

ある態度をわたしが示しているからである。」（D o c t r i n a l

New Testament Commentary，第1巻，2 6 3で引用）

「わたしたちは生活の中で，神を何よりも先に置かなけ

ればなりません。……

神を第一に考えれば，ほかのすべてのものは正しい位置

に落ち着くか，またはわたしたちの生活の中から消えてい

くかのどちらかです。主への愛は感情の欲求や時間の要求，

興味，物事の優先順位をコントロールします。」（『聖徒の

道』1 9 8 8年6月号，4）

ルカ7－9章

8 1
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もしその人が，わずかな条件を満たせば，多額の借金を帳消

しにすると言ったら，皆さんの気持ちはどう変わりますか。

生徒たちにローマ3：23を読ませ，次の質問をする。

この聖句は債務について，どのようなことを教えていますか。

わたしたちはキリストに，自分自身の「債権者」すなわち救

い主となっていただく必要があります。それはなぜでしょうか。

キリストにはどれほどまでの負債を赦す力があると思いますか。

ボイド・Ｋ・パッカー長老の次の言葉を読み，その内容につい

て話し合う。

生徒たちと一緒に，ルカ7：3 6－5 0を読み，その途中，以下の

質問事項について話し合う。

このたとえに登場する人々は，どのような負債を持っていた

でしょうか（41－42節参照）。

救い主に対するこの女性の気持ちと，シモンの気持ちには，

どのような違いがあったでしょうか。

この二人のイエスに対する態度が大きく違っていました。そ

の理由はどこにあると思いますか。

この二人はどれほど強く救い主に頼って生きていたでしょうか。

この女性は自分が救い主なくして生きていけないということ

を理解していたために，どのような祝福を受けたでしょうか

（47節参照）。

この出来事は，人を罪から清めるイエス・キリストの力につ

いて，何を教えているでしょうか。

自分自身の生活とこの物語に登場する人たちの生活に，どのよ

うな共通点があるかという点について生徒たちに考えさせる。ま

た，この女性に与えられた救い主の言葉が，わたしたち一人一人

にとって，どれほど希望をもたらす源になっているかという点に

ついても考えさせる。以下の引用文を読むか，配付資料として生

徒たちに渡す。その内容について，クラス全体で話し合う。

七十人定員会会員のロナルド・Ｅ・ポールマン長老は次のよう

に教えている。

ブルース・Ｒ・マッコンキー長老は，ルカ7：3 6－5 0に登場す

る女性について，次のように書いている。

この女性の模範に従って心から悔い改めるなら，罪の赦しを得

ることができる，ということを生徒たちに教える。わたしたちは

悔い改めの過程を通して，イエスに対して感謝の気持ちと愛を感

じることができる，ということを証する。

この女性はイエス・キリストの贖罪に対する感謝の気持ちを

どのような形で示したでしょうか。

わたしたちはイエス・キリストへの愛を，どのような形で示

すことができるでしょうか。

まとめとして賛美歌「主イエスの愛に」（1 0 9番）を歌う。生徒

たちに，救い主の贖罪についての気持ちを話してもらう。また，

この賛美歌を歌って，どのように感じたかを話してもらう。

「これはすべて，献身的で忠実な一人の女性の行いであ

り，礼拝の気持ちの表れであった。彼女はかつては罪人で

あったが，今は清められ，多くの罪がもたらす耐え切れな

い重荷から解放されたのである。彼女は今，新しい人生を

歩いていた。それはいましがた，彼女がその足に接吻した

御方の恵みによるものであった。彼女は，全身全霊を注ぎ，

崇敬と畏敬の念を込めた愛を，その御方に示したのである。

パリサイ人シモンの家で，この厳粛なひとときに確かに

あった出来事を心に思い描くには，次のことを理解しなけ

ればならない。ここにいるのは，かつては罪人であったが，

今は清い女性である。イエスは今ここで彼女の罪を赦そう

としておられたのではない。イエスはこれより以前に，す

でに彼女を赦しておられたのである。それは彼女が信仰を

持ち，主の名によってバプテスマを受けたときに済んでい

たことである。彼女が心から悔い改め，自分のすべてをさ

さげたときに済んでいたことなのである。彼女はそれ以来，

義という偉大な原則を仰ぎ見て生きていた。わたしたちが

論じているこの女性は改宗者なのである。彼女は感謝と喜

びの精神をもって，以前に自分を地獄の束縛の鎖から解放

し，今もそうしてくださっている御方に対して心からの謝

意を表しているのである。

シモンはそのような経験を何もしていなかった。彼はバ

プテスマを受けておらず，罪の状態にある。そして，人は

生まれ変われるということを知らなかったイスラエルの指

導者ニコデモと同じように，シモンは，かつては緋のよう

であったその女性が今は雪のように白くなっていたという

ことを理解する霊的な力を持っていなかったのである。」

（Mortal Messiah，第2巻，2 0 0－2 0 1）

「赦しに至る悔い改めのきっかけも完成も，イエス・キ

リストを信じる信仰にあります。それは，イエス・キリス

トが『信仰の創始者であり完成者である』御方だからです

（モロナイ6：4）。イエス・キリストを救い主として，また

贖い主として受け入れる信仰があると，自分の罪に対して，

神の御心に添った悲しみを味わい，へりくだる心と悔いる

霊を持つようになり，自責の念に駆られるようになります。

行動にも変化が起き，心も神に向けられるようになるので

す。」（『聖徒の道』1 9 9 4年1月号，9 5）

「あなたの決意が固く，最後の1コドラントまで支払お

うとするとき〔マタイ5：2 5－2 6参照〕，償いの律法は差し

止められます。そして，償いの義務が主に移され，主があ

なたに代わって償われるのです。

繰り返します。滅びの道を選んだごく少数の人は別とし

て，悪習，薬物の乱用，反抗，背き，違反などのために，

完全な赦しという約束から除外される人は一人もいないの

です。これは，キリストの贖罪がもたらす約束です。」

（『聖徒の道』1 9 9 6年1月号，2 1）

ルカによる福音書
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注意：生徒たちが，罪を犯していれば救い主をさらに深く愛せ

るようになるのでその方が得だという間違った結論を出すことが

ないようにする（ローマ6：1－2参照）。生徒たちは，戒めを守り，

罪を犯さないことにより，イエス・キリストへの愛を増し加えて

いく大切さを理解する必要がある。生徒たちに，罪を犯さないよ

うに促すとともに，もし罪を犯したとしても，悔い改めるなら，

すべてが赦されるということをはっきりと理解させる。

ルカ8－9章（マタイ8－1 0章，1 2－1 4章，1 6－1 8章；

マルコ4－6章，8－9章も参照）。復習のための活動を楽しみ，

聖文への理解を深める。（45－50分）

ルカ8－9章には，以前にマタイとマルコの福音書を教えるとき

に採り上げた出来事が含まれている。このレッスンの活動を通して，

ルカの証との連続性を保ちながら，前に学んだ事柄を復習する。

机やいすを大きな円の形か，1列に並べる。それぞれの席に，

深く考えさせる質問を書いた紙を貼り付けておく。その紙には，

答えへのヒントとなる聖句（ルカ8－9章の中から選んだ）の引用

表記も書き添えておく。質問事項には番号を付け，生徒に渡す紙

にはその番号を記入し，質問に対する答えを書く余白を十分に取

っておく。質問は，あまり簡単なものではなく，ある程度考えな

ければ答えが出せない内容にする。ただし，それに対する答えが

示されている聖句を明記し，生徒たちがあまり時間をかけすぎる

ことがないように配慮する。以下のような質問を用いるとよい。

1. ルカ8：1－3を読んでください。「自分たちの持ち物をも

って一行に奉仕した」とは，どういう意味だと思いますか。

2. 種まきのたとえの「種」は何を表しているのでしょうか

（ルカ8：1 1参照）。皆さんはこの種を，自分自身の生活の

中で，どのようにまくことができるでしょうか。

3. ルカ8：2 2－2 5を読んでください。この聖句に書かれてい

る使徒たちの感情は，救い主を嘆かせたかもしれません。

使徒たちのその気持ちは，どのような言葉で表現されて

いるでしょうか。

生徒たちに，今座っているいすに貼られている紙の質問に1分

で答えを出させる。1分経過したら，合図を送って，全員を隣の

席に移動させ，その席の質問に対して1分で答えを出させる。生

徒たちが全部の質問に答えるまで，それを続ける。その後，クラ

ス全体で出された答えの適否を検討する。その際，クラスの生徒

たちにとって非常に重要と思われる質問と答え，また非常に難し

いと思われる質問と答えについて説明する時間を取る。

ルカ9：1－6，1 0（マタイ1 0：1，5－4 2；マルコ6：

7－13，30も参照）。 仕事を割り当てられた場合，その進み具

合を報告する責任がある。（10－15分）

生徒たちに，これまで受けてきた責任や仕事の中で，最も重要

だったものについて考えさせ，以下の質問事項の幾つかを尋ねる。

皆さんにその責任を与えた人はだれですか。

どうして自分にその責任が与えられたのだと思いますか。

皆さんはその責任をどれほどよく果たしましたか。

その責任を与えた人が，皆さんの果たし具合に関心を持って

いたかどうかは，どうしたことから分かりますか。

ルカ9：2－5を読み，以下の質問をする。

イエスは使徒たちにどのような責任を与えられたでしょうか。

この責任はどれほど大切なものだったでしょうか。

イエスは使徒たちがどれほどよく責任を果たしているかとい

うことに関心を持っておられたと思いますか。どうして，そ

のように思いますか。

生徒たちにルカ9：1 0を読ませ，使徒たちはその責任を終えた

ときに何をしたかを確認させる。

わたしたちは自分に責任を与えた人に対して，その責任をどの

ように果たしたかを報告する大切な義務がある，ということを生

徒たちに教え，以下の質問をする。

主はどのようにして，わたしたちに責任や管理の職をお与え

になるでしょうか。（教会の指導者，神聖な聖約，聖典，個人

的な啓示を通して。）

わたしたちは，それらの責任について，どのように主に報告

すべきでしょうか。

教会の召しの達成状況について，わたしたちが報告をなすべ

き人がほかにいるでしょうか。

家族の中での責任については，どのように報告を行うべきで

しょうか。

黙示20：12を読み，以下の質問をする。

この地上における人生について最終的な報告をするとき，わ

たしたちはどなたの前に立つことになるのでしょうか。

そのときに，どのような報告ができるようになりたいと思い

ますか。

ルカ9：4 6－5 6。イエスはわたしたちに，ほかの人々に対し

て，寛容な心を持つように求めておられる。（15－20分）

音楽テープを何種類か用意する。それぞれの曲を聞かせ，その

後で生徒たちに各自が好きなものを選ばせる。音楽と同じように，

人も十人十色であることについて話し合う。4ニーファイ1：1 7を

読み，次の質問をする。「国籍，宗教，生活背景の違う人々に対

して，どのように接するべきかという点について，この聖句は何

を教えてくれているでしょうか。」

黒板に「寛容」という言葉を書き，その意味について話し合う。

生徒たちに，国籍や宗教，生活背景が異なる人々に対して非常に

寛容で親切な人について話してもらう。次の質問をする。

その人のどのようなところに強い印象を受けたのですか。

不寛容にならないようにするには，どうしたらよいでしょうか。

生徒たちにルカ9：49－56を読ませる。

寛容な人は，キリストの御名によって悪霊を追い出す人やサ

マリヤ人について，どのように考えると思いますか。

使徒たちは，悪霊を追い出した男に対してどのような見方を

していたでしょうか。

使徒たちはサマリヤ人に対してどのような見方をしていたで

しょうか。

生徒たちにルカ9：4 9－5 6をもう一度読ませ，悪霊を追い出し

た男とサマリヤ人に対して，救い主がどのような態度を示された

かを確認させる。次の質問をする。「救い主は弟子たちの態度を

喜ばれたと思いますか。どうしてそのように思いますか。」

生徒たちに，宗教が異なる人や罪を犯していると思われるよう

な人たちに対して，自分がどのような態度をとっているか考えさ

せる。彼らのその態度について救い主がどう言われると思うかを紙

ルカ7－9章

8 3
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に書かせる。次の引用文を読むか，配付資料として生徒たちに渡す。

ゴードン・Ｂ・ヒンクレー大管長は次のように教えている。

ブルース・Ｒ・マッコンキー長老は次のように書いている。

人に対してさらに寛容な心を養うよう，生徒たちに促す。

ルカ9：5 7－6 2。犠牲は福音の重要な原則である。わたした

ちはキリストに従うために求められるすべての犠牲を，心を尽く

し，喜んで払わなければならない。（15－20分）

当時，副管長の任にあった，ゴードン・Ｂ・ヒンクレー大管長

による次の実話を読む。

以下の質問をする。

この3人の若者は何を犠牲にしたと思いますか。

この聖徒たちを助けるよう彼らの心を動かしたのは，何だっ

たのでしょうか。

救助隊が到着する前に，この聖徒たちは何を考えていたと思

いますか。

救出された後には，何を考えたと思いますか。彼らは自分た

ちを救出してくれた人々に対して，どのような気持ちを抱い

たと思いますか。

「1 8 5 6年，1 , 0 0 0人以上の人々が大変な苦労をして大平

原を渡っていました。その中には皆さんの先祖もいたか

もしれません。彼らは不運なことが続いて出発が遅れて

しまったのです。そのためワイオミングの山地で雪と寒

さに襲われてしまいました。そして，毎日のように何人

も死んでいきました。

ヤング大管長は，1 0月の大会が始まろうとしていたと

きにその状態を知りました。ヤング大管長は直ちに牛や

荷車，御者を召し，その聖徒たちを救出するように命じ

ました。こうして最初の救援隊がマーティン隊を発見し

たのですが，負傷した人々を運べるだけの数の荷車があ

りませんでした。しかし移動しないことにはどうしよう

もありません。

1 1月3日にスウィートウォーター川に着いたとき，凍え

るように冷たい川には，氷のかけらが浮かんでいました。

今までの旅のことや衰弱している人がいることを考える

と，川を渡るのは無理だと思えました。凍りつくような

川に足を入れることは，死にに行くようなものだったか

らです。かつては屈強でならした男たちも，凍った地に

座り込んで泣きました。女や子供たちも泣きました。多

くの人がこの試練に立ち向かえなかったのです。記録に

はこのようにあります。

『救援隊の3人の18歳の少年が進み出て，驚いたことに，

遭難した手車隊のほとんど全員を背負って，氷の流れる

川を渡った。水温から来る痛みは激しく，後に3人ともそ

のときのことがもとで命を失った。この英雄的な行為に

ついて耳にしたブリガム・ヤング大管長は，子供のよう

に泣き，後にこう皆に宣言した。「この行為により，Ｃ・

アレン・ハンチントン，ジョージ・Ｗ・グラント，デビ

ッド・Ｂ・キンボールは，神の日の栄えの王国で永遠の

救いを得るであろう。」』（ソロモン・Ｆ・キンボール，

Improvement Era，1 9 1 4年2月号，p . 2 8 8）」（『聖徒の道』

1982年4月号，59－60）

「キリストの御霊にそぐわないとはいえ，ヤコブとヨハ

ネのこの申し出は，それほど過激で悪意に満ちたものでは

ないし，聖典全体の記述から判断しても，思われるほどに

非現実的なものでもない。二人はイスラエルの神，すなわ

ち自分たちの前に立っておられるイエス御自身が，エリヤ

の言葉に応じて天から火を下し，いにしえのイスラエルの

敵を焼き尽くされたことを知っていた（列王下1章）。二人

はまた，同じ憐れみの神が，再臨のときには火をもって邪

悪な者を滅ぼされるということも知っていた（マラキ4：

1）。二人がまだ理解していなかったのは，彼らのいた神権

時代に，当時存在した情況の下に（それは現代の情況に匹

敵するものである），福音は慈愛，忍耐，寛容，忍苦の精

神をもって広められていくということである。しかし，主

のいさめの言葉を受け，それにこたえようとした二人の提

案は，むしろ堂々とした信仰の表明であった。完全に義に

改心し，自分たちが奉じる大義の最終的な勝利を確信した

人以外に，一体だれが，自分たちを守るために神が天から

火を下すなどということを求めるだろうか。

時には信心深く忠実な人々でさえ，主の御霊よりもサ

タンの力と霊によって動揺させられることがある。ヤコ

ブとヨハネはその源が何かを知らなかったが，この時点

で彼らが申し出たことは，天からの御霊によるものでは

な く ， サ タ ン の 霊 の 影 響 に よ る も の で あ っ た 。」

（Doctrinal New Testament Commentary，第1巻，440）

「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。信仰や人生観が異なる人々の間では，礼儀正し

さと互いに尊重し合うことが非常に強く求められます。民

族的な優越主義を唱える偏狭な人間になってはいけませ

ん。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じる人々

を尊重しなければなりませんし，それは可能なことです。

わたしたちは，偏狭な考えの犠牲になりそうな，ほかの

人々の権利も進んで擁護しなければなりません。

1 8 4 3年にジョセフ・スミスが語った次の意義深い言葉に

注意していただきたいと思います。

『わたしはこれまでいつでも「モルモン教」のために死

ぬ覚悟はできていたが，神の御前にあって，改めて雄々し

く宣言しよう。わたしは長老派やバプテスト派，そのほか

いかなる教派の人々のためであろうと，善良な彼らの権利

を擁護するためには死ぬ覚悟がある。なぜなら末日聖徒の

権利を侵害する思想は，ローマカトリック教会やそのほか

どのような宗派の権利に対しても，同じような妨げになる

はずだからである。』（History of the Church，第5巻，4 9 8）」

（『聖徒の道』1 9 9 5年7月号，7 6）

ルカによる福音書
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肉体的に救われることが重要であるとしたら，霊的に救われ

日の栄えの王国の御父のみもとへ戻ることは，どれほど大切

なことだと思いますか。

生徒たちにルカ9：2 3－2 5を読ませる。この聖句は，救われる

ことはどれほど大切なことである，と教えているでしょうか。

黒板に「救いを受けるための幾つかの条件」と書く。生徒たち

にルカ9：2 6，5 7－6 2を読ませ，キリストが弟子たちに望んでお

られる事柄について，この聖句が何を教えているかを確認させる。

生徒たちの見いだした事柄を黒板に書き上げ，その内容について

話し合う。次の質問をする。「これらの条件を満たすことは，救

いを得るうえでどのように助けとなるでしょうか。」

適切であると判断したら，ルカ9：5 7－6 2に関するマリオン・

Ｇ・ロムニー副管長の言葉を読むとよい。

わたしたちのする言い訳は，霊的な救いを受けるのに役立つこ

とを実行する妨げになる場合がある，ということを生徒たちに話

す。以下の質問をする。

責任を果たさないときに，よく言い訳にすることに，どのよ

うなことがあるでしょうか（例えば，「寝坊をしてしまった」

「宿題を忘れてしまった」など）。

ルカ9：5 7－6 1の中に登場する人は，イエスに対してどのよう

な言い訳をしたでしょうか。

6 2節を読む。イエスはそれらの言い訳に対して，どのように

答えられたでしょうか。

イエスは何を教えようとされたのだと思いますか。

当時，十二使徒定員会会員であったハワード・W・ハンター長

老はこう説明している。

今の時代に，イエスに従わないことの言い訳としてよく言わ

れるのは，どのようなことでしょうか。

言い訳は，わたしたちが真の弟子となるのをどのように妨げ

るでしょうか。

賛美歌「われに来よ」（6 6番）の歌詞を読み，今日から思いを

新たに，イエス・キリストの弟子として成長していくにはどうし

たらよいかを考えるよう，生徒たちを促す。

ルカ10－13章

はじめに

七十人定員会のハンス・Ｂ・リンガー長老は次のように証して

いる。「わたしたちが下すあらゆる決定の基礎となり指針となる

ものは，イエス・キリストの福音と世に対するイエスの教えです。

善を選ぼうという望み，幸福になりたいという願いの底に，キリ

ストの教えがなければなりません。わたしたちは主の義にかなっ

た生活を模範として行動しなくてはなりません。」（『聖徒の道』

1990年7月，28）

主はルカ1 0－1 3章の中で人々に，義にかなった生活をしなけれ

ばならないと教えられた。主は心が清く，動機が純粋であり，真

心から奉仕をすることがどれほど大切かを理解させようとされ

た。主はその教えを，よく知られた次の言葉に要約された。「『心

をつくし，精神をつくし，力をつくし，思いをつくして，主なる

「すきを使って，まっすぐなうねを掘るためには，前方の

ある一点に目を向けてそらさないようにします。そうする

と，まっすぐに進むことができます。しかし，もし後ろを

振り返ったりすると，曲がってしまう可能性が強くなりま

す。曲がりくねった不規則なうねになってしまうのです。

新しい会員の皆さんにお願いします。新たな目標にしっか

りと目を向けて，自分の成長ぶり，真価，神からの祝福を

思い起こすため以外には，過去の問題や過ちを振り返らな

いようにしてください。わたしたちのエネルギーを，後ろ

ではなく前方に，すなわち永遠の命と救いの喜びに集中さ

せるなら，確かにそれらを得ることができます。」（『聖徒

の道』1 9 8 7年7月号，1 9）

「イエスは口先だけの奉仕を行う人を求めてはおられな

かったし，そのような人を召されるつもりもありませんで

した。イエスは彼らに，御自分に従うということは，努力

をすることであり，犠牲を払うことであると理解してほし

いと望んでおられました。ルカは次のような出来事を記録

しています。『大ぜいの群衆がついてきたので，イエスは

彼らの方に向いて言われた，

「だれでも，父，母，妻，子，兄弟，姉妹，さらに自分

の命までも捨てて，わたしのもとに来るのでなければ，わ

たしの弟子となることはできない。

自分の十字架を負うてわたしについて来るものでなけれ

ば，わたしの弟子となることはできない。

それと同じように，あなたがたのうちで，自分の財産を

ことごとく捨て切るものでなくては，わたしの弟子となる

ことはできない。」』（ルカ1 4：2 5－2 7，3 3）

これらの言葉は一見厳しく思えますが，イエスは『文字

どおり自分の家族を憎んで捨てることが弟子となるための

条件である』とは言っておられません。イエスは『個人…

…に関する要求よりも，まず神に対する義務を果たさなく

てはならない』と強調しておられるのです。それは，主の

弟子になる人々は，この世的な求めより，神への義務を優

先させなければならないということです。（ジェームズ・

Ｅ・タルメージ『キリスト・イエス』p . 4 4 4）」（C o n f e r e n c e

R e p o r t，1 9 7 8年9－1 0月，5 4；E n s i g n，1 9 7 8年1 1月号，3 8）

ルカ10－13章
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イエス・キリストの生涯
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あなたの神を愛せよ。』また，『自分を愛するように，あなたの隣

り人を愛せよ。』」（ルカ10：27）

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってルカ1 0－

13章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

福音のメッセージや主の僕を拒む人は，神の裁きを受けるこ

とになる（ルカ10：8－16参照；教義と聖約84：74も参照）。

祝福を多く与えられるのに伴い，わたしたちはさらに義にか

なった生活をするように求められる（ルカ1 2：1 5－2 1，4 2－

48参照；教義と聖約82：3－10も参照）。

わたしたちは，肌の色，宗教，民族，社会的階級などの違い

にかかわりなく，困っている人々を愛し，助けるように命じ

られている（ルカ10：25－37参照）。

わたしたちは霊的な成長をもたらす大切な機会を活用し，あ

まり価値のないことに心をそらしてはならない（ルカ1 0：

38－42参照；教義と聖約66：10も参照）。

イエス・キリストはすべての人の隠れた行いと思いを御存じ

であり，偽善を罪ありとされる（ルカ1 1：3 7－5 4；1 2：5 4－

57；13：14－16参照；2ニーファイ26：29－31も参照）。

義はわたしたちの行いと動機によって判断されるものであり，

教会で受ける責任や職によって計られるものではない（ルカ

10：25－37；11：28，42－48参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』121－124，127－128

教え方の提案

ルカ1 0－1 3章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

ルカ1 0：1－3 7（マタイ1 1：2 0－2 6も参照）。わたしたちは

困っている人を愛し，助けを与えなければならない。（4 0－4 5分）

日々の生活の中でほかの人を助ける機会について話し合うため

に，以下の事柄の一つを選んで行う。

最近，助けを必要としている人を見たときのことについて，

またその人を助けるために何をしたかについて，生徒たちに

話してもらう。

最近，人から助けを受けたときのことについて，生徒たちに

話してもらう。

生徒たちに奉仕の機会を与える情況を意図的に作り，どのよ

うなことになるかを観察する。そして，その結果について，

クラス全体で話し合う。（例えば，一人の生徒に本や紙などを

落とさせ，それを拾い上げようとさせる。）

以下の質問をする。

何か助けを必要としている人を見かけることがよくありますか。

助けを必要としている人を見たとき，皆さんはどのような気

持ちになりますか。

そのような人をいつ助けたらよいかということを，どのよう

にして決めますか。

生徒たちに，困っている人を助けようと努力している人を見た

ときの体験を一つずつ話してもらう。次の質問をする。「それを

見て，皆さんはどのような気持ちでしたか。」

生徒たちにルカ1 0：1－9を読ませ，七十人たちがどのような奉

仕をしたかを確認させる。以下の質問をする。

伝道が大切な奉仕の働きと言われるのは，なぜでしょうか。

1 7－2 0節を読む。この聖句によると，七十人たちはその奉仕

を行った結果，どのような祝福を受けたでしょうか。

2 5－2 7節を読む。この二つの大切な戒めのどちらが，奉仕と

関係があるでしょうか。

2 8節を読む。奉仕をする人は，どのような気持ちになるでし

ょうか。

奉仕が非常に重要な福音の原則とされるのは，どのような理

由によると思いますか。

救い主は良いサマリヤ人のたとえを話されたとき，だれが奉仕

をすべきだと教えられたでしょうか。ルカ1 0：3 0－3 3を読み，

Ｎ・エルドン・タナー副管長の次の言葉を読む。

ルカ1 0：3 4を読み，必要に応じて生徒たちの考えや気持ちについ

て話し合う時間を間に入れながら，タナー副管長の話の続きを読む。

「第2に，サマリヤ人は『近寄ってき』た。彼は助けを

求めて人が来るのを待っていたのではなく，助けが必要と

考えて，頼まれなくても自分から近寄って行った。預言者

ジョセフがこよなく愛した賛美歌『悩める旅人』（1 5番）

に歌われているように，救い主は，親切な行いをただする

というのではなく，直ちに，時を選ばず，己を忘れて行う

ときに大きな報いを与えると約束しておられる。

第3に，サマリヤ人は『その傷にオリブ油とぶどう酒と

を注いでほうたいをし』た。彼は手当てをして，苦しむ人の

渇きをいやした。この応急処置が人の命を救ったのである。

第4に，サマリヤ人は傷ついた人を『自分の家畜に乗せ』

た。つまり，移動手段を提供し，彼を『宿屋に連れて行って』

休息させ，手当てを受けさせた。この適切な処置を講じる

ことにより，彼は回復に必要な状況を確保したのである。

第5に，サマリヤ人は『介抱した。』彼は手当ての初期の

段階で，それを他人に任せず，自分の時間と労力を犠牲に

して，自分で介抱した。このことに注目していただきたい。

何でも他人任せにする現代にあって，この良いサマリヤ人

が示した模範には目を見張るものがある。」

「それでは，わたしたちの現状を検討してみることに

する。

第1に，サマリヤ人は『気の毒に思〔った。〕』彼は助け

たいという気持ちに駆られた。傷ついた男のことを思いや

ったからである。主の御霊を心に感じた人はだれでも，こ

の思いやりを抱くはずである。そしてわたしたちは互いに

この気持ちを抱かなくてはならない。事実，救い主は，聖

約の民イスラエルが他の民と区別されるのは，互いに抱く

愛によるのでなければならないと言っておられる（ヨハネ

1 3：3 5参照）。」

ルカによる福音書

8 6
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ルカ10：35を読み，その後，タナー副管長の話を読み進める。

ルカ1 0：3 6－3 7を読む。生徒たちに『聖句ガイド』の「サマリ

ヤ人」の項（ｐ.110）を読ませる。以下の質問をする｡

ユダヤ人はサマリヤ人に対して，どのような感情を抱いてい

たでしょうか。

ユダヤ人のサマリヤ人に対する感情を理解することによって，

このたとえがどのように感じられるでしょうか。

どうしたら「良いサマリヤ人」になれるかを生徒たちと話し合

う。管理監督のデビッド・Ｈ・バートン長老の次の話を読む。

まとめとして，賛美歌「悩める旅人」（1 5番）を歌う。人に奉

仕する機会を常に求めるよう，生徒たちに促す。

ルカ1 0：3 8－4 2。わたしたちは霊的な成長をもたらす大切

な機会を活用し，あまり価値のないことに心をそらしてはならな

い。（10－15分）

生徒たちに，救い主が彼らの家を訪ね，短い時間とどまられる，

という想定をさせる。

皆さんは救い主の訪問に対して，どのような準備をしたいと

思いますか。

皆さんは救い主が自分の家におられる間に，どのようなこと

をしたり，話したりしたいと思いますか。

皆さんは，救い主が到着される前に，何をいちばん変えたい

と思いますか。

生徒たちにルカ1 0：3 8－4 2を読ませ，マルタとマリヤのしたこ

とを比較させる。

マリヤが選んだ「良い方」とは，どのようなことでしょうか。

イエスがマルタに語られたことから，わたしたちは何を学ぶ

ことができるでしょうか。

ダリン・Ｈ・オークス長老の次の話を読み，それが確かに真実

であることを証する。

ジェームズ・Ｅ・タルメージ長老の次の文を読む。

日々救い主の御霊の導きを受けられる生活をし，毎日祈り，聖

文の研究をし，静かに考える時間を取るように，生徒たちを促す。

ルカ11：1－13 （マタイ6：5－15；7：7－12も参照）。

キリストはわたしたちに，祈りの仕方を教えてくださった。

（15－20分）

開会の祈りが済んだすぐ後に，以下の質問をする。

「そこには十分な用意をしたいと思っていたマルタをと

がめる言葉もなく，マリヤが犯していたかもしれない怠慢

を是認する言葉もなかった。マリヤは，主イエスが家に着

かれるまでは，いそいそと家事の手伝いをしていたと考え

なければならない。しかし，イエスが来られたので，マリ

ヤはイエスとともにいる方を選んだのであった。もしもマ

リヤがふらちにも自分のなすべきことを怠っていたのな

ら，イエスはマリヤの行為をお褒めにならなかったであろ

う。イエスは，おいしく調理して出された食べ物や，物質

的な安楽だけを欲してはおられなかった。かえってその家

の姉妹たちとともにいること，そして何よりも姉妹たちが

イエスの言葉を心に留めてよく聞いてくれることを望んで

おられた。イエスは，姉妹がイエスに差し出すことができ

たもの以上に，多くの与えるものを持っておられた。イエ

スはその二人の姉妹，マルタもマリヤも，またその兄弟も

愛しておられた。マルタもマリヤも，イエスのために我を

忘れて働いたが，それぞれ独自の方法で自己を表現した。

マルタは家事の切り盛りが上手であり，物質面で奉仕した。

マルタは生来自分のことは差し置いて，客を厚くもてなす

女性であった。一方マリヤは，瞑想的で霊的な傾向があっ

たので，イエスのそばへ来てその言葉に耳を傾けることに

よって，我を忘れてイエスに仕えたのであった。」（『キリ

スト・イエス』4 2 5）

「この聖句は，男女を問わずわたしたちすべての者が，

日常の些事
さ じ

やこの世的な事柄に煩わされて，かけがえのな

い霊的な機会を見失ってしまうことのないようにと教えて

います。」（『聖徒の道』1 9 8 6年1月号，5 8）

「良いサマリヤ人の精神は人から人へと伝わっていきま

す。主の道にかなった援助を行えば，富める人は謙遜にな

り，貧しい人は高められ，両者ともに聖められます（教義

と聖約1 0 4：1 5－1 8参照）。与える人は自分が受けているも

のを分かち合うことによって困っている人を助け，受ける

人は感謝をもってそのささげ物を受け入れるのです。受け

る人は十分な力を得ると，今度はほかの人々に手を差し伸

べることができます。

良いサマリヤ人の精神は，親が模範と言葉によって子供

に教える家庭の中で生まれます。……皆さんが 苦しむ人々

のために惜しみなく時間を用い，自発的にささげ物をなさ

れるように，また『良いサマリヤ人の精神』の原則に従い，

『行って同じようにする』必要をいつも心に留められるよ

うに。」（『聖徒の道』1 9 9 7年7月号，8 9）

「第6に，サマリヤ人は『翌日，デナリ二つを取り出し

て宿屋の主人に手渡し』た。彼は他人の金でなく，自分の

金を取り出して，自分でできない奉仕の費用を支払ったの

である。彼はこうして，貧しい人，乏しい人を世話するた

めに自分の財産をささげた。

第7に，サマリヤ人は自分の生計を立てる必要があるた

め，宿屋の主人に『この人を見てやって』くれるよう頼ん

だ。こうして，手当てを継続して行うため，ほかの人つま

り援助を提供できる人を求めたのである。

第8に，サマリヤ人はさらに『費用がよけいにかかった

ら，帰りがけに，わたしが支払います』と約束した。ここに

思いやりの極致が示されている。彼は援助に限界を設けなか

った。恐らく，これよりも大切なことは，彼が援助をそこま

でにして忘れてしまうようなことをしなかったことであろ

う。彼は戻って来ようと決意し，自分にできるすべてのこと

を行ったのである。」（『聖徒の道』1 9 7 8年2月号，1 4 0）

ルカ10－13章
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わたしたちはどうして開会の祈りをするのでしょうか。

祈りの中で御父に求めたことは，なぜ必要なのでしょうか。

わたしたちは何を祈り求めるべきでしょうか。祈り求めるべ

きでない事柄としては，どのようなことがあるでしょうか。

ルカ1 1：1を読む。「祈ることを教え〔る〕」という言葉は非常

に大切です。それはなぜでしょうか。

2－4節を読む。救い主は祈り求めるべき大切なこととして，

どのような事柄を挙げられましたか。

以下の質問をするとよい。

わたしたちは｢日ごとの食物｣を求めるのと同じように，祈り

求めていることが何かあるでしょうか。

わたしたちは，どのくらいの頻度で罪の赦しを祈り求める必

要があるでしょうか。

誘惑から逃れられるように祈ることは，この世の中で生きて

いくうえで非常に重要です。それはなぜでしょうか。

皆さんは，これらの聖句に書かれていないことで，祈りに関

してほかにどのようなことを学んできましたか。

生徒たちに，ルカ1 1：5－1 3に書かれているたとえを黙読させ

る。生徒たちが読み終えたら，祈りについて疑問に思っているこ

とを一つ，そして，これまで学んできたことのうち最も重要な事

柄を紙に書かせる。そして，それを提出してもらう。生徒たちが

書いた事柄を幾つか読む。また，必要を感じた場合には，質問に

答える。祈りの内容を適切なものにし，さらに有意義なものにす

るにはどうしたらよいかということについて，主に答えを求める

よう生徒たちを促す。七十人定員会会員のＬ・エドワード・ブラ

ウン長老の次の言葉を読む。

ルカ 1 1：3 7－54 （マタイ 2 3：1－ 3 6；マルコ1 2：

38－40も参照）。 わたしたちは，偽善とは何かを理解し，偽善

に陥らないようにしなければならない。(20－25分)

きれいに包装した二つの箱を準備する。片方の箱には，何か美

しく，汚れていないもの（花など）を入れ，もう一つの箱には，

汚れたもの（悪くなった食べ物など）を入れておく。一人の生徒

に，どちらか一つを選ばせ，もう一人の生徒に残った箱を渡す。

二人に箱を開けさせてから，以下の質問をする｡

箱の外見と中身とでは，どちらが大切でしょうか。

汚れたものが入った贈り物には，どのようなごまかしがあっ

たでしょうか。

この箱にたとえられるような人はいないでしょうか。

ルカ1 2：1を読む。この聖句の中で，汚れた贈り物を最もよく

言い表している言葉は何でしょうか。（偽善）

偽善者とは，どのような意味でしょうか。

偽善者と，正しいことをしようと努力しながらも，弱さのゆ

えに失敗する人はどのように違うでしょうか。

一人一人の生徒に，以下の3つの聖句のうち一つの引用表記を

書いた紙を渡す。ただし，下記の解釈は書かないでおく。

ルカ1 1：3 7－3 9，4 6。偽善者はほかの人のあら探しをするが，

自分の罪を悔い改めようとしない。

ルカ1 1：4 2－4 4。偽善者は世の誉れを得ることには熱心だが，

神に仕えようとしない。

ルカ1 1：5 3－5 4；1 2：5 4－5 7；1 3：1 4－1 6 ｡偽善者は戒めの意

味をねじ曲げてでも，正しいことをしている人のあら探しを

する。

生徒たちにこれらの聖句を読ませ，その意味を深く考えさせ，

偽善に関して述べられている事柄について話し合う。黒板に3つ

の解釈を書き，生徒たちに，紙に書かれた聖句に合う解釈を選ば

せる。

生徒たちに以下の質問事項の幾つかを尋ねる。

救い主は偽善について，どのように考えておられたでしょうか。

ジョセフ・スミス訳ルカ1 1：5 3を読む。この聖句には，偽善

に対するわたしたちの理解をさらに深めさせてくれる事柄が

記録されています。それはどのようなことでしょうか。

わたしたちは，日々の生活の中で偽善に陥らないようにする

ために，何ができるでしょうか。

生徒たちにアルマ5：15－21を黙読させ，以下の質問をする｡

この聖句に書かれている質問を心に留めることは，自分自身

が偽善的にならないように注意するうえで，どのように役立

つでしょうか。

偽善者でない人には，どのような祝福が与えられるでしょうか。

ルカ1 2－1 3章（マタイ5：2 5－2 6；6：1 9－3 4；1 6：

1－1 2；2 3：3 7－3 9；2 4：4 0－5 1；マルコ8：1 0－2 1；

1 3：3 2－3 7も参照）。真の弟子となるには，自分自身の感情を

よくコントロールし，救い主がわたしたちに望んでおられるのと

同じことを望むようにならなければならない。(15－20分)

下記の「真の弟子に求められる特質」を読むか，配付資料とし

て生徒たちに渡す。この4つの標準が真の弟子に求められる理由

について，クラス全体で話し合う。

真の弟子に求められる特質

ルカ1 2章に書かれている救い主の教えは，イエス・キリス

トの真の弟子になるためにしなければならないことと，して

はならないことの二つに分けることができる。次に挙げるの

は，真の弟子に求められる幾つかの特質である。

1. 偽善を避ける（ルカ1 2：1－3参照）。偽善とは実際には何か

を信じたり，行ったりしているにもかかわらず，それ以外

のことを信じ，行っているふりをすることである（1コリン

ト5：7－8も参照）。

2. 人ではなく，神を信頼する（ルカ1 2：4－9参照）。人の力に

は限りがあるが，神はすべての力を持っておられる。した

がって，わたしたちは注意深く見守ってくださる神の愛を

信じなければならない。神はすべてを見ておられるからで

ある（7節参照）。

「愛する兄弟姉妹，そして友人の皆さん。主はわたした

ち一人一人に語りかけてくださるということを心から，厳

粛に証したいと思います。主はわたしたちを心に留めては

いないとか，わたしたちを知っているはずもないなどとい

う憎むべき考えのとりこになることがないようにしてくだ

さい。それはサタンの偽りです。皆さんを滅ぼそうとする

たくらみです。」（『聖徒の道』1 9 9 7年7月号，9 1）

ルカによる福音書

8 8
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3. この世の富をむさぼってはならない（ルカ12：13－34参照）。

イエスは弟子たちに，貪
どんよく

欲を避けなければならないと教え

られた。1 6－2 0節に書かれたたとえは，この点を明らかに

している。ジェームズ・E・タルメージ長老は，このたと

えに出てくる裕福な男について，次のように書いている。

「彼がその生産物や商品を適切に処置したことは，それ自体

何も悪いことではない。しかし，貧しい人々を救うために，

余分の品物を処分する何か良い方法を考えてもよかったは

ずである。この男は二重の罪悪を犯している。その一は，

自分の持っている大量の蓄えを，主として個人的な安楽と

官能を楽しませる手段と心得たこと，その二は，自分が物

質に富んでいるために神を認めず，自分の力で長生きでき

ると思ったことである。この男は大喜びして有頂天になっ

ている最中に打撃を受けた。」（『キリスト・イエス』431）

4. 主の再臨に備える（ルカ1 2：3 5－5 9；ジョセフ・スミス訳

ルカ1 2：4 1－5 7参照）。賢明な人々は，救い主の再臨を待

ち望む。

生徒たちを7つのグループに分ける。各グループに以下の聖句

を一つずつ割り当てる。

ルカ12：1－12

ルカ12：13－21

ルカ12：22－31

ルカ12：32－40

ルカ12：41－48

ルカ13：1－9

ルカ13：24－35

各グループに，以下の質問に対する答えを，割り当てた聖句の

中から見いださせ，それを発表させる。

この聖句は，イエスの弟子になることについて，何を教えて

いるでしょうか。

この教えに従うことは決してたやすくはありません。それは

なぜでしょうか。

この教えに従うという点で，良い模範を示している人をだれ

か知っていますか。

この教えを実践する弟子たちには，どのような祝福が与えら

れると思いますか。

ルカ14－15章

はじめに

キリストの弟子たちは，自分の望みが主の望みと同じになるま

で，感情をコントロールする。救い主に従う人々は，神の王国を

第一にし，堕落した世界の誘惑を拒む。それにもかかわらず，人

は皆，すぐに罪に陥り，また怠惰になり，神から切り離された状

態になる。

主から離れていく人は，ほかの人々から忘れ去られてしまうこ

とがよくある。迷い出た羊，またなくした銀貨，放蕩息子のたと

えの中で，救い主は，失われた人々を忘れるのではなく，全力を

尽くして救い，赦しを与えなければならないと教えられた（ルカ

1 5：3－3 2参照）。イエスが罪人たちを受け入れ，彼らと食事を共

にされたとき，パリサイ人たちはそのことを非難した（ルカ1 5：

2参照）。しかし，わたしたちはそのような非難をするのではなく，

「人の不死不滅と永遠の命をもたらす」神の業に携わるよう求め

られている（モーセ1：3 9。教義と聖約4章；1 5：6； 1 8：1 0，

1 3－1 6も参照）。ルカ1 4－1 5章を読み，だれかが十分な心配りを

したために，失われていたものが再び見いだされた経過に着目する。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってルカ1 4－

15章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

周囲の情況からやむを得ず謙遜になるよりも，自分自身の選

択で謙遜になる方がよい（ルカ1 4：7－1 1参照；アルマ3 2：

13－16も参照）。

キリストの弟子たちは，自ら進んで神の戒めに従い，犠牲を

払う（ルカ14：25－33参照）。

霊的な意味で，人は様々な理由で失われていく。ある人は少

しずつ道を外れていく（ルカ1 5：4参照）。また，怠惰によっ

て失われる人もいれば（ルカ1 5：8参照），不従順を選んで，

そうなる人もいる（ルカ15：11－13参照）。

ほかの人の悔い改めを助けるとき，わたしたちは喜びを感じ，

天にも喜びがある（ルカ1 5：4－1 0，2 0－2 4，3 2参照；2ニー

ファイ26：23－28；教義と聖約18：10－13も参照）。

わたしたちは，ほかの人が受けている祝福を見て，ねたみを

起こしてはならない（ルカ15：25－32参照）。

ルカ14－15章

8 9

イエス・キリストの生涯
これらの章の中に記録
されている出来事は，
この時期に起こったも

のと考えられる

主の務めの第1年 第2年 第3年

キリストの
降誕

最初の
過越

2度目の
過越

3度目の
過越

最後の過越と，
最後の週
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補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』133－134，136－138

教え方の提案

ルカ1 4－1 5章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

ルカ1 4章。周囲の情況からやむを得ず謙遜になるよりも，自

分自身の選択で謙遜になる方がよい。（20－25分）

生徒たちに以下の質問をする。

皆さんは次のどのイベントを会場の最前列で見たいと思いま

すか。好きなスポーツの決勝戦，気に入ったバンドのコンサ

ート，プロの交響楽団の公演，有名な映画スターたちの授賞

式，どこかの国の王室の結婚式。

その会場に自分自身がいることを考えたときに，最も心が躍

るように感じるのは，どのようなことですか。

皆さんは，そこへ行くことによって，どのような喜びを得る

ことができますか。

生徒たちにルカ14：1を読ませ，以下の質問をする。

ここから始まる出来事には，どのような背景がありましたか。

どのような雰囲気だったと思いますか。

ほかの客たちは何を思い，どのような気持ちでいたと思いま

すか。

もし皆さんがこの場にいたとしたら，救い主のこれらの教え

からどのような喜びを得られたと思いますか。

今の時代に，わたしたちはこれと同じような経験をどこです

ることができるでしょうか。

イエス・キリストの教えに従順な人々には，数々のすばらしい

祝福が与えられる，ということを生徒たちに話す。ルカ1 4：1－6

を読み，そこで最初に教えられている事柄を確認する。

水腫を患っている人が癒されたことは，この教えをどのよう

に際立たせているでしょうか。（水腫とは，体の組織の中に異

常な量のリンパ液や組織液がたまり，手足，顔，腹部が水ぶ

くれによってはれる病気である。）

このことは，安息日にしてもよい適切な行いについて，わた

したちに何を教えているでしょうか。

生徒たちにルカ14：7－11を，よく注意して読ませる。

上座に着こうとしていた人々について，救い主はどのように

言われたでしょうか。

今の時代の人々が着こうと躍起になる「上座」には，どのよ

うなものがあるでしょうか。

1 1節は，謙遜について，わたしたちに何を教えているでしょうか。

この聖句の中でイエスは，ソロモンが当時の人々に向けて与え

た古い格言を当てはめようとされた（箴言2 5：6－7参照）。この

ことを生徒たちに指摘する。キリストは，人生は様々な決定を迫

られる結婚式のようなものであることを教えておられる。キリス

トのこの教えの中では，「末座につく」ことが適切な選択とされ

ているが，人生においては，謙遜になることが適切な選択である。

1 1節においては，イエスは，この世の人生は，人が高慢を捨て去

り，へりくだって主に仕えるかどうかを見るための試しの場であ

ると要約しておられる。一人の生徒にゴードン・Ｂ・ヒンクレー

大管長の次の言葉を読ませる。

生徒たちにルカ1 4：1 2－2 4を読ませ，以下の質問事項について

話し合う。

このたとえに書かれている「宴会」は，どのような点で福音

に似ていると言えるでしょうか。

「主の宴席」に出られなくなる人がいますが，それはどのよ

うな理由によるのでしょうか。

福音の教えを受け入れようとしない人々が口にする典型的な

言い訳には，どのようなものがあるでしょうか。

貧しい人，また体の不自由な人，足の悪い人，目の見えない

人などを招くようにという救い主のチャレンジについて，皆

さんはどう思いますか。

それはどのような人を指しているのでしょうか。また，その

ような人々は，どこにいるのでしょうか。

ジェームズ・Ｅ・タルメージ長老の次の解釈を，一人の生徒に

読ませる。

「聖約の民であるイスラエルは特に招かれた客であった。

イスラエルはずっと前から招かれており，主の民であると

いう彼ら自身の心から出た言葉によって，晩餐にあずかる

ことに同意していた。定められた日に用意がすっかり整っ

たとき，彼らは御父が遣わされた使いの者から銘々に呼ば

れた。その使いの者は当時実際彼らの中にいた。しかし彼

らは，財産のことが気にかかり，この世のことに目がくら

み，また世の交わりや家庭生活の楽しみに心を奪われて，

『どうぞ，おゆるしください』と言い訳を言ったり，また

は不敬にも『参ることができません』と言ったりして，招

きに応じなかった。そこでその喜ばしい招待は，霊的な

『貧しい者，体の不自由な人，足の悪い人，目の見えない

人』と見なされていた異邦人へ与えられたのであった。そ

してさらには町の外の異教徒や聖なる都の門の所にいる他

国人たちさえ晩餐に招かれることになった。これらの者は，

最初予期しない招きに驚いたに違いないが，ほんとうに客

として招かれているのだと言って穏やかに催促され，確か

な保証を得たので，ついに自分たちも行かなければならな

いと思ったことであろう。個人的なことに心を奪われ，そ

れを済ませた後で晩餐会へ遅れて出て来る無礼な者もあり

得ることは，次のような主イエスの結びの言葉から明らか

「好きな聖句は何ですかと聞かれることがよくあります。

好きな聖句はたくさんあります。これもその一つです。

『あなたは謙遜でありなさい。そうすれば，主なるあなた

の神は手を引いてあなたを導き，あなたの祈りに答えを与

えるであろう。』（教義と聖約1 1 2：1 0）これは，傲慢
ご う ま ん

さ，

うぬぼれ，過大な自負心を持たず，へりくだって歩む人々

に対して与えられたすばらしい約束です。『あなたは謙遜

でありなさい。そうすれば，主なるあなたの神は手を引い

てあなたを導き，あなたの祈りに答えを与えるであろう。』

何とすばらしい，信頼できる約束ではないでしょうか。」

（Teachings of Gordon B. Hinckley〔1 9 9 7年〕，2 6 5）

ルカによる福音書

9 0
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あるグループは，招きを受けるとやって来たが，もう一つのグ

ループは強制されるまで，やって来なかった（2 3節参照），とい

うことを生徒たちに指摘する。アルマ3 2：1 3－1 6節を読み，次の

質問をする。「強制されて仕方なく来るよりも，招かれたらすぐ

来る方が良いのはなぜでしょうか。」

ルカ1 4：2 5－3 3。キリストの弟子は，自ら進んで神の戒め

に従い，犠牲を払う。（15－20分）

値札を付けた品物を幾つか用意する。次の質問をする。

物の値段を決めるのはだれでしょうか。

値段に安い，高いの差が出てくるのはなぜでしょうか。

黒板に「弟子になるための代価」と書く。生徒たちにルカ1 4：

25－35を読ませ，次の質問をする。

イエス・キリストの弟子となるためには，どのような代価を

払わなければならないでしょうか。

弟子になるための代価がそのように大きいのはなぜでしょうか。

生涯救い主に従っていくためには，どのような代価が求めら

れるか，ということを今から真剣に考えておくのはなぜ大切

なのでしょうか。

救い主はルカ1 4：2 8－3 2の中で，弟子に求められる代価につ

いて，どのようなことを勧めておられるでしょうか。

真の弟子は神の王国をほかのすべてに優先させる，ということ

を生徒たちに話す。当時，十二使徒定員会会員の任にあったジョ

ン・テーラー長老はそのことを「神の王国か，それとも無か」

（Journal of Discourses，第6巻，21で引用）という言葉で表現し

ている。当時，教会教育コミッショナーを務めていたニール・

Ａ・マックスウェル長老の次の言葉を読む。

イエス・キリストの弟子の一人として，福音に対する自分自身

の決意を生徒たちに証する。

ルカ1 5章（マタイ1 8：1 2－1 4も参照せよ）。ほかの

人の悔い改めを助けるとき，わたしたちは喜びを感じ，

天にも喜びがある。（45－50分）

何人かの生徒に，大切なものを失ったときの体験を話してもらう。

失ったものを見つけるために，どのくらい一生懸命捜しましたか。

大切なものを失ったときに，どのような気持ちがしましたか。

自分か，自分の家族が迷子になったり，行方不明になったこ

とがありますか。

そのときに感じた気持ちと，大切なものを失ったときの気持

ちは，どのように違いますか。

教義と聖約1 8：1 0－1 6を読んでください。人が失われること

について，この聖句には何と書かれていますか。

肉体的な意味で失われるのと，霊的な意味で失われるのは，

どちらが悪いでしょうか。それはどうしてでしょうか。

生徒たちにルカ15：1－3を読ませ，以下の質問をする。

イエスはこれらのたとえを，どのような人たちに向けて話さ

れたのでしょうか。

どのような意味で，一人一人の人間が「失われる」ことがあ

るでしょうか。

迷い出た羊，なくした銀貨，放蕩息子のたとえを研究しながら，

それらがだれに向けて説かれたものかを思い起こすよう，生徒た

ちを促す。以下の質問をする。

霊的な意味で失われたと思われる人をだれか知っていますか。

人々が福音を拒むのには，どのような理由がありますか。

教会から去ることはなくても，霊的に失われた状態になる末日

聖徒もいる。生徒たちに，そのような例を一つ挙げさせる。

ルカ1 5：4，8，1 1－1 3を読み，これらのたとえの中で，それぞ

れのものが失われた理由を調べる。デビッド・O・マッケイ大管

長の次の言葉を読むか，配付資料として生徒たちに渡す。

る。彼らはイエスに従いはしたものの，それもイエスが

『ひどい言葉』を教え始めるようになるまでのことであっ

た。イエスが，信じるだけにとどまらず，実際の行動を

求める様々な教義を教え始められると，彼らは離れて行

ったのである。主はわたしたちに，人間をあまり愛して

いないということからではなく，むしろ人間を愛してい

ればこそ，実際の行動の面において，俗的な世界から遠

ざかるように望んでおられる。わたしたちは世の人々の

ためにこそ，自分自身を聖めなければならないのである。

イエスに従う人々が試練に直面したときのことについて，

ヨハネはこう記している。『それ以来，多くの弟子たちは

去っていって，もはやイエスと行動を共にしなかった。

そこでイエスは十二弟子に言われた，「あなたがたも去ろ

うとするのか。」』（ヨハネ6： 6 6－6 7）」（A Time to

Choose〔1972年〕，39－40）

「世界中の多くの教会員の心に強く迫る特別な感情が

ある。それは静かではあるが，強烈に，今は選択の時で

ある，と語りかけてくる思いである。神がわたしたちに，

わたしたち自身のための選択をするように迫っておられ

る，ということではない。わたしたちを信頼し，判断の

指標としている人々が，わたしたちがこれからどの方向

へ進もうとしているかを知る必要があるということであ

る。そして彼らには，それを知る価値があるのである。

泳げない人を水泳場の看視員にしても無駄である。また，

自分の持ち場を捨て，ほかに道がないかといって，多く

の人々とともに，あちらこちらとさまよい歩くような人

が道案内をするのも，同様に無駄なことである。人とし

ての道，狭くて細い道からの逸脱が激しさを増し加える

ときには，特にそうである。弟子たる者は『聖なる場所』

に立つだけでなく，聖なる行いを続け，『動かされない』

ようにしなければならないのである。

簡単な言い方をすると，現代の様々な出来事や世の中

の腐敗は，イエスに従った多くの弟子たちが直面したの

と同じような状況を，わたしたちの中に引き起こしてい

である。『あなたがたに言って置くが，招かれた人で，わ

たしの晩餐にあずかる者はひとりもないであろう。』｣

（『キリスト・イエス』4 4 3－4 4 4）

ルカ14－15章

9 1
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次の質問をする。「人が失われることの理由として，マッケイ

大管長はこの話の中でどのようなことを挙げていますか。」生徒

たちに，同じ理由で失われている人の例を挙げさせる。

ジェームズ・E・タルメージ長老は，それらの理由を考慮した

うえで，次のように述べている。

次の質問をする。「主はわたしたちに，失われた状態の人々に

対してどのような思いを抱くように望んでおられると思います

か。」ルカ 1 5章の残りの部分を自分一人で読み，何かを失った

人々の心配，行動，態度などを示す語句に印を付けるか，書き出

すように生徒たちに言う。それが終わったら，生徒たちが印を付

けたり，書き出した点について話し合う。次の質問をする。「わ

たしたちは，学校，ワード，家庭の中で霊的に失われた人々のた

めに，どのような助けができるでしょうか。」

生徒たちに，自分が何か失っていたものを見つけたとき，どの

ような気持ちになったかを考えさせる。もう一度，ルカ15：5－7，

9－1 0，2 0－2 7，3 2を読み，次の質問をする。「これらの聖句に出

てくる人たちを見て，心に強く残るのはどのような態度でしょう

か。」何人かの生徒たちに，友人や家族が福音の群れに戻って来

たことにまつわる体験を話してもらう。伝道活動の中で味わえる

喜びについて証する。

2 8－3 0節を読み，わたしたちは放蕩息子の兄のような気持ちに

なる場合がある，ということを指摘する。以下の質問をする。

だれかがそのような気持ちを口にするのを聞いたことがあり

ますか。

悔い改めて，大きな祝福を受ける人々にねたみを感じる人が

いたら，その人に対してどのようなことを話したいと思いま

すか。

七十人定員会会員のブルース・Ｄ・ポーター長老の次の話を読む。

「放蕩息子のたとえは，わたしたちすべてに当てはまり

ます。わたしたちは，ある意味で，だれもが天父の放蕩息

子であり娘であることに，この話から思い当たります。な

ぜなら使徒パウロが記しているように『……すべての人は

罪を犯したため，神の栄光を受けられなくなって』いるか

らです（ローマ3：2 3）。

救い主のたとえに登場する道を踏み外したこの息子のよ

「一度いなくなったがまた戻って来たのを見て，天に大

きな喜びがあった……。この点で共通している。その人が

遠く迷い出た1匹の羊に最もよく象徴されていようと，保

管者の怠慢によって失われた貨幣に象徴されていようと，

また自分の家と天から故意に離れて行った息子に象徴され

ていようと，本質は同じである。罪人が幾ら悔い改めてい

ようと，罪を犯さなかった義人よりも優れていると結論す

るのは正しくない。……罪人がその罪を悔い改め，義に立

ち返る可能性はあるので，罪人でも御父の目から見ると貴

い。人が失われることは，神にとって真実まことに大きな

損失である。神はそれによって苦しみかつ悩みたもう。人

が一人でも滅びることは神の御心ではないからである。」

（『キリスト・イエス』4 5 1）

「わたしは今晩，かの羊がどのようにして迷ってしまっ

たのか尋ねたいと思う。かの羊は決して反抗心からそうし

たのではなかった。彼はごく普通の状態でえさを探してい

た。そして愚かさからか無意識にかは分からないが，良い

草がありそうな野原に引きつけられて，ついに群れを離れ，

迷ってしまったのである。

この教会にもまったく道理にかなったと思われる形で群

れから離れている若い男女がいる。彼らは成功を求めてい

る。ビジネスや職業のうえでの成功を。そして程なく彼ら

は教会に対する興味を失い，ついには群れから完全に離れ

てしまう。彼らは真の成功とは何かということを忘れ，愚

かにも，あるいは無意識のうちに，はたまた承知の上で道

からそれているのである。彼らには何が真の成功なのかが

見えないのである。……

この場合，なくなったものは銀貨で，銀貨は自分で歩け

ない。銀貨を託された人が不注意によってどこかに置き忘

れたか落としたかしたのである。ここに違いがある。そし

て今日のわたしたちに当てはまると思う。わたしたちに託

されているのは銀貨だけではない。子供，青年，成人の生

ける魂を託されているのである。確かに彼らはわたしたち

に託されている。ある人は，ミューチャルでの同年代の少

女の不注意な言葉によって迷っているかもしれない。（わ

たしは今，実例から話している。）そして，ミューチャル

の会長が次の火曜日の夜に彼女のフォローアップをしなか

ったために，彼女の足が遠のいているかもしれない。また

ある人は，熱心さの足りない日曜学校の教師のために，あ

るいは出席している1 5人の生徒にだけ気を配って出席して

いない他の1 5人の生徒を無視している教師が原因で道を失

っているかもしれない。……

3番目のたとえは放蕩息子の話である。この息子は『弟』

となっており，判断力は未熟である。家庭の中のいろいろ

な束縛にあきあきした彼は，父親の知恵に満ちた指導の目

を不快に思うようになった。明らかに彼は，俗に言う自由

を求めて羽ばたこうと思ったのである。彼は言った。『父

よ，あなたの財産のうちでわたしがいただく分をください。

そうしたらわたしは旅に出ます。』父はその子に財産を渡

し，言うとおりにしてやった。

ここにこの息子の意志がある。選択，それもよくよく考

えた上での選択がある。また，ある点において権威への反

抗がある。彼はどうなったであろうか。彼は放蕩に憂き身

をやつして，財産を使い果たしてしまった。

自分の欲望や情欲に身を任せる若人は，太陽が東から昇

ると同様確実に背教への道を落ちていく。わたしはこれを

若人だけの問題だと言うつもりはない。男であれ，女であ

れ，放縦と堕落の生活を始める人は，昼の後に必ず夜が来

るように確かに，群れから離れて行くのである。……

そうなってしまうと，わたしたちにできることはほとん

どない。罪を犯した彼らがかの放蕩息子のように自らの過

ちに気づくまで，警告と執り成しをするだけである。」（デ

ビッド・O・マッケイ，Conference Report，1 9 4 5年4月，

1 2 0－1 2 3）

ルカによる福音書

9 2

   04 Luke  01.1.18 9:17 PM  ページ 92



わたしたちは悔い改めて福音の群れの中に戻って来た人を喜ん

で受け入れなければならない，ということを生徒たちに証すると

よい。

一人の生徒に賛美歌「羊を守れる羊飼いの愛」（1 3 6番）を歌

ってもらうか，クラス全体で歌う。歌詞に注意し，理由のいか

んにかかわらず，福音から離れた人々に対して，イエスがわた

したちにどのような行動をするように望んでおられるかを深く

考えさせる。

下記の質問事項を，配付資料として生徒たちに渡す。これから

1週間，聖文の研究をするときに，これらの質問について深く考

えるよう，生徒たちを促す。これから先のレッスンの中で，これ

らの質問事項について深く考え，また聖文を研究し，祈ることを

通して得られた霊感を分かち合うように勧める。

キリストの弟子として兄弟姉妹を助けるために，
あなたはどのようなことをする

責任があるでしょうか

迷い出た羊（福音の群れから離れた人）

友人の中に，教会から離れている人がいませんか。

その人が群れの中に入れるように，どのような助けができ

ますか。

なくした銀貨（不注意で忘れ去られた人）

あなたの関心を必要としている人，あなたの配慮によって

祝福にあずかれる人がいませんか。

教会の集会やそのほかの場所で，何か人助けできることは

ありませんか。

教会の責任，また指導を任されている人，奉仕するように

求められている人に対して，時間的にも，努力という点に

おいても，自分の都合以上の働きをしていますか。

放蕩息子（自分の意志で，戒めに従わない人）

罪を犯した人が群れに戻れるように助けるために，どれほ

ど気を配っていますか。

そのような人のことを気軽なうわさ話の種にしてはいませ

んか。それとも心からの愛を感じていますか。

ルカ16－18章

はじめに

救い主はわたしたちに，生涯を天の御父の御心を果たすために

ささげることによって，神の王国において真の弟子になることが

できると教えられた。ルカ1 6－1 8章を研究するときに，救い主が

御自分に従う人々に求められる決意と，その決意がわたしたちに

どのように当てはまるか，ということについて深く考える。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってルカ1 6－

18章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

わたしたちが所有している物や能力は，すべて神から授けら

れたものである。わたしたちが主に仕えるなら，主はさらに

うに，わたしたちも前世という故郷を離れ，『遠い所』に

来ています（ルカ1 5：1 3）。放蕩息子のように，わたした

ちも神聖な受け継ぎを頂いていながら，罪のためにそれを

浪費し，霊的に『ひどいききん』を経験しています（同1 4

節）。放蕩息子のように，苦い経験を通じてわたしたちも，

この世的な楽しみや娯楽が豚の食べるいなご豆ほどの値打

ちもないことを知っています。わたしたちは，御父に赦し

を請い，天の家に戻りたいと切に願っています。……

放蕩息子のたとえの中で，兄の方は父親に対していつも

誠実でした。彼はこう言っています。『わたしは……一度

でもあなたの言いつけにそむいたことはなかった。』（ルカ

1 5：2 9）同様に，救いの計画の中にあって，御父の長子は，

罪も汚れもありませんでした。しかし，両者には大きな違

いがあります。たとえの中で，兄は戻って来た放蕩の息子

への歓迎ぶりに嫉妬しました。一方，救いの計画では，長

子は放蕩者の帰りを可能にしておられるのです。

御父は主を，御自身の息子，娘を死の縄目から救うため

に遣わされました。主は哀れみに満ちた心でこう言われま

した。『わたしは彼らを，その犯したすべての背信から救

い出して，これを清める。』（エゼキエル3 7：2 3）主は，放

蕩にふける者たちを捜し出し，天の家に連れ帰るために長

い道のりを旅されます。疲れ果て，飢えて，虐げられたわ

たしたちを捜し出すと，食べさせ，飲ませてくださいます。

主はわたしたちの中に住まわれ，重荷をともに負ってくだ

さいます。そして最後に，至高の愛の行為として，長子な

る主はすべてを投げ出して，わたしたち一人一人を贖って

くださいます。わたしたちの負債を完全に支払うために，

御自身の富，すなわち持てるすべてを犠牲にしてくださる

のです。

主が備えられたこの贖いを拒む人々がいます。高慢な心

に支配された彼らは，悔い改めよりも束縛を選びます。し

かし，主の申し出を受け入れ，誤った道から立ち返ろうと

する人々は，罪から癒され，主の賜物として自由を得ます。

これらの人々を，主は喜びをもって御父のみもとに導かれ

るのです。」（『聖徒の道』1 9 9 6年1月号，1 5）

ルカ16－18章

9 3

イエス・キリストの生涯
これらの章の中に記録
されている出来事は，
この時期に起こったも

のと考えられる

主の務めの第1年 第2年 第3年

キリストの
降誕

最初の
過越

2度目の
過越

3度目の
過越

最後の過越と，
最後の週
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大きな祝福を授けてくださる。しかし，わたしたちが仕えな

いなら，主はわたしたちが今持っているものを取り去られる

（ルカ1 6：1－1 5；1 8：1 8－3 0参照；ルカ1 9：1 2－2 7；2ニーフ

ァイ28：30も参照）。

すべての人は，死後霊界へ行く。霊界では，邪悪な人は地獄

（霊の獄）に，義人はパラダイスへ行く（ルカ1 6：1 9－3 1参

照；アルマ3 4：3 2－34；40：11－14も参照）。

預言者の言葉によって真理への確信を得ない人は，奇跡によ

って確信を受けることがない（ルカ16：27－31参照）。

わたしたちは，受けている祝福に報いる気持ちを形に示さな

ければならない（ルカ1 7：1 1－1 9参照；アルマ7：2 3；教義と

聖約59：7，21も参照）。

謙遜な祈りを続ける人々は，主から数々の祝福を授けられる

（ルカ18：1－8参照；アルマ34：17－27も参照）。

自分自身が持っているすべてのものを神の王国のために進ん

で犠牲にする人は，キリストのもとへ導かれる（ルカ1 8：

18－30参照；オムナイ1：26；モロナイ10：32－33も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』134－136，141－143

教え方の提案

ルカ1 6－1 8章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

ルカ1 6：1－1 5。わたしたちが所有している物や能力は，す

べて神から授けられたものであり，わたしたちはそれを，神の業

をなすために用いなければならない。（35－40分）

何か優れた才能や技術を持つ生徒に，それをクラスで披露して

もらう。開会行事の一部として行ってもよい。生徒たちに，以下

の質問事項について考えさせる。

皆さんは，どのような趣味，関心事，活動にいちばん多くの

時間を使っていますか。

これまで，そのことに全部でどのくらいの時間を使ってきた

と思いますか。

何人かの生徒に答えを発表してもらう。その後で，以下の質問

をする。

そのことに，それほど多くの時間を使うのには，どのような

理由がありますか。

それほど多くの時間をそのことにささげた結果として，これ

までどのような祝福を受けてきましたか。

そのことは皆さんがさらに神に近づくうえで，何か助けとな

ってきましたか。

その結果，神から引き離されるようなことになったことはあ

りませんか。

生徒たちにルカ16：1－7を読ませ，以下の質問をする。

このたとえに出てくる家令は，何をしたために，自分の職を

取り上げられるかもしれないと思ったのでしょうか。

この家令は不正なことをしましたが，彼の裕福な主人は8節の

中で，彼に何と言っているでしょうか。

この不正な家令は主人から褒め言葉を受けましたが，皆さん

は彼がそれに値するどのようなことをしたと思いますか。

「この世の子ら」はどのような点で「光の子ら」よりも利口

だと思いますか。

『イエスと使徒たちの生涯と教え』のルカ1 6：8に関する注解

（pp.134－135）を読む。ルカ16：10－12を読み，次の質問をする。

「このたとえは，自分の責任を忠実に果たす人々に対する神の思い

について，何を教えていますか。」やりがいのある目標に向けて献

身的に努力する価値について証する。また，神はその業を推し進め

るために，信頼できる人々の働きを用いられるということを証する。

神はわたしたちがどのような決意をするかに関心を寄せておら

れるが，ある種の目標には，ほかの目標に対するよりも強い関心

を向けられる。ルカ1 6：1 3－1 4とマタイ2 2：3 5－3 8を読み，以下

の質問をする。

わたしたちは，何に対して心を集中させなければならないで

しょうか。

パリサイ人たちは，救い主の教えに対してどのような反応を

見せたでしょうか。

ルカ1 6：1 5を読む。この聖句はパリサイ人たちの言動につい

て，どのような動機によるものだと指摘しているでしょうか。

生徒たちにルカ1 6：1 9－2 5を読ませ，この世の富ではなく，神

の王国にかかわる事柄に時間や労力をささげることについて，こ

のたとえが何を教えているかを確認させる。

この教訓は，皆さんの生活にどのように当てはまるでしょうか。

この教訓は，わたしたちが自分の時間を用いて行う様々な活

動や関心事について，暗にどのようなことを示しているでし

ょうか。

生徒たちに，自分自身がしている様々な活動を省みるように促

す。神の王国の建設と人々への奉仕のために持てる才能や力を活

用するにはどうしたらいいと思うか質問する。ルカ16：13を読み，

アルマ3 9：1 2－1 4と相互参照する。これらの聖句は，わたしたち

が死んだ後，この世の富や財産はどうなると教えているだろうか。

この世の富ではなく，神に仕えるなら，わたしたちは永遠の祝福

を授けられる，ということを証する。

注意：趣味，才能を伸ばすための活動，レジャーなどに使う時

間がすべて無駄であるという印象を与えないようにする。生徒た

ちはバランスの取れた生活をする必要がある。

ルカ1 6：1 9－3 1。すべての人は，死後霊界へ行く。霊界で

は，邪悪な人は地獄（霊の獄）に，義人はパラダイスへ行く。キ

リストの贖罪によって，パラダイスと霊の獄の間の淵に橋がかけ

られた。(20－25分)

いすの配置を変えるか，床にテープや糸を貼って印を付けるか

して，クラスを二つに分ける。片方に男子を座らせ，一方には女

子を座らせる。わたしたちは人を共通の特質に応じて，どのよう

に分類したり，グループ分けしたりするか，という点について話

し合う。

このクラスの生徒たちを，ほかにどのような特徴を基準にし

て分けることができるでしょうか。（年齢，身長，髪の色，趣

味，関心を寄せていること。）

皆さんの学校には，どのような種類のグループがありますか。

皆さんがどのグループに入るのかを決めるのはだれですか。

ルカによる福音書
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聖典では人々が邪悪な人と義人の二つに分類されていることが

多いということを生徒たちに話す。その二つのグループについて，

簡単に話し合い，以下の質問をする。

皆さんはどちらのグループに入りたいと思いますか。それは

なぜでしょうか。

義人のグループに入るかどうかを決めるのはだれでしょうか。

邪悪な人と義人とは，どのようにして分けられるのでしょうか。

生徒たちにルカ16：19－31のたとえを読ませる。

イエスは悪と義について教えるために，どのような象徴を用

いられたでしょうか。

邪悪な人と義人の死後について，2 2－2 6節には，どのような

重要な教えが書かれているでしょうか。（霊界で義人と悪人は

別々の所に分けられる。）

ルカ16：26－31を読み，以下の質問をする。

この金持ちはラザロに何をしてほしいと望んだのでしょうか。

金持ちが自分の家族に福音を聞かせたいと望んだのはなぜで

しょうか。

この金持ちは最後には，現世における行いが来世での生活を

左右するということを理解しました。そのことは，このたと

えのどこに書かれているでしょうか。

次の質問をする。「2 2節に書かれている『アブラハムのふとこ

ろ』とは何を指しているのでしょうか。」生徒たちと一緒にアル

マ4 0：1 1－1 2を読み，義人は死後，パラダイスに受け入れられる

ことを説明する。次の質問をする。「2 3節に書かれている『黄泉』

とは何を指しているのでしょうか。」アルマ4 0：1 3－1 4を読み，

悪人は外の暗闇に追い出されるということを理解させる。外の暗

闇とは，霊の獄の別の表現である（1ペテロ3：1 9参照）。黒板に

以下の図を描く。

ルカ1 6：2 6を読む。パラダイスと霊の獄の間に横たわる大き

な淵を渡る方法があるでしょうか。

1ペテロ3：1 8－1 9を読む。キリストは獄にいる霊たちのため

にどのようなことをされたでしょうか。

最初の図の横に，次の図を描き，キリストの贖罪によって，パラ

ダイスと霊の獄の間の淵に橋がかけられたということを説明する。

教義と聖約1 3 8：2 9－3 0，5 7－5 9を読み，キリストの贖罪によ

って，福音のメッセージを聞く機会がすべての人に与えられるよ

うになったことを証する。この世でその機会にあずかれなかった

人々は，霊界で福音を聞き，身代わりによって救いの儀式を受け，

パラダイスの義人の群れに入ることができる，ということを説明

する。アルマ34：32－34を読み，以下の質問をする。

次の世で，悔い改めることも，福音を聞くこともできないの

は，どのグループの人々でしょうか。

贖罪によって，霊界の悪人と義人の間の淵に橋がかけられま

した。では，この世において，その淵に橋をかけることはで

きないでしょうか。

自分の行いを変えて，義にかなった生活を心がける人々の群れ

に入った人を見たときの経験を，生徒たちに話してもらう。

ルカ1 7：1－1 0。戒めに従い，人のために奉仕することによ

り，わたしたちは信仰を強め，困難な責任を果たすことができる。

（15－20分）

一人の生徒に，かつて一度も練習した経験がないことをしてみ

るように依頼する。（例えば，ピアノを弾いた経験がない生徒に，

開会行事の中でピアノを演奏してもらったり，手品ができない生

徒に，クラスで手品をしてもらうように依頼する。）以下の質問

をする。

それは，どれほど難しいことですか。

自分にはとても無理だと思いますか。

それはできない，という人がいる一方で，やってのける人もい

ます。そういう人たちはどうして，それができるのでしょうか。

身体を使って何かを行う能力と同じように，霊的な能力を伸ば

すことにも，非常に多くの努力が必要であり，困難が伴う。生徒

たちにルカ17：1－4を読ませる。

この聖句の中で，救い主は使徒たちにどのようなことを求め

られたでしょうか。

これは決してたやすく実践できる原則ではありません。それ

はなぜでしょうか。

5節を読む。使徒たちは救い主のこの勧告に従うためには何が

必要だと確信したのでしょうか。

以下の事項の幾つかを質問するとよい。

6節は，信仰の力について，わたしたちに何を教えているでし

ょうか。

ルカ16－18章
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人によっては，桑の木を移し変えるのに等しいほど困難な問

題にぶつかる場合もあります。具体的にどのような問題が考

えられるでしょうか。

信仰の力は，そのような問題の克服に，どう役立つでしょうか。

救い主は使徒たちに信仰を強める方法を理解させるために，こ

のたとえを語られた。このことを，生徒たちに説明する。練習す

ることによって技術やタレントが伸びていくように，わたしたち

は救い主が教えられた原則に従うことによって，信仰を強めてい

くことができる。ルカ1 7：7－9に書かれているふつつかな僕のた

とえを読み，以下の質問をする。

このたとえに描かれている僕はどのようなことをしたでしょうか。

奉仕と従順はわたしたちの信仰をどのように強めてくれるで

しょうか。

生徒たちに，従順な生活をしているとき，また奉仕をしている

ときのことを深く考えさせる。次の質問をする。「そのようなと

きに，皆さんの信仰にどのような変化があったでしょうか。」主

イエス・キリストへの信仰を実践するなら，霊的な面での弱さが

自分自身の力になることを理解できるようになる（エテル1 2：2 7

参照）。このことを生徒たちに証する。わたしたちは自分自身が

強くなるにつれ，自分が成し遂げたことの誉れをイエス・キリス

トに帰する必要があることを指摘する。ルカ1 7：1 0を読み，次の

質問をする。「今話し合ってきたことは，どのような意味で『ふ

つつかな僕』というタイトルにふさわしいと思いますか。」

ルカ1 7：1 1－1 9。自分に与えられている祝福に報いる気持

ちを形に示すのは重要なことである。（25－30分）

感謝の言葉をどのようなときに書くかということに関して，自

分自身に最もよく合っているのは以下の説明のうちのどれか，と

いうことを深く考えさせる。（ａ）何か贈り物をもらったその日

に書く。（ｂ）礼状を書くのは引き延ばすことが多い。（ｃ）悪い

とは思いながらも，結局は何もしない。（ｄ）書く必要を全然感

じない。生徒たちの答えについて話し合う。以下の質問をする。

皆さんがしたことについて，ほかの人から感謝の言葉を受け

たときに，どのような気持ちがしますか。

これまでに受けた感謝の気持ちの表現のうち，いちばん心地

よく感じられたのはどのようなものでしたか。

ルカ17：11－14を読み，以下の質問をする。

らい病とはどのような病気でしょうか。（聖書の中で用いられ

ている「らい病」という言葉は様々な皮膚病を指していると

思われる。その中には，現代の医学で言うハンセン病も含ま

れているかもしれないが，含まれていないかもしれない。『聖

句ガイド』「らい病」の項，ｐ.281も参照）

らい病になると，どのような大変なことがあったでしょうか。

（病気に伴う症状に耐えるだけでなく，らい病人は，モーセの

律法の下，宗教的な意味で汚れていると見なされた。らい病

でない人々から遠く離れて生活し，特別な衣服を着，自分に

触れることがないように，ほかの人々に注意を促す声を出さ

なければならなかった。レビ13：44－46参照）

1 3－1 4節に書かれているらい病人たちのところに自分がいる

と考えてください。もしこのような状況になったら，どのよ

うな気持ちになると思いますか。（キリストの憐れみの偉大さ

について，生徒たちと話し合う。）

1 5－1 9節を読む。自分が受けている数々の祝福に対する感謝

の思いを，具体的な形に示すのは，どれほど大切なことでし

ょうか。

デビッド・O・マッケイ大管長の次の言葉を読む。

以下の質問をする。

この教えは，救い主とらい病人の話に対する理解をどのよう

に深めてくれるでしょうか。

9人のらい病人は感謝する気持ちは持っていたが，それを具体

的に示さなかっただけである，と考えることはできないでし

ょうか。それはなぜでしょうか。

一人のらい病人が報恩の思いを持っていたということは，何

から分かるでしょうか。

報恩の思いを示したのがサマリヤ人であったという事実には，

どのような重要な意味があると思いますか。（サマリヤ人は多

くのユダヤ人から無価値な存在と見なされていた。しかし主

は，どのような人からのものであれ，義にかなった贈り物を

受け入れられる。）

教義と聖約5 9：7，2 1を読む。救い主はこの聖句の中で，忘恩

ということについて，どのような教えを述べられたでしょうか。

1 0人のらい病人全員が「きよめられ」（1 4節）ましたが，1 9節

には，感謝の気持ちを伝えに帰って来た一人に，どのような

すばらしい祝福が与えられたと書かれているでしょうか。（彼

は救われたと書かれている。）

感謝の気持ちを表すために戻って来たらい病人が救われたと

いう事実は，信仰と祝福に対する報恩の関係について，何を

教えているでしょうか。

生徒たちに救い主の力によって

癒しや祝福を受けたときのことを

考えさせる。

皆さんが受けた主の力と，この

らい病人たちが受けた主の力に

違いはあるでしょうか。

わたしたちには，9人のらい病

人と相通じるようなところが何

かないでしょうか。

当時，十二使徒定員会会員の任

にあったスペンサー・Ｗ・キンボ

ール長老の次の言葉を読む。

「報恩の思いは，感謝以上のものである。感謝は報恩

への入り口である。また，報恩は感謝する気持ちの総仕

上げといえる。感謝するのは，言葉だけで済ませられる

場合がある。しかし，報恩の思いは，行いによって示さ

れるのである。」（“The Meaning of Thanksgiving，”

Improvement Era，1964年11月号，914）

ルカによる福音書
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神から頂いている祝福に対して十分に感謝の思いを表している

かどうかを，祈りの気持ちをもって深く考えるよう生徒たちに促

す。また，時には，祈りの中で祝福を求める言葉は一切言わず，

感謝の気持ちだけを述べるように勧める。

わたしたちは救い主だけでなく，自分に祝福や助けを与えてく

れるすべての人に対して，感謝の気持ちを表現する必要がある。

家族，友人，クラスメートに対して感謝の言葉を書く時間を数分

取るよう，一人一人の生徒に勧める。また，それを書くとき，渡

すときに，どのような気持ちがするかに注意するように言う。最

後に，賛美歌「主の恵み，人にも分かたん」（1 3 8番）を歌い，感

謝の思いを形に表すことによって得られる喜びについて証する。

ルカ17：20－37；18：1－14 （マタイ24：17－41；

マルコ1 3：1 5－1 6，2 1も参照）。わたしたちは再臨の正確な

時を知らない。したがって生涯を通じて，それに備えなければな

らない。（20－25分）

クラスが始まる前に，レッスン開始から数分後に目覚まし音が

鳴るように設定した時計を隠しておく。（もし目覚まし時計がな

い場合には，あらかじめ決めておいた時間に，ベルを鳴らすなど，

何か音を出すよう一人の生徒に頼んでおく。）レッスンはいつも

どおりに始め，目覚まし時計のことには一切触れないでおく。次

のような質問をして，学校，地域社会，ワード，支部の中で今起

きている事柄について話し合う。

最近のニュースは，どのような大事なことを伝えていました

か。

今週，何かおもしろいことをする予定がありますか。

ほかの人に伝えたいと思う楽しい発表やお知らせが何かあり

ませんか。

目覚まし時計が鳴ったら，話し合いをすぐにやめる。生徒たち

に，その目覚まし音は再臨の時を表すものであることを話し，も

し今再臨が起きたら，どのようなことになるかを考えさせる。ル

カ1 7：3 4－3 7とジョセフ・スミス訳ルカ1 7：3 6－4 0を読み，再臨

の時が突然来ることについて，これらの聖句がどのようなことを

教えているかを調べさせる。次のような質問をする。

すべての人が再臨に備えているわけではありません。それは

なぜでしょうか。

再臨の時が来るときに，人々はどのようなことをしていると

思いますか。

いちばん驚くのはどのような人々だと思いますか。それはな

ぜでしょうか。

ルカ1 7：2 0－2 5を読み，その後で，ブルース・R・マッコンキ

ー長老の言葉を読む。

ルカ17：26－33を読み，以下の質問をする。

わたしたちは，イエス・キリストの再臨の時について何を知

っているでしょうか。

この聖句の中で，救い主はわたしたちに何を教えておられる

でしょうか。（救い主は思いがけないときに来られるので，常

に備えていなければならない。）

再臨に備えよというメッセージは，再臨の正確な時を示すメ

ッセージよりも大切です。それはなぜでしょうか。

救い主は再臨について教えるために，以下の項目について話を

された。その一つ一つの概要を説明し，その後でクラスを4つの

グループに分け，各グループにそれぞれの聖句ブロックを割り当

てる。

ノア（ルカ17：26－27。創世6：11－21；7：11－24も参照）

ロト（ルカ17：28－32。創世19：1－26も参照）

不正な裁判官のたとえ（ルカ18：1－8）

パリサイ人と律法学者のたとえ（ルカ18：9－14）

生徒たちに，それぞれの聖句を読ませ，再臨に備えることにつ

いてどのような教えが書かれているかを調べさせる。その結果を

各グループに発表させる。

「メシヤの第一と第二の降臨に関する預言を，ユダヤ人

は混乱して考えている。すなわち，メシヤはその第一の降

臨のときにその力を人々の前に示し，あらゆる地上の王国

を滅ぼしてしまうという誤った推論を下していた。したが

って，彼らの問いはその誤った推論と，だれの目にも分か

る皮肉から出たものである。彼らはあざけりをもってこう

問うた。『もしもあなたが，今まで何度も主張してきたよ

うな約束されたメシヤなら，あなたの力が現れるのはいつ

なのですか。ローマの圧制から逃れられるのはいつなので

すか。神の王国が実際に来るのはいつなのですか。』」

（Doctrinal New Testament Commentary，第1巻，5 3 9）

「感謝しないことは主の怒りを燃え立たせる悲しい罪で

ある。（教義と聖約5 9：2 1参照）……

救い主が1 0人のらい病人を癒されたとき，そのうちのた

った1人だけが主に感謝した。主はこのとき残りの9人のこ

とを採り上げて，すべての人に教訓を与えるために言われ

た。『きよめられたのは，十人ではなかったか。』（ルカ

1 7：1 7）若い人々だけでなく，時には大人も豊かな恵みを

受けていながら天父に対して不従順であり，感謝の念を示

さないことがある。多くの人が自分たちの感謝の気持ちを，

奉仕活動，家族の祈り，什分の一を納める，その他神が期

待しておられる種々の方法で示すことをしていない。」

（『赦しの奇跡』6 4）

ルカ16－18章
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ルカ19－21章

はじめに

ルカ1 9－2 1章を読みながら，キリストの現世における最後の週

の出来事であるエルサレムへの勝利の入城の際に湧き上がった

人々の興奮について深く考える。ブルース・R・マッコンキー長

老はこのときの情景を次のように表現している。

「見よ，聖なる町エルサレムよ。『あなたの王がおいでになる。』

王は東の方向ベタニヤから来られる。そこは前に，死からよみが

えったラザロと食事を共にされた所であり，らい病人シモンの家

で，マリヤが主の頭に油を注ぎ，その王の足に高価な香油を塗っ

た所であった。そしてそれらの出来事はすべて，この週の終わり

に起こることになっていた主の埋葬を象徴するものであった。

主をあなたがたの王と呼んで迎えよ。その言葉を心に留めよ。

『主は義なる者であって勝利を得』た御方だからである。主を義

なる御方，また死と地獄，悪魔と永遠の苦しみからの開放者とし

て受け入れよ。主を信じる者はすべて救われることを知れ。主御

自身が言われたように，主はあなたの救い主であり，救いは主に

よってもたらされる。主はよみがえりであり，命である。」

（Mortal Messiah，第3巻，338）

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってルカ1 9－

21章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

イエス・キリストは熱心に求め，御自身に従う人々を救われ

る（ルカ19：1－10参照）。

主は再び地上に戻り，御業を行う人々に報いてくださる（ル

カ1 9：1 1－2 7参照；2ニーファイ2 8：3 0；教義と聖約6 0：2－

3，13も参照）。

わたしたちは，主であり王であるイエス・キリストを礼拝し，

賛美しなければならない（ルカ19：28－40参照）。

イエスは，御自分の死，またエルサレムと神殿の滅亡につい

て預言された（ルカ19：41－48；20：9－19；21：5－24参照）。

再臨のときに，主は悪人を滅ぼし，義人を救われる（ルカ

2 1：2 5－3 6参照；ルカ1 7：2 6－3 7；教義と聖約3 8：3 0；モー

セ8：20－30も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』144，155－158

「救い主の生涯の最後の週」 276

教え方の提案

ルカ19－ 21章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

ルカ1 9：1－1 0。イエス・キリストは御自身を熱心に求める

人々を救われる。（25－30分）

レッスンが始まる前に，イエス・キリストの絵を，クラスルー

ムの中にある棚の上，あるいは丈の高い調度品などの上に置いて

おく。机やいすの上に立たなければ見えない位置にする。レッス

ンが始まったら，黒板に「その絵が見えましたか？」と書く。そ

の絵について説明を述べ，それがクラスルームの中にあることを

告げ，生徒たちに探すように言う。

だれかがその絵を見つけたら，生徒たちにルカ1 9：1－1 0を読ま

せ，次の質問をする。「ザアカイについて書かれていることと，今

のようにしてイエス・キリストの絵を探したことには，どのような

共通点がありますか。」生徒たちが見いだした点について話し合う。

福音書の著者たちが，救い主を熱心に求めた人たちの例を幾つ

か記録していることを指摘する。生徒たちに以下の聖句に書かれ

ている幾つかの例を読ませる。マタイ2：1－2；5：1；8：1－2；

マルコ1：3 5－3 7；5：2 4－2 8；ルカ2：1 5－1 6；7：1－4。以下の

質問をする。

人々がイエスのそばに寄りたいと熱心に願ったのには，どの

ような理由があったからだと思いますか。

主に近寄りたいと願った人について，ほかに聖典に採り上げ

られている例はないでしょうか。

これらの例に共通しているのは，どのようなことでしょうか。

イエス・キリストは，御自分のみもとへ来る人々に，どのよ

うな祝福を授けると約束しておられるでしょうか。

現代において，同じような犠牲を払うことによって，人々は

どのような祝福を受けているでしょうか。

今わたしたちが救い主を求めていることは，どのような行動

の中に表れるでしょうか。

生徒たちに，ザアカイは背が低く，イエスを見るためには木に

登らなければならなかった，ということを指摘する。

ザアカイは救い主に会う備えをするために，ほかにどのよう

な努力をしたでしょうか（8節参照）。

ザアカイはその努力によって，どのような祝福を受けたでし

ょうか（9－10節参照）。

教義と聖約9 3：1を読み，わたしたちをキリストのもとへ導く

助けとなる5つの条件を挙げさせる。

ザアカイはこれらのうちのどれを行ったでしょうか。

皆さんはこれと同じことができると思いますか。

人々が主のみもとへ来るのを妨げるのはどのような事柄でし

ょうか。

ヨハネ1 7：3を読み，次の質問をする。「この聖句は，イエス・

キリストを求めることが大切である理由として，どのようなこと

を挙げていますか。」すべての人が救い主のもとへ来ることがで

きる，ということを証し，まずキリストを熱心に求め，次にキリ

ストのもとへ来るために必要な努力をするよう，生徒たちを促す。

イエス・キリストの生涯
これらの章の中に記録
されている出来事は，
この時期に起こったも

のと考えられる
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ルカ1 9：1 1－27 （マタイ2 5：1 4－2 0も参照）。主は再

び地上に戻り，御業を行う人々に報いてくださる。（25－30分）

教師がクラスルームにいない間，静かにして，割り当てられた

ことをするよう生徒たちに告げる。数分してからクラスルームに

戻り，管理する人がいない間に割り当てを果たすのはどれほど難

しいか（あるいは易しいか）ということについて話し合う。（ル

カ1 8：1 5－4 1を読むか書く，という割り当てをするとよい。ここ

に書かれている出来事は，マタイ1 9：1 6－2 6とマルコ1 0章を教え

るための提案の中で扱われており，このレッスンの中では採り上

げない。したがって，見直しをしておくと役に立つ。）

以下のような質問をする。

皆さんはわたしがいない間に，割り当てをどれくらい果たし

ましたか。

集中できなかったり，難しく感じられたのはなぜでしょうか。

割り当ての達成状況が採点されるとしたら，どのように感じ

ますか。

この体験は，わたしたちが現世で受ける試しと，どのような

共通点がありますか。

生徒たちにルカ1 9：1 2－1 5を読ませ，それを上述の割り当ての

体験と比較させる。次の質問をする「このたとえの中の以下の要

素はそれぞれ何を表していると思いますか。」

身分の高い人

僕たち

ミナ

本国の住民

身分の高い人の帰還

このたとえに関するブルース・R・マッコンキー長老の次の解

釈を読む。

神のもとから遠く離れて地上にいる間，わたしたちは様々な方

法で自分の責任を果たしていく。ルカ1 9：1 6－2 7を読み，次の質

問をする。

この聖句は，自分の責任をどのように果たすべきかというこ

とについて，何を教えているでしょうか。

この身分の高い人は，良い働きをした僕たちに，どのような

報酬を与えたでしょうか。

その報酬は僕たちの働きと，どのように関連していたでしょ

うか。

生徒たちに2ニーファイ2 8：3 0と教義と聖約6 0：2－3を読ませ，

次の質問をする。「この聖句は，神が御自分に仕える人々に何を

望んでおられるかということについて，何を教えているでしょう

か。」ルカ1 9：1 1を読み，次の質問をする。「この人々は，メシヤ

の最初の来臨について，どのような考え違いをしていたでしょう

か。」『イエスと使徒たちの生涯と教え』のルカ1 9：1 1－2 8に関す

る注解（p.144）を読む。

キリストの最初の来臨は栄光のうちに行われると考えていた

当時の人々にとって，このたとえはどのような助けを与えた

と思いますか。

今の時代の人々は，キリストの再臨について，どのような考

え違いをしていると思いますか。

このたとえの中で教えられている真理は，このような間違っ

た考えを正すうえで，どう役立つでしょうか。

神の期待にこたえ，忠実な僕となるには，どうしたらよいで

しょうか。

キリストの再臨がいつになるかということを考えすぎないように

し，それよりも，賢い僕になり，これまでに与えられている聖約と

戒めを守ることを第一に考えるべきである，ということを証する。

ルカ 1 9：2 8－48 （マタイ 2 1：1－ 1 6；マルコ

1 1：1－1 8；ヨハネ1 2：1 2－1 9も参照）。わたした

ちは，主であり王であるイエス・キリストを礼拝し，賛美しなけ

ればならない。（35－40分）

クラスルームにイエス・キリストの絵をできるだけ多く掲示す

る。賛美歌「わが主よ，わが神」（4 4番）を開会行事の中で歌う。

歌いながら，掲示してある絵を見させ，救い主について考えるよ

うに言う。

イエスは十字架の刑を受ける1週間前に，エルサレムに勝利の

入城を果たされ，人々もイエスを，王，救い主としてたたえた，

ということを生徒に教える。「勝利の入城」（『福音の視覚資料セ

ット』2 2 3）の絵を見せる。ルカ1 9：2 8－4 0を読み，自分がその

日，その場に居合わせたら，どのような気持ちになるかを考える。

自分だったら，この絵に描かれているどの場所にいたいと思

いますか。

自分だったら，イエスがここを通られるときに，どのような

ことを言い，どのようなことをしたと思いますか。

付録の表「勝利の入城」（p . 2 7 5）のコピーを配付資料として各

生徒に渡す。勝利の入城のときの様子は，その詳細の一つ一つが，

イエス・キリストと王の王としてのその役割の神聖さを証してい

るということを説明する。何人かの生徒に，「意味」の欄に書か

れている引用文を読ませ，その内容について，クラス全体で話し

合う。

「『身分の高い人』はキリストを，『遠い所』は天を表

している。また彼の受ける『王位』は『天においても地

においても，いっさいの権威を授けられた』（マタイ2 8：

1 8）と書かれている権威を表している。そしてこの身分

の高い人が戻って来るという約束は，輝かしい再臨を表

している。そのときには，目に見える形で，文字どおり

の王国が地上に建てられるのである。1 0人の僕は教会の

会員であり，彼らは主人から，各自の務めに用いるべき

ものとして肉体的，精神的，霊的な能力（ミナ）が授け

られた。『本国の住民』と書かれている人々は，教会外の

人々を指す。彼らは『主人』が全地の神であるという理

由で彼に仕えるが，その福音を受け入れず，僕としてそ

の群れの中に入って来ない。僕たちは使者を通して，主

人が戻るときまでぶどう園で働くように命じられた……。

身分の高い人は世を裁くために戻って来るときに，そ

れぞれの行いに応じて僕たちに報酬を与えてくださる。

すべての人が備えられている住まいで，同じ報いを受け

るのではない。様々な栄光の段階があるのである。1 0の

町を治める者もいれば，5つの町の者もいる。そして，怠

惰な者は何も受け継ぐことができないのである。

使わなかった能力は失われ，正しく用いられた力は，完全

の域に達するまでに高められていく。『勤勉な僕は皆，偉大

な報いを授けられ，怠惰な者は前から持っていた光，力，そ

して才能まで取り上げられてしまうのである。』」（D o c t r i n a l

New Testament Commentary，第1巻，572－573）

ルカ19－21章

9 9
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この出来事が非常に重要視されるのは，どのような理由によ

るのでしょうか。

この出来事には，皆さんがキリストの再臨について知ってい

ることと，どのような共通点があるでしょうか。

勝利の入城から1週間もたたないうちに，エルサレムの多くの

人々はイエスを十字架につけようとした。ルカ19：41－44を読み，

以下の質問をする。

救い主はエルサレムとその住民に対して，どのような反応を

示されたでしょうか。

救い主がこのような反応を示されたのは，なぜでしょうか。

そのことは，人々に対する救い主の愛について，わたしたち

に何を教えているでしょうか。

レッスンのまとめとして，救い主をたたえる機会を生徒たちに

与える。以下の提案を実行するとよい。

希望する生徒に，イエス・キリストについての証をクラスで

分かち合ってもらう。

生徒たちに，掲示してある救い主の絵の中から，好きなもの

を1枚選ばせる。なぜそれが好きなのか，またそれを見たとき

に，イエスについてどのような思いを感じるかを話してもらう。

生徒たちに，イエス・キリストをテーマにした好きな賛美歌

を挙げさせ，それらの中から何曲かを歌う。

ルカ20－21章 （マタイ21－24章；マルコ11－13章も参

照）。救い主は，現世における生涯の最後の週には，毎日神殿の

中で教えを説かれた。（10－15分）

黒板に「主の宮」と書き，次の質問をする。

この言葉は，どこで見ることができるでしょうか。（現代の神

殿の外壁に，この言葉が刻まれている。）

一つ一つの神殿が主の宮と呼ばれるには，どのような理由が

あると思いますか。

生徒たちに神殿のどのようなところが好きかを尋ね，その答え

として挙げられたことについて話し合う。

ルカ1 9章に書かれている出来事があったときには，すでにこの

世における生涯の最後の週を迎えておられた，ということを生徒

たちに話す。ルカ1 9：4 5－4 8を読み，救い主がその週にどこでい

ちばん多くの時間を過ごされたかを生徒たちに確認させる。

救い主にとって，神殿の中で時間を過ごされることは，その

週末に直面することに対して，どのように助けとなり，備え

となったでしょうか。

この聖句は，救い主が神殿におられたことによって人々が受

けた祝福について，何を教えてくれているでしょうか。

救い主は，神殿に対する御自分の敬虔な思いを，どのような形

で示されたでしょうか。（両替人たちを神殿から追い出された。）

生徒たちに，『聖句ガイド』の史跡写真4「ヘロデの神殿」を見

させ，この神殿も主の宮の一つであったことを指摘する。次の質

問をする。「自分の命があと1週間しかないと言われたら，皆さん

はその週をどこで過ごしたいと思いますか。」

イエス・キリストが最後の週に説かれたたとえ，物語，教義の

多くが，ルカ2 0－2 1章に記録されていることを生徒たちに話す。

また，それらの教えの多くについては，すでにマタイとマルコの

福音書を扱うレッスンの中で学んできたことを指摘する。（以下

の聖句に関する「教え方の提案」を参照せよ。マタイ2 1：1 8－

2 2：4 6，p p . 4 9－5 0；ジョセフ・スミス－マタイ，p p . 5 1－5 2；マ

ルコ12：41－44，p.69）

ルカによる福音書（ルカ2 2－2 4章）からイエス・キリストの贖

罪，死，復活について研究する前に，ルカ2 0－2 1章から，救い主

の最後の教えにざっと目を通させておくとよい。

1 0分の時間を取って，ルカ2 0－2 1章の中から無作為に何節か選

ぶよう生徒に言う。それらの教えを神殿の中で，救い主御自身の

口から聞いたらどのように感じると思うかを考えながら読むよう

に言う。生徒たちに，何を学び，どのように感じたかを話しても

らう。その教えは救い主が最後の週に与えられるほどの重要なも

のであった。次の質問をする。「この教えは，どのような点で，

それほど重要なものであったと思いますか。」

ルカ22－24章

はじめに

ゴードン・B・ヒンクレー大管長は，贖罪と復活について，次

のように述べている。

「死ほど万人に共通したものはありません。しかし，不死への

確信ほど信仰と希望をもたらす輝かしいものもありません。死に

伴う失望，愛する者を失ったときの落胆は，あのイースターの朝

の御子の復活に対する確信によってのみ和らげられます。……

全人類のために成し遂げられた，この贖いのすばらしさについ

て深く考えた末に，預言者ジョセフ・スミスは，美しく叙述的な

言葉で次のように宣言しました。

『山々は喜び呼ばわりなさい。すべての谷よ，声高らかに叫び

なさい。すべての海と乾いた地よ，あなたがたの永遠の王の驚異

を告げなさい。川よ，小川よ，せせらぎよ，喜びをもって流れ下

りなさい。森と，野のすべての木々は，主をほめたたえなさい。

硬い岩よ，喜びの涙を流しなさい。太陽と月と夜明けの星は，と

もに歌いなさい。神の子らは皆，喜び呼ばわりなさい。永遠の創

造物は，とこしえにいつまでも神の御名をたたえなさい。さらに

また，わたしは申します。栄光と，救いと，誉れと，不死不滅と，

永遠の命と，また王国と公国と力をわたしたちの耳に宣言する天

から聞こえる声は，何と栄えあることでしょう。』（教義と聖約

128：23）」（『聖徒の道』1996年7月号，67）

ルカ2 2－2 4章には，自らの意志によって贖いの業を成し遂げられ

たキリストの最後の日々の様子が詳しく記録され，復活された主に

まみえた人々の証も書かれている。その記録は，輝かしい復活のメ

ッセージを理解する人々にもたらされる喜びをかいま見せてくれる。

ルカによる福音書

1 0 0

イエス・キリストの生涯
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レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってルカ2 2－

24章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

わたしたちは，キリストが犠牲としてささげてくださった体

と血を記念するために，また主の戒めを守ることを証するた

めに聖餐を受ける（ルカ2 2：1 7－2 0参照；3ニーファイ1 8：

1－12；教義と聖約20：77，79も参照）。

わたしたちは，自分がキリストに帰依したら，今度はほかの

人々を強めなければならない（ルカ2 2：3 2参照；モーサヤ

27：32－37；教義と聖約81：5も参照）。

ペテロは救い主を知らないと言ったが，救い主の神性を否定

したのではなかった。ペテロは，悔い改め，霊的に偉大な力

を持つ人物となり，多くの人々の生活に祝福をもたらすこと

によって，わたしたちに模範を示している（ルカ2 2：3 4，

54－62参照；使徒4：1－33も参照）。

イエスは天の御父の御心に従われた。イエスは救いの計画に

おける御自分の役割を全うするために，自らの意志によって

苦しみ，悲しみ，そして死を甘受された（ルカ2 2：3 9－4 4，

63－71；23：13－24，33－46参照）。

主は様々な方法で御自分の子供たちに御心を示される。その

方法としては，個人的な顕現（ルカ24：13－16，33－52参照），

天使の訪れ（23節参照），わたしたちの心を燃やす（32節参照），

心を照らし喜びを感じさせる（3 2，4 1節参照），聖文の教え

（3 2，4 4，4 5節参照），心の平安（3 6節参照。教義と聖約6：2 3

も参照）などが挙げられる。

イエス・キリストは復活された最初の御方である（ルカ2 4章

参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』179，195－199，204－205，

217－221，223－224

「救い主の生涯の最後の週」 276

教え方の提案

ルカ2 2－2 4章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

『「新約聖書」ビデオ』プレゼンテーション8「聖餐」（1 1

分3 2秒）は，ルカ2 2：1－2 0を教えるのに活用することが

できる。（『「新約聖書」メディアガイド』に載せられている教授

法の提案を参照する。）

ルカ2 2：1－ 3 0，3 9－5 3（マタイ2 6：1－5，1 4－

5 4；マルコ1 4：1－2，1 0－4 9；ヨハネ1 3：2，1 8－

3 0；1 8：2－1 1も参照）。ユダはイエスを裏切る機会をねらっ

ていた。（15－20分）

黒板に「裏切る」という言葉を書き，以下の質問をする。

この言葉はどういう意味だと思いますか。

同じ意味を持つ表現にどのようなものがあるでしょうか。（欺

く，だます，わなにかける，計略にかける，内通する，見捨

てる，〔人や主義を〕売る，信頼に背く。）

皆さんは今までに裏切られたことがありますか。裏切られた

ときに，どのような気持ちがしましたか。

そのことは感情的，また精神的，霊的に，皆さんにどのよう

な影響を与えましたか。

人は，どのような動機で裏切りをするのでしょうか。

3 0枚のコインを入れた布の袋を用意する。その袋を一人の生徒

に渡し，さらにルカ2 2：1－3を読んでもらう。次にその生徒に，

袋を別の生徒に渡させ，受け取った生徒には4－6節を読ませる。

このパターンをルカ2 2：1－3 0，3 9－5 3が読み終わるまで，繰り

返させる。こうして聖句を読み進めていくときに，下記のような

質問をしながら，話の内容について話し合う。

イエスを裏切ったのはだれでしょうか。

3 0枚のコインを入れた袋は，この話とどのような関係がある

でしょうか（マタイ26：15参照）。

この裏切りのときにイエスがされたことで，皆さんの印象に

いちばん強く残るのはどのようなことでしょうか。

イエスの行動は，その敵とユダに対する愛をどのように表し

ているでしょうか。

イエスの模範は，人から傷つけられたり，裏切られたりした

とき，どのような助けとなるでしょうか。

話し合いをするときに，以下の説明の中から，役に立つと思わ

れるものを活用する。

ブルース・R・マッコンキー長老は次のように書いている。

ゼカリヤが預言したように，ユダは銀貨3 0枚のために救い主を

売り渡した（ゼカリヤ1 1：1 2；マタイ2 6：1 5参照）。この金額は

モーセの律法の中で，奴隷一人の価として認められていたもので

あり（出エジプト2 1：3 2参照），ユダと祭司長たちがイエスを軽

視していたことの表れである。

ルカは「そのとき……ユダに，サタンがはいった」と記録して

いる（ルカ22：3）。マッコンキー長老は次のように述べている。

救い主に対して不従順であったり，教えを軽視するとき，わた

したちはその分，救い主を裏切るのである。生徒たちにルカ2 2：

2－3，5に目を通させ，以下の質問をする。

「サタンは人が許さないかぎり，人を支配する力を持ち

得ない。人々がサタンに従うのは，彼らがサタンの誘惑の

声に耳を傾けるときだけである。別な言い方をすれば，ユ

ダはその邪悪さのゆえに，またこの世的な生き方を選び，

神よりもサタンを愛したがゆえに，邪悪な裏切り者なので

ある。ユダは確かに，自分自身の選びによって現世的，俗

的になり，悪魔に従う者となったのである〔モーセ5：

1 2－1 3参照〕。」（Mortal Messiah，第4巻，1 5）

「率先して事を進めたのはユダであった。彼は自分の意

志で祭司長のところへ行った。そして主を裏切る道を選ん

だのである。ユダは金を求めた。それは明確な意図の下に，

前もって計画された行いであった。」（Doctrinal New

Testament Commentary，第1巻，7 0 2）

ルカ22－24章
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この人々が救い主を裏切ったのは，どのような動機があった

からでしょうか。（高慢，権力を失うのではないかという恐れ，

サタン，金銭欲。）

現代においてもこれと同じ誘惑によって，人々が救い主とそ

の教えを軽んじている，ということはないでしょうか。

生徒たちに，誘惑と戦い，救い主の教えに従うように促す。

ルカ2 2：7－2 0（マタイ2 6：1 7－2 0，2 6－2 9；マルコ

1 4：1 2－1 7，2 2－2 5も参照）。わたしたちは，キリストが

犠牲としてささげてくださった体と血を記念するために，また主

の戒めを守ることを証するために聖餐を受ける。（25－30分）

自分にとって大切な記念品を用意する。それを生徒たちに見せ，

自分の人生にとって重要な意味を持つ記念の品物であることを説

明する。以下の質問をする。

皆さんも大切にしている記念品が何かありますか。

それはどこにしまってありますか。

それを最初に手にしてから，どのくらいになりますか。

皆さんはそれをよく見ますか。

皆さんにとって，その記念品と，その記念品が表す出来事で

は，どちらが大切でしょうか。

教会には，聖約を覚え，それを守る決意を強めるのに役立つ

様々な象徴があることを説明する。生徒たちにルカ2 2：7－1 6を

読ませ，以下の質問をする。

この聖句には，どのような重要な出来事が書かれているでし

ょうか。

この過越は，これより以前に行われてきた過越とどのように

違うでしょうか。

生徒たちに，贖罪が彼らにとってどれほど大切なものであるか

を深く考えさせる。ブルース・R・マッコンキー長老の次の言葉

を読む。

ルカ22：17－20を読む。

救い主が使徒たちに示された象徴は何だったでしょうか。

主は，それらの象徴を定められた目的について，何と言って

おられるでしょうか。

ひと切れのパンと，グレープジュースか水を生徒たちに見せる。

次の質問をする。「これらの記念はそれぞれ，贖いを心に留める

うえで，どのように助けとなるでしょうか。」生徒たちに，教義

と聖約20：77，79から聖餐の祈りの言葉を読ませる。

わたしたちは聖餐にあずかるとき，どのような約束をするの

でしょうか。（聖餐の祈りの中に挙げられている事柄を，黒板

に書き上げる。）

これらの記念とそれに象徴されるものとでは，どちらが大切

なのでしょうか。それはなぜでしょうか。

聖餐式の間に，どのように救い主に思いを集中させているかを，

生徒たちに話してもらう。次の質問をする。「自分が交わした聖

約をさらに強く心に留めるために，聖餐式の間にどのようなこと

ができるでしょうか。」（聖典に書かれている聖餐の祈りの言葉を

読む，聖餐をテーマにした賛美歌の歌詞について考える，聖約を

守る決意を新たにする，赦しを祈り求める，などの答えが考えら

れる。）ふさわしい状態で聖餐にあずかるとき，贖いの力を生活

の中でさらに強く受けることができる，ということを証する。

ルカ 2 2：3 1－3 8，5 5－6 2（マタイ 2 6：3 1－3 5，

6 9－7 5；マルコ1 4：2 7－3 1，6 6－7 2；ヨハネ1 3：

3 6－3 8；1 8：1 5－1 8，2 5－2 7も参照）。わたしたちは自

分が改心したら，ほかの人が強くなれるよう助けを与えなければ

ならない。（20－25分）

黒板に次のような3本の線を引く。

生徒たちに以下の質問をする。

この3本の線のうち，皆さんの霊的成長，あるいは福音に対す

る気持ちの移り変わりを最もよく示しているのはどれでしょ

うか。（生徒自身に，それぞれの霊的成長を最もよく示すと思

う線を引かせるとよい。）

福音に対する皆さんの決意に影響を及ぼすものには，どのよ

うなものがあるでしょうか。

霊的な成長と身体的成長は，必ずしも釣り合いよく進むとは

限りません。それはなぜでしょうか。

ルカ22：33を読む。

リストは，すでにほふられたのだ。ゆえに，わたしたちは，

古いパン種や，また悪意と邪悪とのパン種を用いずに，パ

ン種のはいっていない純粋で真実なパンをもって，祭をし

ようではないか。』（1コリント5：7－8）」（Doctrinal New

Testament Commentary，第1巻，7 0 4－7 0 5）

「エホバがイスラエルに過越の戒めをお与えになってか

ら約1 , 5 0 0年たっていたそのとき，肉体をまとい，人々の間

におられたイエスは，モーセに与えられた律法を全うし，

過越の小羊となるために，自ら過越の祭を祝う準備をして

おられた。染みも傷もないこの小羊は，自らの血を流し，

すべての人々に霊的な自由と罪の束縛からの解放を与えよ

うとされた。

その後，いつの時代の教会員からも最後の晩餐として知

られることになる，主の生涯における最後の過越の準備は，

イエスの先見による指示のままに，ペテロとヨハネによっ

てなされた。その晩餐自体は，弟子の一人の家で行われた

に違いない。なぜなら，二人の使徒が主の意向を伝えただ

けで，2階の広間が用意されたからである。

これが過越として認められる最後のものである。キリス

トが過越の小羊として犠牲にされたその後，この儀式は行

われなくなるのが当然であり，主の民の中で正式に用いら

れるほかの象徴（主の晩餐の聖餐に示されている象徴）が

あって然るべきであった。今過越の祭として認められるの

は，パウロが語った霊的な意味においての過越だけである。

彼はこう述べている。『わたしたちの過越の小羊であるキ

ルカによる福音書
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この聖句から考えると，ペテロの決意はどれほど強いものに

見えるでしょうか。

ペテロにはまだ霊的成長の余地があったと思いますか。そう

思う理由は何でしょうか。

3 1－3 2節を読む。ペテロは福音に対する自身の決意について，

自分でも理解していない部分がありました。救い主はペテロ

のその決意について，どのようなことを理解しておられたで

しょうか。

3 1－3 2節に書かれている救い主の警告と勧告は，わたしたち

にどのように当てはまると思いますか。

生徒たちに以下の聖句を読ませ，各時期におけるペテロの改心

の度合いがどれほどのものだったかを考えさせる。

ルカ22：34－38

ルカ22：54－62

使徒2：14，37－40

使徒3：1－7

以下の質問をする。

これらの聖句の中には，ペテロの証が徐々に強くなっていっ

たことを示すどのような証拠があるでしょうか。

彼が強くなっていくのを助けたのは，何だったと思いますか。

ブルース・R・マッコンキー長老の次の言葉を読む。

以下の質問をする。

マッコンキー長老のこの言葉から，ペテロについてどのよう

なことを学びましたか。

マッコンキー長老のこの言葉は，改心ということについて，

わたしたちに何を教えてくれているでしょうか。

ルカ2 2：3 2をもう一度読む。ペテロはイエスの教えにどれほ

どよく従っていたでしょうか。

（スペンサー・W・キンボール長老の「わたしの兄弟ペテロ」

の一部を読むか，生徒たちに参照させる。『イエスと使徒たちの

生涯と教え』pp.549－554参照）

生徒たちにはその生涯を通して霊的に成長していく可能性があ

る，ということを証する。わたしたちには，ペテロと同じように，

自分自身が主にさらに近づくとともに，周囲の人々を力づける責

任がある，ということを生徒たちに強く指摘する。

ルカ2 2：3 9－4 6（マタイ2 6：3 6－4 6；マルコ1 4：

3 2－4 1も参照）。イエスは天の御父の御心に従われた。イエスは

救いの計画における御自分の役割を全うするために，自らの意志

によって苦しみ，悲しみ，そして死を甘受された。（30－35分）

生徒たちに，疲れ，弱り切って，祈りをする気力も，教会に行

ったり，断食や奉仕をしたりする気力もなくなってしまったとき

のことについて考えさせる。

神の戒めを守るために，そのような肉体の弱さをどうして克

服しましたか。

それは皆さんにとって，どれほど難しいことでしたか。

正しいことを行うのを妨げる感情的な面での障害としてどのよう

なものが思いつきますか。（福音を分かち合うことへの恐れ，怒

り，ほかの人々への不寛容な思い，などの答えが考えられる。）

す』と言ったのは，聖霊がそうささやかれたからである

（マタイ1 6：1 3－1 9）。ほかの者たちが離れ去ったとき，ペ

テロは使徒にふさわしい確信をもって『わたしたちは，あ

なたが神の聖者であることを信じ，また知っています』

（ヨハネ6：6 9）と断言した。ペテロは確信していた。そし

て彼の確信は啓示を通して与えられたものであった。

しかし，ペテロは改心していなかった。聖霊によって新

しい者となっていなかったからである。ペテロは証を得て

大分経過してから，イエスが捕らえられたその夜に，イエ

ス御自身からこう言われた。『あなたが立ち直ったときに

は〔訳注：欽定訳では「あなたが改心したときには」〕兄

弟たちを力づけてやりなさい。』（ルカ2 2：3 2）それから間

もなく，ペテロはその証にもかかわらず，自分がキリスト

を知っていることを否定した（ルカ2 2：5 4－6 2）。十字架

の刑の後，ペテロは漁に戻ったが，復活された主によって，

その務めに召し戻された（ヨハネ2 1：1－1 7）。やがて，ペ

ンテコステ（五旬節）の日に，約束されていた霊的な賜物

が授けられた。ペテロとすべての忠実な弟子は聖霊によっ

て新しい者となった。彼らは真の改心をしたのである。そ

れから後，彼らが成し遂げたことは，彼らの改心が不動の

ものであることを示している（使徒3章；4章）。」（M o r m o n

D o c t r i n e，1 6 2－1 6 3）

「改心とは，自分が信じる対象を，間違ったものから真

実のものに変える，というだけのことではない。それをは

るかに超えたものである。また改心は，福音の真理の真実

性を受け入れること以上のものであり，証を得るというだ

けのことでもない。改心とは，ある状態から，別の状態に

変わっていくことであり，福音への改心は，人が堕落した

現世的な状態から聖徒にふさわしい状態に変わっていく過

程の中にある。

改心する人とは生まれながらの人を捨てて，御霊の勧め

に従い，『主なるキリストの贖罪により……聖徒とな』る

人である。そのような人は『子供のように従順で，柔和で，

謙遜で，忍耐強く，愛にあふれた者となり，子供が父に従

うように，主がその人に負わせるのがふさわしいとされる

すべてのことに喜んで従』う（モーサヤ3：1 9）。また改心

する人は聖霊によって新たな者となる。古い人が，新しい

人に変容するのである。改心する人は再び生まれる。ひと

たび霊的な死を経験したが，今は霊的再生をしているので

ある（モーサヤ2 7：2 4－2 9）。救いに絶対欠かすことので

きない（マタイ1 8：3）真の改心においては，改心する人

は昔からの偽りの言い伝えを捨て去り，啓示された宗教の

数々の優れた点を受け入れて，信じるものを変えるだけで

なく，生き方のすべてを変える。そして自己の存在の本質

と構造そのものが，聖霊の力によって生き返り，変えられ

るのである。

ペテロはこの改心をもたらす力が，受け入れる人を動か

すことを示す典型的な例である。主がこの世で務めを果た

しておられた間に，ペテロは霊から生まれ，キリストの神

性と，キリストの内にある偉大な救いの計画についての証

を得た。ペテロが『あなたこそ，生ける神の子キリストで

ルカ22－24章
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アブラハム3：2 4－2 5を読み，この聖句がこの現世の生涯の目

的について何を教えているか確認する。以下の質問をする。

「試す」とは具体的にどのようなことでしょうか。

試しを受けることが大切な理由として，どのようなことがあ

ると思いますか。

この試しは，救いの計画の目的を達成するうえで，どのよう

に役立つと思いますか。

困難なことや苦しいことがあるときでも，わたしたちは救い主

の模範に従うことによって，神の御心を行う力を得ることができ

る。生徒たちにルカ22：39－46を読ませ，以下の質問をする。

イエスに対する神の御心はどのようなものだったでしょうか

（天の御父は救い主に対して，何をするように望んでおられた

のでしょうか）。

天の御父の御心に従うという救い主の選択には，肉体的な面

での苦しみも伴いました。この聖句は，その肉体的な苦しみ

について何を教えているでしょうか（44節参照）。

救い主はこのとき，どのような霊的苦しみを受けておられた

のでしょうか。

この最も困難なときに，天の御父はイエスにどのような助け

を与えられたでしょうか（ルカ22：43参照）。

皆さんが困難な試しを受けているときにも，戒めを守ること

ができるようにするために，天の御父はどのようにして助け

を与えてくださると思いますか。

1ニーファイ3：7は，ルカ2 2：3 9－4 6に書かれている内容に対

して，どのような裏付けを与えていますか。

生徒たちに贖いへの理解を得させるために，次の聖句を読み，そ

の内容について話し合う。ヨハネ1 0：1 7－1 8；2ニーファイ9：7；モ

ーサヤ3：7；アルマ3 4：1 0－1 4；教義と聖約1 9：1 5－2 0；1 2 2：7－8。

救い主がこのようにして犠牲を払われたのは，救い主が御父を

愛し，わたしたち一人一人を愛しておられるからである。天の御

父への愛が深まるにつれ，わたしたちは救い主と同じように，肉

体的な苦しみや感情的な苦しみをさらによく耐え，より従順に御

父の御心が行えるようになる。以下の引用文のすべて，あるいは

生徒たちが救い主の犠牲について理解を深めるうえで役に立つと

思われる箇所を分かち合う。

当時，十二使徒定員会会長の任にあったジョセフ・フィールデ

ィング・スミス大管長はこう証している。

ジェームズ・E・タルメージ長老は次のように証している。

ジョン・テーラー大管長は次のように教えている。

「イエスは御自身を犠牲とすることにより，罪を取り除

かなければならなかった。……救い主がその身にすべての

罪を負い，御自身を犠牲とすることにより全人類を贖われ

たときに，あらゆる時代の人々の重荷と苦しみが，その身

にかかってきた。それは偉大な犠牲による贖いの結果として

生じた，言語に絶する苦しみであった。救い主は贖罪を通し

て，世の人々の罪を負い，人が神の永遠の律法を破ったその

結果を自ら受けられたのである。ここに救い主の大いなる悲

しみ，言語に絶する苦悩，たとえようのない苦悶があるので

ある。それらはすべて，エホバの不変の戒めと，曲げること

のできない律法の要求に従って定められたものなのである。

神の御子の苦しみは，一人の人間の死にとどまる事柄で

はなかった。救い主は世の人々の罪を贖うという務めを受

けるのに伴って，全人類の罪がもたらす重圧，責任，苦し

みをも引き受けられたのである。それは，わたしたちの理

解をはるかに超えたものであった。……

か弱い人間にはしりごみすることしかできない，この甚

だしい重荷，また理解の及ばないこの強烈な重圧，神の正

義の厳しい要求の下に苦悶しながら，救い主は叫ばれた。

『わが父よ，もしできることでしたらどうか，この杯をわ

たしから過ぎ去らせてください』と。救い主は，そこに解

き放たれていた闇の力と戦っておられた。すべてのものの

下に置かれ，その心には苦痛と苦しみがあふれ，孤独で，

明らかに何の助けもなく見捨てられた状態にあった。そし

て苦悶の中，毛穴からは血がにじみ出た。」（M e d i a t i o n

and Atonement〔1 8 8 2年〕，1 4 9－1 5 0）

「ゲツセマネの園におけるキリストの苦悶は，その大き

さにしても原因にしても，人間の心では計り知れないもの

である。イエスが死を恐れて苦しんでおられたという考え

は，受け入れられない。イエスにとって死は，復活に先立

つ過程であり，前に住んでおられた御父のもとへ，勝利を

得て，以前受けておられた以上の高い栄光の状態で戻って

行くことであった。そのうえ，イエスは御自分から進んで

御自分の生命を捨てる力を内に持っておられたのである。

イエスは，これまでこの世に生を受けた人が，考えつくこ

ともないような重荷の下に苦悶し，うめかれた。イエスに，

あらゆる毛穴から血が吹き出るほどの苦痛を与えたのは，

肉体の苦しみでもなければ，心の苦しみでもなく，それは

神だけが経験することのできる，身と霊の両方にかかわる

霊的な苦悩であった。肉体的に精神的にどれほど耐えられ

る人であっても，イエスのほかにはそのような苦しみに耐

えられなかったであろう。その肉体は苦しみに屈してしま

い，仮死の状態で無意識と忘却に陥ったことであろう。そ

の苦悩のときに，イエスは，『この世の君』，すなわちサタ

ンが加えることのできるあらゆる恐怖に立ち向かい，これ

に打ち勝たれたのである。悪の力に相対するこの最高の争

いに比べれば，主イエスのバプテスマ直後の誘惑に付随し

た恐るべき苦闘も物の数ではなかった。」（『キリスト・イ

エス』5 9 4－5 9 5）

「ここに，わたしたちの咎
とが

と，イエス・キリストの福音

を受け入れるすべての人の咎の重荷を負ってくださる神の

御子がおいでになる。……主はわたしたちの重荷を負われ

たのである。わたしは主の苦しみを増し，また皆さんも増

した。すべての人がそうである。そして主は自ら苦しみを

負い，わたしたちが逃れられるようにその代価を払ってく

ださった。主の福音を受け入れ，福音に忠実であることを

条件として，わたしたちに代わり罰を受けてくださったの

である。」（「堕落―贖罪―復活―聖餐」〔セミナリー・イン

スティテュート職員への講話，1 9 6 1年1月1 4日〕『教会教育

者の務め』1 4 0－1 4 1）

ルカによる福音書
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ルカ 2 2：4 1－2 3：25 （マタイ2 6：3 6－2 7：

2 6；マルコ1 4：3 2－1 5：1 5；ヨハネ1 8：1－

1 9：1 6も参照）。イエス・キリストは拒絶，裏切り，あざけり，

侮りを受けたが，全人類の罪のために，進んで苦しみを受け，罪

を贖われた。（40－45分）

イエス・キリストの絵を見せる。生徒たちにイザヤ5 3：3－1 0

を読ませ，救い主が多くの人々からどのように扱われたかを示す

語句を探させ，それを黒板に書き上げる。キリストが奉仕，愛，

赦し，祝福，癒しに徹した生涯を送られたことを，生徒たちに指

摘する。次の質問をする。「イエス・キリストは人類のために様々

なことをしてくださいました。にもかかわらず，非常に多くの

人々がキリストに背いたり，口汚くののしったりするのはなぜで

しょうか。」この質問に対する答えを見いだせるように，2ニーフ

ァイ2：1 1，2 7とモーサヤ3：1 9を読み，生徒たちにも自分自身の

考えを出させる。また，ブリガム・ヤング大管長の次の言葉を読む。

生徒たちにルカ2 2：3 9－4 2とルカ2 3：2 0－2 5を読ませ，「思い」

「みこころ」「意」という言葉を捜させる。生徒たちに，イエス・

キリストの御心と，キリストの死罪を要求した人々の「意」とを

比較させる。多くの人々がイエスを憎み，贖罪の完全な恵みを受

け入れようとしなかったにもかかわらず，イエス御自身はすべて

の人を愛し，あらゆる人の罪を贖う道を選ばれた，ということを

生徒たちに理解させる。次の質問をする｡

皆さんはどのような義にかなった望みを持っていますか。

皆さんのその望みに反対しそうなのは，どのような人たちですか。

皆さんはその反対をどのようにして克服したいと思いますか。

わたしたちはイエス・キリストの模範に従うことによって，反

対を克服する方法が分かるようになる，ということを証する。生

徒たちにルカ2 2：4 1から2 3：2 5を読ませる。半数の生徒に，イエ

スがどのような苦しみを受けられたかを確認させ，残りの半数の

生徒には，イエスがどのようにして人々への愛と憐れみを示され

たかを，確認させる。その結果を発表させ，どうしたらもっとよ

く救い主の模範に従えるようになるかについて話し合う。

アルマ4 2：1 4－1 5を読む。イエス・キリストを拒んだ昔の人々

と同じように，わたしたちも罪を選ぶことによってキリストを苦し

めてしまうことがある，ということを指摘する。キリストはわたし

たち一人一人を愛しておられたがゆえに，わたしたちの罪を贖い，

正しい道に戻れるようにしてくださった。質問：この事柄は，わた

したちの救い主に対する気持ちにどのように影響するでしょうか。

ルカ2 3：1 3－56 （マタイ2 7：1 5－6 1；マルコ1 5：

6－47；ヨハネ18：39－19：42も参照）。 イエス・キリス

トが十字架につけられたのは，御父が定められた幸福の計画の一

部であった。（20－25分）

このレッスンは，生徒たちがイエス・キリストが十字架につけ

られたことの意義について研究し，深く考え，理解を得る，非常

に良い機会である。敬虔な音楽を流したり，クラスルームに特別

な飾りをするとよい。生徒たちが入って来たら，一人一人に以下

の人物の役を割り当てる。バラバ，クレテ人シモン，エルサレム

の娘たち，イエスの右側につけられた罪人，左側につけられた罪

人，立って見ていた民衆，役人たち，ローマ軍の兵卒，百卒長，

イエスを知っていた人たち，アリマタヤのヨセフ，イエスの遺体

の埋葬の準備をした女。

生徒たちにルカ2 3：1 3－5 6を黙読させ，割り当てられた人物の

観点に立って，そこに書かれている出来事を思い描かせる。どの

ようなメッセージが書かれているかによく注意して読み，その意

味について深く考える。読み終えたら，以下の質問事項などを用

いて，生徒たち自身の体験について話し合う。

皆さんが割り当てられた人物は，それぞれの出来事の中で何

を感じていたと思いますか。

割り当てられた人物の観点からこの聖句を読んで，どのよう

なことを学びましたか。

皆さんは救い主に対してどのように感じましたか。

ここに出て来る人々のうち，どの人物になりたいと思います

か。それはなぜですか。

最後に，賛美歌「主イエスの愛に」（1 0 9番）を歌い，希望する

生徒たちに証をしてもらう。

ルカ2 4：1 3－3 5（マルコ1 6：1 2－13も参照）。主は様々

な方法で，御自分の子供たちに御心を示される。（40－45分）

何人かの生徒に目隠しをする。救い主を描いた絵で，あまり知

られていないものを提示する。ほかの生徒たちに，その絵の説明

をさせる。目隠しをした生徒たちに次の質問をする。

その絵をどれほどよく心の中に思い描くことができますか。

目を使えないことによって，どのようなフラストレーション

を感じますか。

目隠しをしなかった生徒の一人に，特に1 3－1 6節を強調して，

ルカ24：1－16を朗読させる。以下の質問をする。

「目がさえぎられる」とはどういう意味だと思いますか。（1 6

節；彼らはその御方がイエスだと認めることができなかった。）

この二人の人物の体験と，さっき目隠しをされて説明を聞い

た生徒たちには，どのような共通点があると思いますか。

目隠しを外させ，ルカ24：31を読む。以下の質問をする。

この二人の目は，結局はどうなりましたか。

これは肉体の目のことを言っていると思いますか。それとも，

霊の目のことを言っていると思いますか。どうして，そう思

いますか。

イエス・キリストが見えるように目を開いているのは，だれ

にとっても大切なことです。それはなぜでしょうか。

上記の絵を黒板に描き，以下の質問をする。

わたしたちはどうしたら，霊の目を開いていることができる

でしょうか。

天の御父はどのような方法で，わたしたちに真理を伝え，御

心を示されるでしょうか。

「邪悪な人々，また，サタン，地獄と憎しみのもろもろ

の力は，神が御自身の子供たちに持ってほしいと望んでお

ら れ る 神 聖 な 原 則 の す べ て に 戦 い を 挑 ん で い る 。」

（Discourses of Brigham Young，ジョン・A・ウイッツォ

ー選〔1 9 4 1年〕，3 4 8－3 4 9）

ルカ22－24章
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ルカ2 4章には主がわたしたちに御心を示すための方法が幾つか

挙げられている，ということを生徒たちに話す。生徒たちに1 3－

1 5節を読ませ，主が御心を示すのに用いられる方法を幾つか探さ

せ，それを黒板に書き上げる。次のような方法が考えられる。個

人的な顕現（ルカ2 4：1 3－1 6，3 3－5 2参照），天使の訪れ（2 3節

参照），わたしたちの心を燃やす（3 2節参照），心を照らし喜びを

感じさせる（3 2，4 1節参照），聖文の教え（3 2，4 4，4 5節参照），

心の平安（3 6節参照。教義と聖約6：2 3も参照）。以下の質問をす

る。

皆さんはこれまで，どのような方法で主の御心を示されてき

ましたか。

それらの体験は，霊の目を開くうえでどのように役立ちまし

たか。

ルカ24：36－48（マスター聖句，ルカ24：36－39。

マルコ1 6：1 4；ヨハネ2 0：1 9－2 3も参照）。イエ

ス・キリストは復活した最初の人である。（20－25分）

生徒に次の質問をする。「これまで与えられてきたメッセージ

の中で，最もすばらしいメッセージは何だと思いますか。」生徒

たちの答えの幾つかについて話し合い，イエスの復活は全人類に

与えられたメッセージの中で，最もすばらしいものであったこと

を教える（『聖句ガイド』「復活」，2 3 1）。生徒たちに『聖句ガイ

ド』「復活」の項に挙げられている聖句を読ませ，復活が非常に

重要な教義とされる理由を考えさせる。次の質問をする。

皆さんはどのようなときに，復活について考えますか。

復活の教義で，皆さんが最も強く引きつけられるのはどのよ

うな点でしょうか。

皆さんは，復活についてどのような疑問を持っていますか。

生徒たちにルカ2 4：3 6－4 8を読ませ，復活した人がどのように

なり，どのようなことができるかということを含めて，これらの

聖句が復活した人間についてどのようなことを教えているか調べ

させる。イエス・キリストは今も生きておられること，また，キ

リストの贖罪によってすべての人が復活するようになったことを

証する。2ニーファイ2：8と3ニーファイ11：12－15を読む。また，

賛美歌「主は生けりと知る」（75番）を歌うとよい。

ルカによる福音書

1 0 6
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著者：ヨハネによる福音書は，イエス・キリストが最も信頼し，

愛した弟子，使徒の一人が書いた，救い主についての証である。

ヨハネはマタイと同じように，主が最初に召された十二使徒の一

人であり，自分自身が福音書に記録した出来事や教えの特別な証

人でもある。ヨハネとヤコブはゼベダイの子であり，シモン・ペ

テロと同じように漁師であったが，イエスに召されたときに，す

べてを捨てて従った（マルコ1：1 9－2 0；ルカ5：1 0－1 1参照）。

イエスはヨハネとヤコブの兄弟を，雷の子と呼ばれた（マルコ

3：1 7参照）。ヨハネとヤコブは，イエスが「大管長会の鍵を保存

するように任じられた」3人の中の2人であり，「ペテロ，ヤコブ，

ヨハネは当時大管長会として働いた。」（ジョセフ・フィールディ

ング・スミス『救いの教義』ブルース・Ｒ・マッコンキー編，全

3巻，第3巻，1 5 2）この3人は，ヤイロの娘がよみがえったとき，

また変貌の山，ゲツセマネにおいて，主とともにいた。ヨハネは

その証の中で，自分自身を「イエスの愛しておられた弟子」と書

いている（ヨハネ2 1：2 0。ヨハネ1 3：2 3；1 9：2 6；2 0：2；2 1：7

も参照）。モルモン書と教義と聖約には，ヨハネの役割が黙示者，

また末日に神権を回復する者と書かれている（1ニーファイ1 4：

1 8－2 7；エテル4：1 6；教義と聖約7章；2 7：1 2；7 7章参照；『聖句

ガイド』の「ヨハネ（ゼベダイの子）」の項， p p . 2 7 7－2 7 9も参照）。

だれに向けて書かれたのか：ブルース・Ｒ・マッコンキー長老は

こう書いている。「ヨハネによる福音書は，聖徒に向けて書かれた

記録である。それは特に教会員に向けて，また聖典とその中で用い

られている様々な象徴を理解し，霊的な事柄と永遠のものに関心を

持つ人々のために書かれたのである。」（Mormon Doctrine，336）

歴史的背景：ヨハネによる福音書がいつ書かれたかということ

については，一致した見解があまりない。ある末日聖徒の教育者

は次のように書いている。「ヨハネによる福音書の著作年代につ

いて〔紀元1世紀末とする〕様々な議論が可能であるが，しかし

それらの主張は，初期の可能性，恐らくは，紀元3 5年から4 5年ま

でさかのぼる可能性を除外するに足る裏付けに乏しい。」（C・ウ

ィルフォード・グリッグス，“The Testimony of John，”Studies

in Scripture： Volume Five，the Gospels，111で引用）ヨハネは，

エルサレムの滅亡からしばらくたったころに，エペソでこの福音

書を著したという説もある。

独自の内容：四福音書の中でも，ヨハネによる福音書は最も独

自性の強い記録である。その約9 2パーセントが特有の内容となっ

ている。下記の表は，ヨハネによる福音書と他の三福音書の違い

の一部を要約したものである。

テーマ：ヨハネは，自分の証を記録した目的を，「あなたがた

がイエスは神の子キリストであると信じるためであり，また，そ

う信じて，イエスの名によって命を得るためである」（ヨハネ

20：31）と宣言している。

ヨハネ1章

はじめに

ヨハネはほかの福音書の著者たちとは違った手法で，その証を

始めている。イエスの系図，受胎告知，降誕について記すのでは

なく，前世におけるキリストを「神の言」また聖なる創造主とし

て強調しているのである。ヨハネ1章は，この書の他の部分で述

べられている数多くのテーマを要約している。またこの章は，イ

エス・キリストの神性と天の御父の計画においてキリストが果た

される重要な役割について証している。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってヨハネ1

章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

イエス・キリストは，天の御父の指示の下に，この世界とほ

かの様々な世界を創造された（ヨハネ1：1－3参照；コロサイ

1：16－17；ヘブル1：1－3；モーセ1：33も参照）。

イエス・キリストはこの世に降誕する以前から，神会の一員で

あられたが，幼いときにすべての力と栄光を受けられたのでは

なく，恵みに恵みを加えられて成長し，ついに完全を受けられ

たのである（ヨハネ1：1 4参照；教義と聖約9 3：1 2－1 6も参照）。

イエスが恵みに恵みを加えられていったのと同じように，わ

たしたちも霊的に進歩し，やがて御父が持っておられるすべ

てを受けることができるようになる（ヨハネ1：1－1 7参照；

教義と聖約93：1－22も参照）。

イエス・キリストとその福音は，世の光であり，命である

（ヨハネ1：1－4；ジョセフ・スミス訳ヨハネ1：1－4参照）。

イエス・キリストは，世の罪のための犠牲としてささげられ

た神の小羊であられる（ヨハネ1：2 9，3 2－3 4，3 6，4 1，4 9参

照）。

ヨハネによる福音書

1 0 7

マタイ，マルコ，ルカ

ガリラヤとその周辺におけるイエ
スの働きを強調

イエスをダビデの子（メシヤ）と
して強調

教会の設立とその神権を強調

様々な出来事を，発生順を重視し
て記録

全般的に，イエスの言葉を短く記録

ヨハネ

ユダヤとその周辺におけるイエス
の働きを強調

イエスを神の子として強調

教会員に対して真理を強調

様々な出来事に伴う霊的なメッセ
ージを強調

イエスの言葉を長く連続した形で
記録していることが多い

イエス・キリストの生涯
これらの章の中に記録
されている出来事は，
この時期に起こったも

のと考えられる

主の務めの第1年 第2年 第3年

キリストの
降誕

最初の
過越

2度目の
過越

3度目の
過越

最後の過越と，
最後の週

   05 John  01.1.18 9:19 PM  ページ 107



補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』15－17，31－32

教え方の提案

ヨハネ1章について教える準備をするときに，以下の提案の中

から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

ヨハネ1：1－3。イエス・キリストは，地上に来られる

以前から，神会の一員であられた。（15－20分）

野球に使うボール（人気のある，ほかのスポーツで使うボール

でもよい）を用意する。以下の質問をする｡

このボールには，どのくらいの価値があると思いますか。

世界でいちばん強いチームの選手がサインをしたら，このボ

ールの価値はどれほど違ったものになりますか。

ボールであれ何であれ，その歴史や由来を知ると，その価値

に対するわたしたちの評価は高くなっていきます。それはな

ぜでしょうか。

この原則は，ボールのようなものだけでなく，人間にも当て

はまるものでしょうか。

生徒たちにヨハネ1：1－3を読ませ，だれについて書いた聖句

かを考えさせる。次の質問をする｡「この歴史を知ることは，イ

エス・キリストの重要性に対するわたしたちの理解をどのように

深めてくれるでしょうか。」

前世における主の偉大さを理解させるために，生徒たちに以下

の各項目が正しいか，間違っているかを答えさせる。

1. イエスはこの地球を創造された。

2. イエスは数限りない多くの世界を創造された。

3. イエスは天の御父の最初の霊の子であられる。

4. イエスはこの地上に生を受ける前から，神であられた。

5. イエスはアブラハムと契約を交わされた御方である。

6. イエスはアブラハム，イサク，ヤコブの神であられた。

7. イエスは燃えるしばの中からモーセに現れられた。

8. イエスはイスラエルの子らのエジプト脱出を助け，紅海

を分けられた。

9. イエスはモーセに十戒を与えられた。

10. イエスはエホバ，すなわち旧約聖書の神であられる。

間違った答えについては正しい答えを示し（どの項目も正し

い），何か疑問があれば，それについて話し合う。ジェームズ・

E・タルメージ長老の次の言葉を読む。

生徒たちに次の質問をする｡「この世の造り主が，幼子として

この世に生まれ，粗末なかいばおけに寝かせられる道を選ばれた

のには，どのような理由があると思いますか。」生徒たちに1ニー

ファイ1 1：1 4－2 2を読ませ，イエス・キリストの降誕のときに示

された神の愛について感じることを話してもらう。

ヨハネ1－3章。主に授けられた数々の称号は，その生涯と使

命について様々なことを教えてくれる。（25－30分）

パン，電球，コップに入れた水，岩を用意する。次の質問をす

る｡「これらのものは，キリストをどのように象徴しているでし

ょうか。」（これらのものがキリストを象徴していることを示すた

めに，ヨハネ4：1 0－1 5；6：4 8；8：1 2；エレミヤ2：1 3；ヒラマ

ン5：12を使うとよい。）

生徒たちに，ヨハネ1：1－3，1 4；ジョセフ・スミス訳ヨハネ

1：1－3，1 4；教義と聖約9 3：8－1 0を読ませ，ヨハネがイエス・

キリストを『言』と呼んだ理由を考えさせる。（イエスは「救い

の使者」〔教義と聖約9 3：8〕であられた，イエスは福音を体現し

ておられた，イエスは御父の言葉を実行に移された，イエスは御

父の指示すなわち言葉を受けて地球を創造された，などの答えが

考えられる。）生徒たちにヨハネによる福音書の最初の3章にざっ

と目を通させ，イエス・キリストに対してどのような呼び方がな

されているかを調べさせる。その結果を黒板に書き上げる。（以

下は，教師の便宜を考えた参考用のリストであり，すべてを挙げ

ているわけではない。）

光（ヨハネ1：4－9）

ひとり子（ヨハネ1：18，34，49）

あの預言者（ヨハネ1：21。申命18：15も参照）

主（ヨハネ1：23）

小羊（ヨハネ1：29，36）

先生，またはラビ（ヨハネ1：38，49）

メシヤすなわちキリスト（ヨハネ1：41）

教師（ヨハネ3：2）

花婿（ヨハネ3：29）

生徒たちに，新約聖書を読むときに，キリストに対してどのよ

うな呼び方がなされているかに注意し，それらが救い主の生涯と

使命について何を教えているかを深く考えるように促す。

「わたしたちは，聖典の権威によって，イエス・キリス

トが過去においても現在においても創造の神であり，アダ

ム，エノクそのほかノアに至るすべての大洪水以前の族長

と預言者に現れられた神であり，アブラハム，イサク，ヤ

コブの神であり，連合国民イスラエルの神であり，イスラ

エル国家分裂後のユダとエフライムの神であり，モーセか

らマラキに至る数々の預言者に現れられた神であり，『旧約

聖書』に記されている神であり，またニーファイ人の神で

あられるとはっきり主張するものである。また，イエス・

キリストが過去においても現在においても，永遠の御方エ

ホバであると明言する。」（『キリスト・イエス』3 2）

ヨハネによる福音書

1 0 8
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ヨハネ2－3章

はじめに

ヨハネ2－3章には，イエスの備えの歳月の終わりと，公の務め

の始まりが記録されている。ガリラヤのカナの婚礼において，イ

エスは水をぶどう酒に変えるという最初の奇跡を行われた。その

後，イエスは家族や弟子たちとともにカペナウムへ行き，さらに

過越のために南のエルサレムへ向かわれた。そこでイエスは，

「両替人」を神殿から追い出し，「わたしの父の家を商売の家」に

した（ヨハネ2：1 4－1 6）と，彼らを非難された。それから間も

なく，人々に名を知られたパリサイ人で，ユダヤ人の指導者でも

あったニコデモという人物が，救い主に会見を求めて来た。主は

その生涯の中で様々な教えを述べられたが，この最初の会見の中

で語られた教えについて深く考えるのは興味深いことである。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってヨハネ

2－3章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

キリストは模範を通して，義にかなった方法で地上の両親を

尊び，その教えに従うべきであることを示された（ヨハネ2：

1－1 1参照；出エジプト2 0：1 2；申命5：1 6；ヨハネ1 9：2 6－

27も参照）。

神殿は主の宮であり，汚れたものが入ることは許されない｡わ

たしたちの肉体は神殿と同じであり，恥ずべき行い，思い，

言葉によって汚すことがあってはならない（ヨハネ2：1 3－2 2

参照；1コリント6：19－20も参照）。

自分の行いに責任を負える人で，日の栄えの王国に入りたいと

望む人は，バプテスマを受け，聖餐を授からなければならない。

また，わたしたちは神によって霊的に生まれ，堕落した状態か

ら義にかなった状態に変わらなければならない（ヨハネ3：1－

8参照；モーサヤ2 7：2 4－2 6；教義と聖約7 6：5 0－5 3も参照）。

旧約聖書に示されている様々な予型と象徴は，イエス・キリ

ストと贖いの計画について教えている（ヨハネ3：1 4－1 5参

照；民数2 1：4－9；2ニーファイ1 1：4；ヒラマン8：1 3－1 5；

モーセ6：62－63も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』 31－32，39－44

教え方の提案

ヨハネ2－3章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

ヨハネ2：1－1 1。キリストは模範を通して，義にかなった方

法で地上の両親を尊び，その教えに従うべきであることを示され

た。（10－15分）

生徒たちに以下の質問をする｡

皆さんは，お父さんやお母さんに対して，どのような呼び方

をしていますか。

お父さんやお母さんに対する尊敬の気持ちを込めた呼び方に

は，どのようなものがあるでしょうか。

ほかの人がその両親に対して感じの悪い呼び方をするのを聞

いたら，どのような気持ちがすると思いますか。

生徒たちにヨハネ2：3－4を読ませ，イエス・キリストが母親

を非常に敬っておられたことを確認させる。『イエスと使徒たち

の生涯と教え』のヨハネ2：4の注解（p p . 3 1－3 2）に引用されて

いるジェームズ・E・タルメージ長老の言葉を読む。イエス・キ

リストは，母親に対して常に敬意を込めた呼び方をすることによ

り模範を示された，ということを生徒たちに理解させる。生徒た

ちにその模範に従うよう促す。

（注意：これがだれの結婚式であったかを特定することは避け

る。またこの箇所で知恵の言葉についての話し合いをすること

は適切ではない。水をぶどう酒に変えたこの奇跡が行われたの

は1世紀のことであり，知恵の言葉の戒めが与えられたのは，

1833年になってからである。）

ヨハネ2：1 2－2 5。救い主の生涯と務めの中に見られ

る様々な出来事は，救いの計画において重要な役割を果

たしている。（25－30分）

下記の表を黒板に書く。ただし，聖句の引用表記は除いておく。

イエスの言葉と行い

1. 人々に，御自分がメシヤであることを示された。

（ルカ2：46－50参照）

2. 使徒と弟子たちに，教えと訓練を施された。

（ヨハネ1：40－51参照）

3. 名声が広まった。（ヨハネ2：1－11参照）

4. イエスに対する憎しみが高まり，やがて十字架につけられるこ

とになる。（ヨハネ2：13－21）

生徒たちに上記の項目に関する聖句を教える。ただし，順番は

変えておく。生徒たちに聖句を読ませ，それぞれの内容が，イエ

スが贖罪に備えておられたことを示しているのを確認させる。生

徒と一緒に，上記の各項目にどの聖句が合うかを当て，引用表記

を書き加えさせる。

これらの出来事が，ゲツセマネの園での苦しみ，十字架の刑，

墓への埋葬，復活にどうつながっていくかについて話し合う。イ

エスが地上に来られたのは贖罪を成し遂げるためであったこと，

またイエスの生涯に起きた出来事はすべて，贖罪につながるもの

であったことを生徒たちに強調する。

ヨハネ2－3章

1 0 9

イエス・キリストの生涯
これらの章の中に記録
されている出来事は，
この時期に起こったも

のと考えられる

主の務めの第1年 第2年 第3年

キリストの
降誕

最初の
過越

2度目の
過越

3度目の
過越

最後の過越と，
最後の週

   05 John  01.1.18 9:19 PM  ページ 109



イエスはその全生涯を，天の御父の御心を成し遂げるためにさ

さげ尽くされたことを指摘する（ヨハネ5：3 0参照）。以下の質問

をする｡

わたしたちは何のために，この地上に来たのでしょうか。

その目的を成し遂げるため，皆さんは今どのようなことがで

きるでしょうか。

わたしたちはどうしたら，自分の人生の使命を果たすことが

できるでしょうか。（罪を悔い改める，聖文を研究する，戒め

を守る，御霊の声に耳を傾ける。）

イエス・キリストの贖いがもたらす祝福に感謝し，それにふさ

わしい生活をするよう，生徒たちを促す。

ヨハネ3：5（マスター聖句）。わたしたちは神によって

霊的に生まれ，堕落した状態から義にかなった状態に変わ

らなければならない。（25分）

生まれて間もない赤ちゃんの写真を見せ，以下の質問をする｡

生まれたばかりの赤ちゃんを見ると，とてもうれしい気持ち

になるのはなぜでしょうか。

生まれて間もない赤ちゃんの一般的な特質として，どのよう

な点を挙げることができるでしょうか。（純粋である，罪がな

い，人を信頼する，愛，神のもとから来て間がない。）

それと同じ特質をもう一度持ちたいと思ったことはありませ

んか。

人生を初めからやり直すことができたら，どのような良いこ

とがあると思いますか。

生徒たちにヨハネ3：3－7を読ませ，以下の質問をする｡

イエスはこの聖句の中で，どうしたら新たな人生を始めるこ

とができると言っておられるでしょうか。

バプテスマと聖霊の賜物について説明するのに，イエスが

「新しく生れる」という表現を用いられたのには，どのような

理由があると思いますか。

救い主は「新しく生れる」「霊から生れる」という表現を用い

ることによって，バプテスマと霊的再生を肉体的な意味での誕生

にたとえられた，ということを生徒たちに説明する（ヘブル1 2：

9；モーセ6：5 9－6 0も参照）。下記の表を黒板に書き，その内容

について話し合ってもよい。この表に何か付け加えたいことがあ

るか生徒たちに質問する。

生徒たちに，アルマ5：1 4とモーサヤ5：2を読んで相互参照さ

せ，新しく生まれることによってどのような変化が起きるかを調

べさせる。希望する生徒がいれば，バプテスマを受けたときや改

心したときに，生活にどのような変化が起きたかを証してもらう。

生徒たちに，人は皆霊によって生まれ変わる必要がある，とい

うことを証する。教師自身にとってバプテスマがどのような意義

を持ち，また，普段の生活の中で聖霊の賜物がどのような価値を

持つものであるかを話す。

ヨハネ3：8－1 3。神の王国へ入るためには，霊から生まれな

ければならない。（25－30分）

生徒たちに風の作用について深く考えさせる。ヨハネ3：8を読

ませ，風と霊から生まれることにどのような共通点があるか考え

させる。次の質問をする｡「イエスは，その二つがどのような点

で似ていると言われましたか。」下記の図を用いて，話し合いを

進めるとよい。

生徒たちにヨハネ3：9－10を読ませ，以下の質問をする｡

ニコデモがイエスの教えを理解しなかったことで，叱責を受

けたのはなぜでしょうか。（ニコデモは指導者，教師であり，

これらの真理を理解する必要があった。）

わたしたちは聖霊の働きを理解しないという過ちをすること

があります。それはどのような場合でしょうか。

人々が聖霊を通して証を得る方法には，どのようなものがあ

るでしょうか。

人々が御霊に対して様々に異なる反応をするのはなぜでしょ

うか。

ほかの人と同じように聖霊を感じることができないと思い，

自分はだめだと考えたことはありませんか。

自分が期待していたような方法で祈りがこたえられないとき，

皆さんはどうしますか。

御霊の働きは，風の働きと同じように，言葉で表現するのが難

しいが，確かに実在するものであることを証する。救い主の模範

に従う人はだれでも，御霊から生まれることができる。

ヨハネ3：2 8－30 （マタイ3：1 1－1 5；マルコ1：7－

8；ルカ3：1 5－1 6も参照）。バプテスマのヨハネは謙遜であ

り，自分が何者であるかを理解していたので，救い主を証すると

いう自分の使命に思いを集中させることができた。（25－30分）

黒板に下記の図を書く。

ヨハネによる福音書

1 1 0

肉体的な意味での誕生

この世における人生が始まる。

わたしたちは両親から，肉体的，

また精神的な特質を受け継ぎ，物

質的な面で養いを受ける。

多くの文化圏において，子供は父

の名や姓を受け継ぐ。

わたしたちは親に似た者になる場

合がある。

霊的な意味での誕生

わたしたちはキリストにあって新

たな生活を始める。

キリストがわたしたちの父親とな

り，わたしたちはキリストから霊

的な受け継ぎを得る。

わたしたちはキリストの名を受け

る。

天の御父のようになることを目指

した進歩成長が始まる。

風 御霊

目で見ることができない。

感じることができる。

その作用した結果を見ることができる。

非常に穏やかなこともあれば，

とても強く作用することもある。
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生徒たちにヨハネ3：2 8－3 0を読ませ，次の質問をする｡「この

聖句から考えて，黒板に書いた2本の線は何を表していると思い

ますか。」（右上がりの線はキリストの名声の高まりを示し，右下

がりの線はバプテスマのヨハネに対する，人々の気持ちの低下を

示している。）

生徒たちにヨハネ1：1 9－3 6；5：3 3－3 6；1 0：4 1を読ませ，以

下の質問をする｡

これらの聖句には，バプテスマのヨハネが謙遜な人物であっ

たことが，具体的にどのように描かれていますか。

ヨハネが自分が何者であるかを理解していたことは，具体的

にどの箇所から分かりますか。

ヨハネがメシヤの先触れとしての自分の役割を果たすうえで，

その謙遜さはどのように助けとなったでしょうか。

わたしたちはバプテスマのヨハネの模範から，自分自身の生

活に役立つ事柄を学ぶことができます。具体的にどのような

ことを学べるでしょうか。

救いはイエス・キリストの中にのみ存在するという真理を証す

る。バプテスマのヨハネもその真理を理解していたことを説明す

る。ヨハネはメシヤの先触れとしての重要な役割を担っていたが，

主の前で自らを低くした。わたしたちも，ヨハネと同じようにす

る必要がある。

ヨハネ4－5章

はじめに

のどの渇きをいやす冷たい水のためなら，自分が持っているす

べてのものを与えてもいいと思った経験はないだろうか。イエス

が歩まれた地では，水は少なく，貴重なものであり，水を確保す

るための戦いが行われてきたほどである。預言者たちは，永遠の

命の源を示すために，水をそのイメージとして用いた（イザヤ

8：6；1 2：3；4 4：3；5 5：1；エレミヤ2：1 3；ゼカリヤ1 4：8参

照）。イエスは水をぶどう酒に変えるという奇跡で，その公の務

めを開始された（ヨハネ2：1－1 1参照）。ニコデモには，人は水

から生まれなければならないと教え（ヨハネ3：1－7参照），サマ

リヤの女には「永遠の命」に通じる「生ける水」を与えようと言

われた（ヨハネ4：1 0，1 4；5－1 4節参照）。ベテスダの池の近く

にいた病気の男は，癒しは池の中ではなく，救い主の中にあるこ

とを見いだした（ヨハネ5：1－1 5参照）。ヨハネ4－5章は，真理

と義に飢え渇いている人は，どこでその望みを満たすことができ

るかを明らかにしている。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってヨハネ

4－5章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

キリストを愛し，その戒めを守ることは，生ける水を飲むこ

とにたとえられる。それはわたしたちを元気づけ，力を与え，

永遠の命へと導く（ヨハネ4：5－1 4参照；ヨハネ7：3 7－3 8；

1ニーファイ11：25；教義と聖約63：23も参照）。

たとえ困難に思えるときでも，人々に福音を分かち合うなら，

それによって喜びを得，永遠の命を授かるための助けを受け

ることができる（ヨハネ4：6－10，31－40参照）。

裁きと復活は，イエス・キリストの力を通してもたらされる

（ヨハネ5：21－29参照）。

福音を学ぶ機会なく死んだ人々は，霊界でそれを聞く機会を

授けられる（ヨハネ5：2 5－2 8参照；1ペテロ3：1 8－2 1；4：

6；教義と聖約138：25－37も参照）。

キリストが証人の律法に敬意を払い，その福音の原則に従わ

れたことは，キリストの神性を証している（ヨハネ5：3 0－4 7

参照；申命17：6；2コリント13：1も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』40，55－56，117

教え方の提案

ヨハネ4－5章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

ヨハネ4－5章。イエスが歩まれた場所を知ることは，その生

涯を心に留める助けとなる。（20－25分）

生徒たちに以下の質問をする｡

皆さんは，自分にとって特別な意味のある場所というものを

持っていますか。

そのような場所が強い記憶を呼び覚ますのはなぜでしょうか。

それはこの世におけるイエスの生涯にも当てはまることを説明す

る。『聖句ガイド』の地図4，5を使って，以下の場所を確認させる。

ヨルダン川

エルサレム

カナ

スカル

カペナウム

ベテスダの池

生徒たちに，以下の聖句にざっと目を通させ，上記のそれぞれ

の場所でどのような大切な出来事があったかを調べさせる。

ヨハネ1：19，23－28

ヨハネ2：1－11

ヨハネ2：13，23－3：8

ヨハネ4：1－21

ヨハネ4：46－50

ヨハネ5：1－9

ヨハネ4－5章

1 1 1

イエス・キリストの生涯
これらの章の中に記録
されている出来事は，
この時期に起こったも

のと考えられる

主の務めの第1年 第2年 第3年

キリストの
降誕

最初の
過越

2度目の
過越

3度目の
過越

最後の過越と，
最後の週
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上記の場所と出来事について簡単に話し合ってから，イエスが

地上におられた当時の地理を理解することは，イエスの生涯を心

に留めるのに役立つことを説明する。

ヨハネ4：5－3 0，3 9－4 2。キリストは御自分を愛し，そ

の戒めを守る人々を霊的に養ってくださる。（15－20分）

コップと氷水を入れた水差しを用意する。一人の生徒に水を飲

んでもらう。次の質問をする｡「水はわたしたちの生活の中で，

どのような大切な役割を果たしているでしょうか。」（水は命を支

え，元気をもたらし，熱を冷まして，渇きをいやしてくれる。）

生徒たちに，ヨハネ4：5－3 0，3 9－4 2を読んで水や渇きに関連

した言葉や表現を見つけさせ，その結果を発表させる。（次のよ

うな答えが考えられる。「昼の十二時ごろ」〔6節〕，「井戸」〔6節〕，

「飲ませてください」〔7節〕，「生ける水」〔1 0節〕，「くむ物」〔1 1

節〕，「かわく」〔1 3－1 4節〕，「わきあがる」〔1 4節〕，「水がめ」

〔28節〕。）

以下の質問をする｡

この女が，救い主が言われた象徴をすぐに理解できなかった

のはなぜでしょうか。（キリストは霊にかかわる事柄を話され

たが，この女はこの世にかかわる事柄を考えていた。）

イエスから自分の罪を指摘されたとき，この女はどのように

感じたと思いますか（17－18節参照）。

イエスが与えようと言われた生ける水は，この女の生活にど

のような影響を及ぼすことができたと思いますか。

彼女がこの生ける水を受けるには，何をする必要があったで

しょうか。

キリストはわたしたちに，この水にたとえられるものを与え

たいと望んでおられます。それはどのようなものでしょうか。

（真理，復活，悔い改めを条件とした罪の赦し，御霊。）

特にパレスチナのように乾燥した気候の地域に住む人々にとっ

ては，水は命の源であることを説明する。水がなければ，植物も

動物も，そして人間さえも死んでしまう。罪悪に満ちた生活をし，

福音を持たない生活をしている人々は，水のない，熱く乾き切った

土地で暮らしている人々にたとえることができる。そのような人々

が，霊的な命をよみがえらせるには，福音の生ける水が必要である。

ヨハネ5：2 5，2 7－3 0。福音を学ぶ機会なく死んだ人々は，

霊界でそれを聞く機会を授けられる。（20－25分）

生徒たちに以下の質問をする｡

皆さんの中に，自分の大切な人が他界した経験のある人はい

ますか。

差し支えなければ，そのときにどのような気持ちだったか話

してもらえませんか。（注意：無理に強いることのないよう注

意する。）

その亡くなった人がイエス・キリストや福音について何も知

らない人だったら，皆さんの気持ちはどのように違ったもの

になるでしょうか。

生徒たちにヨハネ5：25－30を読ませる。

この聖句は，愛する人が他界した人を慰めるのに，どう役立

つでしょうか。特に，その亡くなった人が，生きている間に

福音を聞く機会に恵まれなかった人である場合にはどうでし

ょうか。

福音の教えを聞いたり受け入れたりする機会がなかった人々

は，どうしたら公平な裁きを受けることができるでしょうか。

2 5節は，福音の教えを聞くことなく亡くなった人々に，どの

ような約束を与えているでしょうか。（彼らは神の御子の声を

聞くようになる。）

「神の子の声を聞く」とは，どういう意味でしょうか。

ヨハネ5：2 5－3 0と教義と聖約1：3 7－3 8を相互参照するとよ

い。神の僕の声に耳を傾けるのは，主の声に耳を傾けるのと同じ

である，ということを指摘する。

生徒たちに，教義と聖約1 3 8：1－1 9，2 9－3 1，5 7にざっと目を

通させる。それが済んだら，次の質問をする｡「この啓示の言葉

は，愛する人が他界した人々に，どのような安らぎをもたらすで

しょうか。」

下記のリストの最初の聖句と2番目の聖句を相互参照し，次に2

番目と3番目の聖句，3番目と4番目の聖句……と順に相互参照を

行い，最後まで進んだら，最後の聖句と最初の聖句を相互参照し，

一つの聖句チェーンを作らせる。

ヨハネ5：25－30

イザヤ24：22

イザヤ25：8

イザヤ42：7

イザヤ61：1

1ペテロ3：18－21

1ペテロ4：6

教義と聖約138：1－19，29－31，57

モーセ7：37－39

最後に次の質問をする｡「天の御父はすべての人に，福音の教

えを聞き理解する方法を与えてくださいます｡そのことは，天の

御父がどのような御方であることを示しているでしょうか。」

ヨハネ5：3 1－4 0。イエスは証人の律法に敬意を払い，その

原則に従われた。（20－25分）

紙の袋に，殻をむいていない木の実を入れて，クラスに持参す

る。自分はかつてだれも見たことがないものを持っていると言っ

て，生徒たちに，その袋を見せる。ほかの生徒たちから信頼され

ている一人の生徒に袋の中を見せ，だれも見たことのないものが

入っているという話がほんとうかどうかを言ってもらう。（その

生徒の表情に納得がいかない様子が見えたら，その木の実の殻の

中を見た人はだれもいないということを小声で言う。）その生徒

の言うことを信じるかどうか，ほかの生徒たちに質問する。もう

一人の別な生徒に，前に来て，袋の中をのぞかせる。この生徒に，

前にのぞいた生徒の証言が正しいと証言させる。それを何人の生

徒が信じているか質問する。生徒たちに木の実を見せ，殻の中は

だれの目にも触れたことがないことを説明する。次の質問をす

る｡「複数の証人がいることは，その証言の真実性を確認する助

けになるでしょうか。」

（注意：マタイ1 6：1－4の箇所でも同様の教授法が提案されてい

る。その方法をすでに実行している場合は，次のような方法を用

いるとよい。前もって一人の生徒に，レッスンの中で生徒たちが

びっくりするようなニュースを話すように依頼しておく。生徒た

ちが聞く機会のないニュース，あるいは，その生徒が経験した珍

ヨハネによる福音書

1 1 2
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しい出来事で，ほかの人には話していないことを話してもらうと

よい。その話がほんとうであることを，もう一人の生徒に証言し

てもらう。）

一人の生徒に申命1 9：1 5を読ませる。この証人の律法は古い時

代に定められたものであり，幾つかの聖句の中で言及されている

（マタイ1 8：1 6；2コリント1 3：1；エテル5：4；教義と聖約6：2 8

参照）。イエスがヨハネ5：3 1－4 0の中で，証をするものとして挙

げられたものを示すために，下記の表を黒板に書く。ただし，

「証するもの」の欄は空欄にしておく。

聖句 証するもの

ヨハネ4：25－26 イエス御自身

ヨハネ5：33－35 バプテスマのヨハネ

ヨハネ5：36 イエスの業

ヨハネ5：37 天の御父

ヨハネ5：39 聖文

一人の生徒に，「聖句」欄の最初の聖句を声を出して読ませ，

そこには「証するもの」としてだれが挙げられているかを聞く。

生徒の答えを「証するもの」欄に記入する。次に，別の生徒を選

び，2番目の聖句について同じことをする。これを最後の聖句ま

で進めていく。以下の質問をする｡

救い主は聖文を調べるようにと言われましたが，その聖文と

は何を指しているでしょうか。（旧約聖書）

救い主が人々に旧約聖書を調べるようにと言われたのはなぜ

でしょうか。（旧約聖書の預言者たちは，救い主が地上に来ら

れることを預言していた。ヤコブの手紙4：4－5参照）

イエスが神の御子であられることを証する人やものとして，

ほかにどのような例が挙げられるでしょうか。（親，生ける預

言者，聖霊，キリストの光などの答えが考えられる。）

最後に，キリストが神の御子であられることを証する。

ヨハネ6章

はじめに

以下の一連の出来事について深く考える。群集が一人の預言者

に従い荒野の旅をする。エホバが彼らを養うために奇跡的な方法

でパンをお与えになる。預言者が一人である山へ向かう。主が奇

跡的な方法で弟子たちに海を渡らせ，その命を救われる。人々が

不平を鳴らし，互いに言い争い，預言者を批判する。預言者がそ

れまでの一連の出来事の意義を説明する。これはエジプトを脱出

したイスラエルの民の動きを説明したものである。そして，これ

はヨハネ6章に記録されている一連の出来事の要約と言うことも

できるのである。ヨハネによる福音書は，新たな脱出の先頭に立

ち，弟子たちをこの世の束縛から救い出し，現世の数々の試練を

経て，永遠の命に導く御方としてイエスを打ち出している。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってヨハネ6

章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

主はわたしたちのすべての必要を満たすことがおできになる

（ヨハネ6：5－21参照；ピリピ4：19も参照）。

イエス・キリストは自然を治める力を持っておられる（ヨハ

ネ6：5－21参照；モルモン書 ヤコブ4：8－9も参照）。

食物と水がこの世において，わたしたちを支えるように，キ

リストが与えてくださる生けるパンと水は，わたしたちを永

遠に支えてくれる（ヨハネ6：3 5－5 8参照；ヨハネ4：1 0－

14；7：37－39も参照）。

わたしたちは救い主の教えと戒めに背く誘惑と戦わなければ

ならない。救い主はキリストであられ，生ける神の御子だか

らである（ヨハネ6：60－71参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』96－100

教え方の提案

ヨハネ6章について教える準備をするときに，以下の提案の中

から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

ヨハネ6章。ヨハネ6章には，出エジプト，救いの計画と

同じパターンが示されている。（35－45分）

以下の言葉を読むか，黒板に書く。

ボイド・K・パッカー長老は次のように述べている。

エズラ・タフト・ベンソン大管長はこう問いかけている。

「わたしたちは永遠の神が定めたもうたこの大計画を教

えるために，……回復の業を通して与えられた……聖典に

説かれているメッセージや教授法を用いているでしょう

か。」（『聖徒の道』1 9 8 7年7月号，9 5）

「この計画は，何度も何度も繰り返す価値があります。

それによって，人生の目的，贖い主の実在，戒めが与えら

れている理由が心に留められるのです。」（The Great Plan

of Happiness 〔教義と聖約／教会歴史に関するシンポジウ

ムにおける宗教教育者への講演，ブリガム・ヤング大学，

1 9 9 3年8月1 0日〕3）

ヨハネ6章

1 1 3

イエス・キリストの生涯
これらの章の中に記録
されている出来事は，
この時期に起こったも

のと考えられる
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生徒たちに以下の質問をする｡

救いの計画を学び，何度も見直すことがこれほど重要視され

ているのはなぜでしょうか。

皆さんがこれまで救いの計画を研究し，学んできた中で，自

分にとって特に重要と感じられた原則にはどのようなものが

ありますか。

何かを反復して学習することは，それを記憶に定着させるの

に役立つと思いますか。

救いの計画を教えるのに最も適しているのは，どのような方

法だと思いますか。

救いの計画を教えるために，聖典の中ではどのような方法が

用いられていますか。

聖典の中では救いの計画について，直接的な教え方がなされて

いる例が多いが，象徴，「予型」「影」などを用いた非直接的な教

え方も見受けられる（モーサヤ3：15；モーセ6：63参照）。

生徒たちに，以下の聖句にざっと目を通させる。イザヤ11：11，

1 5－1 6；エレミヤ1 6：1 2－1 5；使徒3：2 2－2 3；ローマ9：1 7；1

コリント1 0：1－6；1ニーファイ4：1－4；3ニーファイ2 0：2 3。

次の質問をする｡「これほど多くの預言者が古代の出エジプトに

触れているのには，どのような理由があると思いますか。」

下記の項目は，出エジプトの出来事を起こった順番に並べてあ

る。これらの項目を順序を崩して，黒板に書く。生徒たちにこれ

を，起こった順番に並べ変えさせる。

1. イスラエルの群集が預言者に率いられて，荒野へ向かった。

2. 彼らは奇跡的な方法で紅海を渡った。

3. 群集が不平を鳴らした（何度も）。

4. 主は天からマナを下して，人々を養われた。

5. 預言者が山へ行き，律法を授けられた。

6. イスラエル人の多くが神に背いた。

7. ヨシュアの指導の下に，イスラエルが約束の地へ到着した。

ヨハネ6章に書かれている出来事と出エジプトの経過を比較す

ると，その全体的な流れが類似している，という点を生徒に説明

する。下記の表は，その対比を示したものである。付録の「出エ

ジプトとヨハネ6章」（p . 2 8 1）を原版にして，トランスペアレンシ

ーか配付資料を作る。ただし，「新たな出エジプト」の欄は空欄

にしておく。

次の質問をする｡「ヨハネ6章に出エジプト記に書かれている

様々な出来事をほのめかす記述が多いのには，どのような理由が

あると思いますか。」（恐らく，ユダヤ人たちにイエスのメッセー

ジに対して心を開き，自分たちの歴史の意義を理解させるためで

あったと考えられる。）生徒たちを3つのグループに分け，各グル

ープに以下の聖句の一つを読ませ，出エジプト記に類似した出来

事をヨハネ6章の中から探し，わたしたち自身がその聖句の教え

をどのように実践できるかを考えさせる。

ヨハネ6：1－1 4（群集はイエスについて荒野へ行った。イエ

スはそこで，奇跡的な方法で彼らに食物を与えられた。救い

主と預言者に従うなら，わたしたちは霊的な養いを受けるこ

とができる。）

ヨハネ6：1 5－2 1（救い主は水の上を歩き，弟子たちを助けら

れた。わたしたちは様々な問題に苦しむことがあるが，イエ

ス・キリストを平安の唯一の源とすることができる。主は永

遠の約束の地に向かうわたしたちの旅を助けてくださる。）

ヨハネ6：2 2－7 1（命のパンに関するキリストの説教は，様々

な出来事の意義を理解させてくれる。キリストの言葉はわたし

たちに導きを与え，現世の生涯の意義を理解する助けとなる。）

各グループに，聖句を調べた結果を発表させる。

一人の生徒に2ニーファイ1 1：4とモーセ6：6 3を声に出して読

ませる。次の質問をする｡「これらの聖句によると，どのような

ものがキリストを証しているのでしょうか。」これらの聖句がヨ

ハネ6章に書かれている出エジプトのパターンとどのように関連

するかについて話し合う。聖文の研究をするときに，イエス・キ

リストを証する予型や影についてもっと理解を得るよう，生徒た

ちを促す。

ヨハネによる福音書

1 1 4

イスラエルの出エジプト
新たな出エジプト
（ヨハネ6章）

神は紅海に沿う荒れ野にイスラエル

の子らを導かれた（出エジプト1 3：

18参照）。

群集がイエスに従ってガリラヤの海

を渡った（ヨハネ6：1－2参照）。

モーセが「神の山ホレブにきた」（出

エジプト3：1。1 2節；1 9：1－3も参

照）。

イエスが山へ登って行かれた（ヨハ

ネ6：3，15参照）。

エホバが数多くのしるしと不思議を

行われた（出エジプト7：3。出エジ

プト7－11章も参照）。

しるしを見たために，多くの人々が

イエスについて来た（ヨハネ6：2，

26，30参照）。

主が過越の祭を定められた（出エジ

プト12章参照）。

過越が間近になっていた（ヨハネ6：

4参照）。

イスラエルは主に対して不平を鳴ら

した（出エジプト1 5：2 4；1 6：8；

17：3；民数11：4－6参照）。

神がイスラエルにマナすなわち「天

から〔の〕パン」を与えられた（出

エジプト1 6：4。3－ 3 5節；申命8：3

参照）。

イエスは5つのパンと2匹の魚で群集

の空腹を満たされた（ヨハネ6：5－

1 4参照）。イエスは「わたしは天から

下ってきたパンである」と言われた

（41節。31－58節参照）。

イスラエルの出エジプト
新たな出エジプト
（ヨハネ6章）

主は人々に，毎日必要な分だけを集

め，無駄を出さないように命じられ

た（出エジプト16：16－30参照）。

イエスは弟子たちに，無駄にならな

いように，パンくずの余りを集めよ

と言われた（ヨハネ6：12参照）。

主はモーセのような一人の預言者を

立てると約束された（申命1 8：1 5－

18参照）。

人々がイエスこそ「きたるべき預言

者」であられると言った（ヨハネ6：

14）。

主は紅海を分けてイスラエルを救わ

れた。そのとき彼らは乾いた地を歩

いて進んだ（出エジプト1 4章参照）。

この記述は暗闇と風を強調している

（20－21節参照）。

イエスはガリラヤの海を歩いて渡り，

弟子たちを嵐から救われた（ヨハネ

6：1 6－2 1参照）。この記述は暗闇と

風を強調している（17－18節参照）。

預言者たちが出エジプトの意義につ

いて証した（出エジプト 1 4：3 1－

1 5：2 1；民数2 0：1 2；申命4：3 3，

3 5；6章； 2 6：5－9；イザヤ5 1：9－

1 6；5 2：1－6；1ニーファイ1 7章；2

ニーファイ2 5：2 0参照；教義と聖約

136：22も参照）。

群集が主に対して不平を鳴らした

（ヨハネ6：43，61，66参照）。

ペテロは，イエスが「永遠の命の言」

を持っておられると証した（ヨハネ

6：68。66－69節参照）。
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ヨハネ6：5－14 （マタイ14：14－21；マルコ6：34－

4 4；ルカ9：1 1－1 7も参照）。イエス・キリストが奉仕の業を

されたのは，天の御父と全人類を愛しておられたためである。神

と隣人への愛のゆえに戒めを守る人は，その動機が純粋である。

（15－20分）

次の事例を話す。ある朝，メアリーは寝坊をしてしまい，学校

へ行くために，大急ぎで着替えをしました。ベッドは乱れたまま

で，部屋の中はまるで嵐が過ぎた後のようでした。午後，学校か

ら帰って来ると，ベッドはきちんと直され，部屋の中はきれいに

片付いていました。ベッドの上にメモが置いてありました。「メ

アリー，昨日の夜はデートからの帰りが遅くなって，疲れ切って

いたでしょう。だから，部屋とベッドをきれいにしておきました。

愛しているわよ。母さんより。」次の質問をする｡

もし皆さんがメアリーだったら，どういう気持ちになりますか。

お母さんたちがよくこのようなことをするのは，なぜでしょ

うか。

黒板に「動機」と書き，その意味を生徒たちに定義させる。以

下の質問をする｡

人は様々な行動をしますが，その行動の源になるものとして

どのようなことを挙げることができるでしょうか。（生徒たち

の答えについて話し合う。）

ヨハネ6：5－1 4を読む。イエスが5 , 0 0 0人の群集に奇跡的な方

法で食物を与えられたのはなぜでしょうか。

ヨハネ6：2 2－2 6を読む。イエスは人々が御自分を尋ねて来た

のは，何のためであると言われたでしょうか。（イエスが食物

を与えられた動機と人々がイエスについて来た動機が，どの

ように違うかを話し合う。）

ヨハネ6：3 8を読む。この聖句は，イエスが様々な働きをされ

た動機は何であると教えているでしょうか。

イエス・キリストは天の御父と霊における御自分の兄弟姉妹へ

の愛を動機として行動されるが，この群衆の場合は，もっと食物

が欲しい，しるしが見たいという望みが動機であったことを説明

する。外から見れば，同じと思える行動でも，人によってその動

機は様々に異なる場合が多いことを説明する。例えば，教会の集

会に出席する人は数多くいるが，その動機は人によって様々に異

なると思われる。次の質問をする｡「人が教会の集会に出席する

理由として，どのような動機が考えられるでしょうか。」生徒た

ちの答えを黒板に書き上げ，それぞれの動機の純粋さに応じてラ

ンクを付けさせる。

良い行いをすることについて，自分自身の動機とキリストの動

機に違いがないかどうか深く考えさせる。次の質問をする。

どうしたら自分の動機を神の御心にかなったものにすること

ができるでしょうか。

義にかなった動機で行動する人には，どのような祝福が与え

られるでしょうか。

動機が純粋になればなるほど，わたしたちはさらによく神に仕

え，キリストに近づけるということを証する。

ヨハネ6：3 2－5 1。イエス・キリストは命のパンであ

られる。（15－20分）

パンを用意する。パンをちぎり，それを生徒たちに見せ，にお

いをかがせる。次の質問をする｡「イエスはどのような点でパン

にたとえられるでしょうか。」答えを黒板に書く。（どちらもわた

したちに栄養を与え，飢えを満たしてくれる，どちらもわたした

ちに命を与えてくれる，どちらも天の御父から授けられた祝福で

ある，キリストはベツレヘムでお生まれになったが，この地名に

は「パンの家」という意味がある，などの答えが考えられる。）

生徒たちにヨハネ6：3 2－5 1を読ませ，イエスが御自身をマナ

すなわち「天からのパン」にたとえておられることを確認させる。

以下の質問をする｡

この「命のパン」はわたしたちに，どのような祝福をもたら

すでしょうか。

このパンを拒んだら，どのような結果を招くことになるでし

ょうか。

霊的な意味での栄養障害と肉体的な栄養障害には，どのよう

な共通点があるでしょうか。

ヨハネ6：3 2－3 5，4 4－5 1を読む。わたしたちは命のパンをど

のように食べているでしょうか。

イエスが，御自身のもとへ来て信じる者は，二度と飢えるこ

とも渇くこともないと約束されたのはなぜでしょうか（3 5節

参照）。

皆さんにとって，キリストのみもとに来るとは，どういうこ

とでしょうか。

ブルース・R・マッコンキー長老の次の言葉を読む。

「ここが命のパンについての説教の最も重要な教えを述

べた部分である。それは，人は神の御子の肉を食べ，その

血を飲むことによって救われる，という教えである。……

命のパン，永遠の命のパン，生けるパン，天から下って

きたパン――これらは主が御自身を説明するために用いら

れた言葉である。主の体は肉と血から成っている。したが

って，天から下されたパンを食べるためには，主の肉を食

べなければならない。その肉とは『世の命のために与える』

主の肉であり，無限にして永遠の犠牲の中で割かれる肉で

ある｡イエスの言葉の意味を理解してはいたが，それが救い

にどう適用され，永遠の命を得るために自分たちがなすべ

きことにどう当てはまるかということを何も分かっていな

かったために，ユダヤ人たちは『互に論じて言った』。……

神の御子の肉を食べ，その血を飲むということは，まず，

いかなる条件も付けず，文字どおりの完全な意味において，

御子を永遠の御父の肉における子供として受け入れること

である。そして2番目の意味としては，福音を受け入れ，

主の教会に入り，従順と義をもって最後まで堪え忍ぶこと

により，御子の戒めを守るということがある。そのように

して，御子の肉を食べ，その血を飲む人々は，永遠の命を

得るのである。それはすなわち，日の栄えの世界の至高の

天に救われるという意味である。例えば，古代のイスラエ

ルについて，パウロはこう述べている。『みな同じ霊の食

物を食べ，みな同じ霊の飲み物を飲んだ。すなわち，彼ら

についてきた霊の岩から飲んだのであるが，この岩はキリ

ストにほかならない。』（1コリント1 0：3－4）」（M o r t a l

M e s s i a h，第2巻，3 7 7－3 7 9）

ヨハネ6章

1 1 5
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以下の質問をする｡

どうしたら，キリストのみもとへ来るという聖約を心に留め

ることができるでしょうか。

わたしたちが毎週聖餐を受けるのはなぜでしょうか。

わたしたちはイエスをキリストとして受け入れ，キリストの教

会に入り，その戒めを守り，義のうちに最後まで堪え忍ぶことに

より，命のパンにあずかれる，ということを説明する。そのよう

にするならば，霊を養うものに飢え渇くことはない。しかし，わ

たしたちは聖餐のパンを食べ，水を飲むことにより，自ら交わし

た聖約を絶えず心に留める必要がある。教義と聖約20：77を読み，

以下の質問をする｡

わたしたちは聖餐を受けるときに，進んで何をすると御父に

約束するのでしょうか。

それに対して神は何を約束しておられるでしょうか。

メルビン・Ｊ・バラード長老の次の言葉を読み，その内容につ

いて話し合う。

賛美歌「聖餐受くとき」（9 8番）を歌う。毎週聖餐を受けると

きに，パンと水が何を象徴しているかを思い起こすように生徒た

ちを促す。

ヨハネ6：6 0－7 1。わたしたちは救い主の教えと戒めに背く

誘惑と戦わなければならない。（20－25分）

ふるいかざるを準備して，砂利のようなものをふるうのに使う。

あるいは，小石または小麦の粒を小麦粉と混ぜ合わせ，次に小麦

粉用のふるいで，小麦粉と小石または小麦の粒をふるい分ける。

生徒たちにヨハネ6：66を読ませ，以下の質問をする｡

命のパンに関する救い主の説教と，このふるい分けを行うこ

とには，どのような共通点があるでしょうか。

このときにイエスに従っていた人々の多くが離れて行きまし

た。なぜそのようなことになったと思いますか。

今の時代にも，教会から離れた人々や，あまり活発でない人々

がいますが，彼らがそうなったのは，知識がなかったり，福音

に従いたいという気持ちがなかったりしたためだと思いますか。

福音に従った生活をするのは難しいと感じている人々がいま

すが，そのような人々は，どういう点が難しいと思っている

のでしょうか。

そのような問題を克服し，自分が交わした聖約を守り続ける

には，どうしたらよいでしょうか。

生徒たちにヨハネ6：6 7から6 9を読ませ，「あなたがたも去ろう

とするのか」という救い主の問いかけに対して，ペテロがどのよ

うに答えたかを確認させる。ペテロがこのとき，主を信じている

と答えられたのは，啓示による証を得たからである（マタイ1 6：

1 6－1 7参照）。自分自身の証を持っていなければ，救い主のこの

問いかけにペテロのような力強い確信をもって答えることはでき

ない，ということを生徒たちに説明する。このような証は啓示に

よってのみ与えられるものであり，また，その啓示は従順と祈り

によってしか得られない。次に困難な問題にぶつかったときには，

主から「あなたも去ろうとするのか」と尋ねられたら何と答える

かを深く考えさせる。

生徒たちに賛美歌「われ主を愛して」（1 3 4番）を歌わせる。わ

たしたちが現世にいる目的の一つは，試しを受けることであると

いうことを証する。アブラハム3：2 5を読み，わたしたちは様々

な問題にぶつかるが，それはすべての戒めに従う意志を主に示す

機会になることを説明する。

ヨハネ7－8章

はじめに

ヨハネ7－8章に書かれている出来事は，主の務めの3年目の秋

に起きたことである。イエスはほかのイスラエル人と同じように，

エルサレムで行われる仮庵の祭に行く計画を立てておられた。イ

エスの兄弟たちは，仮庵の祭はイエスがその神聖な使命を公に宣

言する良い機会であると考えていた（ヨハネ7：4参照）。イエス

は兄弟たちの提案を断り，出発を数日遅らせられた。そして，ユ

ダヤ人の指導者たちが御自分を殺そうとつけねらっていたので，

人目に立たないようにひそかに旅をされた（8－1 3節参照）。「イ

エスが天に上げられる日が近づいたので，エルサレムへ行こうと

決意して，その方へ顔をむけられ」た（ルカ9：5 1）。イエスはゲ

ツセマネとゴルゴタにおける最も重要な出来事を迎える前に，ユ

ダヤとペレアで再び教えられたが，復活後まで，懐かしの地ガリ

ラヤへ戻られることはなかった。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってヨハネ

7－8章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

イエスの教えが真実であることは，その実践を通して知るこ

とができる（ヨハネ7：14－17参照）。

イエス・キリストへの証は，御霊からの証を基にしたもので

なければならない（ヨハネ7：2 4－5 3参照；モルモン書ヤコブ

4：8－11，14－16も参照）。

わたしたちは，罪を犯した人を独善的な態度で非難するので

はなく，罪を捨てるように愛をもって励まさなければならな

い（ヨハネ8：1－1 1参照；マタイ7：1－5；教義と聖約5 8：4 3

も参照）。

「わたしは聖餐を執行しているときに御霊が降り，頭の

てっぺんから足のつま先まで熱くなるのを感じることがあ

る。あなたがたは霊の傷が癒され，重荷が軽くされるのを

感じる。ふさわしくあって，この霊の糧にあずかることを

心から望む人には，安らぎと幸福が与えられるのである。」

（Melvin J.Ballard－Crusader for Righteousness〔1 9 6 6年〕，

1 3 3で引用）

ヨハネによる福音書

1 1 6

イエス・キリストの生涯
これらの章の中に記録
されている出来事は，
この時期に起こったも

のと考えられる

主の務めの第1年 第2年 第3年

キリストの
降誕

最初の
過越

2度目の
過越

3度目の
過越

最後の過越と，
最後の週
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真理を求め，その教えに従うとき，わたしたちは罪や過ちの

束縛から解放される（ヨハネ8：21－24，31－36参照）。

救いを得るためには，イエス・キリストと生ける預言者を受

け入れ，その教えに従う必要がある（ヨハネ8：3 3－3 9参照；

マタイ23：29－31；ヨハネ9：28－29も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』115－119

教え方の提案

ヨハネ7－8章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

ヨハネ7：1－9。わたしたちは言行に矛盾なく福音を実践す

るなら，ほかの人々からさらに愛と信頼を受けられるようになる

ことが多い。（10－15分）

自分が好きな人々に真実のことを話したときに疑われた経験が

ないか，生徒たちに質問する。次の質問をする｡「そのとき，ど

のような気持ちがしましたか。」

生徒たちを二つのグループに分ける。一つのグループにヨハネ

7：1－9を読ませ，その内容を要約させる。もう一つのグループ

には，ジョセフ・スミス－歴史1：4 8－5 0を読ませ，要約させる。

イエスとジョセフ・スミスが自らの証に対して家族が示した反応

に，どのように感じたと思うかを考えさせ，比較する。ブルー

ス・R・マッコンキー長老の次の言葉を読む。

次の質問をする｡「イエスは父親が違う兄弟たちの信頼をどの

ようにして得たと思いますか。」

若い人は，親やほかの大人たちから信頼してもらえないと不平

を言うことがよくある，ということを指摘する。次の質問をす

る｡「自分の好きな人々の信頼を得るには，どうしたらよいでし

ょうか。」イエス・キリストと同じように人から信頼される誠実

さと福音に対する固い決意を示すよう，生徒たちを促す。

ヨハネ7：1 7（マスター聖句）。イエスの教えが真実で

あることは，その実践を通して知ることができる。

（20－25分）

だれか友人が来て，その人に什分の一の律法が確かに神の戒め

であることを知るにはどうしたらいいのかと聞かれたら，どのよ

うに答えるか質問する。生徒たちにヨハネ7：1 7を読ませ，その

答えを探させる（アルマ32：26－42；1 ヨハネ2：3－6も参照）。

七十人定員会会員，ローレン・Ｃ・ダン長老の次の言葉を読

む｡ヨハネ7：1 7が，具体的にどのように当てはまるかを考えさせる。

「何か月か前に，二人の若い男性が神権指導者から勧め

られて，わたしのところへやって来ました。二人は部屋へ

入って来るとすぐに，真剣な表情で，教会の幾つかの教義，

教え，手続きについて質問を始めました。……

やがてわたしは，それらの疑問はもっともな理由のある

ものではなく，恐らく彼ら自身が抱えている問題の表れでは

ないだろうかと尋ねました。彼らの疑問は，結局この教会が

真実なのかどうか，また確かにイエス・キリストの教会なの

か，啓示によって導かれているのかどうかということではな

いのかと尋ねてみました。二人は，その疑問に対する答えが

出れば，心の中に湧き上がっているほかの疑問への答えも見

いだせるのではないかということを認めました。……

わたしは二人に，3か月間実験をしてみる気はないかと

尋ねました。彼らはやってみてもいいと言いましたが，わ

たしが心の中で考えていたことを言い出すまでは，それほ

ど乗り気でもありませんでした。

『これから3か月間，出席すべき教会の集会には必ず出

席し，話者の話に注意深く耳を傾けてください。……

……もう一度，夜と朝の個人の祈りを始めてください。

……』

また，酒，たばこ，麻薬などを口にしないようにと求め

ました。……

そして，道徳的に清い生活をし，救い主が教えられた純

潔の原則を守る決心をするように言いました。彼らはその

ようにすると答えました。その後で，向こう3か月の間に，

モルモン書を全部読み通す予定を立てるように提案しまし

た。毎日数ページずつ読み進め，モルモン書が真実か否か，

ほんとうに神から与えられたものなのかどうかが分かるよ

う，毎回主の祝福を祈り求めるように言うと，二人は同意

しました。

……付け加えて，二人にこう言いました。『もし，事が

うまく進めば，周囲の人々への理解と関心，また感謝の念

や思いやりが深まるといった副産物が出てきますよ。』二

人はそのチャレンジを受け入れて，わたしのもとを去って

行きました。」（Conference Report，1 9 7 1年4月， 1 0 6－

1 0 7；E n s i g n，1 9 7 1年6月号，8 1－8 2）

「キリストの神性と福音の救いの力に対する証は，家族

関係をもとに自動的に与えられるものではない。それは永

遠の律法に対する個個人の従順によってのみ得られるもの

である。証が得られるかどうかは，これに基づいている。

預言者や義人の息子，娘たちが，父親の信仰を捨て去り，

この世的な生き方を選んだという話は，ほとんどと言って

いいほど，どの時代にもあったことである。

ヨセフとマリヤの息子たちについては，実際は父親が違

うのであるが，特にイエスの『兄弟たち』という呼び方で

記されていることが多い。（マタイ1 2：4 6；1 3：5 5；ヨハ

ネ2：1 2；使徒1：1 4；1コリント9：5）彼らは同じ家庭に

おいて，ヨセフとマリヤの優しさの中で育てられ，イエス

御自身の教え，務め，奇跡を知っていた。にもかかわらず，

この近親者たちは，あまりイエスをメシヤとして受け入れ

ていなかった。しかし後になって，彼らが皆，改心したこ

とは明らかである（使徒1：1 4）。パウロが『主の兄弟ヤコ

ブ』（ガラテヤ1：1 9）と記している兄弟は，神聖な使徒職

を受けている。そして，自分自身について『ヤコブの兄弟

であるユダ』（ユダ1：1）と書いているもう一人の兄弟は，

『ユダの手紙』の著者である。」（Doctrinal New Testament

C o m m e n t a r y，第1巻，4 3 7）

ヨハネ7－8章
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ヨハネ7：1 7の中で教えられている様々な原則が，わたしたち

の生活にどのように当てはまるかについて話し合う。自分の証に

何が欠けているかを深く考え，それを得るために3か月間同じ実

験をするように，生徒たちを促す。

ヨハネ8：1－1 1。わたしたちは，罪を犯した人を独善的な態

度で非難するのではなく，自分自身の欠点や短所を克服して模範

を示す必要がある。（20－25分）

大きな石に「最初の石」と書き，クラスに持参する。生徒たち

にヨハネ8：1－1 1を読ませ，このような石がこの聖句の内容にど

う関連づけられるかを考えさせる。次の質問をする｡

主は最初の石を投げつけることについて，どのように教えて

おられるでしょうか。

この聖句で主は何を教えようとされたのだと思いますか。

独り善がりは非常に危険な罪です。それはなぜでしょうか。

どうしたら，独り善がりになるのを避けることができるでし

ょうか。

鏡の前にこのような石を置いて，毎日それを見ることは，ど

のように役立つでしょうか。

生徒全員に小さな石を渡し，それを自分の部屋の目につく所に

置いておくように勧める。（用意した大きな石は，このレッスン

で学んだことを思い起こすための物として，クラスルームの目に

つく所に1週間置いておく。）人を裁くという罪を犯さないように

し，常に自分自身の罪を克服する努力をして模範を示すように勧

める。

裁きや，人を非難するのを慎むことは，罪を受け入れることと

同じではない，ということを生徒たちに話す。当時，十二使徒定

員会会員の任にあったスペンサー・W・キンボール大管長の次の

言葉を読む｡

十二使徒定員会会員のラッセル・M・ネルソン長老はこう教え

ている。

生徒たちに1 1節をもう一度読ませ，イエスがその女と彼女の罪

についてどのように考えておられたのかを確認させる。罪自体を

憎んでも，人は愛さなければならないということについて，質問

がなされた場合はそれについて話し合う。それを実践するための

方法を生徒たちに提案してもらう。生徒たちの提案を黒板に書き

上げる。イエスが模範であることを証する。イエスは罪人たちと

食事を共にし，交わりを持ち，愛を示された。しかし，罪を憎む

気持ちを常にはっきりと示しておられた。

ヨハネ8：3 1－3 2。真理を求め，その教えに従うとき，

わたしたちは罪や過ちの束縛から解放される。（2 0－2 5分）

生徒たちにヨハネ8：3 1－3 2とヨハネ8：3 4を読ませ，比較させ

る。黒板に下記の絵を描く。

生徒たちに以下の質問をする｡

罪は，霊的，肉体的，社会的，精神的な面で，わたしたちに

どのような影響を与えるでしょうか。（生徒たちの答えを黒板

に書く。）

この4つの分野のそれぞれにおいて，真理はわたしたちをどの

ように自由にしてくれるでしょうか。

ブルース・R・マッコンキー長老は，「真理は，あなたがたに自

由を得させるであろう」という言葉について，次のような説明を

している。

生徒たちに，音楽の習い事をした経験があるかどうか質問する。

（注意：ルカ1 7：1－1 0の教え方に関する提案〔p . 9 5〕をレッスン

の中で実際に行っている場合は，音楽以外のタレントを採り上げ

る。）音楽の習い事を経験した生徒がいる場合には，次の質問を

する｡「音楽の練習は皆さんの自由をどのように束縛するでしょ

うか。」（練習に多くの時間を取られて，ほかのしたいことができ

なくなってしまう，などの答えが考えられる。）あまり音楽に関す

る経験や訓練のない一人の生徒に，教師が選んだ難易度の高い作

品の演奏をするように依頼する。生徒たちに以下の質問をする｡

音楽に関する知識を得たり，演奏の練習をしたりすることは，

人をどのような点で自由にするでしょうか。

「これは，わたしたちが偽りの教義のもたらす破滅の力

から自由になることを意味する。欲望や情欲からの自由，

罪の足かせからの自由，あらゆる悪や堕落の力，わたした

ちを束縛し，すでに与えられた権利を奪おうとするものか

らの自由を意味するのである。そして，昇栄した人々だけ

が受ける，限りない完全な自由に到達するのである。」

（Doctrinal New Testament Commentary，第1巻，4 5 6－4 5 7）

「わたしのお話ししたいテーマは，混乱した現代にとて

も必要とされる寛容という徳です。しかし，この話題を採

り上げるに当たり，わたしたちは『寛容』と『寛大に扱う』

ことには違いがあることを，まず理解しなければなりませ

ん。人に対する恵み深い寛容さとは，相手が悪い行いをす

るのを黙認することではないし，相手の過ちを寛大に扱う

義務を負うことでもありません。これは，寛容という重要

な徳を理解するうえで基本となります。」（『聖徒の道』

1 9 9 4年7月号，7 2）

「主は人を愛しておられるが，『ほんのわずかでも罪を

見過ごしにすることはない……。』（教義と聖約1：3 1）神

が罪に対して向けておられる憎しみを知って，わたしたち

が悔い改めを通して自らの生活を変えるように努めるなら

ば，わたしたちは罪を犯す者としてなおいっそう神の愛と

思いやりを知ることができるのである。」（『赦しの奇跡』

6 5）

ヨハネによる福音書

1 1 8
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知識や技術がないことは，どのような点で自由に制限を加え

ることになるでしょうか。

この点をさらによく理解させるために，先に演奏を依頼した作

品をテープで聞かせるか，上手にできる生徒に演奏してもらう。

その際，その作品のすばらしさが感じられるように，十分な時間

を取る。以下の質問をする。

音楽の知識や訓練のある人が自由に演奏するのを聞いて，ど

のように感じましたか。

そのことは，福音に関する知識を得，実践することと，どの

ような共通点がありますか。

知識はそれを実際に生かすなら，力になるということを説明す

る。真理についての知識がなければ，福音に添った生活をする自

由が制限される。罪と無知は，わたしたちを束縛し，可能性の実

現を妨げる。その一方，真理に従順な生活は，わたしたちを自由

にしてくれる。次の質問をする。「真理はわたしたちを自由にする

ということの具体例として，どのようなものがあるでしょうか。」

ヨハネ8：3 3－5 9。イエス・キリストは，御自身の神性をは

っきりと証された。（20－25分）

生徒たちに，ヨハネ7－8章の中で救い主が御自身の神性を繰り

返し証されたことを話す。生徒たちを4つのグループに分ける。

各グループに以下の聖句ブロックの一つを読ませる。ヨハネ7：

1 4－3 1；ヨハネ7：3 2－5 3；ヨハネ8：1 2－3 2；ヨハネ8：3 3－5 9。

救い主が御自分の出自を宣言しておられる箇所に注意して読むよ

うに言う。救い主が御自分の出自についてどのように言われたか

を，生徒たちに発表させる。次の質問をする。「救い主が，その

生涯の最後が近づくにつれて，御自身が神の子であることをより

はっきりと証されるようになったのはなぜでしょうか。」

生徒たちにヨハネ8：5 8を読ませ，さらにそれを出エジプト3：

14と相互参照させる。以下の質問をする。

ヨハネ8：5 8の中でイエスが宣言されたことには，どのような

意味があるでしょうか。

ユダヤ人たちが石を取ってイエスを殺そうとしたのはなぜで

しょうか。

イエスはエホバすなわち旧約聖書の神であられるという知識

は，イエスに対するわたしたちの理解にどのような影響を与

えるでしょうか。

イエス・キリストがエホバであり，また，モーセ，アブラハム，

イサク，ヤコブの神であられることを証する。

ヨハネ9－10章

はじめに

イエスは次のように言われた。「わたしがこの世にきたのは，

さばくためである。すなわち，見えない人たちが見えるようにな

り，見える人たちが見えないようになるためである。」（ヨハネ9：

3 9）生まれつき目の見えなかった人が，イエスが神の子であられ

ることを理解するようになった一方で，ユダヤ人の教師たちが，

モーセの律法に通じていたにもかかわらず，イエスの神性を認め

ることができなかった，というのは聖典の数ある逆説の一つであ

る（ヨハネ9章参照）。イエスは，良い羊飼いは「羊の先頭に立って

行く。羊はその声を知っているので，彼について行くのである」

（ヨハネ1 0：4）と言われた。神の言葉の守り手であると自称してい

た人々が，真の羊飼いに対して耳を閉ざしたのは，何と皮肉なこ

とではないだろうか。ヨハネ9－1 0章の内容は，イエス・キリスト

の声を聞くためになすべき事柄を理解するのに役立つものである。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってヨハネ

9－10章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

イエス・キリストは世の光であられる。キリストに従う人々

は光に満たされるようになる（ヨハネ9：5参照；ヨハネ1 2：

3 6，4 6；モロナイ7：1 6－1 9；教義と聖約5 0：2 4；8 8：6－1 3，

67も参照）。

病気や悲しい出来事は，人生の中で避けることのできないも

のである。それらは決して罪があることのしるしではない。

むしろ，日々の生活の中で，信仰を形に示し，神の力を認め

る機会を与えてくれるものである（ヨハネ9：1－7，3 0－3 8参

照；ヨハネ11：1－4，17－45も参照）。

証は，その始まりは小さくても，適切にはぐくみ養いを与え

ることにより，さらに成長していく（ヨハネ9：1 1，1 7，3 5－

38参照；アルマ32：27－28，41－42も参照）。

わたしたちはイエス・キリストに従うことによって，主の羊

となる。なぜなら，キリストは良い羊飼いであり，わたした

ちを愛し，養ってくださるからである（ヨハネ1 0：1－1 5，

26－28参照；モーサヤ26：21－28も参照）。

イエス・キリストは，エルサレムで御自身のもとにいた羊の

ほかに，ほかの羊の群れを持っておられた。キリストは復活

された後に，その別の群れの羊たちのもとを訪れられた（ヨ

ハネ10：16参照；3ニーファイ15：11－16：3も参照）。

ヨハネ9－10章

1 1 9
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イエス・キリストは死に打ち勝つ力を持ち，永久に生き続け

ることもおできになったが，わたしたちを肉体と霊の死から

開放するために，苦しみと死を受ける道を選ばれた（ヨハネ

1 0：1 7－1 8参照；ヨハネ1 1：1 1－1 5，2 3－2 6，3 9－4 6；ルカ

23：46；2ニーファイ2：8－9も参照）。

この世に来られる前はエホバとして知られていたイエスは，

肉において御父の独り子となられた（ヨハネ10：22－42参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』116－119，128－131

教え方の提案

ヨハネ9－1 0章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

ヨハネ9：1－5。病気や悲劇的な出来事は，人生の経験の一

部として必要なものであり，決して罪のしるしとは言えない。

（15－20分）

障害を持ってこの世に生まれてくる人がいるのには，どのよう

な理由があると思うかを生徒たちに質問する。（注意：障害を持

つ生徒がいる場合には，彼らの感情を害することがないように注

意する。）次のような答えが考えられる。

この世は堕落し，不完全な状態にあるから。

障害を持っている人自身の試練として。

本人以外の人々の試しとして。

神の力がわたしたちの生活の中に表れるようにするために。

生徒たちにヨハネ9：1－5を読ませる。

障害を持ってこの世に生まれてくる人がいる理由について，

この聖句は何と教えているでしょうか。

この人が生まれつき目が見えないことの理由として，弟子た

ちはどのようなことを考えていたでしょうか。

イエスはこの人の目が見えないことの理由として，どのよう

なことを教えられたでしょうか。（この理由が当てはまらない場

合があるかもしれないということを生徒たちに指摘しておく。）

次の3つの引用文を生徒たちと分かち合う。十二使徒定員会会

員のニール・A・マックスウェル長老は次のように書いている。

マックスウェル長老は，また次のようにも述べている。

ボイド・K・パッカー長老はこう話している。

「聖典の中で『盲人』『足の不自由な人』『口の利けない

人』『やせ衰えた人』『耳の聞こえない人』などと表現され

ているこのような人々は，時代を問わず，どこへ行っても

見受けられました。わたしたちはそのような人々を，運動

機能に限界があり外見上異なる人，学習障害者，言語障害

者，聴覚・視覚障害者などと呼んでいます。また知恵遅れ，

情緒障害，精神遅滞，精神病者などの言葉を使うこともあ

ります。中にはそれらの障害を幾つも持っている人もいま

す。彼らには人の助けが必要です。……

……障害児を持つ親が『自分たちに何か悪い点があった

のだろうか』と考えるのは珍しいことではありません。苦

しみはすべて罪の直接的な結果であるという考えが大昔か

らあります。しかしそれは偽りの教えです。古代の使徒た

ちでさえも，主に正されるまでその愚かな教えを信じてい

ました。〔ヨハネ9：1－3参照〕……

心身の障害に関して，罪悪感を持つ必要はまったくあり

ません。障害は不注意，虐待などが原因で起こることもあ

れば，親の薬物常用が原因で起こることもあります。しか

し，そのような例はきわめてまれです。何の過ちもないの

に，苦しみを受ける人もいるのです。

この世が創造され，そこに人間が置かれたことには目的

があります。そしてその目的が達成されるには，自然界を

治める律法は人間の感情と無関係に機能していく必要があ

ります。わたしたちは自然の律法の適用除外を求めること

なく，自らの救いを全うしなければなりません。時には，

自然界の律法が奇跡によって超越されることもあります。

しかし多くの障害者は，ベテスダの池のあの病人のように，

水が動くのをいつまでも待っています。……

……たとえこの世においてはかなわなくても，次の世に

おいては癒しを受けることができます。さなぎから目の覚

めるような美しいちょうが出てくるように，すばらしい霊

が，その肉体から解き放たれるのです。〔教義と聖約1 3 8：

1 7；アルマ4 0：2 3；2ニーファイ9：1 3；1コリント1 5：1 9

参照〕……

人生をこの世限りのものとしか見ることができないと，

とても耐え切れないことが幾つかあります。あまりに不公

「特別な障害を持つ人々の場合で，わたしたちが今の時

点では理解することのできない，明らかに特殊な事例があ

る。生まれつき目が見えなかったこの男と同じように，神

の栄光を現す人々がいる。（ヨハネ9：1－2）わたしたちは，

そのような人々の状態に関して，見当違いのことを理由と

して挙げたり，罰として与えられたものだなどと間違った

ことを言ったりすることがないように，よくよく注意しな

ければならない。彼らは主の手の中にあり，主は彼らを心

から愛しておられるのである。この世において多くの助け

を行った人々は，次の世において最も気高い動機により，

助けを行う場合があると思われる。」（Things As They

Really Are〔1 9 7 8年〕，2 6）

「この教義は……ある人々のことを思い起こさせる。わ

たしたちはその人々について何の知識をも持ち合わせてい

ない。昔イエスの弟子たちがしたような過ちをすることが

ないように，裁くことを控え，主にゆだねなければならな

い場合が数多くある。弟子たちから，生まれつき目が見え

ない人について尋ねられたとき，イエスは『本人が罪を犯

したのでもなく，また，その両親が犯したのでもない。た

だ神のみわざが，彼の上に現れるためである』（ヨハネ9：

1－3参照）という不朽の答えを返された。」（But for a

Small Moment〔1 9 8 6年〕，9 4）

ヨハネによる福音書

1 2 0
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生徒たちにサムエル上1 6：7を読ませる。次の質問をする。「身

体的な障害について誤った推測をしないのは非常に大切なことで

す。それはなぜでしょうか。」天の御父の計画は公正かつ公平で

あること，また死すべき状態にあるわたしたちの理解力では，苦

しみを受ける理由を必ず理解できるとは限らないことを説明す

る。生徒たちに，ほかの人々が持っている障害や苦しみに対して

もっと心配りをするように促す。

ヨハネ9：6－3 3。目の見えなかった人が，イエスが御子であ

られると理解するようになった事実は，証は適切にはぐくみみ養

うことによって成長することを説明している。（30－35分）

生徒たちに，教会に改宗した人をだれか知っているかどうか質

問する。そのような人を知っている生徒の一人に，その人がどの

ようにして改宗したかを話してもらう。次の質問をする。「改宗

者はイエス・キリストの福音のすべてをすぐに理解してしまうわ

けではありません。それはなぜでしょうか。」

生徒たちに付録「生まれつき目が見えなかった人」（p . 2 7 4）のコ

ピーを配付資料として渡す。左欄の聖句に書かれている言葉を読

ませ，それを言ったのが右側3つの欄のだれであるかを記入させる。

だれが霊的に成長し，だれが成長しなかったかを考えさせる。

霊的に成長する人としない人がいるのは，どのような理由によ

るのかを生徒たちに質問する。生徒たちに以下の聖句を読ませ，

聖典に印を付けさせる。モロナイ7：1 6－1 9；教義と聖約4 2：

6 1；5 0：2 3－2 5；8 8：6－1 3，6 7；9 3：2 6－2 7。これらの聖句に

述べられている霊的成長のための原則について話し合う。以下の

質問をする。

これらの聖句に述べられている原則は，生まれつき目が見え

なかった男に，どのように当てはまるでしょうか。

これらの原則のどれかが皆さん自身の生活の中でも作用して

はいないでしょうか。

これらの原則が実際の生活の中に生きている例を，希望する生

徒たちに話してもらう。生まれつき目の見えなかった男は，すで

に与えられている真理を受け入れ，それに忠実な生活をするなら，

さらに偉大な真理の知識を与えられるという原則に従い，祝福を

授けられた。生徒たちに，この原則に忠実な生き方をするように

促す。

ヨハネ1 0：1－5。良い羊飼いであるイエス・キリスト

に従うことにより，わたしたちは主の羊になることがで

きる。（25－30分）

生徒たちになじみのある人たちの声を吹き込んだテープを聞か

せ，それぞれの声の主がだれであるかを当てさせる。（あるいは，

何人かの生徒たちに目隠しをし，ほかの生徒たちの声を聞き分け

させ，それがだれかを言い当てさせるようにしてもよい。）聞き

慣れた声をほかの生徒より早く分かる生徒もいる。以下の質問を

する。

早く分かる人もいれば，そうでない人もいます。それはなぜ

でしょうか。

その人をよく知っているかどうかということは，声を早く聞

き分けられるかどうかに，どのように影響するでしょうか。

それは主の声を聞き分けられるかどうかという点にも非常に通

じるところがある。多くの場合，主の「声」は肉声ではなく，

「万物を貫き通してささや〔く〕静かな細い声」として与えられ

ることを強調する（教義と聖約8 5：6。列王上1 9：1 1－1 2；1ニー

ファイ17：45も参照）。

生徒たちにヨハネ1 0：1－5を読ませ，次の質問をする。「わた

したちはこの世にいる間に，ある御方の声をよく聞き分けられる

ようになる必要があります。それはどなたの声でしょうか。」主

をどれほどよく知るかによって，主の声を聞き分けてよく従える

かどうかが決まる，ということを説明する。生徒たちにヨハネ

21：15－17を読ませ，以下の質問をする。

イエスは御自分が不在の間の「羊飼い」としてだれを指名さ

れたでしょうか。

イエスはその羊飼いに対して，何をするようにお求めになっ

たでしょうか。

録音された大管長の声を聞かせ，生徒たちに，それがだれの声

か当てさせる。教義と聖約1：37－38を読み，以下の質問をする。

生ける預言者の声は，どのような意味で，最も偉大な羊飼い

の声と同じであると見なされるのでしょうか。

ほかにどのような人が現代における主の羊の羊飼いと見なさ

れるでしょうか。

良い羊飼いとなるには，どのような特質が求められるでしょ

うか。

生徒たちにエゼキエル3 4：1－5を読ませ，主の羊の世話をする

ことの大切さを確認させる。

主と同じような羊飼いになる努力をすることの大切さだけでな

く，最も偉大な羊飼いであるキリストを知り，その声をよく聞く

ことの大切さを証する。

ヨハネ1 0：1－2 8（マスター聖句，ヨハネ1 0：1 6）。

イエスはイスラエルの真の羊飼いであられる。（2 0－2 5分）

イエスを羊飼いとして描いた絵を見せる。生徒たちに，ヨハネ

1 0：1－2 8に目を通させ，イエス・キリストがどのような点で良

い羊飼いであられるかを確認させる。（イエスは羊たちの名前を

御存じである。イエスは羊たちを導き，羊たちはイエスに従う。

イエスは羊たちのために御自分の命を進んでお捨てになる。イエ

スは羊たちを守られる。イエスはすべての羊を一つに集められる。）

七十人定員会会員のジョン・Ｒ・ラサター長老は，良い羊飼い

が御自分の羊をよく御存じであることを示す体験を次のように話

している。

平で，どうしようもないものと感じられるからです。ここで

幾つか教義に触れてみます。ひとたびそれらを理解すれば，

ほかの方法では納得のいく説明が得られない間題を，まっ

たく異なる観点からとらえ，ありのままに受け入れることが

できるようになります。」（『聖徒の道』1 9 9 1年7月号，7－8）

ヨハネ9－10章

1 2 1
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ヨハネ1 0：1 6を読み，次の質問をする。「イエスは，エルサレ

ムの地域の人々以外に，どのような羊をお持ちだったでしょう

か。」3ニーファイ1 5：2 1；1 6：1－3；1 7：4を読み，これらの聖

句とヨハネ10：16を相互参照させる。次の質問をする。

異なる地域に，そのように多くの羊がいるのに，イエスは羊

飼いとしてどのようにして一人一人を知っておられるのでし

ょうか（ヨハネ1 0：1 4参照；ルカ1 2：6－7；教義と聖約7 6：

24；モーセ1：37－39も参照）。

主が皆さんを個人的に知っておられることを示す体験を何か

したことがありますか。

主がわたしたち一人一人を知り，愛しておられることを証する。

ヨハネ1 0：9，1 1，1 4，3 6。ヨハネによる福音書に

見られる「わたしは……である」という言葉は，イエス

が旧約聖書の神であられることを証している。（20－25分）

次の質問をする。「大切な人々の集まりでスピーチをするとし

たら，自分をどのように紹介してほしいと思いますか。それはど

うしてですか。」

生徒たちに出エジプト3：13－14を読ませ，次の質問をする。

主がモーセに対してこのように答えられたのには，どのよう

な理由があると思いますか。

「わたしは，有って有る者」という言葉には，どのような意

味があるでしょうか。

生徒たちがこの質問に対する答えを見いだせるように，ブルー

ス・Ｒ・マッコンキー長老の次の言葉を分かち合うようにしても

よい。

生徒たちを幾つかのグループに分け，各グループに，下記の表

の「わたしは……である」欄の項目を一つあるいは複数割り当て

る。各グループに，併記されている聖句を読ませ，イエスがそれ

ぞれの言葉をどのような形で体現しておられるかを調べさせる。

その結果を各グループに発表させ，その内容について話し合う。

（下記の表には，答えの例が書かれている。）

「キリストは『わたしは有るという大いなる者』，また

『わたしは有る』『わたしは，有って有る者』であられる。

それは，キリストは永遠の御方であり，『永遠から永遠に

わたって存在する者』（教義と聖約3 9：1；出エジプト3：

1 4），『とこしえからとこしえまで』存在する神（詩篇9 0：

2）であられることを意味する。また『主の道は一つの永

遠の環であ』り，主は変わることのない御方である（1ニ

ーファイ1 0：1 7－2 0）。『永遠から永遠にわたって主は変わ

ることのない御方であり，主の年は尽きることがない。』

（教義と聖約7 6：4）なぜなら，主は『わたしは有る』とい

う御方だからである。例えば，主はユダヤ人たちに『アブ

ラハムの生れる前からわたしは，いるのである』（ヨハネ

8：5 8）と言われたことがあるが，それは『アブラハムの

生れる前から，わたしは存在し，永遠の神であり，「その

出るのは昔から，いにしえの日からである」』（ミカ5：2）

という意味である。」（Mormon Doctrine，3 4 0）

「数年前，わたしは恵まれて，アメリカ政府の公式使節

団の一員としてモロッコの国を訪れました。そして滞在中

に砂漠を越えて幾つかの史跡を見に行きました。わたした

ちは黒塗りの大型リムジン5台を連ね，モロッコの美しい

田園風景の中をかなりのスピードで走って行きました。わ

たしの乗っていた車は3番目でしたが，2番目の車からだい

ぶ離れてしまいました。やがて車が丘を越えたとき，はる

か前方の道路際に2番目の車が止まっているのが見えまし

た。近づいてみると事故があったようなので，わたしは運

転手に止まるように頼みました。このときの光景はそれ以

後忘れることのできないものとなりました。

救い主の時代と同じような長いゆったりした衣を着た年

老いた羊飼いが，車のわきに立って運転手と何か話してい

ました。その周りを1 5匹から2 0匹くらいの羊の群れが取り

囲んでいました。事故が起こったのです。国王の車が年老

いた羊飼いの羊をはねて，けがをさせたのです。車の運転

手は羊飼いに国の決まりを説明していました。国王の車が

羊をはねたので，その年老いた羊飼いには，羊の価値の百

倍の支払いを請求する権利がありました。しかし，その場

合には決まりにより，傷ついた羊を殺して，その肉を人々

に分けなければなりません。わたしの通訳はすぐにこう付

け加えました。『でもあの年老いた羊飼いはお金を受け取

りませんよ。いつもそうなんです。』

わたしは驚いてその理由を尋ねました。通訳は言いまし

た。『自分の羊をほんとうに愛しているからです。』そのと

き，年老いた羊飼いは倒れている羊を抱き起こし，衣の前

に付いている大きな袋に入れ，同じ言葉を何度も何度もつ

ぶやきながら羊の頭をなで続けました。その言葉の意味を

尋ねるとこう説明されました。『羊の名前を呼んでいるの

です。良い羊飼いは自分のすべての羊に名前を付け，一匹

一匹の羊を名前で区別できるのです。』

通訳が言ったとおりになりました。年老いた羊飼いはお金

を受け取らず，けがをした羊を自分の衣の袋に入れて優しく

いたわりながら，ほかの羊と一緒に美しいモロッコの砂漠

に消えて行ったのです。」（『聖徒の道』1 9 8 8年6月号，7 8）

ヨハネによる福音書

1 2 2
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生徒たちに以下の質問をする。

イエスの言葉に耳を傾けていた人々にとって，「わたしは有る」

という言葉は，どのような意味を持っていたと思いますか。

ヨハネ8：5 8を読む。イエスは御自分をだれであると言ってお

られますか。

それを聞いてユダヤ人たちは，どのような反応を見せました

か（59節参照）。

イエスがエホバ，また「わたしは有るという大いなる者」，旧

約聖書の神であられる，ということを知ると知らないとでは，

どのような違いが出てくるでしょうか。

イエスは単に偉大な人物というだけではなく，神の御子，聖な

る御方である，ということを生徒たちに強調する。旧約聖書と新

約聖書には，連続した流れが存在するということ，またその連続

性はイエス・キリストと福音によるものであることを，生徒たち

に理解させる。

ヨハネ11－12章

はじめに

ヨハネは次のように記録している。「イエスは，この書に書か

れていないしるしを，ほかにも多く，弟子たちの前で行われた。

しかし，これらのことを書いたのは，あなたがたがイエスは神の

子キリストであると信じるためであ」る（ヨハネ2 0：3 0－3 1）。

ヨハネの記録の多くは，大まかにはイエスが行われた次の7つの

奇跡または「しるし」を中心にして構成されている。カナにおい

て水をぶどう酒に変えられた（ヨハネ2：1－1 1），ある役人の息

子を癒された（ヨハネ4：4 6－5 4），ベテスダで足の不自由な人を

癒された（ヨハネ5：1－9），パンと魚を増やされた（ヨハネ6：

1－1 4），水の上を歩かれた（ヨハネ6：1 5－2 1），生まれつき目が

見えない人を癒された（ヨハネ9：1－7），ラザロをよみがえらせ

られた（ヨハネ1 1：3 8－4 4）。これらのしるしの一つ一つは，人

類の救い主としてのイエスの役割を象徴的に表している。例えば，

水をぶどう酒に変えた奇跡は，贖罪の業の中でわたしたちのため

に流された血を予示している。ベテスダの池での癒しは，キリス

トが生ける水の源であられることを思い起こさせる（ヨハネ4：

1 0－1 4も参照）。ラザロをよみがえらせた奇跡は，死に打ち勝つ

主の力を示すとともに，主の復活を予示している。この奇跡を行

う直前に，イエスは「わたしはよみがえりであり，命である」

（ヨハネ1 1：2 5）と教えられた。ラザロに関する記録の後で，ヨ

ハネはイエスの生涯の最後の週に筆を進め，イエスの埋葬のしる

しとして，マリヤが主の足に油を注いだ出来事を書き始めている

（ヨハネ12：1－9参照）。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってヨハネ

11－12章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

イエス・キリストは死に打ち勝つ力を持っておられる（ヨハ

ネ11：11－15，23－26，39－46参照）。

イエスはわたしたちの弱点をよく御存じであり，またわたし

たちの感情も理解しておられる（ヨハネ11：33－36参照）。

神の御心は，当事者の意志のいかんにかかわらず，必ず果た

される（ヨハネ11：47－54参照）。

わたしたちが最優先すべきことは，神を愛することである

（ヨハネ12：1－11参照）。

ヨハネ11－12章

1 2 3

わたしは……である どのように体現されたか

「わたしが命のパンである」
（ヨハネ6：35。47－51節参照）

イエス・キリストは贖いの業の中で，
御自身をわたしたちのためにささげ，

霊的な糧を与えてくださった。イエ

ス・キリストの贖いによってわたし
たちは復活し，もし従順であるなら，

永遠の命を得ることができる。

「わたしは世の光である」
（ヨハネ8：12）

イエス・キリストはあらゆる真理の

源であられる。その御言葉と模範に
従うなら，この世の闇の中でつまず

くことはない。

「わたしは羊の門である」
（ヨハネ10：7。8－10節参照）

イエス・キリストは，羊の囲いの入
り口にいる羊飼いのように，わたし

たちを守ってくださる。キリストに
よらなければ，だれも神の王国に入

ることはできない。また神の羊の群

れの一部になることもできない。

「わたしはよい羊飼である」

（ヨハネ1 0：1 1。1 2－1 5節参照）

イエス・キリストはわたしたちを導い

てくださる。イエスは贖いの業の中で，
わたしたちのために御自身の命をささ

げられた。イエスはわたしたち一人一
人を個人的に御存じである。

「わたしは神の子である」

（ヨハネ10：36）
イエスは御父の霊の子供の中の長子で
あり（教義と聖約9 3：2 1参照），肉に

おける神の独り子であられる（ヨハネ
1：1 4参照）。文字どおり神の御子であ

るイエス・キリストによらなければ，

だれも永遠の命にあずかることはでき
ない（ヨハネ2 0：3 1参照）。

「わたしはよみがえりであり，
命である」（ヨハネ11：25）

イエス・キリストの贖罪を通して，わ
たしたちは霊の死を克服することがで

きる。またキリストは，わたしたちに
復活という賜物を授けてくださる。

「わたしは道であり，真理であ
り，命である」（ヨハネ14：6）

イエス・キリストは御父とすべての

真理の源に至る唯一の道である。キ
リストはわたしたちに復活の賜物を

与え，さらに永遠の命を授けたいと
望んでおられる。

「わたしはまことのぶどうの木で
ある」（ヨハネ1 5：1。5節参照）

わたしたちの命はイエス・キリスト

に依存している。わたしたちはキリ
ストの教えに従うことによってのみ，

実を結ぶことができる。

イエス・キリストの生涯
これらの章の中に記録
されている出来事は，
この時期に起こったも

のと考えられる

主の務めの第1年 第2年 第3年

キリストの
降誕

最初の
過越

2度目の
過越

3度目の
過越

最後の過越と，
最後の週
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イエス・キリストはその来臨を預言され，長く待ち望まれて

いた王である（ヨハネ1 2：1 2－1 5参照；マタイ2 1：4－9；マ

ルコ11：7－10；ルカ19：35－38も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』136，144，158

「救い主の生涯の最後の週」 276

教え方の提案

ヨハネ1 1－1 2章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

ヨハネ1 1：1－1 7。イエス・キリストは死に打ち勝つ力を持

っておられる。（20－25分）

生徒たちに以下の質問をする。

皆さんがどこか遠い所で重い病気にかかり，そのことを両親

に連絡したとします。ところが両親はそれから2日間，自分た

ちの住んでいる所にとどまっていました。皆さんはどのよう

な気持ちになると思いますか。

ヨハネ1 1：1－6を読む。ラザロが病気だという知らせを受け

ても，イエスがすぐにベタニヤへ向けて出発されなかったの

はなぜでしょうか。

ヨハネ1 1：4，1 1，1 5を読む。この聖句から考えると，イエス

はどうしてラザロが死ぬのをそのままにしておかれたのでし

ょうか。

ヨハネ1 1：3 9－4 0を読む。イエスはラザロの病気のことは御

存じでしたが，この奇跡を行われるまでにはかなりの時間が

たっています。イエスはなぜそのようにされたのでしょうか。

この質問に対する答えを見いださせるために，『イエスと使徒

たちの生涯と教え』のヨハネ1 1：1－4 6に関する注解（p . 1 3 6）を

参照する。ブルース・Ｒ・マッコンキー長老はさらに二つの理由

を挙げている。

次の質問をする。「この奇跡はイエスを信じようとしなかった

人々にどのような影響を与えたでしょうか。」（イエスが神の御子

であられることを否定する言い訳が立たなくなってしまった。）

ジェームズ・Ｅ・タルメージ長老の次の言葉を読む。

鶏の卵を見せて，以下の質問をする。

鶏と卵は，どちらが先に誕生したのでしょうか。（これは長い

間議論されてきたことであり，今でも決定的な答えが出され

ていないことを説明する。）

霊的な事柄に関しては，しるしと信仰はどちらが先になるで

しょうか。

イエスを信じていなかった人々は，ラザロが生き返ったのを見

た後も，信じようとしませんでした。それはなぜでしょうか。

今の時代においては，イエス・キリストへの信仰を支えるど

のようなしるしが与えられているでしょうか。

しるしは信仰を生み出すものではなく，信仰がもたらす一つの

結果である，ということを生徒たちに理解させるために，教義と

聖約6 3：9－1 2を読み，その内容について話し合う。次の質問を

する。「信仰を得るためには，どのような特質を伸ばさなければ

ならないでしょうか。」

信仰の目をもって見れば，わたしたちの周囲には，霊的な成長

に役立つしるしが幾つもあることに気づく。そのことを生徒たち

に証する。

ヨハネ1 1章。ラザロが生き返ったことは，イエスの死と復活

を予示するものであった。（30－35分）

生徒たちに，タイムトラベルをして，今から5 0 0年前の時代に

いると想定させる。次の質問をする。

その時代の人に，電球の働きを理解させようとしたら，どの

ような説明をしますか。（一人か二人の生徒に，その説明を実

際にしてもらう。）

乾電池式の懐中電灯を持っていたら，電球の働きをもっと簡

単に理解させることができると思いませんか。

ラザロが生き返るのを見たら，復活の教義をもっと簡単に理

解させることができると思いませんか。

ラザロは復活したのではなく，この世に呼び戻されたのである，

ということを生徒たちに指摘する。しかし，この奇跡は，イエス

が死に打ち勝つ力を持っておられることを示している。生徒たち

にヨハネ11：21－26を読ませ，以下の質問をする。

イエスはマルタに，どのような原則を教えようとされたので

しょうか（25－26節参照）。

イエスは死に打ち勝つ力を理解させるために，どのようなこ

とがおできになったでしょうか。

「ラザロがほんとうに死んだということについては何の

疑いを挟む余地もない。ラザロが死んだことをはっきり見

ている者があり，また死体は埋葬の支度を施されたうえに，

通常の方法に従って葬られ，墓の中に4日間横たわってい

たからである。ラザロが呼び出されたとき，墓では多くの

目撃者がいた。その中には著名なユダヤ人もいて，その多

くはイエスを快く思っておらず，またできることならいつ

でも奇跡を否定しようと思っていた連中であった。しかし

その出来事の結果，神の栄光が現れ，『人の子』がまこと

に神の御子であられることが立証された。」（『キリスト・

イエス』4 8 4）

「主が行われた業の中で最も力ある奇跡に対して，なぜこ

のように人々の注目を集めるような場面設定が行われたので

あろうか。特に際立った理由としては，次の二つが挙げられ

る。（1）この地上での業のクライマックスが近づいたので，

主はそのメシヤとしての権能，御自身が神の御子であられる

との事実を反ばくの余地のない形で人々に証された。（2）主

の偉大な教えの一つをあらゆる時代の人々のために劇化でき

るように，その舞台を設定された。それは，すなわち，主は

復活であり命であり，不死不滅と永遠の命は主を通してもた

らされ，主の言葉を信じてそれに従う者たちは霊的に死ぬこ

とがないという教えである。」（Doctrinal New Testament

C o m m e n t a r y，第1巻，5 3 0－5 3 1）

ヨハネによる福音書

1 2 4
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ラザロが生き返ったことと，イエス・キリストの復活には，

どのような共通点があるでしょうか。

ラザロの場合と，イエス・キリストの復活には，どのような

違いがあるでしょうか。（ラザロはまた死を味わうことになる

が，復活した体は二度と死ぬことがない。）

ブルース・R・マッコンキー長老の次の言葉を読むとよい。

ラザロが生き返った出来事は，キリストの復活の予型となるこ

とを，生徒たちに説明する。（ヨハネ6章に関する教え方の提案

〔p . 1 1 3〕をレッスンの中で用いなかった場合には，「予型」とは救

い主について教えるために，聖典の様々な箇所に出て来る象徴，

シンボルであることを説明するとよい。モーサヤ3：1 5とモーセ

6：6 3を生徒たちと一緒に読み，その内容について話し合う。）下

記の表を，配付資料として生徒たちに渡す。ただし「類似点」の

欄は，空欄にしておく。生徒たちに各聖句を読ませ，空欄に記入

させる。すべての項目について記入が終わったら，その結果につ

いて話し合う。

最後に賛美歌「主は生けりと知る」（75番）を歌う。

ヨハネ1 2：1－1 1。わたしたちは神への愛をほかの何ものに

も優先させなければならない。（20－25分）

教師自身がほかの人からもらった贈り物で，いちばん大切にし

ているものをクラスに持参する。その贈り物が自分にとって大切

なものであることと，どのような思いがこもったものであるかを

説明する。

皆さんがこれまでに自分の大切な人に贈った，最高の贈り物

は何ですか。

その贈り物は，ほかに贈ったものとどのような点が違いますか。

贈り物の価値は，その金額では測れないということを説明する。

次の質問をする。「贈り物をするときに，いちばん大切なのは何

でしょうか。」（その贈り物に込められた思いと愛。贈る相手を尊

重する気持ちと，相手の必要をどこまで満たせるかという点。）

生徒たちにヨハネ1 2：1－9を読ませ，マリヤの行いがどれほど

価値あるものだったかを考えさせる。ジェームズ・Ｅ・タルメー

ジ長老の次の言葉を読む。

マリヤの行いがどれほど価値あるものであったかについて話し

合う。

イスカリオテのユダがマリヤの行いを価値あることと認めな

かったのはなぜでしょうか。

この出来事から，わたしたちはマリヤについてどのようなこ

とを知ることができるでしょうか。

ユダについてはどのようなことが分かるでしょうか。

イエスはマリヤの行いに対して，どのような反応を示された

でしょうか。

皆さんは，主に対するマリヤの行いの価値について，どのよ

うに思いますか。

生徒たちに，彼ら自身がした贈り物についてもう一度考えさせ

る。以下の質問をする。

わたしたちは何を基準にして贈り物の価値を測るでしょうか。

贈り物の価値を測るこの世的な基準と，主の基準には，どの

ような違いがあるでしょうか。

わたしたちが主にささげる贈り物で，ほかの人々にはよく理

解されなかったり，あまり価値がないと思われたりするのは，

どのようなものでしょうか。

主がわたしたちに授けようとしておられる贈り物で，世の多

くの人々がその価値を理解できない贈り物には，どのような

ものがあるでしょうか。

教会が神殿の建設に多くの時間，エネルギー，そのほか多く

の力を注ぎ込むのはなぜでしょうか。

わたしたちが神殿で行う働きを，金額で表示することはでき

ません。それはなぜでしょうか。

神殿の建設，神殿における礼拝には，どのような思い，犠牲，

愛が込められているでしょうか。

「客の頭に油を注ぐことは，その油の質が並のものであ

ってもその客を敬うしるしであった。そして客の足にも油

を塗ることは並外れて特別に敬うしるしであった。しかし，

客の頭と足に高価なナルドの香油を，しかもこのように多

量に塗るというのは，王侯にもまれにしか与えられない，

恭しい尊敬の意を表すことであった。マリヤの行為はまこ

とに熱烈な敬慕の表れであって，崇敬と愛情に満ちあふれ

た心のほとばしりであった。」（『キリスト・イエス』4 9 9）

「信仰によって死者が息を吹き返すことがある。これは

霊が再び肉体に戻るように呼び返されるのである。（3ニー

ファイ7：1 9；1 9：4；4ニーファイ1：5；列王上1 7：1 7－

2 3；マタイ 9：1 8－2 6；マルコ5：2 1－4 3；ルカ7：1 1－1 7，

2 2；8：4 1－5 6；ヨハネ1 1：1－4 6；使徒9：3 6－4 3；2 0：

9－1 2）そのような人々は自然死すなわち仮の死を2度経験

する。また，人はだれでも死からよみがえり，不死不滅の

状態で生きるようになるのである。（アルマ1 1：4 1；1 2：

8）」（Mormon Doctrine，1 8 5－1 8 6）

ヨハネ11－12章

1 2 5

ヨハネ11章 最後の週 類似点

ヨハネ11：2 ヨハネ12：3；13：5 足を洗うことへの言及。

ヨハネ11：4 ヨハネ13：31 神の子が栄光をお受けになる

こと。

ヨハネ11：16 ヨハネ20：24－29 イエスの死に関するトマスの

心の動き。

ヨハネ11：25 ヨハネ14：6，19 「わたしはよみがえりであり，

命である」というイエスの証。

ヨハネ11：33 ヨハネ12：27－28 イエスが「心を騒がせ」られ

たこと。

ヨハネ11：34 ヨハネ20：2 体が置かれた場所についての

言及。

ヨハネ11：36 ヨハネ14：21－23 キリストの愛についての言及。

ヨハネ11：

38－39

ヨハネ19：41；20：1 墓から取り除かれた石。

ヨハネ11：44 ヨハネ20：5－7 頭部を覆う布を強調した埋葬

衣についての説明。

ヨハネ11：

49－50

ヨハネ18：13－14 キリストの贖罪に関するカヤ

パの預言。
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神がわたしたちに授けようとしておられる最大の贈り物は何

でしょうか（教義と聖約14：7参照）。

そのお返しとして，わたしたちが救い主に贈ることのできる

最も価値あるものは何でしょうか。

生徒たちに，自分が受けたり，贈ったりするものの真の価値に

ついてもっと深く考えるように促す。

ヨハネ13－17章

はじめに

ヨハネ1 3－1 7章には，ある弟子の家の2階の広間での，最後の

晩餐の後の出来事が記録されている。そこには，御自身が裏切ら

れ，十字架につけられることに対して，弟子たちを備えさせよう

としておられた救い主の言葉と行いが記されている。救い主は弟

子たちに対して洗足の儀式を施された。また，救い主はユダの裏

切りを予告された。その後救い主は，その生涯においてなされた

数々の説教の中でも，特に力強いメッセージを含む説教の中で，

互いに愛し合うべきこと，二人の慰め主，ぶどうの木と枝のたと

え，来るべき迫害，聖霊に頼るべきことなどについて，弟子たち

に教えを授けられた。そして，救い主は使徒と弟子たちのために，

記録に残るすべての祈りの中で，最も偉大な祈りをささげられた。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってヨハネ

13－17章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

イエスはわたしたちに，互いにへりくだって仕え合うにはど

うしたらよいかを示してくださった（ヨハネ1 3：3－1 7参照；

マタイ20：26－27も参照）。

わたしたちは，キリストが自分たちを愛してくださったよう

に人を愛し（ヨハネ1 3：3 4－3 5；1 5：1 2－1 4，1 7参照），戒め

を守り（ヨハネ1 4：1 5，2 1，2 3－2 4参照），主が御父のもとへ

戻られるのを喜ぶ（ヨハネ1 4：2 8参照）ことによって，キリ

ストへの愛を表すことができる。

イエス・キリストと天の御父はそれぞれ別個の御方であるが，

目的においては一つであられる。イエスは，それと同じ意味

において，わたしたちも御二方と一つになることができると

教えられた（ヨハネ1 4：5－ 1 1；1 5：1，1 6；1 6：1 5，2 7；

17：1－11，15－26参照；教義と聖約130：22も参照）。

第一の慰め主は聖霊である。聖霊は慰めと平安をもたらし，

また教えと証を与え，主の教えを心にとどめられるように助

け，罪人を叱責される（ヨハネ1 4：1 6－1 7，2 6－2 7；1 5：

26；16：7－14参照）。

第二の慰め主はイエス・キリストである。キリストは御自分

を愛し，仕える人々に，いつの日かその御姿を示される（ヨ

ハネ1 4：1 8－2 3参照；教義と聖約8 8：6 7－6 8；9 3：1；1 3 0：3

も参照）。

救い主はまことのぶどうの木であり，わたしたちはその枝で

ある。わたしたちは救い主から養いを受け，救い主がおられ

なければ何もすることができない（ヨハネ1 5：1－1 1，1 6参

照；ピリピ4：13；アルマ26：12も参照）。

イエス・キリストは前世において天の御父とともにおられた。

キリストは御父の御心を行うために地上においでになり，そ

の使命を果たされると，御父のもとへ戻り，完全な栄光を受

けられた（ヨハネ1 6：1 6，2 7－3 3；1 7：1－5参照；ヨハネ1：

1－3；使徒7：55－56も参照）。

イエス・キリストはわたしたちを天の御父に執り成し，弁護

してくださる御方である（ヨハネ1 7章参照；1ヨハネ2：1；2

ニーファイ2：9－1 0；モーサヤ1 5：7－9；教義と聖約6 2：1も

参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』180－194

「救い主の生涯の最後の週」 276

教え方の提案

ヨハネ1 3－1 7章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

ヨハネ1 3：1－1 7。イエスは，互いにへりくだって仕

え合うことを教えてくれる模範である。（25－30分）

地域社会や国家の有名な指導者たちの写真を何枚か見せる。生

徒たちに次の質問をする。

この人たちはなぜ指導者と呼ばれるのでしょうか。（話し合い

の焦点を，政治的な事柄や個々の政治家像ではなく，指導者

に求められる原則に絞るよう注意する。）

もしこの人々がそれぞれの役職や権力を持っていなかったら，

皆さんは彼らを指導者として認めますか。それはどうしてで

すか。

この世的な意味でのリーダーシップと，教会における指導に

はどのような違いがあるでしょうか。（生徒たちの答えについ

て話し合う。）

生徒たちに救い主を描いた絵を見せ，イエスはどのような意味

で指導者であられるかを質問する。黒板に「キリストのような指

導者」と書き，以下の引用表記も書き添える。マルコ1 0：4 2－

4 4；ルカ2 2：2 4－3 0；ヨハネ1 3：1－1 7。クラス全体でこれらの

言葉を読み，その後で次の質問をする。

ヨハネによる福音書

1 2 6

イエス・キリストの生涯
これらの章の中に記録
されている出来事は，
この時期に起こったも

のと考えられる

主の務めの第1年 第2年 第3年

キリストの
降誕

最初の
過越

2度目の
過越

3度目の
過越

最後の過越と，
最後の週
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キリストはこれらの聖句の中で，人を指導するということに

ついて，何を教えておられるでしょうか。

救い主が弟子たちの足を洗われたのには，どのような理由が

あると思いますか。

救い主は，ユダが間もなく御自分を裏切ると知りながら，それ

でもユダの足を洗われた，ということを生徒たちに指摘する（マ

タイ2 6：2 1－2 5；ヨハネ1 3：2 3－3 0参照）。次の質問をする。「そ

のことは，奉仕や指導について，救い主がどのように考えておら

れたことを示していますか。」

デビッド・O・マッケイ大管長は，イエスが弟子たちの足を洗わ

れたことについて，次のように述べている。

生徒たちに以下の質問をする。

マッケイ大管長は，どうしたらもっとよく奉仕できると提案

しているでしょうか。

どうしたら，救い主の模範に従った生活ができるようになる

でしょうか。

皆さんは最近，個人，あるいは家族，教会員としてどのよう

な奉仕をしましたか。幾つかの例を挙げてください。

わたしたちは自分自身を，指導者あるいは将来の指導者と考

える必要があります。それはなぜでしょうか。

生徒たちに，どうしたらもっとよく奉仕することができるかを，

紙に書かせる。希望する何人かの生徒に，紙に書いたことを読ん

でもらう。生徒たちに，各自の可能性を発揮して，キリストのよ

うな指導者になるように促す。

ヨハネ1 3：3 4－3 5；1 5：8－1 3。わたしたちは，キリス

トが自分たちを愛してくださったように，ほかの人々を愛するこ

とによって，キリストへの愛を表す必要がある。（30－35分）

レッスンが始まる前に，愛を表す様々な贈り物を，生徒たちに

見えるようにしておく（例えば，結婚指輪，花，ハート型の容器

に入れたキャンディなど）。生徒たちがクラスルームに入って来

たときに見える場所に置いておく。それらの贈り物の中央に，ゲ

ツセマネで祈るイエス（『福音の視覚資料セット』2 2 7）の絵を置

く。次の質問をする。

皆さんは，友達や家族，周囲の人々に対して，どのような仕

方で愛を表していますか。

世の中の人々は，愛を示す方法についてどのようなことを教

えているでしょうか。

救い主が愛について教えを述べられた例を聖典の中から幾つ

か挙げてください。

イエスがこの世における生涯の最後の何時間かに，愛について

弟子たちに多くの教えを述べられたことを説明する。日本聖書協

会発行の口語訳聖書のヨハネ1 3－1 7章には「愛」という文字が3 4

回出ている。生徒たちにマタイ2 2：3 6－4 0を読ませる。使徒たち

と過ごした最後の数時間の中で，救い主がこれらの戒めの大切さ

を再び強調されたことを説明する。

ヨハネ1 3：3 4－3 5；1 5：1 2，1 7を読む。この聖句によると，

主が愛を非常に強調されたのは，どのような理由によるので

しょうか。

ヨハネ1 4：1 5，2 1，2 3を読む。わたしたちはどうしたら，神

への愛を最もよく示すことができるでしょうか。

ヨハネ1 5：9－1 0を読む。イエスはどのようにして模範を示さ

れたでしょうか。

生徒たちにヨハネ1 5：1 3を黙読させ，その意味について深く考

えさせる。次の質問をする。「この聖句は，救い主がわたしたち

に何を期待しておられると教えているでしょうか。」イエス・キ

リストはわたしたちに永遠の命をもたらすために，御自分の命を

捨てられた。イエス・キリストはその愛の表現として，わたした

ちのために苦しみ，命を捨てられたが，それだけではなかった。

わたしたちと天の御父のために，その命を全うされた。救い主は，

御自身の思いではなく御父の御心を果たしているのだと何度も述

べておられる。次の質問をする。「主は御自分に従う人々に，個

人的な望みを捨てて，主に従順になり，奉仕を行うように望んで

おられます。それはなぜでしょうか。」生徒たちにヨハネ1 5：1 2

をもう一度読ませる。

どうしたら人を愛する気持ちを強くすることができるでしょ

うか。

どうしたら，ほかの人に対する愛をもっとよく示すことがで

きるでしょうか。

より大きな愛を持てるように祈り求め，奉仕と自己犠牲を通し

てさらによく愛を表すよう生徒たちに促す。最後に賛美歌「共に

愛し合え」（192番）を歌うとよい。

ヨハネ14：15－27 （マスター聖句，ヨハネ14：15）。

わたしたちは，戒めを守ることによって，キリストへの

愛を示す。（15－20分）

黒板に「もしあなたがわたしを愛するならば，＿＿＿＿＿べき

である」と書く。生徒たちに，以下の人々なら，この空欄に何と

記入すると思うか質問する。母親，妹，友達，イエス。一人の生

徒にヨハネ14：15を読ませ，以下の質問をする。

イエスはわたしたちに，御自身に対する愛をどのように表現

してほしいと望んでおられるでしょうか。

従順は愛の表現の一つと言うことができます。なぜでしょうか。

それでは，不従順は何が表れた結果ということができるでし

ょうか。

言葉よりも行いの方が気持ちを正確に表すことが多い，という

ことについて話し合う。

生徒たちにヨハネ1 4：1 6－2 7を読ませ，イエスが御自分を愛す

る人々にどのような約束をしておられるかを確認させ，それを黒

板に書き上げる。次の質問をする。「わたしたちに対する天の御

父の愛の表れとして，ほかのどのような祝福を挙げることができ

るでしょうか。」

生徒たちに紙を渡し，救い主への証や思い，また救い主へさら

に愛を示すために何をしたいと思うかを記入させる。それを時々

読むように促す。

「キリストに従うかの偉大な僕たちへの，何とすばらしい

奉仕の模範であろうか。皆さんがたの中で最も偉大な主が，

その身を最も低くされた。したがってわたしたちは，それ

よりももっと大きな奉仕をもって教会員に仕え，地上にお

ける神の王国の発展に献身する義務があることを自覚しな

ければならないのである。」（Conference Report，1 9 5 1年4

月，1 5 9）

ヨハネ13－17章

1 2 7
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ヨハネ1 4：1 5－2 6；1 6：7－1 4。第一の慰め主は聖霊で

ある。聖霊は慰めと平安をもたらし，また教えと証を与え，主の

教えを心に留められるように助け，罪人を叱責される。第二の慰

め主はイエス・キリストである。キリストは御自分を愛し，仕え

る人々に，いつの日かその御姿を示される。（25－30分）

生徒たちに以下の質問をする。「皆さんが子供時代に経験した

いちばん恐いことはどんなことですか。」何人かの生徒に彼らの

体験を話してもらい，次の質問をする。「その体験の後で，心に

慰めや平安を感じることがありませんでしたか。」

生徒たちにヨハネ1 4：1 5－2 6を読ませ，救い主が弟子たちに与

えられた慰めの約束を確認させる。以下の質問をする。

弟子たちに慰めが必要だったのはなぜでしょうか。

わたしたちには，聖霊のように慰めを与えてくれる特別な存

在を必要とするときがあります。それはどのようなときでし

ょうか。

聖霊を受けることができるのは，どのような人でしょうか。

聖霊は第一の慰め主と呼ばれる場合があることを説明する。生

徒たちにヨハネ14：18－21，23を読ませる。

この聖句によると，第二の慰め主と呼ばれるのはどなたでし

ょうか。（キリスト）

第二の慰め主の約束はだれに授けられるのでしょうか。（主の

戒めを守り，主を愛する人々。21，23節参照）

教義と聖約9 3：1を読み，第二の慰め主の祝福はすべての聖徒に

約束されているが，実際にそれを受けるには，あらゆる努力をして，

自分が忠実であることを証明しなければならないことを説明す

る。以下の二つの引用文を用いて，二人の慰め主について教える。

ブルース・R・マッコンキー長老は，ヨハネ1 4：1 5－2 6に関連

して，次のように述べている。

預言者ジョセフ・スミスは二人の慰め主について次のように述

べている。

わたしたちは第二の慰め主に対して自らを備えなければならな

いが，キリストは「神自身の時，神自身の方法で，神自身の思い

に従って」（教義と聖約8 8：6 8）御自身を現される，ということ

を生徒たちに指摘する。わたしたちは第一の慰め主を受け，心に

留めることを重視しなければいけない。それはわたしたち一人一

人が，今できることだからである。

生徒たちにヨハネ1 4：2 6とヨハネ1 6：7－1 4を読ませ，聖霊の

賜物を通してどのような助けが得られるかを確かめさせる。それ

らを黒板に書き上げ，その内容について話し合う。

次の質問をする｡「わたしたちは幸福と永遠の命を求める旅に

おいて，いつも孤独で，頼るものがないという気持ちでいなけれ

ばならないのでしょうか。」聖霊がもたらす平安，喜び，慰めに

ついて証する。

ヨハネ1 5：1－8。救い主は真のぶどうの木であり，わたした

ちはその枝である。わたしたちは救い主から養いを受け，救い主

がおられなければ何もすることができない。（15－20分）

電気器具と植物を用意する。プラグをコンセントに入れない状態

「いわゆる二人の慰め主が存在する。一人は聖霊である。

これはペンテコステの日に授けられたと同じ聖霊である。信

仰を持ち，悔い改め，バプテスマを受けた後に，聖徒たちは

だれでも聖霊を授けられる。この第一の慰め主すなわち聖霊

の働きはまさに純粋な英知によるものである。それは心を開

き，理解の目を開き，今持っている知識に知性を増し加える

ことにおいて，なおいっそう大きな力を持つ。……

いわゆるもう一人の慰め主は，多くの関心を集める主題

であるが，現代においてこれを正しく理解している人は，

ほとんどいないであろう。キリストを信じ，自分の罪を悔

い改め，罪の赦しのためのバプテスマを受けて，〔按手に

よって〕最初の慰め主である聖霊を受けたならば，次に神

の前にへりくだり，飢え渇くように義を求め，神の言葉一

言一言によって生活しなさい。そうすればやがて主が，

『息子よ，あなたは昇栄するだろう』と告げてくださるで

あろう。主は徹底的に人を試して，どんな苦難に遭っても

主に仕える決心が揺るがないことを知ると，その人に召し

と選びが確かなものになったことを告げられる。そうする

とヨハネ1 4：1 2－2 7の聖ヨハネの証にあるように，その人

は，主が聖徒に約束された別の慰め主を受ける特権を得る。

1 6－1 8，2 1，2 3節に注目しよう。……

さて，この別の慰め主とはどなたであろうか。それは主

イエス・キリスト御自身にほかならない。これが全体の総

括となるものである。この最後の慰め主を受ける人は，イ

エス・キリスト御自身の訪れもしくは顕現を受ける。さら

には御父の顕現をも受けるであろう。そして御父と御子の

臨在のもとに天の示現は開かれ，主が顔と顔を合わせてそ

の人にお教えになる。したがってその人は，神の王国の奥

義に関して完全な知識を受けることができるのである。古

代の聖徒たちが栄光あふれる示現を受けたときの状態は，

そのような状態であった。イザヤやエゼキエル，パトモス

島でのヨハネ，3つの天界における聖パウロ，それに長子の

教会と総集いと交わりを持ったすべての聖徒たちがそうで

ある。」（Teachings of the Prophet Joseph Smith，1 4 9－1 5 1）

「この二人の慰め主についての説教は，神の子の教えの

クライマックスとなるものである。主の言葉として記録さ

れているものの中で，これほど完全に永遠の幕を取り去り，

忠実な人々に神の栄光の示現を与えてくれるものはない。

従順から生じる愛を土台として，イエスは聖徒たちに，今

この地上で聖徒たちが以下のものを得ることができると約

束しておられる。

（1）伴侶である聖霊とその賜物。聖き御霊より与えられ

る慰めと平安。人が後に神々や天使たちとともに働くに必

要な啓示と聖めの力。

（2）第二の慰め主すなわち主イエス・キリスト御自身，

復活し完全な状態にある御方で，高き御座で御父とともに

生活しておられる御方からの直接の訪れ。

（3）……父なる神が直接人間のもとを訪れ，人間をみも

とにお呼びになり，王国の隠れた奥義を啓示してくださる

こと。」（Doctrinal New Testament Commentary，第1巻，

7 3 5）

ヨハネによる福音書

1 2 8
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でその電気器具のスイッチを入れる。次の質問をする｡「このまま

では，これは動きませんね。どうしてですか。」用意した植物の1本

の枝か1枚の葉を指差し，以下の項目から幾つかを選んで質問する。

この枝や葉は何の力によって生きていられるのでしょうか。

これを折ったら，どのようなことになるでしょうか。

この植物の葉と電気器具には，どのような共通点があるでし

ょうか。（どちらも，その働きや目的を果たすには，力の源が

必要である。）

わたしたち人間には，この植物や道具とどのような共通点が

あるでしょうか。（持てる可能性を発揮するためには，力と成

長のもとになる神聖な源が必要である，ということを生徒た

ちに理解させる。）

生徒たちにヨハネ1 5：1－8を読ませる。このたとえに出てくる

以下の象徴が何を表しているか質問する。

ぶどうの木（1節）

農夫（1節）

枝（2節）

実（2節）

枯れた枝（6節）

以下の質問をする｡

このたとえから，どのようなことを学ぶことができますか。

わたしたちは，どのような点で神に頼って生きているのでし

ょうか。

ジョン・テーラー長老の次の言葉を読むとよい。

モーサヤ2：1 9－2 5に書かれている，感謝について述べたベニ

ヤミン王の熱心な勧告を生徒たちに読ませ，その内容について深

く考えさせる。このメッセージについて思うことや感じることを

話してもらう。

ヨハネ1 7章。イエス・キリストはわたしたちを天の御父

に執り成し，弁護してくださる御方である。（4 5－5 0分）

旗，小槌，宣誓用の聖書などを用意して，クラスルームを法廷

のような感じにする。裁判官，検事，弁護士，被告人を演じる4

人の生徒を選ぶ。検事役の生徒に，被告人の過ちをできるかぎり

多く挙げさせる。その際，「あなたはうそをついたことがありま

すか」「人をだましたことがありますか」「法律を破ったことがあ

りますか」などの，できるかぎり攻撃的な言葉を使わせる。弁護

士役の生徒に，被告人の弁護をさせる。被告人が自分の過ちを認

めている場合には，罪が軽くなるように，やむを得ない事情があ

ったことを指摘したり，被告人が悔い改めていることを説明した

りする。被告人役の生徒には，これは単なるロールプレーイング

でほんとうのことを答える必要はないが，もっともらしく聞こえ

る答えをするように言う（クラスの生徒たちにも，そのことを理

解させておく）。役を演じる生徒たちには約5分の時間を与え，ほ

かの生徒たちから離れた所で練習させ，その役で実際のロールプ

レーイングをさせる。

黒板に「弁護者」と書き，生徒たちにその意味を定義させる。

（弁護者とは，人のために言い開きをしてくれる人，訴えられた

人の利益のために働く弁護士のような人。）一人の生徒に1ヨハネ

2：1を読ませ，もう一人の生徒に教義と聖約6 2：1を読ませる。

その後で，次の質問をする｡「どのような意味で，イエス・キリ

ストは天の御父に対するわたしたちの弁護者なのでしょうか。」

黒板に「執り成し」と書き，生徒たちにその意味を尋ねる。

（「執り成す」には，和解させる，仲直りさせる，人のために弁論

する，なだめる，などの意味がある。）もう一人の生徒に2ニーフ

ァイ2：9－1 0を読ませ，もう一人にモーセ1 5：7－9を読ませる。

次の質問をする｡「イエスは御父に対してわたしたちのことをど

のように執り成してくださるのでしょうか。」

ロールプレーイングをした生徒たちのことを思い起こさせ，以

下の質問をする｡

弁護士はだれを象徴していると思いますか。

検事はだれを象徴していると思いますか。（検事の職務は人の

罪を告発し，訴えることであるという点，また，サタンは

「訴える者」と呼ばれる場合があるということを説明する。黙

示12：9－10参照）

被告人はだれを象徴していると思いますか。（わたしたち）

ロールプレーイングの想像上の被告人と同じように，人はだれで

も罪や過ちを犯す，ということを指摘する。わたしたちが罪を悔い

改め，従順な生活をするなら，罪がなく，贖いの業をされた救い

主が，御父に対して執り成しをしてくださる。

『イエスと使徒たちの生涯と教え』のヨハネ1 7：1に関する注解

（p p . 1 9 3－1 9 4）を読ませ，生徒たちに，ヨハネ1 7章が「執り成しの

祈り」と呼ばれる理由を説明してもらう。

生徒たちにヨハネ1 7章を読ませ，主が弟子たちのために執り成

しをされたことを示す証拠を見つけさせる。生徒たちが見つけた

証拠となる言葉について話し合う。次の質問をする｡「イエス･キ

リストがわたしたちの弁護者であり，執り成しをしてくださると

いうことを知って，どのように感じますか。」最後に，Ｊ・ルー

ベン・クラーク・ジュニア副管長の次の言葉を読む｡

「皆さんは聖徒として，『わたしは自分自身の義務を理

解していると思います。そしてきちんとそれを果たしてい

ます』と言うであろう。多分そうかもしれない。木の小枝

を見ていただきたい。生き生きとした緑でぴんと伸びてい

る姿は，生命の象徴である。そして幹や枝，根と結びつい

て，木を構成している。では，小枝がなくて木は生きられ

るだろうか。然り。小枝は威張ってこう言ってはならない。

『何とすばらしいことか。何とたくさんの葉をつけている

ことか。この活力はどうだ。わたしは今，自分の持ち場を

守ってきちんとやっているのだ。』しかし，根がなくて小

枝は生きられるだろうか。否。木の中にあって決められた

場所にあってこそ，そのような繁栄が可能なのである。人

もこれと同じである。自分の責任を果たし，召しを尊んで

大いなるものとし，自らの宗教の教えるところに従って生

活し，主の御霊に従順に歩むとき，人は自分を益するため

に用意された主の御霊を受けることができるのである。そ

して，謙遜，忠実かつ勤勉であり，神の律法と戒めを守る

とき，人は木の中で自分のいるべき場所を得，枝を伸ばし，

芽を出し，葉を茂らせ，花を咲かせ，すべて順調に成長し，

木の中にあって欠くべからざる存在となるのである。」

（Journal of Discourses，第6巻，1 0 8で引用）

ヨハネ13－17章

1 2 9
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ヨハネ1 7：3（マスター聖句）。「永遠の命とは，唯一の，

まことの神でいますあなたと，また，あなたがつかわされ

たイエス・キリストとを知ることであります。」（10－15分）

ヨハネ1 7：3を読み，次の質問をする｡「天の御父とイエス･キ

リストについて知ることと，御父とキリストを知ることには，ど

のような違いがあると思いますか。」1ヨハネ4：7－8；モーサヤ

5：1 3；教義と聖約1 3 2：2 1－2 4を読み，どうしたら御父と御子を

もっとよく知ることができるようになるかについて話し合う。

ヨハネ1 7：3の言葉を黒板に書き，生徒たちにそれを繰り返し

読ませ，暗記させる。何回か読んだら，重要な言葉を二つ消し，

生徒たちに全体を暗唱させる。黒板に書いた言葉がすべて消され

ても，全体が暗唱できるようになるまで，これを繰り返す。

ヨハネ18－21章

はじめに

ヨハネ1 8－2 1章は，イエスに対するユダの裏切り，救い主に対

する屈辱的な裁判について深く考える機会をわたしたちに与えて

くれる。ローマ人の支配に対するユダヤ人の感情を表現している

箇所に注意を向ける。また，ユダヤ人たちが，イエスに何の罪も

ないことを知っていたピラトに極刑を認めさせることができた理

由について深く考える。ヘロデとピラトに起因するあざけり，不

法な尋問，虐待の後で，イエスは十字架の刑を受けるためにカル

バリへ連れて行かれた。カルバリを通りかかった者たちは，キリ

ストをののしり，「もし神の子なら，自分を救え。そして十字架

からおりてこい」（マルコ1 5：3 0参照）と言った。キリストのな

きがらは園にある墓の中に置かれ，石は封印された。しかし，キ

リストのなきがらはそこに長くとどまることはなかった。聖句を

読みながら，主イエス･キリストが死からよみがえり，永遠の命

を得られたことを理解したときに，マグダラのマリヤと弟子たち

が味わった平安と喜びについて深く考える。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってヨハネ

18－21章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

イエス･キリストは，全人類が救われることができるようにす

るために，敵が御自分を捕らえ，打ちたたき，十字架につけ

るままにされた（ヨハネ1 8：1－1 4，1 9－2 4，3 6－3 7；1 9：

1－7，17－18，30参照；2ニーファイ2：6－9も参照）。

救い主は苦しみと死を味わうことにより，御父から求められ

たすべてのことを成し遂げられた（ヨハネ1 8：1 1－1 4，2 8－

4 0；1 9：2 8－3 0参照；ヨハネ4：3 4；モーサヤ1 5：5－7も参照）。

わたしたちは，自分が何者であり，この世の生涯の目的は何

かを理解することにより，様々な困難に耐える自信と勇気を

得ることができる（ヨハネ1 8：1－1 3参照；アルマ1 4：9－1 3

も参照）。

預言者たちは，わたしたちがイエス･キリストを神の御子とし

て信じることができるように，復活について証している（ヨ

ハネ20章参照；アルマ33：12－22も参照）。

キリストの復活に対する信仰は，空になった墓などの証拠，

また復活されたキリストの現れ，ほかの人々の証などを通し

て得ることができる。しかし，見てから信じるよりも，見な

いでも信じる方が，主に喜ばれる（ヨハネ2 0：8，1 4－1 6，

18－20，24－29参照；アルマ32：16－18も参照）。

主の業を第一にした生活をする人は，偉大な祝福を与えられ

る（ヨハネ21：1－6，15－17参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』2 0 3－2 0 9，2 1 6－2 1 7，

224－230

「救い主の生涯の最後の週」 276

教え方の提案

『「新約聖書」ビデオ』プレゼンテーション1 0「わたしの

羊を養いなさい」（1 1分4 6秒）は，ヨハネ2 1章を教えるの

に活用することができる。（『「新約聖書」メディアガイド』に載

せられている教授法の提案を参照する。）

ヨハネ1 8－1 9章。イエス･キリストはすべての人が救わ

れるようにするために苦しみと死を受けられた。キリスト

に対する愛と感謝の気持ちは，わたしたちのために払われた犠牲に

ついて深く学ぶにつれ，さらに大きなものとなる。（35－40分）

生徒たちに，各自が大切に思っている事柄について考えさせる

（例えば，福音の原則，家族，教会，仕事，証など）。以下の質問

をする｡

自分にとって大切なものをあざけられたり，ひやかされたと

き，どのようなに感じましたか。

わたしたちが大切に考えているものをあざける人々がいます

が，それはどのような理由によると思いますか。

わたしたちは日々の生活の中で，ほかにどのような試練を受

けるでしょうか。

「天の御父は御自分の子供たちのすべてを救いたいと望

んでおられると，わたしたちは信じています。御父はだれ

一人をも締め出そうとはしておられないと思います。……

……御父はその正義と憐れみをもって，わたしたちの行

いに対して最大限の報いを下さり，与え得るすべてのもの

を授けてくださることでしょう。そして，罰については，

でき得る限りの，最小限の罰を課されるであろうと信じて

います。」（Conference Report，1 9 5 3年1 0月，8 4）

ヨハネによる福音書

1 3 0

イエス・キリストの生涯
これらの章の中に記録
されている出来事は，
この時期に起こったも

のと考えられる

主の務めの第1年 第2年 第3年

キリストの
降誕

最初の
過越

2度目の
過越

3度目の
過越

最後の過越と，
最後の週
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ヘブル2：1 8を生徒たちに読ませ，人が経験するあらゆる苦し

みを自ら味わい，かつ，わたしたちを慰める力を持つ御方はだれ

かを考えさせる。わたしたちは救い主の生涯から，試練に耐える

ことについて，数多くの事柄を学べるということを説明する。

以下の質問事項と聖句の引用表記を黒板に書く｡生徒たちを4つ

のグループに分け，各グループに一つの質問事項を割り当てる。

答えを見いだすために，それぞれの聖句をよく調べさせる。必要

に応じて相互参照するように言う。各グループの代表者に，割り

当てられた質問事項を読ませ，それに対する答えを発表させる。

イエスはありとあらゆる苦しみを，自ら経験しておられ，わた

したち人間がイエスに教えることのできるものは何もないという

ことを生徒たちに指摘する。一人の生徒にニール･ A ･マックスウ

ェル長老の次の言葉を読ませる。

ヨハネ1 9：3 8－4 2を読む。アリマタヤのヨセフとニコデモは，

主を畏れ敬う気持ちをどのように示したでしょうか。

マタイ2 7：5 9－6 0を読む。この聖句は救い主に対するアリマ

タヤのヨセフの熱心な気持ちについて，わたしたちに何を教

えているでしょうか。

わたしたちはイエス･キリストへの信心を，どのように示すこ

とができるでしょうか。

最後に，賛美歌「街を離れたる青き丘に」（1 1 0番）を歌うか，

その歌詞を読む。

ヨハネ1 8：1－1 3。わたしたちは，自分が何者であり，この

世の生涯の目的は何かを理解することにより，様々な困難に耐え

る自信と勇気を得ることができる。（30－35分）

レッスンが始まる前に，靴箱のような形の箱の底に鏡を貼り付

け，ふたをしておく。生徒たちに，今日のレッスンではなぞの人

物について学ぶということを話す。用意した箱の中に，その人物

がだれかを示すヒントになるものが入っていることを告げる。一

人の生徒に箱の中をのぞかせ，そのヒントを確かめさせる。その

生徒に，なぞの人物がだれであるかを言わせる｡以下の質問をする｡

あなたは，それが自分であるということが，どうして分かり

ますか。

皆さんは自分がほんとうは何者であるかを理解していますか。

黒板に，トーマス･S･モンソン副管長の次の言葉を書く。

生徒たちに以下の質問をする｡

わたしたちは，ほんとうは何者なのでしょうか。

神はわたしたちに，どのような人間になるよう期待しておら

れるのでしょうか。

自分たちは文字どおり神の息子，娘であると信じることは，

人生の中で試練に直面したときに，勇気を持つうえでどのよ

うに役立つでしょうか。

ヨハネ1 8：1－9に書かれている，イエスに対する裏切りの話を

見直す。生徒たちに10－13節を読ませ，次の質問をする｡

この聖句の中で，イエスは御自分が何者であり，天の御父か

ら何を期待されているかを理解していたことを示しておられ

ます。そのことはイエスのどの言葉から分かりますか。

イエスがこの非常に困難な試練に立ち向かう勇気を持ってお

られたことは，この聖句のどこから分かりますか。

一人の生徒に，ラッセル･Ｍ･ネルソン長老の次の言葉を読ませる。

黒板の中央から左側に「イエス･キリスト（ヨハネ1 8：1 9－2 4，

2 8－3 7）」と書き，右側には「ペテロ（ヨハネ1 8：1 5－1 8，2 5－

2 7）」と書く。生徒たちを二つのグループに分け，一方のグルー

プには，左側の欄の聖句を，もう一つのグループには，右側の欄

の聖句を注意深く読ませる。最初のグループに以下の質問をする。

イエスが御自分が何者であるかを理解しておられたことは，

この聖句のどこから分かるでしょうか。

イエスは御自分が何者であるかを理解しておられました。そ

のことはイエスにとって，どのような力をもたらしたと思い

ますか。

もう一つのグループにペテロに関して同じ質問をする。以下の

質問事項の一部あるいは全部を用いて，クラス全体で話し合いを

行う。

「皆さんはこれからも絶えず様々な人生の問題に直面し

ていくことと思いますが，そのときに忘れないでいただき

たいことは，自分が何者であり，自分がなぜここにいるの

か，そしてこれからどこへ行こうとしているのかを知って

いるかぎり，大いなる守りがあるということです。」（『聖

徒の道』1 9 9 1年1月号，8 2）

「わたしたちは自分が何者で，どのような人間になるよ

うに神から期待されているのかを思い起こす必要がありま

す。」（『聖徒の道』1 9 9 4年7月号，5 4）

「何一つとしてわたしたちが主にお教えできることはあり

ません。しかし，わたしたちは主の言葉に耳を傾け，主を愛

し，敬い，礼拝することはできます。主の戒めを守り，聖文

に親しむことができます。そうです。主を忘れて御心に背き

やすいわたしたちではありますが，決して主から忘れられる

ことはないのです。わたしたちは主の『業』であり主の『栄

光』です。主は決してわたしたちを迷わせたりされません。

（モーセ1：39参照）」（『聖徒の道』1982年4月号，13－14）

1. イエスは，自分自身について偽りを広められたり，誤

解を受けたり，裏切られたりするのは，どのようなこ

とであると理解しておられたでしょうか（ヨハネ1 8：

1－13，19－24参照）。

2. イエスは，人に見捨てられたり，孤独であるというの

は，どのようなことであると理解しておられたでしょ

うか（ヨハネ18：15－18，25－27；19：25－30参照）。

3. イエスは，不当な扱いや法律の名を借りた迫害の犠牲

になるのは，どのようなことであると理解しておられ

たでしょうか（ヨハネ18：28－40；19：8－15参照）。

4. イエスは，病気や肉体的な苦しみは，どのようなもの

であると理解しておられたでしょうか（ヨハネ1 9：

1－7，16－24参照）。

ヨハネ18－21章

1 3 1
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イエス･キリストが御自分を訴える者に対して与えられた言葉

は，御自分が何者であるかを理解しておられたことを，どの

ように表しているでしょうか。

イエスはなぜこの地上に生を受けられたのでしょうか。

ペテロは自分と救い主との関係についてうそを言いました。

それはなぜでしょうか。

ペテロのこの体験は，彼が自分が何者であるかをほんとうに

理解していなかったかもしれないことを示しています。それ

はなぜでしょうか。

ルカ2 2：6 0－6 2は，3度救い主を知らないと言った後のペテロ

の思いについて，わたしたちに何を教えているでしょうか。

皆さんは，自分自身の可能性にふさわしい生き方をしていな

いことに気づいたら，どのような気持ちになると思いますか。

自分が何者であるかをわきまえていることは，自身の可能性

を損わないようにするうえで，どのように役立つでしょうか。

最後にＭ･ラッセル･バラード長老の次の言葉を読むか，配付資

料として生徒たちに渡す。

ヨハネ20：1－23 （マタイ28：1－10；マルコ16：2－

1 4；ルカ2 4：1－1 2，3 6－4 9も参照）。預言者たちは，わ

たしたちがイエス･キリストを神の御子として信じることができ

るように，復活について証している。（20－25分）

黒板に「ヨブ1 4：1 4」と書く。生徒たちにこの聖句を読ませ，

ヨブの疑問に対する答えを見つけさせる。以下の質問をする。

どうしたら，人は復活するという確信を持つことができるで

しょうか。

イエス･キリストが死の縄目を断ち，復活されたことを示すど

のような証拠があるでしょうか。

ヨハネがイエス･キリストの復活を証する記録を残しているこ

と，またヨハネの証を研究することによって，わたしたちもキリ

ストの復活について学べる，ということを説明する。

黒板に「イエス･キリストの復活に関するヨハネの証」という

見出しを書く。生徒と一緒に，ヨハネ2 0：1－1 0の話を見直し，

復活についてどのような証拠があるかを調べさせる。次のような

質問をしてもよい。

イエスが葬られた墓を訪ねた3人の人物はだれでしたか。

その人々は墓の中で何を見つけましたか。

墓が空になっていたということには，どのような意味があっ

たのでしょうか。

空になっていた墓は，イエス・キリストが復活されたことを

示す決定的な証拠であると言えるでしょうか。それはなぜで

しょうか。

黒板に書いておいた見出しの下に，「墓は空になっていた」と

書き加える。生徒たちと一緒にヨハネ2 0：1 1－1 8を見直し，復活

に関してほかにどのような証がなされているかを確認する。次の

ような質問をする。

イエスが葬られた墓の中には，だれがいたでしょうか。

マリヤが園の番人だと思ったその人は，だれだったのでしょ

うか。

1 8節に書かれていることの中で，マリヤは何を証したのでし

ょうか。

これは復活に関して，空になった墓に加えて，さらにどのよ

うな証を添えているでしょうか。

黒板に書いてあるリストに，さらに「マリヤは，主に会ったこ

とを証した」と書き加える。生徒たちと一緒に，ヨハネ2 0：1 9－

2 3に目を通し，さらにどのような証がなされているかを調べ，次

のような質問をする。

「ユダヤ人をおそれて」集っていたのは，だれでしょうか。

イエスは弟子たちに現れたときに，御自身であることをどの

ようにして証されたでしょうか。（イエスは御自分の体の傷を

見せ，さらには彼らにその傷に触れさせた可能性もある。ヨ

ハネ20：25；3ニーファイ11：14－15参照）

「弟子たちはイエスの御姿を見，さらに手とわき腹に触れた可

能性もある」と黒板に書き，以下の質問をする。

これらの証の一つ一つが結び合い，全体として，イエス・キ

リストの復活について，どのようなことを証しているでしょ

うか。

ヨハネの証は，わたしたちの証を強めるのに，どう役立つで

しょうか。

一人の生徒に，当時副管長の任にあったゴードン・B・ヒンク

レー大管長の次の言葉を読ませる。

ヨハネ2 0：2 4－3 1。キリストを見てから信じるよりも，見

ないでも信じる方が，主に喜ばれる。（15－20分）

生徒たちに世界地図を見せる。生徒たちが行ったことのない国

を指し示す。その国が存在していることを，事実として知ってい

たかどうか質問する。以下の質問を使って話し合いをする。

皆さんは，この国が存在することをどのようにして知りまし

たか。

実際に行ったことはないが，その国が存在することは知って

いるという事実は，「百聞は一見にしかず」という言葉とどの

ように結びつけることができますか。

実際に見たことのある人の言葉を信じることが大切な場合も

あります。それはなぜでしょうか。

「人類の歴史におけるあらゆる勝利の中で，十字架につ

けられた主が収められた勝利以上に偉大な勝利はありませ

ん。また万人に影響を及ぼすという点においてこれに勝る

ものは，ほかに何もありません。そして，何ものもこれほ

どに永続的な結果をもたらしたことはないのです。」

（“The Son of God，”E n s i g n，1 9 9 2年1 2月号，2）

「わたしたちの永遠の幸福のために天父が立てられた計

画の原則に焦点を当てて生活するならば，世の罪悪から自

分を切り離すことができます。自分が何者で，なぜこの地

上にいて，死んだ後どこに行くのかを正しく理解していれ

ば，サタンはいかなる誘惑を用いても，わたしたちの幸福

を脅かすことはできません。天父の計画に従って生活する

ことを決意すれば，神の賜物である選択の自由を正しく行

使し，ほかの人の意見や世の風潮ではなく，啓示された真

理に基づいて決定を下すことができるでしょう。」（『聖徒

の道』1 9 9 5年7月号，2 6）
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生徒たちにヨハネ2 0：2 4－2 5を読ませ，イエス・キリストの復

活に関して，トマスがどのような態度をとったかを調べさせる。

トマスの態度と，ヨハネ2 0：8に書かれているヨハネの態度を比

較する。次の質問をする。「トマスがほかの弟子たちの言葉を信

じようとしなかったのは，どのような理由があったからだと思い

ますか。」主の復活を疑ったことで，トマスをあざけることがな

いように注意する。世界が始まって以来，復活した人はだれもい

なかった，ということを生徒たちに指摘する。次の質問をする。

「そのことは，復活に対するトマスの信仰にどのような影響を及

ぼしたと思いますか。」

ヨハネ20：25－29を読み，その途中に，逐次以下の質問をする。

救い主の手とわきの傷を見，触れた後のトマスの反応は，ど

のようなものだったでしょうか。

復活された主はトマスに重要な真理をお教えになりました。

それはどのような原則でしょうか。

見なくても信じるとき，わたしたちは福音の原則を実践して

いることになります。それはどのような原則でしょうか。

ヨハネ2 0：3 0－3 1を読む。この聖句は，ヨハネがこれらの出

来事を記した理由について，何と述べているでしょうか。

賛美歌「主はよみがえりぬ」（1 1 4番）を歌うか，その歌詞を読

む。生徒たちに以下の質問をする。

復活はわたしたちにどのような祝福を与えてくれるでしょうか。

もしイエス・キリストが死の縄目を断ってくださらなかった

ら，わたしたちは死を迎えたときにどうなってしまうでしょ

うか（2ニーファイ9：8－9参照）。

皆さんは復活の約束について，どのように思いますか。

教義と聖約7 6：2 2－2 4を読み，現代にも復活されたキリストに

まみえた人々がいることを証する。イエス・キリストは復活し，

今も生きておられるという，その人々の証を信じるよう，生徒た

ちを促す。

ヨハネ2 1：1－6，1 5－1 7。主の業を第一にした生活をす

る人は，偉大な祝福を与えられる。（20－25分）

十二使徒定員会会員マービン・J・アシュトン長老の次の言葉

を黒板に書く。ただし，「時間」という言葉は空欄にしておく。

「わたしたちは時間をささげるものを愛するのです。それは福音

であり，神であるかもしれませんし，場合によると金であるかも

しれません。」（Conference Report，1981年4月，31）生徒たちに，

空欄に入る最も適切な言葉を挙げさせる。生徒のだれかが「時間」

という言葉を挙げたら，それを空欄に書き込み，次の質問をする。

「その言葉がいちばん適切だと思う理由は何ですか。」

生徒たちにヨハネ2 1：2－6を読ませ，ペテロと弟子たちが何をし

て暮らそうとしていたのかを確認させる。次のような質問をする。

彼らは夜明けまで漁をしていましたが，その結果はどうだっ

たでしょうか。

船の反対側に網を下ろさせることによって，救い主は弟子た

ちに何を教えようとされたのだと思いますか。

ルカ5：4－1 1を読む。ペテロ，ヤコブ，ヨハネは救い主の言

葉に従って漁をした後で，どのようにしましたか。（彼らはす

べてを捨てて，イエスに従った。）

わたしたちはどうしたら，イエス・キリストとその福音に対

する愛を表すことができるでしょうか。

ヨハネ21：15－17を読む。

救い主は，「わたしの子羊を養いなさい」また「わたしの羊を

養いなさい」と言われましたが，それはどういう意味だと思

いますか。

「子羊」また「羊」とは，だれのことを指していると思いま

すか。

一人の生徒に，ロバート・Ｄ・ヘイルズ長老の次の言葉を読ま

せる。

さらに，ゴードン・Ｂ・ヒンクレー大管長は次のように話して

いる。

時間をより効果的に用い，主の羊を養う助けをすることによっ

て主への愛を示すにはどうしたらよいかということについて，生

徒たちと話し合う。

ヨハネ2 1：1 8－2 4。主は人に応じて，様々な犠牲をお求め

になることがある。（15－20分）

黒板に十字架を描く。生徒たちにマタイ16：24を読ませる。

この聖句は，救われるためには何をしなければならないと教

えていますか。

「自分の十字架を負う」とは，どういう意味でしょうか。

十字架の片側に，生徒たちの答えを書き上げる。ジョセフ・ス

ミス訳マタイ16：26を読み，以下の質問をする。

この聖句は，「十字架を負う」という言葉の意味をさらに深く

理解するのに，どう役立つでしょうか。

ヨハネ2 1：1 8－1 9を読む。ペテロにとって，「十字架を負う」

とはどういうことだったでしょうか。（死を迎えるときまで，

イエスに従う。）

この答えを十字架の反対側に書く。ペテロにとって「自分の十

字架を負うて，わたしに従ってきなさい」という教えは，多くの

人々の場合と異なり，文字どおりの意味を持つものであった。ペ

テロはローマで十字架につけられたという言い伝えがある。それ

も，主と同じ方法で死を迎えるのは畏れ多いと考えた彼自身の求

「改宗者のますますの増加に伴い，わたしたちは，改宗

者が道を見いだせるように助けるため，これまで以上に大

きな努力を傾けなければなりません。改宗者のだれもが3

つのものを必要としています。それは友人と責任と『神の

善い言葉』（モロナイ6：4）による養いです。これらを提

供するのはわたしたちの務めであり，わたしたちに与えら

れた機会です。」（『聖徒の道』1 9 9 7年7月号，5 6）

「『子羊を養う』とは，バプテスマを受けたばかりの会

員たちに働きかける伝道活動を指しているとも言えます。

彼らは養いを必要としており，聖徒たちの群れの中で温か

い思いやりやフェローシップを受けなければなりません。

『羊を養う』とは，成熟した教会員についても言えるでし

ょう。活発な人々もいればあまり活発でない人々もいます。

後者は世話を必要としており，群れに連れ戻さなければな

りません。」（『聖徒の道』1 9 9 7年7月号，9 6）

ヨハネ18－21章
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めによって，逆さはりつけにされたという。

ヨハネ2 1：2 0－2 4には，主に従うということの意味を示すもう

一つの例が書かれていることを話す。預言者ジョセフ・スミスは

啓示を通して，この出来事に関する詳細な内容を知らされた，と

いうことを説明する。生徒たちに教義と聖約7章を読ませる。次

のような質問をする。

ヨハネは何を望んだのでしょうか。

それはペテロの望みと比較して，どのような違いがあると書

かれているでしょうか。

ヨハネとペテロの望みは，それぞれどのようにすばらしいも

のだったでしょうか。

ヨハネの願いが聞き届けられるには，彼自身にどのような変

化が起きることが必要だったでしょうか。（長く地上にとどま

るためにヨハネはその肉体を変えられる必要があった。）

救い主に従ったこの二人の人物の例から，わたしたちは何を

学ぶことができるでしょうか。

わたしたちが主に「自分の命をささげる」方法は様々あるとい

うことを証する。福音の大義のために死を選ぶことによって命を

ささげる人もいる。また，毎日福音の原則に従った生活をするこ

とにより，命をささげる人もいる。生徒たちに，自分の十字架を

負い，主に従うように促す。

ヨハネによる福音書

1 3 4
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著者：使徒行伝の著者はルカである（ルカによる福音書の導入

部，p . 7 2参照）。ルカは，自分が著した福音書の続編として使徒行

伝を書いた（ルカ1：1－4；使徒1：1参照）。ルカによる福音書の

中で，彼は救い主の誕生，業，死，そして復活を証した。使徒行

伝はそれに加えて，主の使徒たちが全世界にこの福音のメッセー

ジを広めていったことを宣言している（使徒1：1－8参照；『聖

句ガイド』「使徒行伝」p.121；「ルカ」 p.285も参照）。

だれに向けて書かれたのか：ルカはこの書をテオピロという人

物に向けて書き記した。テオピロはローマの官吏であったという

説もある（『イエスと使徒たちの生涯と教え』の使徒1：1に関す

る注解，p . 2 6 9参照）。使徒行伝は，ルカによる福音書と同じよう

に，個人に向けて書かれたものと考えられるが，ルカのこれらの

記録を注意深く読む人々はだれでも，福音への理解をさらに深め

ていくであろう。

歴史的背景：使徒行伝に書かれている数々の出来事は，教会が

ローマの支配する広大な世界において成長し，広められていた約

3 0年に及ぶ時代に起きたものである。使徒行伝はペテロとパウロ

の働きに主眼を置いた展開になっている。ルカは長年パウロの同

僚として働いた経験があるために，使徒行伝の多くの部分は，パ

ウロの伝道の旅を採り上げている。使徒行伝の記録は，パウロが

ローマで軟禁されていた間に宣教した記述をもって終わってい

る。紀元6 2年ごろである（『イエスと使徒たちの生涯と教え』「使

徒行伝が書かれた場所と時」 p.268参照）。

独自の内容：『イエスと使徒たちの生涯と教え』「使徒の行っ

た業の意義」（pp.268－269）参照。

テーマ：使徒1：8は使徒行伝全体の概要と言うことができる。

使徒たちのエルサレムにおける伝道活動（第1－7章），ユダヤと

サマリヤにおける伝道活動（第8－9章），そして「地のはてまで」

の伝道（第10－28章)という展開で記録されている。

使徒たちは「上から力を授けられる」（ルカ2 4：4 9）すなわち，

聖霊を授かるまでは，伝道を始めるのを待つように命じられてい

た。十二使徒定員会会長の任にあった当時，エズラ・タフト・ベ

ンソン大管長は，次のように述べている。

「わたしが十二使徒の兄弟たちに繰り返してきたメッセージを

一つ挙げるとしたら，大切なのは御霊であるということです。御

霊が大切なのです。自分が今までこのことを何度話してきたかは

分かりません。しかし，幾ら話しても話しすぎということはあり

ません。いちばん大切なのは御霊なのです。」（伝道部長セミナー

における講話，1985年4月3日，Missionary Guide：Training for

Missionaries〔1988年〕，73で引用）

使徒1－2章

はじめに

復活されたキリストは4 0日にわたって弟子たちを訪ね，「神の

国のことを語られた。」（使徒1：3）使徒行伝の初めの幾つかの章

は，キリストの業と聖霊の働きの結果として初期の教会の指導者

たちに与えられた力に対する理解を得させてくれる。これらの章

には，福音に耳を傾ける人々が増え続ける状況の中で，主が聖徒

たちに宣教の備えをさせられる一方，使徒たちがエルサレムにお

いて福音を説き始め教会を組織していく様子が記録されている。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって使徒1－2

章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

初期の教会の多くの人々が，復活された主を目撃した（使徒

1：1－3参照；1コリント15：5－8も参照）。

福音は御霊の力を通して「地のはてまで」（使徒1：8）宣べ伝

えられる（使徒1：4－8；2：1 4－4 7参照；モルモン9：2 2；教

義と聖約1：4も参照）。

イエスは再臨のときに，天に上げられたときと同じ有様で地

上に戻って来られる（使徒1：9－1 1参照；教義と聖約4 5：

44－52も参照）。

使徒たちはイエス・キリストの神性を証する，神から聖任さ

れた人々である。十二使徒定員会に生じる空席は，主の指示

によって満たされる（使徒1：15－26参照；使徒4：33も参照）。

異言の賜物は，伝道活動の進展を助ける御霊の賜物である

（使徒2：1－12参照；教義と聖約46：24－26も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』210－212，250－270

教え方の提案

使徒1－2章について教える準備をするときに，以下の提案の中

から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

使徒1－1 0章。使徒ペテロの生涯を学ぶことにより，主がペ

テロを通して教会の諸事をどのように導かれたかを知ることがで

きる。（20－25分）

生徒たちの中には，ペテロが救い主を知らないと3度言った人

物であることは覚えていても，彼が多くの偉大な事柄を成し遂げ

たことは忘れている人がいるかもしれない。この提案の目的は，

使徒行伝に記録されている，ペテロの大胆かつ傑出した献身ぶり

を強調することにより，その消極的な印象をすべて取り去ること

である。

使徒行伝
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生徒たちに以下の質問をする。

皆さんが使徒ペテロのことを考えるときに，心の中に最初に

思い浮かんでくるのは，どのような出来事でしょうか。（生徒

たちの答えを黒板に書き上げる。）

それらの出来事は，皆さんのペテロに対する印象にどのよう

な影響を与えていると思いますか。

ペテロの偉大さを証し，このレッスンの中で，ペテロについて

さらに深く学ぶよう生徒たちに促す。

イスカリオテのユダの死に伴って，十二使徒定員会の空席を埋

める必要が生じたことを，生徒たちに説明する。生徒たちに使徒

1：1 3－1 6を読ませ，新しい使徒の選任を指導したのがだれであ

ったかを確認させる。次の質問をする。「この聖句から，ペテ

ロが置かれていた立場について，何を学ぶことができるでしょ

うか。」

一人の生徒に，ジェームズ・E・ファウスト長老の言葉を読ま

せる。

付録「ペテロの生涯の出来事」（p . 2 8 2）を配付資料として生徒

たちに渡す。生徒たちに，空欄に項目Ａ～Ｉの中から適切なもの

を選び記入させる。（答えは以下のとおりである。1－G，2－D，

3－I，4－B，5－E，6－J，7－A，8－F，9－H，10－C）

これまでペテロについて学んできたことで，彼に対する評価を

高める要因になった事柄を生徒たちに要約させる。最後に，十二

使徒定員会会員の職に召される以前のニール・Ａ・マックスウェ

ル長老が述べた次の言葉を読む。

使徒1：1－3。初期の教会の多くの人々が，復活された主を

目撃した。（20－25分）

次の表を配付資料として生徒たちに渡すか，黒板に書く。ただ

し「証人」の欄は，空欄にしておく。

生徒たちに，イエスの復活を信じられないでいる友人が一人い

ると想定させる。生徒たちに使徒1：1－3を読ませ，主は復活の

後，だれに現れられたかを調べさせる。次の質問をする。「『数々

の確かな証拠』とは，どのようなことでしょうか。」

生徒たちに表の「証人」の欄に記入させる。復活に対するこれ

らの証は，証人の数と信頼性を考えると，実に確かなものである。

次の質問をする。

皆さんは，自分の友達が復活を信じられるように助けるため

に，これらの聖句をどのように用いたらよいでしょうか。

それは，皆さん自身の証にどのような影響を与えるでしょうか。

賛美歌「主はよみがえりぬ（アレルヤ）」（1 1 5番）を歌うか，

歌詞を朗読するとよい。イエス・キリストの贖罪は，わたしたち

一人一人に復活への道を開いてくれたということを，生徒たちに

思い起こさせる。次の質問をする。「自分が復活するという事実

を知ることによって，毎日の生活の中にどのような変化が出てく

るでしょうか。」

使徒1：4－8；2：1－2 1。福音は御霊の力を通して「地の

はてまで」（使徒1：8）宣べ伝えられる。（25－30分）

懐中電灯など，光を発するものを出して，生徒たちに，注意し

てよく見させる。スイッチを入れて，明かりをつける。以下の質

問をする。

明かりのつかない電灯と，聖霊がない人には，どのような共

通点があるでしょうか。

明かりをつけた電灯と，聖霊の賜物を持つ人には，どのよう

な共通点があるでしょうか。

生徒たちと一緒に使徒1：4－8を読み，以下の質問をする。

使徒たちは，福音を宣べ伝える前に，何を受けなければなら

なかったでしょうか。

主が使徒たちに，聖霊を受けるまで，伝道を始めるのを待つ

ようにと命じられたのはなぜでしょうか。

「キリストの教えの感化のもとに，ペテロは世に知られ

ることのなかった漁師から，教会の大管長となった。かつ

ては，強固な確信もなく，やや臆病なところさえあった彼が

まったく恐れを知らない人物となったのである。」（“……A

More Excellent Way”： Essays on Leadership for Latter-

day Saints〔1 9 7 3年〕，3 8）

「この権威の継承を認める力強い先例が，代々伝えられ

ている。キリストの磔刑
たつけい

の後，先任使徒であるペテロが大

管長となった。神権の鍵がジョセフ・スミスに回復されて

以来，この職の継承は，この手続きに従って行われてきた。」

（Reach Up for the Light〔1 9 9 0年〕，2 2）

使徒行伝

1 3 6

聖　句 証　人

マルコ16：9－10；

ヨハネ20：11－14

マグダラのマリヤ。墓の近くで

マタイ28：1，9 マグダラのマリヤと，もう一人のマリ

ヤ。墓からエルサレムへ向かう途中

マルコ16：12；

ルカ24：13－15

二人の弟子。エマオへ向かう道

ルカ24：34；

1コリント15：5

ペテロ。エルサレムかその近辺で

ルカ24：36；ヨハネ20：19 10人の使徒。エルサレムで

マルコ16：14；ヨハネ20：26 11人の使徒。エルサレムで

ヨハネ21章 使徒たち。ガリラヤのテベリヤの海辺

で

マタイ28：16－17 使徒たち。ガリラヤの山の上で

１コリント15：6 同時に5 0 0人以上の兄弟たち。ガリラヤ

と思われる

１コリント15：7

11人の使徒。ベタニヤの近くでマルコ16：19；

ルカ24：50－51

ヤコブ
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教義と聖約4 2：1 4を読む。わたしたちはまず聖霊を受けなけ

れば，よく教えることも人を導くこともできません。それは

なぜでしょうか。

2ニーファイ3 3：1を読み，権能がないのに福音を宣べ伝えるこ

とについてこの聖句が教えていることを，一人の生徒に説明して

もらう。使徒行伝の導入部，「テーマ」の項に書かれているエズ

ラ・タフト・ベンソン大管長の言葉（p.135）を読む。

救い主が使徒たちに，聖霊を受けるまでエルサレムで待つよう

に指示されたことを思い起こさせる。使徒2：1－1 3を読み以下の

質問をする。

この聖句の中から，使徒たちが救い主の指示に従ったことを

示す証拠を何か挙げることができますか。

ペンテコステの日に御霊が注がれた現象が，聖霊にあまり慣

れていない人々によって，どのように表現されているでしょ

うか。

使徒2：1 4－3 6には記録として残されているペテロの最初の公

開説教が載っている，ということを指摘する。生徒たちに22－24，

32節を読ませる。次の質問をする。

聖霊がペテロにこのメッセージを宣言するように促されたの

はなぜでしょうか。

これより重要なメッセージはほかにありません。それはなぜ

でしょうか。

生徒たちに使徒2：3 7－4 7を読ませ，聖霊の力が使徒たちの働

きを助けたことを示す重要な語句を探させる。生徒たちが見つけ

た語句を黒板に書き上げる。以下の質問をするとよい。

初期の教会のこの重要な出来事から，わたしたちは何を学ぶ

ことができるでしょうか。

聖霊の力によって，どのような人々が祝福を受けたでしょ

うか。

今の時代のわたしたちは，御霊の力によって，どのような祝

福を得ることができるでしょうか。

ほかの人々に教会について話すときに，どうしたら聖霊の助

けを得ることができるでしょうか。

使徒1：1 5－2 6。使徒たちはイエス・キリストの神性

を証する，神から聖任された人々である。十二使徒定員

会に生じる空席は，主の指示によって満たされる。（40－45分）

教会中央幹部に対する支持の様子を伝える最近の総大会のビデ

オを見せる（または，現在の教会中央幹部の写真を見せる）。生

徒たちに，新しい使徒の選ばれ方について理解していることを話

してもらう。新約聖書には，新しい使徒の選任について一つの事

例が記されているということを説明する。

生徒たちに使徒1：15－20を読ませ，以下の質問をする。

ユダの背信と死によって，どの職に空席が生じたでしょうか。

2 1－2 2節を読む。ペテロは，新しい使徒として選ばれる人の

条件として，どのようなことを定めたでしょうか。（使徒たち

と「行動を共にした人」，また復活された主の証人である人。）

今生きている人で，この二つの条件を満たせる人はいるでし

ょうか。

現代の使徒たちは，古代の使徒たちと行動を共にしてはいない

が，その一人一人が特別な証を持っている。ハロルド・B・リー

長老の次の言葉を読む。

生徒たちに使徒1：2 3－2 6を読ませ，だれが新しい使徒に選ば

れたかを確認させる。以下の質問事項について話し合う。

マッテヤはどのようにして選ばれたのでしょうか。

2 4節に書かれている，使徒が選ばれるこの手続きの中で，大

切なことは何でしょうか。

そのことは，なぜそれほど大切なのでしょうか。

一人の生徒に，ゴードン・B・ヒンクレー大管長の次の言葉を

読む。

「ここでもう一度，主の教会の統治方法に関して主が定

められた重要で類のない特徴について考えてみましょう。

推薦する権限は，どのレベルにあっても，上位の役員にあ

ります。しかし，その推薦は支持を必要としています。す

なわち，教会員により受け入れられ，確認されなければな

りません。この手続きは主の教会独自のものです。役職を

求めたり，地位に就くため人を欺いたり，自分の長所を吹

聴して運動したりする人はいません。……主の計画の下で

は，役員を選ぶ責任のある人が，第一に考えるのは次のよ

うな質問です。『主はどの人を求めておられるだろうか。』

静かに周到に熟慮されます。そして，選択が正しいという

聖霊からの確認を受けるために，多くの祈りをささげま

す。」（『聖徒の道』1 9 9 4年7月号，5 8－5 9）

「数年前のことだが，……ある宣教師を連れて巡回して

いたときに，一組の宣教師がどうしても分からないことが

あると言ってやって来た。彼らの話によると，ある若いメ

ソジスト派の牧師に，今日この地上にあって真の教会を設

立するには使徒が必要であると話したところ，一笑に付さ

れたということであった。そして牧師はこう語ったそうで

ある。『ユダが死んでその空席を補充するために一人の人

を選ぶ必要に迫られたとき，彼らが，その人は主の使命か

ら復活まで含めてすべてを目撃した人でなければならない

と言ったのを覚えておいででしょう。これが使徒の資格であ

るとしたら，あなたの教会の使徒たちはどうなのですか。』

二人の若者はわたしにどう答えたらよいか尋ねた。わた

しはこう言った。『帰ってその牧師さんに二つの質問をし

なさい。第1に，使徒パウロは使徒としてその資格をどの

ようにして得たのですか。パウロは主を知りませんでした。

親しく主と接したことはありませんでしたし，他の使徒と

ともに行動したこともありません。主イエスの導きと教え，

それに復活も目撃していません。そのような状況で，彼は

どのようにして資格を得たのですか。第2は，今日の使徒

が古代の使徒と同じ証を得ることがないとなぜ決めつけら

れるのですか。』

わたしは証する。今日において使徒と呼ばれる人は，主

の使命についてあたかもその場にともにいたかのように知

ることができるし，また実際にその知識を得ているのであ

る。」（“Born of the Spirit，”ブリガム・ヤング大学におけ

るセミナリー・インスティテュート職員への未発表の講

話，1 9 6 2年6月2 6日）

使徒1－2章

1 3 7
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次の質問をする。「新しい使徒の選びと聖任において，最も重

要な事柄は何でしょうか。」教義と聖約1 0 7：2 3を読み，古代の使

徒も現代の使徒もイエス・キリストの特別な証人である，という

ことを生徒たちに話す。

最近の『リアホナ』の大会特集号を何回分か用意する。生徒た

ちを小人数のグループに分け，各グループに『リアホナ』を渡す。

生徒たちに，幹部たちの説教に目を通させ，イエス・キリストに

ついて証を述べている箇所を探させる。数分してから，生徒たち

にその結果を発表させる。次の質問をする。「使徒を支持すると

いう点において，わたしたちにはどのような責任があるでしょ

うか。」

使徒3－5章

はじめに

使徒3－5章には，使徒たちが聖霊の力によってエルサレムの教

会の様々な事柄を指導していたことが書かれている。先任使徒ペ

テロは，ヨハネを連れて，病人，足の不自由な人を癒し，福音を

宣べ伝え，ユダヤ教の指導者たちに勇敢に立ち向かい，人々の間

で数多くのしるしと奇跡を行い，イエス・キリストの神性を証し

た。当時，十二使徒定員会会員の任にあったスペンサー・Ｗ・キ

ンボール長老は「この偉大な教会の管理者」であるペテロを，

「大いなる信仰と雄々しい指導力，揺るぎない証と比類ない勇気，

そしてほとんど限界を知らないほどの理解力を持つ」人と表現し

ている（「わたしの兄弟ペテロ」ブリガム・ヤング大学年度講話

〔1971年7月13日〕，1；『イエスと使徒たちの生涯と教え』549）

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって使徒3－5

章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

信仰と神権の力によって，癒しを行うことができる（使徒3：

1－16参照；ヤコブの手紙5：14－15；アルマ15：8も参照）。

宣教師としての責任を立派に果たすには，反対に直面したと

きに，大胆かつ勇敢でなければならない（使徒4：1 3－2 1，

31；5：17－33，40－42参照）。

聖徒たちは，自身の幸福については，自分で責任を負わなけ

ればならない（使徒4：3 2－3 7参照；使徒2：4 4－4 5；モーサ

ヤ18：8，21；4ニーファイ1：2－3；モーセ7：18も参照）。

教会の指導者にうそを言うのは，主に対してうそを言うのと

同じである（使徒5：1－1 1参照；モルモン書ヤコブ7：9－1 9

も参照）。

最終的に真理は誤りに打ち勝つ（使徒5：3 4－3 9参照；ダニエ

ル2：34－35も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』270－271

教え方の提案

使徒3－5章について教える準備をするときに，以下の提案の中

から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

使徒3：1－1 6。信仰と神権の力によって，癒しを行うことが

できる。（25－30分）

1億円札を仮に作る。生徒たちにその1億円札を見せ，次の質問

をする。

1億円と視力のどちらを選ぶかと言われたら，皆さんはどちら

を選びますか。それはどうしてですか。

1億円と歩く力のどちらを選ぶかと聞かれたら，皆さんはどち

らを選びますか。それはどうしてですか。

使徒3：1－1 1を読む。ペテロは足の不自由なこの男に，金銭よ

りも貴いものを上げようと言いましたが，それは何でしょうか。

1 2－1 6節を読む。どうしたらこのような癒しが可能になるで

しょうか。

信仰と神権の力によって起こされた癒しの例を生徒たちに話し

て聞かせる。または，希望する生徒にそのような事例を話しても

らう。

そのような癒しは，霊的な癒しの象徴となり得る場合もあると

いうことを説明する。主はわたしたちの肉体の病気，また障害さ

えも癒す力を持っておられるが，赦しを与え，わたしたちの弱さ

や社会の病弊を克服する力も与えることがおできになる。使徒

3：2－8をもう一度読み，以下のような質問をする。

現代の教会において，ペテロが務めていた責任を受けている

のはだれでしょうか。（預言者）

ペテロがこの足の不自由な男を癒した出来事を，霊的な癒し

にたとえるとしたら，この男はどのような人を表しているこ

とになるでしょうか。

4節の「彼をじっと見て」という言葉は，どのようなことを言

い表していると思いますか。（ペテロにとって，その男は大切

な存在であった。）

今の時代の預言者たちも，青少年を「じっと見て」います。

それは具体的にどのような形で表れていますか。（一つの例は，

教会から青少年のために『若人のために』というパンフレッ

トが出されていることである。）

5節の「注目して」という言葉には，この男のどのような思い

が表れているでしょうか。

この男がペテロに「注目」したということは，霊的な癒しに

なぞらえると，どのような意味を持つことになるでしょうか。

（わたしたちは現代の預言者や神権指導者の言葉に耳を傾け，

聞き従わなければならない。）

ペテロがその男の手を取って起こしてやったことから，わた

したちは何を学ぶことができるでしょうか。

一人の生徒に，ハロルド・B・リー大管長の次の言葉を読ま

せる。

使徒行伝

1 3 8
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使徒4：3 2－3 7。聖徒たちは，自身の幸福については，

自分で責任を負わなければならない。（25－30分）

使徒行伝の最初の2章に関する質問をして，レッスンを始める

（前もって1 5～2 0の質問事項を準備しておく必要がある）。生徒た

ちが正しい答えを出したら，その都度，褒美としてキャンディな

どを与える。幾つももらう生徒がいれば，少ししかあるいはまっ

たくもらえない生徒もいるという状況になるまで，これを続ける。

以下の質問をする。

わたしたちは，物質的な富をどれくらい持っているか，ある

いは，ほかの人よりどれくらい多く持っているか，というこ

とだけを，成功しているかどうかの判断基準にしていないで

しょうか。

世の中にもそれを助長するような風潮がないでしょうか。

生徒たちに使徒2：4 4－4 5；4：3 2－3 7を読ませ，次の質問をす

る。「ペテロの時代の教会員は，物質的な富をどのように扱って

いたでしょうか。」教義と聖約78：5－6を読む。

末日聖徒にとって，物質的な面において，互いに助け合うの

は非常に大切なことです。それはなぜでしょうか。

「いっさいの物を共有にし」とは，どういう意味でしょうか。

現代において，この律法は何と呼ばれているでしょうか。（奉

献の律法）

わたしたちはほかの人々を物質的な面で助けるために，どの

ようなことができるでしょうか。（什分の一などのささげ物を

する，奉仕活動に参加する，ほかの人が仕事を見つけられる

ように助ける，人道的な支援活動を行う，などの答えが考え

られる。）

レッスンの最初の活動でキャンディが渡されたことを思い出さ

せる。生徒たちに次の質問をする。「皆さんがもらった分を全部

集めて，もっと均等に分け直してみたいと思いませんか。それは

どうしてですか。」この体験活動の中で浮かび上がってくる問題

について話し合う。一人の生徒に，エズラ・タフト・ベンソン大

管長の次の言葉を読ませる。

現代の教会において，奉献の原則が織り込まれたプログラム

にはどのようなものがあるでしょうか。

教会の福祉プログラムは，どのような点で，奉献の律法を部

分的に実践する機会を与えてくれているでしょうか。

生徒たちに，自分自身が奉仕をすることにより，幸せにできる

人がいないかどうか考えさせ，その人を助けるための計画を立て

るように促す。その計画の詳細や，だれを助けようとしているか

を聞いたりはしないが，一両日中に，大まかな進み具合を尋ねる，

ということを生徒たちに話しておく。

使徒5：1－1 1。教会の指導者にうそを言うのは，主に対して

うそを言うのと同じである。（10－15分）

生徒たちに使徒5：1－1 1を，1節ずつ順番に読ませていく。次

の質問をする。「わたしたちは，この話から何を学ぶことができ

るでしょうか。」（神を偽ることはできない。うそをつくとすぐに

その結果が出てくる場合がある。自分の行動については，結果的

に必ずその報いを受ける。）一人の生徒にゴードン・Ｂ・ヒンク

レー大管長の次の言葉を読ませる。

次の質問をする。「ヒンクレー大管長は，うそがどのような結

果をもたらすと述べていますか。」生徒たちに，主，教会の指導

者，またほかの人々に対して，完全に正直な生き方をすることの

大切さを学んだ人の話をしてもらう。

「今の時代に，不正を見破られた人がアナニヤやサッピ

ラのように死ぬことはない。しかしその人の内部の何かが

死ぬ。良心の息はふさがれ，品性はしぼみ，自尊心は消え，

清廉さは死ぬ。」（『聖徒の道』1 9 7 6年8月号，3 7 6）

「わたしたちが持っているものは，すべて主に属するも

のです。また，主はわたしたちに財産の一部あるいはすべ

てを差し出すようにお求めになることがあるかもしれませ

んが，それはもともと主に属するものだからです。……

……奉献の律法は，日の栄えの王国で受け継ぎを授かる

ための律法です。永遠の父なる神，その御子イエス・キリ

スト，そして聖なる存在のすべてが，この律法に従ってい

るのです。これは永遠の律法です。また，この時代に神が

御自身の教会に与えてくださった啓示です。この律法は，

今はまだ完全な形で機能していませんが，日の栄えの受け

継ぎを受けるためには，完全な形でこの律法に従うことが，

すべての聖徒に求められるようになります。若い皆さんも

現在，什分の一を納め，また惜しみない断食献金をし，伝

道に出，金銭，労力，時間などをささげることにより，こ

の高度な律法の一部に従っているのです。」（“A Vision and

a Hope for the Youth of Zion，” 1977 Devotional Speeches

of the Year 〔1 9 7 8年〕，7 4－7 5で引用）

「わたしは今，この〔足の不自由な〕男が心の中でどう

思ったかはっきり思い描くことができる。『この人はわたし

に歩くように命じたが，わたしが歩けないのを知っている

のだろうか。』続いて聖書にはこう書き記されている。ペテ

ロはこの男に歩くよう命じただけで満足はしなかった。『彼

の右手を取って起して』やったのである。（使徒3：7）

それではあなたがたは，使徒の頭であるこの気高い人が，

恐らくこの足の利かない男の肩に手をかけて次のように語

っている姿を心に描くことができるだろうか。『さあ，わ

たしの友人よ，勇気を持って立ちなさい。わたしが一緒に

歩いてあげよう。あなたは，神がその僕である人間に授

けられた権威と権能によって祝福されたのであるから，

必ず歩けるはずだ。』こうしてこの男は躍り上がって歩き

出した。

あなたがたは自分が低いところにいて他人を引き上げる

ことはできない。もし人を救いたいと思うならば，その人

にこうなってほしいと望むことを，まず自分自身が模範で

示すことである。自分が心の内に燃えていなくて，ほかの

人を燃やすことはできない。」（『大会報告』1 9 7 3年4月，7 0）

使徒3－5章
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使徒5： 3 4－3 9。最終的に真理は誤りに打ち勝つ。（1 0－

15分）

最近出された新聞やニュース雑誌などを生徒たちに渡す。それ

らにざっと目を通させ，世の中にどのように罪悪が広まっている

のかを考えさせる。次の質問をする。「このような状態が，常に

世の中に広がっていくと考えたら，人々は人生についてどのよう

な考えを持つようになると思いますか。」

生徒たちに使徒5：34－39を読ませ，次の質問をする。

ガマリエルは善と悪の戦いについて，どのようなことを信じ

ていたでしょうか。

このような考えは，罪悪に満ちた世の中に生きるわたしたち

が希望を持つうえで，どのように助けとなるでしょうか。

ヒュー・Ｂ・ブラウン副管長は次のように教えている。

使徒6－7章

はじめに

使徒たちは教会員が増加するのに伴い，自分たちの務めを補佐

させ，エルサレムの聖徒の物質的必要を満たすという役割を果た

させるために，7人から成る一つのグループを召した。この7人の

中の一人ステパノは，「恵みと力とに満ちて，民衆の中で，めざ

ましい奇跡としるしとを行っていた」〔訳注：欽定訳聖書では，

「信仰と力とに満ちて」となっている〕人物であると記録されて

いる（使徒6：8）。一部のユダヤ人たちは，キリストが「モーセ

が……伝えた慣例を変えてしまう」（1 4節）ような教えを述べた

として，ステパノを冒涜の罪で訴えた。これに対してステパノは，

真の預言者はいつもイスラエルから拒まれてきたことを指摘し，

議会で抗弁した。そして彼は「あなたがたは……あなたがたの先

祖と同じである」（使徒7：5 1）と証し，さらに彼らは神の御子を

拒んだと述べた。ステパノは示現を受け，父なる神と，その右手

におられるイエスを見たと証した。このことはユダヤ人たちを激

怒させ，彼らはステパノに石を投げつけた。こうして，ステパノ

は初期の教会で最初の殉教者の一人となったのである。

使徒6－7章を読み，初期の教会の指導者が自らの務めを果たす

ためのふさわしさとして，どのような特質を備えていたかを考え

る。また，ステパノがユダヤ人の指導者たちにイエス・キリスト

について教えるために，イスラエルの歴史をどのように提示した

かという点にも注意する。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって使徒6－7

章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

教会の指導者は，人々の必要を満たし，主の業を成し遂げる

ために，委任の原則を用いる（使徒6：1－7；教義と聖約

107：23，33－35参照）。

教会で奉仕する人は，正直であり，また霊的で，賢くなけれ

ばならない（使徒6：3；教義と聖約4：5－6参照）。

忠実な人は，生きているときも，また死を迎えるときにも，

神の祝福を授けられる（使徒6：5－7：60参照）。

昔から義人は迫害を受けてきた。しかし，堪え忍ぶ人には祝

福が授けられる（使徒6：9－15；7：22－36，51－60参照）。

邪悪な人は，真理を厳しいものと考える（使徒7：5 4参照；1

ニーファイ16：1－2も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』271－272

教え方の提案

使徒6－7章について教える準備をするときに，以下の提案の中

から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

使徒6－1 2章。天の御父は預言者を通して御業を導かれる。

（30－35分）

生徒の親あるいは神権指導者などの中から3人を選び，クラス

に来てもらい，レッスンの始めに，近いうちに行われる予定の1

件の行事について発表してもらう手配をしておく。最初の人には

正確な日時，場所などの情報を伝えてそれを発表してもらう。次

に，2番目の人には，詳細な点を変えて，同じ発表をしてもらう。

その後で，3番目の人にも，さらに少し内容を変えて，同じ発表

をしてもらう。

次の質問をする。「皆さんは，3人のうちのだれの発表を信じま

すか。それはなぜですか。」最初の人が正確な情報を伝えている

ことを，生徒たちに話す。以下の質問をする。

この場合，どういう混乱が生じる可能性があるでしょうか。

福音に関して，わたしたちに最もよい勧告を与えることがで

きるのはだれでしょうか。

ほかの情報源に頼ると，どのような影響が出てくるでしょうか。

誤った源から来るメッセージに耳を貸すことの危険性について

話し合う。

使徒6－1 2章には，主が異邦人に福音を伝えるために，教会の

大管長であるペテロを導かれたことが書かれている。それは，当

時の聖徒たちの多くが考えたこともない大きな変化であった。こ

のような変化は，生ける預言者を通して示されなければならない

こと，また教会員は預言者の言葉に全幅の信頼を置くべきことを

説明する。

生徒たちを3つのグループに分ける。一つのグループに使徒6章，

もう一つのグループに使徒1 0章，そして残りのグループに使徒1 1

章を研究するように割り当て，主が預言者を通して聖徒たちにど

のような導きを与えられたかを調べさせる。その結果を発表させ

る。（やもめの世話をする7人が任命されたこと，ペテロに与えら

「最終的に正義が勝利を収めることは確かです。真理が

勝つのです。この教会が組織され，確立されてきました。

この教会は，神の王国であり，決して打ち倒されることは

ないでしょう。」（Conference Report，1 9 6 1年1 0月，8 7）

使徒行伝
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れた異邦人に福音を伝えるようにとの示現，ペテロがその示現に

ついて教会員に説明したこと，などが含まれる。）

主は現代においても，預言者や使徒を通して教会員に向けて御

言葉を発しておられること，また，預言者と使徒の言葉には全幅

の信頼を置くことができるということを，生徒たちに強調する。

教師自身が好きな大会説教の一つから，一部を抜粋して読んでも

よい。生徒たちに，家に戻ったら，『リアホナ』の最近の大会特

集号を研究し，預言者と使徒が聖徒たちに向けてどのようなメッ

セージを与えているか調べさせる。

生徒たちに以下の引用文のコピーを配付資料として渡し，一緒

に読む。

ハロルド・B・リー大管長はこう教えている。

エズラ・タフト・ベンソン大管長は次のように話している。

使徒6：1－6。教会の指導者は，人々の必要を満たす責任

を果たすために，ふさわしい教会員を必要としている。（1 5－

20分）

一人の生徒に，幾つか物を持ってくれるように依頼する。その

生徒に，鉛筆，本，テープ，ホチキスなどを次から次と渡し，何

かを落としてしまうか，置かざるを得なくなるようになるまで続

ける。

生徒たちに現在の預言者か一人の使徒の写真を見せる。教会の

これらの指導者が召しとして引き受けている大きな責任について

話し合う。以下の質問をする。

教会中央幹部はだれに対して責任を負っているのでしょうか。

もし彼らがその責任を軽んじたら，どのようなことになるで

しょうか。

このことは，一人の生徒に次々と物を持たせたことと，どの

ように関連づけることができるでしょうか。

使徒6：1－6を読み，当時の教会の指導者たちがどのような問

題に直面していたかを確認させる。

教会の指導者たちは，この問題をどのようにして解決したで

しょうか。

やもめたちの世話をするために，使徒を補佐する者としてだ

れが召されたでしょうか。（生徒たちが7人の名前を挙げたら，

それを順次黒板に書き上げていく。）

一人の生徒に，ブルース・R・マッコンキー長老の次の言葉を

読ませる。

以下の質問をする。

今の時代のわたしたちも同じような問題にぶつかっていない

でしょうか。それはどのような問題でしょうか。

夫を亡くした人々を助けるという点において，アロン神権者

はどのような働きをしているでしょうか。

アロン神権者が自分たちの責任を忠実に果たすなら，教会指

導者たちの負担はどのように軽くなるでしょうか。

一人の生徒に使徒6：3をもう一度読ませ，以下の質問をする。

使徒たちは7人を選ぶに際して，どのような特質の人物を求め

たでしょうか。

それらの特質は，今の時代のわたしたちが教会の責任を果た

すうえでも求められるものです。それはなぜでしょうか。

使徒6：7－8を読み，この召しが霊感によるものであることを

示す証拠を見いださせる。次の質問をする。「神権者はどのよう

な点において，夫を亡くした人々や全教会に対して祝福をもたら

すことができるでしょうか。」

使徒6：5－7：6 0。忠実な人は，生きているときも，また死

を迎えるときにも，神の祝福を授けられる。（20－25分）

自分が近い将来に死ぬことになると告知されたと想定させる。

次の質問をする。「自分のお葬式に話される弔辞を自分で書くこ

とができるとしたら，どのようなことを書きたいと思いますか。」

生徒たちの答えと話し合いを促すために，次のような質問をする

とよい。

皆さんは，自分がどのような人物として，人々の記憶の中に

とどまりたいと思いますか。

福音に忠実な生き方をしたということは，どのような人物と

して人々の記憶にとどまるかという点についてどう影響する

でしょうか。

生徒たちに使徒6：5－8を読ませ，ステパノがどのような人物

だったかを考えさせる。次の質問をする。「もし皆さんがステパ

ノの行ったしるしや奇跡を見ていたとしたら，彼をどのような人

物だと思うでしょうか。」

生徒たちに使徒6：9－15を読ませる。以下の質問をする。

ある人々はステパノのしていることを，良く思いませんでし

た。それはなぜでしょうか。

ステパノが神の祝福を受けて，その困難な使命を果たしてい

たことを示す証拠を挙げてください。

人々はステパノを捕らえ，議会に連れて来るためにどのよう

なことをしたでしょうか。

「彼らに割り当てられた仕事は，通常はアロン神権者が

扱う物質的な事柄の範囲に属するものであった。これによ

って使徒たちはメルキゼデクの務めにかかわるより難しい

問題に取り組むことができるようになったのである。」

（Doctrinal New Testament Commentary，第2巻，6 5）

「これからの6か月間，『聖徒の道』の大会特集号は標準

聖典とともに頻繁に参照していただきたいと思います。わ

たしの親愛なる友人であり兄弟であるハロルド・B・リー

大管長が言ったように，大会説教は『これからの6か月間，

生活や話題のうえで導きとなるものです。それらはすべて，

主が今日のわたしたちに必要なこととして示された大切な

事柄です。』」（『聖徒の道』1 9 8 8年6月号，8 9）

「主が聖徒たちに知ってほしいと思っておられる事柄を

知り，以後半年間の導きを得たいと思うならば，大会の説

教録を1部入手することである。そうすれば，聖徒たちに

関する最新の主の御言葉が分かる。」（『大会報告』1 9 7 3年

1 0月，1 4 3）

使徒6－7章
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使徒7章には，ステパノがユダヤ人の指導者たちに対して述べ

た長い反論の言葉が書かれている。生徒たちに，ステパノはここ

でイスラエルの民がモーセや預言者たちをどのように拒んだかを

示す，イスラエルの歴史について述べていることを指摘する。生

徒たちに使徒7：5 1－5 3を読ませ，次の質問をする。「ステパノは

ユダヤの指導者たちに対して，どのような非難の言葉を述べたで

しょうか。」（彼らは強情であり，また聖霊に逆らい，「正しいか

た」すなわちキリストを拒んで殺し，モーセの律法を授けられて

いながら，それに従わない。）

ユダヤの指導者たちは，ステパノのその非難の言葉に対して，

どのように反応したでしょうか。

神は証を述べるステパノをどのように支えられたでしょうか。

この示現はステパノのふさわしさについて，どのようなこと

を示しているでしょうか。

ステパノが最後まで忠実であり続けたことを示す証拠を何か

挙げてください。

もし皆さんがステパノの葬式で弔辞を読むとしたら，どのよ

うなことを話しますか。

使徒7：5 5－5 6（マスター聖句）。神会は別個に独立し

た御三方によって構成されている。（10－15分）

次の質問をする。「いわゆるクリスチャンと呼ばれる世の人々

は，父なる神，御子，聖霊の御三方について，どのように信じて

いるのでしょうか。」一人の生徒に，ダリン・H・オークス長老の

次の言葉を読ませる。

使徒7：55－56を読み，次のような絵を描く。

生徒たちと一緒に教義と聖約1 3 0：2 2を読み，末日聖徒は神会

のそれぞれの御方は別個の体を持っておられると信じていること

を説明する。生徒たちに数分の時間を与え，御父，御子，聖霊が

それぞれ別個の御方であることを示す聖句をほかに探させ，それ

を発表させる（マタイ3：16－17に関する教え方の提案，p.24参照）。

以下の質問をする。

自分の父であり，祈りを聞き，答えを与えてくださる天の御

父に祈ることができるということに対して，どのように思い

ますか。

イエスが神会の中の独立した御方であるという教えは，イエ

スの模範に従ううえでどのように役立つでしょうか。

多くの親が子供に向けた日記や手紙を書くのは，どのような

理由によると思いますか。（親は子供を愛し，子供に自分のこ

とを知ってほしいと願うから，というような理由が考えられる。）

天の御父がわたしたちに御自分のことを啓示されるのには，

どのような理由があると思いますか（ヨハネ17：3参照）。

生徒の一人に，ダリン・H・オークス長老の次の言葉を読ませる。

「ほかのクリスチャンのかたがたと同じように，わたし

たちも神会を構成する御父と御子と聖霊を信じています。

しかしわたしたちは，神会の御三方はそれぞれに独立した

別個の御方であると証しています。また，父なる神は単な

る霊ではなくて，復活された御子イエス・キリストと同じ

ように，触ることのできる体を持つ，栄光化された御方で

す。」（『聖徒の道』1 9 9 5年7月号，9 0）

「……多くのクリスチャンは触れることのできる体を持

つ神，人格神，別個の御三方から成る神会という概念を否

定しています。彼らは，神は霊であり，3つの位格を持つ

唯一の存在であると信じています。わたしたちは，そのよ

うな教えはいわゆる『大背教』が起きたことの表れである

と考えています。

『不可知の神の奥義』とか『聖三位一体の奥義』などの，

聖書にはない言葉遣いで定義されている教えは，ギリシャ

哲学が説く概念に源を発しているものです。このような哲

学上の概念が，使徒の死に続く5世紀の間にキリスト教を

変質させてしまったのです。……

……その影響は，3つの位格を持つ唯一の神という主張

をし，唯一の御方である神を『不可知』の『体も肢体も感

情もない』存在と定義する様々なキリスト教の教義の中に

今も存続しています。」（『聖徒の道』1 9 9 5年7月号，9 0－9 1）

使徒行伝

1 4 2

御　父

御　子 聖　霊
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使徒8－9章

はじめに

使徒8－9章には，初期のキリスト教会の世界的な規模の伝道が

開始された様子が記録されている。この以前には，宣教師たちは

おもにエルサレムとユダヤに住むユダヤ人たちに福音を宣べ伝え

ていた。使徒たちを補佐する責任に選ばれた7人の一人，ピリポ

はサマリヤとガザ（『聖句ガイド』地図4参照）のイスラエル以外

の人々に福音を宣べ伝えていた。第8章を研究し，福音の第一の

原則と儀式が人々に教えられ，実践されていたことを確認する。

これらの章には，かつて存在した宣教師の中でも，最も偉大な

宣教師の一人であったサウロの改宗に関する記録がある。主御自

身が「イスラエルの子らにも，わたしの名を伝える器として，わ

たしが選んだ者」（使徒9：1 5）と言われたサウロは，その名をパ

ウロと変えられ，新約聖書中の最も多くの手紙をわたしたちに残

した人物である。聖徒たちを迫害しようとするパウロの熱心さが，

改宗を境として，イエス・キリストの福音を広めようとする熱意

に変化していった点に注目する。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって使徒8－9

章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

主は御自身の御心を成し遂げるために，聖徒たちが試練を受

けるのを黙視されることがある（使徒8：1－4参照）。

主は教会の業を導かれる（使徒8：5－40参照）。

神はわたしたち一人一人に対して，神の王国において何事か

をなさせようとしておられる（使徒9：1－22参照）。

キリストに従うには，犠牲を払うことを求められる（使徒9：

16参照；2コリント11：23－33も参照）。

ふさわしい状態で神権を持つ人は，イエス・キリストの力を

人々と分かち合う（使徒9：32－43参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』272－275，285－290

教え方の提案

使徒8－9章について教える準備をするときに，以下の提案の中

から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

使徒8：1－4。主は御自身の御心を成し遂げるために，聖徒

たちが試練を受けるのを黙視されることがある。（30－35分）

片方の腕に包帯をしてクラスルームに入る。生徒たちに，教師

であるあなたがけがをして痛みがひどく，数週間腕と手を使えな

い状況にあると想定させる。以下の質問をする。

このようなけがをしたことにより，どのような悪い結果が出

て来ると考えられるでしょうか。

良い結果としては，どのようなことが考えられるでしょうか。

（利き腕でない方の腕で字が書けるようになる，肉体的な苦し

みを味わっている人に対してもっと思いやりを持つことがで

きる，福音に関心を示す医師や看護婦に会う，などの答えが

考えられる。）

生徒の一人に使徒8：1－4を読ませ，教会員たちがどのような

試練を受けていたかを確認する。次の質問をする。「このような

困難な状況の中から，何か良い結果が生じたでしょうか。」（あち

らこちらに散らされた人々が，行く先々で福音を宣べ伝えた。）

ピリポもエルサレムから散らされた結果として福音を宣べ伝え

た一人であることを説明する。生徒たちに，使徒8：5－1 3，2 6－

4 0にざっと目を通させ，エルサレムを離れた所でピリポが成功を

収めたことを示す証拠を探させる。使徒1：8を読ませ，次の質問

をする。「教会員たちがこのようにして散らされたことは，教会

員たちが復活された主から与えられた戒めを守るうえで，どのよ

うに役立ったでしょうか。」

自分の受けた試練や困難な状況が，祝福に転じたという経験を

話す。（あるいは，弓を折ってしまったニーファイの体験〔1ニー

ファイ1 6：1 8－3 2〕など，聖典からの事例を用いてもよい。）悪

いことが起こったときにも，がっかりしないで，その経験から生

まれてくるかもしれない良い結果を求めるように促す。そのよう

な経験をした生徒がいるかどうか尋ね，差し支えなければ，その

経験を話してもらう。

使徒9：1－2 2。神はわたしたち一人一人に対して，神の王国

において何事かをなさせようとしておられる。（20－25分）

生徒たちに，教会に関するどのような質問にも答えられる人が

間もなく来るが，質問できるのは二つの事柄だけであると想定さ

せる。どのような質問をしたいと思うか話し合わせる。

生徒たちに使徒9：1－6を読ませ，主の現れを受けたときに，

パウロが主にどのようなことを尋ねたかを調べさせる。（訳注：

欽定訳聖書の使徒9：6にはパウロのもう一つの質問として，「主

よ，あなたはわたしに何をさせようとしておられるのですか」と

書かれている。）

パウロは，なぜその二つの質問をすることが非常に重要だと

思ったのでしょうか。

パウロが質問したことは，わたしたち一人一人にとっても，

同じように重要なことです。それはなぜでしょうか。

わたしたちは自分自身でイエス・キリストに対する証を得なけ

ればならない，ということを指摘する。パウロの2番目の質問に

関して，当時十二使徒定員会会長の任にあった，エズラ・タフ

ト・ベンソン大管長が述べた次の言葉を読む。

次の質問をする。「ひとたび主から答えを与えられたら，皆さ

んはどのように行動すべきでしょうか。」使徒9：7－2 2を読む。

以下の質問をしてもよい。

「人が絶えず尋ねるべき事柄として，この質問以上に重

要なものはない。パウロはこう尋ねた。『主よ，あなたは

わたしに何をさせようとしておられるのですか。』そして，

このときパウロが受けた答え以上に重要な答えはほかにな

い。パウロは指示を与える権能を主から授けられている人々

のもとへ行くようにと命じられたのである。」（G o d，F a m i l y，

C o u n t r y： Our Three Great Loyalties 〔1 9 7 4年〕，1 6 2）

使徒8－9章

1 4 3
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この示現を受けたことにより，サウロはどのように変わって

いったでしょうか。

サウロが与えられた答えに対して従順であったことはどこか

ら分かりますか。

主はアナニヤに，教会の迫害者であったサウロに会う備えを

させるために，どのようなことを告げられたでしょうか。

サウロは主の言葉に聞き従った結果として，どのような祝福

を受けたでしょうか。

わたしたちがサウロと同じように，主の言葉に従ったら，ど

のような祝福を授かることができるでしょうか。

生徒たちに以下の質問をする。

今の時代に，主はわたしたちの疑問に対して，どのような形

で答えを下さるでしょうか。（聖文，聖霊，祈り，親，神権者，

祝福師の祝福，などの答えが考えられる。）

主が答えを下さっても，わたしたちがそれを無視したり軽視

したら，どのような結果になるでしょうか。

主がわたしたちに何を望んでおられるかを知ろうとするとき，

戒めを守ることは非常に大切な要素となります。それはなぜ

でしょうか。

使徒9：1 6。キリストの弟子たちは進んで犠牲を払わなけれ

ばならない。（15－20分）

生徒たちに，社会において重要な貢献をしている2，3名の人物

（例えば，医師，母親，教師など）の写真を見せる。それぞれの

写真について，次の質問をする。「この人は成功を得るまでに，

どのような犠牲を払ったと思いますか。」また，次の質問をする。

「この人たちが払った犠牲は，人々にどのような祝福をもたらし

たでしょうか。」

生徒たちに使徒9：1 6と2コリント1 1：2 3－2 8を読ませ，サウロ

（パウロ）がキリストの大義のためにどのような苦しみを受けた

かを調べさせる。キリストに従うためには，進んですべてのもの

を犠牲にしなければならないこと，また弟子たちは多くの事柄で

苦しみを受けるように求められる場合がよくある，ということを

生徒たちに説明する。次の質問をする。「パウロがこれらの犠牲

を払ったのはなぜでしょうか。」

ブリガム･ヤングは預言者ジョセフ･スミスについて，次のよう

に述べている。

以下の質問をする。

迫害や苦しみ，犠牲は預言者ジョセフ･スミスにどのような影

響を与えたでしょうか。

苦しみや犠牲のときに，どうしたら適切に対処することがで

きるでしょうか。

わたしたちが払う犠牲は，ほかの人々にどのような益をもた

らすことができるでしょうか。

生徒たちにローマ8：3 5－3 9を読ませ，パウロが大きな犠牲を

払うことができた理由は何かを考えさせる。以下の質問をする。

「キリストの愛」はどのような形で示されるでしょうか。幾

つか例を挙げてください。

キリストの愛はパウロにとって，どのような助けとなったで

しょうか。

わたしたちはキリストの愛から，どのような助けを得ること

ができるでしょうか。

使徒9：3 2－4 3。ペテロはキリストの力を持っていた。また

現代に生きるわたしたちも教会においてこれと同じ力を与えられ

ている。（15－20分）

生徒たちに，手もとの聖書を閉じさせておく。合図をして，聖

書を開けさせ，祝福を与えるために神権が用いられた例を示す記

述を探させる。生徒たちがその例を幾つか見つけたら，まだ一つ

も見つけていない生徒のために，聖書のどこに書かれているかを

教えさせる。生徒全員が見つけたら，何人かの生徒を選んで発表

させる。

生徒たちを二つのグループに分ける。片方のグループに，使徒

9：3 2－3 5とマルコ2：1－1 2を読ませ，内容を比較させる。別の

グループには，使徒9：3 6－4 3とルカ7：1 1－1 7を比較させる。話

し合いを促すために，以下の質問事項の一部あるいはすべてを用

いる。

マルコとルカの福音書に書かれている奇跡を行ったのはだれ

でしょうか。

使徒行伝に書かれている奇跡を行ったのはだれでしょうか。

ペテロはだれから神権を受けたのでしょうか。

現代に，この神権を地上に回復したのはだれだったでしょう

か。（ペテロ，ヤコブ，ヨハネ；教義と聖約128：20参照）

神権の力によって祝福を受けたときの体験を話すように，生徒

たちを促す。自発的に話したいという生徒がだれもいない場合は，

教師自身の体験を話すとよい。現代の教会においてもキリストの

神権の権威と力がわたしたちに与えられている，ということを証

する。

「ジョセフは迫害をまったく受けなかったとしたら，た

とえ1 , 0 0 0年間生きても完全にはなれなかったであろう。ま

た迫害を受けなければ，1 , 0 0 0年間生きて民を導き，福音を

説いたとしても，彼が3 9歳で到達したほどにも完全になれ

なかったであろう。」（Discourses of Brigham Young，3 5 1）

使徒行伝

1 4 4
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使徒10－12章

はじめに

イエスは使徒たちに「全世界に出て行って，すべての造られた

ものに福音を宣べ伝えよ」（マルコ1 6：1 5）と命じられた。使徒

行伝には，使徒たちがこの神聖な務めを果たしていく様子が描か

れている。世界の様々な国から来ていたユダヤ人とユダヤ教への

改宗者たちは，ペンテコステの日に，生まれ故郷の言葉で福音が

宣べ伝えられるのを聞いた（使徒2：1－1 2参照）。やもめたちの

世話をする責任に召された人のうちの一人，ニコラオはアンテオ

ケの改宗者であった（使徒6：5参照）。ピリポはサマリヤで多く

の人々にバプテスマを施し，エチオピアの宦官も改宗に導いた

（使徒8：6－7，1 2，2 6－4 0参照）。アナニヤは，サウロは「異邦

人たち」（使徒9：1 5）にキリストを宣べ伝えるようになると預言

した。主はペテロに一つの示現を与え，「神は人をかたよりみな

いかたで，神を敬い義を行う者はどの国民でも受けいれて下さる」

（使徒1 0：3 4－3 5）ということを示された。教会員たちはこの啓

示を喜び，「それでは神は，異邦人にも命にいたる悔改めをお与

えになったのだ」（使徒1 1：1 8）と言った。これらの進展の中，

異邦人に対するパウロの偉大な伝道の業が始まったのである。

使徒1 0－1 2章を研究するときに，コルネリオの改宗の意義に注

目し，神はどのような意味で「人をかたよりみない」御方なのか

を深く考える。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって使徒1 0－

12章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

神は預言者を通して御言葉を明らかにされる（使徒1 0：9－

16；11：1－9参照；公式の宣言一；公式の宣言二も参照）。

天の御父は偏り見ることのない神である。御父はすべての人

に救いを与えたいと望んでおられる。（使徒1 0：3 4参照；2ニ

ーファイ26：33；教義と聖約1：35も参照）。

使徒たちはイエス・キリストの特別な証人である（使徒1 0：

36－43参照；使徒4：33；教義と聖約107：23も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』277－282

教え方の提案

使徒1 0－1 2章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

『「新約聖書」ビデオ』プレゼンテーション1 1「昔から約

束された日」（8分3 5秒）は，使徒1 0章を教えるのに活用

することができる。（『「新約聖書」メディアガイド』に載せられ

ている教授法の提案を参照する。）

使徒1 0章。神は預言者を通して，御言葉を明らかにされ

る。（25－30分）

生徒たちに，救い主の絵と現在の預言者の写真を見せる。イエ

スは，古代の使徒の時代に行われたのと同じように，啓示を通し

て教会を導いておられる，ということを説明する。

主は預言者に与える啓示を通して御業を導かれる，ということ

の事例として，生徒たちにマタイ1 0：5－6を読ませ，以下の質問

をする。

この聖句は伝道活動について，どのようなことを教えている

でしょうか。

伝道活動に関して主から与えられる指示が，時代によって変

わるということはあり得るでしょうか。それはなぜでしょうか。

使徒1 0：4 4－4 8を読む。このとき伝道活動にどのような変化

が起きたでしょうか。（異邦人にもバプテスマが授けられるよ

うになった。）

この変化は教会の使命にどのような影響を及ぼしたでしょうか。

生徒たちと一緒に使徒1 0：1－3 5を読み，この変更に関する御

心がどのようにして示されたかを確認する。以下の質問をする。

主は異邦人であるコルネリオに，どのようにして福音を受け

入れる備えをさせられたでしょうか。

主はペテロに対しては，どのような備えをさせられたでしょ

うか。

ペテロに与えられた啓示は，教会員たちにどのような衝撃を

与えたでしょうか。

この啓示は，教義と聖約に収められている公式の宣言二に匹敵

し得るものであることを指摘する。ペテロに授けられた啓示は，

初期の教会員たちに，福音を異邦人に伝えるようにという指示を

与えるものだった。それと同じように，スペンサー・W・キンボ

ール大管長を通して与えられた公式の宣言二の啓示は，今の時代

の教会員に伝道活動と神殿の祝福を全世界に広める機会をもたら

した。

ハロルド・B・リー長老の次の言葉を読む。

使徒1 0章。天の御父は偏り見ることのない神である。御父は

すべての人に救いを与えたいと望んでおられる。（10－15分）

生徒たちに，今は学期末で，これから成績の評価をするところ

であるという状況を想定させる。生徒たちの中で，いちばん背が

高い人と，2番目に高い人に立ってもらい，この二人が最高の成

績だったと発表する。次に3～5番目に背の高い生徒を立たせ，そ

の3人が2番目の成績だったと言う。そして，残りの生徒たちは全

員が同じ成績だったと告げる。

「主は，過去に人々に告げた事柄と違った事柄を告げよ

うとなさるときには……主の預言者にそれを語られること

だろう。……『君は，主がこの世にいる預言者を差し置い

て直接主の民にもろもろの事柄を明らかになさると思いま

すか。預言者がいるのはそのためなんですよ。主はこの教

会に何かを与えようとするとき，大管長に告げられます。』」

（『教会教育者の務め』1 2 1）

使徒10－12章
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次の質問をする。「このような成績の決め方は，公正でしょう

か，それとも不公正でしょうか。それはなぜでしょうか。」公正

であるためには，何を評価したかが明らかにされなければならな

いこと，またすべての生徒が，より高い評価を得る機会にあずか

れるようにしなければならないことを指摘する。もし背の高い生

徒しかいちばん良い成績を得ることができないとしたら，その教

師は不公平であると言わざるを得ない。

生徒たちと一緒に，使徒1 0章に書かれているコルネリオに関す

る話を見直す。一人の生徒に使徒1 0：3 4－3 5を声を出して読ませ

る。次の質問をする。「神は人を偏り見ない方であるとはどうい

う意味でしょうか。」天の御父から祝福を授かるかどうかは，民

族，人種，文化，経済状態などと一切関係がないことを説明する。

戒めに従うなら，だれでも天の御父から祝福を受けることができ

る。

生徒たちに2ニーファイ2 6：3 3と教義と聖約1 3 0：2 0－2 1を読ん

でもらい，次の質問をする。「この二つの聖句は，天の御父は不

公正な御方ではないということと，どのように結びつけることが

できるでしょうか。」ヨハネ3：1 6－1 7を読み，イエス・キリスト

がすべての人のために苦しみを受けられたこと，また，キリスト

のもとへ来る従順な人はすべて神の王国で救いを受けることがで

きるということを証する。

使徒13－14章

はじめに

使徒1 3－1 4章には，異邦人に対するパウロの最初の伝道の旅の

様子が記録されている。この伝道の旅の初めには，マルコと呼ば

れていたヨハネも同行したが，パウロの同僚はバルナバであった。

この伝道の結果，エルサレムから遠く離れた地域に教会の支部が

設立された。パウロが行った町々には，教会員は住んでおらず，

イエス・キリストについて聞いたことさえない人々がほとんどで

あった。しかしパウロがそこを去るころには，教会の支部が成長

した形で存在するようになったのである（『聖句ガイド』地図6参

照）。使徒1 3－1 4章には，パウロがすべての人々に，彼らの社会

的地位や環境などに関係なく，熱心に福音を宣べ伝えたことが

書かれている。多くの場合，パウロは最初にユダヤ人に宣べ伝

えた。そしてユダヤ人の多くは，彼のメッセージを拒んだ。その

後にパウロは異邦人に御言葉を伝えていった。この二つの章を読

むときに，パウロを偉大な宣教師にしたのは，どのような特質か

という点に注目する。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって使徒1 3－

14章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

多くの場合，教会の成長には，反対が伴う（使徒1 3：6－1 2，

50；14：1－7，19－20参照）。

神の御言葉を聞いてすぐに受け入れる人々もいるが，その一

方で，御言葉を拒む人々もいる（使徒13：43－52参照）。

神の王国に入るためには，試練に伴う苦しみを耐えなければ

ならない場合もある（使徒1 4：2 2参照；マタイ1 0：2 2；教義

と聖約121：7－8も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』293－294

「使徒パウロの伝道」 284

教え方の提案

使徒1 3－1 4章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

使徒1 3－1 4章。パウロは，わたしたちが伝道活動を行う場合

の一つの模範である。（20－25分）

自分のきょうだいや親族の中に伝道に出ている人がいる生徒に

手を挙げさせる。その生徒に，宣教師たちが時々直面するチャレ

ンジの例を話してもらう。次の質問をする。「それらのチャレン

ジは，人々に福音を分かち合う宣教師としての力にどのような影

響を与えるでしょうか。」

生徒たちに『聖句ガイド』の地図6を開かせ，パウロの1回目の

伝道の旅のコースをたどらせる。生徒たちにパウロが最初の伝道

の旅のときに体験した様々な試練を理解させるために，以下の質

問事項の一部あるいは全項目について話し合う。

この地図によると，パウロはおよそどれくらいの距離を旅し

たことになるでしょうか。

この地図が示すコースとその時代を考えると，パウロはどの

ような交通手段を用いたと思いますか。

当時の宣教師たちはこのような状況の中でどのような困難を

経験したと思いますか。

今の時代の宣教師たちはどのような交通手段を用いていま

すか。

そのような交通手段を用いることは，現代の宣教師たちにと

って様々な問題の原因ともなります。どのような問題が考え

られるでしょうか。

わたしたちはパウロの模範を通して，良い宣教師となるにはど

うしたらよいかを学ぶことができる。生徒たちを二つのグループ

に分ける。一つのグループには使徒1 3章，もう一つのグループに

は使徒1 4章を研究するように割り当て，以下の質問事項に対する

答えを見つけさせる。

パウロの時代の伝道活動と，今の時代の伝道活動には，どの

ような共通点があるでしょうか。

わたしたちはパウロの模範を通して，良い宣教師となるのに

役立つことを学ぶことができます。具体的にどのようなこと

を学べるでしょうか。

各グループの出した答えについて話し合い，キーポイントを黒

板に書き上げる。生徒たちに，パウロの模範に従うことによって，

主に仕える準備をするように促す。

使徒1 3：6－1 2，4 9－1 4：7，1 9－2 7。多くの場合，

教会の成長には，反対が伴う。（20－25分）

黒板に次の言葉を書く。

使徒行伝
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以下の質問をする。

この言葉は何を意味していると思いますか。

教会の成長には，必ず妨げとなる力が伴うようです。それは

なぜでしょうか。

生徒たちを3つのグループに分ける。各グループに，次の聖句

ブロックを一つずつ割り当てる。使徒1 3：6－1 2；1 3：4 9－1 4：

7；1 4：1 9－2 7。生徒たちに，以下の質問事項に対する答えを探

させる。

その聖句には，教会の成長を妨げる力の源として，何が挙げ

られているでしょうか。

主は福音を宣べ伝える人々を，どのように支えてくださるで

しょうか。

主はどのような理由で，彼らを支えられるのでしょうか。

生徒たちと一緒に教義と聖約3 5：1 3－1 4を読み，忠実に福音を

宣べ伝える人々に，主がどのような約束をしておられるかを調べ

る。次の質問をする。「これらの約束は，宣教師にどのように当

てはまるでしょうか。」宣教師たちはいつも反対する力を打ち負

かすことができるとは限らない。時には，そのような力から，た

だ立ち去らざるを得ない場合もある（使徒1 3：4 9－5 2参照）とい

うことを指摘する。自分たちの知っている宣教師が主の助けを得

て，そのような反対する力を克服したり，堪え忍んだりした例を

生徒たちに話してもらう。

使徒1 3：6－8，4 3－5 0；1 4：4，1 9－2 0。神の御言葉

を聞いてすぐに受け入れる人々もいるが，その一方で，御言葉を

拒んだり，戦いを挑んだりする人々もいる。（15－20分）

生徒たちに，次の質問をする。「同じ福音を教えられても，そ

れを受け入れる人と，受け入れない人が出てくるのはなぜでしょ

うか。」

生徒たちに，パウロと彼の同僚たちが多くの人々に福音を教え

たことを話す。そして，それを真実として受け入れた人々もいれ

ば，拒んだ人々もいた。生徒たちに使徒1 3：6－8，4 3，4 5，4 8，

5 0；1 4：4，1 9－2 0を読ませ，人々が福音を受け入れたこと，あ

るいは拒んだことを示す重要な語句を探させる。生徒たちにその

結果を発表させる。

生徒たちを二つのグループに分ける。一つのグループにヨハネ

7：1 7；1 4：1 5；ヘブル1 1：2 4－2 6；教義と聖約9 3：3 6－3 9を読

ませ，福音が受け入れられた理由を調べさせる。もう一方のグル

ープには，マルコ7：9と1ニーファイ2：1 1－1 2；1 6：2－3を読ま

せ，福音が拒まれた理由を調べさせる。生徒たちが調べた結果に

ついて話し合う。

モーサヤ3：1 9を読み，次の質問をする。「この聖句から考える

と，真理を理解し，その教えに従う人々には，どのような特質が

あるでしょうか。幾つか挙げてください。」生徒たちに，それら

の特質を身に付ける努力をするように促す。

使徒15章

はじめに

使徒1 5章には，パウロの2度目の伝道の旅の直前，紀元5 0年ご

ろにエルサレムで開かれた教会の重要な協議の様子が描かれてい

る。この集まりに参加した教会の指導者の中には，ペテロ，ヤコ

ブ，パウロ，バルナバ，テトスがいた。パウロとバルナバの宣教

によって，このときまでに多くの異邦人がバプテスマを受けてい

た。エルサレムにいたユダヤ人の教会員の中には，男性の改宗者

たちが割礼を受けていなかったことを憂慮する人々がいた。異邦

人の改宗者たちにモーセの律法に従うよう求めるべきかどうかを

討議するために，教会指導者たちはエルサレムで会議を開いた。

使徒行伝を研究するときに，文化的・感情的な要因は，人間の行

動に影響を及ぼすことが多く，時には教会指導者の教えに反する

場合もあるということに注目する。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって使徒1 5章

を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

主は，預言者に御心を明らかにして，教会を導かれる（使徒

15：6－29参照；アモス3：7；教義と聖約21：4－5も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』294－295

教え方の提案

使徒1 5章について教える準備をするときに，以下の提案の中か

ら適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

使徒1 5章。主は，預言者に御心を明らかにして，教会を

導かれる。（20－25分）

一人の生徒に，信仰箇条第9節を読ませるか，暗唱させる。教

会全体にかかわる事柄を明らかにしようとする場合，天の御父は，

預言者を通してそれを示される。次の質問をする。「主が1 9 7 0年

代以降に，預言者を通して授けてくださった啓示にはどのような

ものがありますか。」（公式の宣言二〔1 9 7 8年〕，「家族－世界への

宣言」〔1 9 9 5年〕，小規模神殿建設の決定〔1 9 9 7年〕などの答えが

考えられる。）

生徒たちに使徒1 5章を開かせる。この章には，現代の教会にお

けると同様に，古代の教会においても，主が教会指導者たちに御

心を示されたことが書かれていることを，生徒たちに説明する。

これらの指導者たちは順番に人々に教えを述べ，彼らが理解し，

従順に従えるように助けを与えた。

使徒15：1－6を生徒たちと一緒に読み，以下の質問をする。

この会議では，どのような問題が採り上げられたのでしょう

か。（割礼が救いに必要かどうか。『イエスと使徒たちの生涯

と教え』の使徒15：1に関する注解，p.294を参照してもよい。）

「あなたがたが『モルモン教』を蹴っても，それは必ず

一段と高いところへ進みます。決して下へ行くことはあり

ません。全能の主がそのように定められたからです。」（ブ

リガム・ヤング，Discourses of Brigham Young，3 5 1）

使徒15章
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ユダヤ人キリスト教徒たちにとって，モーセの律法に定めら

れていたことをやめるのは，簡単にできることではありませ

んでした。それはなぜでしょうか。

古くからの生活習慣が現代の教会員にとって様々な問題の原

因になる場合があります。具体的にどのような問題があるで

しょうか。

生徒たちに使徒1 5：7－2 1を読ませ，この会議において，ペテ

ロ，バルナバ，パウロ，ヤコブがどのような役割を果たしたかを

調べさせる。以下の質問をする。

この会議におけるペテロの証には，どのような意図があった

でしょうか。

福音は異邦人にも伝えられるべきであるという考えは，だれ

の意志だったのでしょうか。

異邦人は割礼を受けなくても，信仰によって神に受け入れら

れるということを教えるために，ペテロはどのような根拠を

挙げたでしょうか。

生徒たちと一緒に使徒1 5：2 2－3 5を読み，その後で次のような

質問をするとよい。

このときの教会において，割礼がこれほど重要な問題として

採り上げられたのはなぜでしょうか。

割礼はもはや必要でないことを，指導者たちは教会員に対し

てどのように説明したでしょうか。

現代の教会指導者たちは，様々な決定や勧告を，どのような

形で教会員に伝えているでしょうか。

教会指導者から与えられる勧告や指示に対して，わたしたち

はどのような責任を負っているでしょうか。

指導者から求められていることを理解していないと，わたし

たちはどのような行動をするようになるでしょうか。

教会指導者たちから求められたことについて納得がいかない

場合，わたしたちはどのようにすべきでしょうか。

最後に，主の預言者がわたしたちを誤った方向に導くことは決

してない，ということを生徒たちに証する（教義と聖約の公式の

宣言一末尾に載っている「『宣言』に関するウィルフォード・ウ

ッドラフ大管長の三つの説教からの抜粋」を参照せよ）。生徒た

ちは常に祈りの気持ちをもって生ける預言者の勧告に従い，すべ

てにおいて，大管長を支持すべきであることを強調する。

使徒16－18章

はじめに

異邦人にはモーセの律法に従うことを求めないという決定がな

されると，パウロは異邦人の国々に対する2度目の伝道の旅に出

発した（『聖句ガイド』地図6参照）。このときにパウロの同僚を

務めたのはシラスである。使徒1 6－1 8章は，パウロが出会った

人々，訪ねた場所，経験した出来事に主眼を置いている。この伝

道の旅に関する記録は使徒1 8：2 2で終わり，2 3節からはパウロの

3回目の伝道の旅の記録が始まる。パウロの伝道を成功に導いた，

教授方法に注目する。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって使徒1 6－

18章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

宣教師は，教えを聞く人々の文化的な背景に配慮する必要が

ある（使徒1 6：1－3参照；使徒2 1：1 6－2 6；信仰箇条1：1 1も

参照）。

福音を教える機会は，思わぬときに来ることがよくある（使

徒16：9－33参照）。

わたしたちは御霊の力によって，聖文の中から福音を教えな

ければならない（使徒1 7：2，2 2－3 1；1 8：4，1 9参照；使徒

19：8；教義と聖約42：12－14も参照）。

わたしたちは皆，天の御父の子供であり，天の御父はわたし

たちが地上に生まれてくる時と場所をお決めになる（使徒

17：24－28参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』 2 5 4－2 5 5，2 9 5－3 0 3，

314－315

「使徒パウロの伝道」 284

教え方の提案

使徒1 6－1 8章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

使徒1 6：1－1 8：2 2。パウロは2回目の伝道の旅の間に，

教会の古い支部を再訪問するとともに，新しい支部を設立した。

（5分）

生徒たちに『聖句ガイド』地図6を開かせ，使徒パウロが2回

目の伝道の旅のときに進んだコースをたどらせる。以下の質問

をする。

この地図から判断すると，パウロはどれくらいの距離を旅し

たでしょうか。

その距離は最初の伝道の旅のときと比べて，どれくらいにな

るでしょうか。（約2倍の距離。）

この旅の中で，パウロは最初の伝道の旅のときに設立した教会

の支部を再び訪れるとともに，福音のメッセージが伝えられてい

なかった地域において，幾つかの支部を設立した。このことを生

徒たちに説明する。

使徒1 6：1－3。宣教師は，教えを聞く人々の文化的な背景に

配慮する必要がある。（10－15分）

生徒たちに以下の質問をする。「わたしたちと違う文化圏の生

活習慣として，どのようなものを挙げることができるでしょう

か。」（テーブルマナー，デートの仕方などの答えが考えられる。）

宣教師として人々を傷つけないようにするためには，自分自身が

受け継いできた生活習慣と，伝道地として召された地域の人々の

生活習慣の違いに心を配らなければならない，ということを説明

する。生徒たちに使徒16：1－3を読ませ，以下の質問をする。

1節において「彼」と書かれている宣教師はだれのことでしょ

うか。（パウロ。使徒15：40参照）

使徒行伝

1 4 8

   06 Acts  01.1.18 9:32 PM  ページ 148



パウロは自分の同僚としてだれを選んだでしょうか。（テモテ）

テモテはユダヤ人たちが受けていたある儀式を受けていませ

んでした。それは何の儀式でしょうか。（彼はこれ以前は，割

礼を受けていなかった。それは彼の父親がギリシャ人であっ

たことが原因と思われる。）

そのことについて，パウロはどのような対処をしたでしょう

か。それはなぜでしょうか。（自分たちが福音を教えることに

なる人たちからできるだけよく受け入れてもらえるように，

テモテに割礼を受けさせた。）

パウロがテモテに割礼を受けさせたのは，宗教上の理由から

ではなく，文化的な理由によるものでした。そのことを示す

根拠を挙げてください（使徒15：1－11参照）。

生徒たちに，きょうだいや友人が現在宣教師として伝道してい

る場所の地名を挙げさせる。生徒たちにそれらの地域の文化や生

活習慣を調べるように促す。数日中に，その地域の文化，生活習

慣などで，宣教師が理解しておくべきと思われる重要な事柄につ

いて，クラスで発表してもらうということを告げる。

使徒1 6：9－3 3。福音を教える機会は，思わぬときに来るこ

とがよくある。わたしたちは常に福音を分かち合う備えをしてい

なければならない。（15－20分）

思わぬときに福音を分かち合う機会を得たときの体験を話す

（一人の生徒にそのような体験を話させてもよい）。もし自分にそ

の備えができていなかったら，どのようになっていたかという点

について話し合う。次の質問をする。「イエス・キリストの福音

の証人になることができるのは，どのような人でしょうか。」わ

たしたちは「いつでも，どのようなことについても……神の証人」

（モーサヤ18：9）になるべきであることを，生徒たちに説明する。

生徒たちに使徒1 6：9－1 5を読ませ，パウロが福音を宣べ伝え，

バプテスマを施すことができたのは，どのような状況があったか

らかを確認させ，以下の質問をする。

このときの状況は，どのような点で予想外の状況と言うこと

ができるでしょうか。

パウロに備えができていたことは，どこから分かりますか。

生徒たちに1 6－3 3節を黙読させ，上記の質問をに対する答えを

考えさせる。次に以下の質問をする。

わたしたちはパウロの体験から何を学ぶことができるでしょ

うか。

専任宣教師としてであれ，一般の会員としてであれ，福音を

分かち合う備えをするために，皆さんは今どのようなことが

できるでしょうか。

一人の生徒に，十二使徒定員会会員Ｌ・トム・ペリー長老の次

の言葉を読ませる。

使徒1 7：1－1 8：8。わたしたちは御霊の力によって，聖文

の中から福音の原則を教えなければならない。（20－25分）

黒板に次のように書く。「預言者ジョセフ・スミスは『＿＿＿＿

なくして，だれも福音を宣べ伝えることはできない』と語った。」

生徒たちに，空欄に当てはまる言葉を見つけさせる。文全体とし

て意味が通じるようになる言葉は幾つか挙げることができるが，

ここでは，空欄に当てはまるのは，一つの言葉しかないというこ

とを説明する。生徒たちの提案を黒板の文の下に書き上げ，それ

らの言葉によってできる文の意味を質問する。正しい答えが出た

ら，それを空欄に記入し，一人の生徒に次の文全体を読ませる。

教義と聖約42：6－7，12－13を読み，以下の質問をする。

この聖句によると，宣教師は何を教えなければならないので

しょうか。

1 3－1 4節は，聖典にある福音の原則はどのように教えなけれ

ばならないと教えているでしょうか。

パウロは神から示されたこの福音の教え方を実践したすばらし

い模範であることを説明する。テサロニケ（使徒1 7：1－4参照），

ベレア（使徒1 7：1 0－1 2参照），アテネ（使徒1 7：1 6－1 8，3 2－

3 4），コリント（使徒1 8：1－8参照）でどのようなことがあった

か，該当する聖句を読んで調べさせる。（『聖句ガイド』の地図で

これらの都市がどこにあったかを確認しておくとよい。）生徒た

ちに聖句を読みながら，以下の質問に対する答えを探させる。

パウロはどのようないきさつで，福音を教えたのでしょうか。

パウロはどのような教え方をしたでしょうか。（聖文を使って

教えた。）

パウロが聖霊の力によって教えたことは，何から分かるでし

ょうか。

御霊の力によって福音を教えることにより，どのような結果

が得られるでしょうか。

わたしたちはパウロの模範から何を学ぶことができるでしょ

うか。

「だれであっても，聖霊の力と働きによって福音を宣べ

伝えなければならないのである。聖霊なくして，だれも福

音を宣べ伝えることはできない。」（Teachings of the

Prophet Joseph Smith，1 1 2）

すが，主御自身がわたしたちにそれを望んでおられる，と

いうことを知る必要があります。主はわたしたちが神の王

国建設に携わるように期待しておられます。現代の預言者

たちは，すべての有能でふさわしい若い男性は専任宣教師

として伝道に出るよう期待されている，と絶えずわたした

ちに語ってきました。

次の準備として必要なのは，監督の前に座って，専任宣

教師となるにふさわしいことを証明できるように自らを備

えるということです。監督と友達のような関係になってい

れば，この面接は気楽にできるでしょう。」（『聖徒の道』

1 9 9 1年7月号，4 0）

「わたしは世界中で教会の若い神権者に会うと，よく

『宣教師になりたいですか』と尋ねます。ほとんどの皆さ

んが顔を輝かせて良い返事をしてくれます。そこでわたし

は，このすばらしい経験のための準備を今日から始めるよ

うにお勧めしたいと思います。

このすばらしい奉仕のためにはどのような準備が必要な

のでしょうか。まず最初に，これはいちばん大切なことで

使徒16－18章

1 4 9

   06 Acts  01.1.18 9:33 PM  ページ 149



一人の帰還宣教師をクラスに招き，この原則を実践することが，

改宗者を教会へ導くうえでどのように役立ったかを話してもらう

とよい。

使徒17：22－28。わたしたちは皆，天の御父の子供であり，

天の御父はわたしたちが地上に生まれてくる時と場所をお決めに

なる。（15－20分）

パウロはその2回目の伝道の旅のときに，アテネの知識人たち

に非常に重要な教義を教えたことがある。黒板に一つの祭壇の絵

を描き，「知られない神に」と書き添える。次の質問をする。

「知られない神」を礼拝しようとしたら，どのようなことが

問題になると思いますか。

「知られない神」を礼拝することは，福音に対するわたした

ちの理解にどのような影響を与えるでしょうか。

「知られない神」を礼拝することは，わたしたちの信仰にど

のような影響を与えるでしょうか。

生徒たちに使徒17：22－23を読ませ，以下の質問をする。

パウロが彼らは知られない神を「知らず」に礼拝していると

言ったのはなぜでしょうか。

神が「知られない」存在であるとしたら，わたしたちは神を

礼拝する方法をどうして知ることができるでしょうか。

パウロは彼らのために何をしてあげようと言いましたか。

以下の質問事項を配付資料として生徒たちに渡すか，黒板に書

き上げる。生徒たちに使徒1 7：2 4－2 9を注意深く読ませ，以下の

質問をする。

一人の生徒に『イエスと使徒たちの生涯と教え』の使徒1 7：2 6

に関する注解（p . 2 9 6）を読ませる。わたしたちは天の御父の子供

であることの結果として，どのような祝福を受けているかについ

て話し合う。次の質問をする。「自分自身が何者であるかを理解

した人には，どのような責任が出てくるでしょうか。」

使徒1 8：2 3－2 8。パウロは3回目の伝道の旅において，前

の2回の伝道の旅のときよりも多くの時間を費やし，より長い距

離を旅した。（5分）

生徒たちに『聖句ガイド』の地図7を開かせ，パウロの3回目の

伝道の旅のコースをたどらせる。以下の質問をする。

この地図から見ると，パウロはおよそどれくらいの距離を旅

したでしょうか。

この旅で進んだ距離，また用いた時間は，前の2回の旅と比べ

てどのように違うでしょうか。

前の2回の旅のどちらよりも，長い距離を進み，また多くの時

間（約4年）を使ったことを，生徒たちに指摘する。

使徒19－20章

はじめに

パウロの3回目の伝道の旅は，彼の人格と，キリストの大義に

対する献身の深さを証している。使徒1 9章には，パウロがエペソ

においてした幾つかの事柄が書かれている。パウロはエペソに滞

在している間に，人々に福音を教えてバプテスマを授け，病人を

癒した。またユダヤ人のまじない師を打ち負かしたり，暴徒化し

た女神アルテミスの信奉者たちの攻撃をかろうじて免れたりする

体験もした。これらの体験はすべて，パウロを通して働いた聖霊

の力を証している。2 0章には，パウロがトロアスで若者を生き返

らせたこと，また，ミレトにおいて教会の長老たちに勧告を与え

たことなどが書かれている。パウロはエペソの支部の指導者たち

に語った話の中で，「受けるよりは与える方が，さいわいである」

（使徒2 0：3 5）というイエスの言葉を引用しているが，これは聖

典のほかの箇所には出てこない言葉である。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって使徒1 9－

20章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

癒しは神権の権能と信仰の力によって起こる（使徒1 9：1 1－

20；20：7－12参照）。

パウロは，イエスが設立された教会が背教していくのを予見

した（使徒20：28－32参照）。

イエスは，受けるよりは与える方が幸いであると教えられた

（使徒20：33－35参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』314－315

「使徒パウロの伝道」284

教え方の提案

使徒1 9－2 0章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

1. 地球と「その中にある万物」とを造られたのはだれで

しょうか（24節参照）。

2. 礼拝に関して神が人間に求めておられることについ

て，パウロはどのようなことを宣言しているでしょう

か（24－25節参照）。

3. 真の神は，わたしたち一人一人に何を与えてくださっ

たでしょうか（25節参照）。

4. 「ひとりの人から，あらゆる民族を造り出し」とは，

どのような意味でしょうか（2 6節参照；2ニーファイ

2：19－20も参照）。

5. 神はわたしたちが地上に生まれる前に，二つの事柄を

お決めになります。その二つとはどのようなことでし

ょうか（26節参照）。

6. どうして，熱心に追い求め捜しさえすれば，神を見い

だすことができるのでしょうか（27節参照）。

7. わたしたちは神とどのような関係にあるのでしょうか

（28－29節参照）。

8. これらの原則を理解することは，神をもっとよく礼拝

するうえで，どのような助けとなるでしょうか。

使徒行伝

1 5 0
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使徒1 9：1 1－1 6；2 0：7－1 2。癒しは神権の権能と信仰

の力によって起こる。（20－25分）

生徒たちに以下の質問をする。

奇跡は確かに起きるということの証拠を何か挙げることがで

きますか。

奇跡は何をもたらすと思いますか。

近代の教会の歴史の一こまに残された下記の話を読む。聖徒た

ちはミズーリ州から追い出された後，ミシシッピ川沿いの地に野

営した。しかし，彼らはここで悪い病気に襲われたのである。預

言者ジョセフ・スミスは自分自身病に倒れていたが，ある日病の

床から立ち上がると，幾人かの兄弟たちを集め，自らの手を置く

ことができるかぎり多くの人々を癒すために出て行った。一人の

生徒に，ジョセフ・フィールディング・スミス大管長が書いた次

の話を読ませる。

以下の質問事項について話し合うとよい。

ジョセフ・スミスは何の力によって，人々を癒したのでしょ

うか。

もし皆さんが，ウィルフォード・ウッドラフと同じことをす

るように求められたらどうしますか。

ハンカチのような，物自体に，奇跡を起こす力があるのでし

ょうか。

この奇跡を起こすうえで，ハンカチはどのような役割を果た

したのでしょうか。

生徒たちに使徒1 9：1 1－1 2を読ませ，前述の預言者ジョセフ・

スミスの時代の奇跡との共通点を調べさせる。ブルース・R・マ

ッコンキー長老の次の説明を読む。

このように病を癒すために物が用いられた例を聖典の中から挙

げてもよい。つばきと泥（ヨハネ9：6－7参照），イエスの衣（マ

タイ9：2 0－2 2），ペテロの影（使徒5：1 5－1 6参照）などの例が

考えられる。

癒しが起きるためには，主を信じる信仰が絶対に必要であるこ

とを説明する。生徒たちに使徒1 9：1 3－1 6を読ませ，ほかにどの

ような重要な要素があるかを確認させる。以下の質問をする。

スケワの息子たちは，悪霊を追い出すためには何をしなけれ

ばならないと考えていたのでしょうか。

イエスの名を唱えるだけでは悪霊を追い出せませんでした。

それはなぜでしょうか。

悪霊たちは，イエスとパウロは知っていましたが，スケワの

息子たちのことは知りませんでした。これはなぜでしょうか。

イエスの名によって癒しを行うには，神権の権能を持つこと

がぜひとも必要です。それはなぜでしょうか（教義と聖約

63：60－62参照）。

生徒たちと一緒に使徒2 0：7－1 2を読む。癒しは神権の権能と

信仰の力によってもたらされるということを証する。

使徒2 0：2 9－3 0。パウロは，イエスが設立された教

会が背教していくのを予見した。（30－35分）

クラスルームの照明を消す。ダークブルーの色をした物と黒色

の物を生徒たちに見せる。生徒たちにそれぞれの色を当てさせる。

暗い場所で色を見分けるのが難しいのと同じように，啓示の光が

ない状態で霊的な真理を識別するのも難しい，ということを説明

する。パウロをはじめ当時の預言者たちは，そのような霊的暗闇

について預言をした。

一人の生徒に使徒20：28－30を読ませ，以下の質問をする。

パウロは自分が去った後，教会にどのようなことが起きると

言ったでしょうか。

「狂暴なおおかみ」，また「いろいろ曲ったことを言」う者と

は，どのような人々のことでしょうか。

偽りの教義を教える人々は，どのような点でおおかみと似て

いるでしょうか。

偽りの教義はどのように救い主の羊の群れ（教会）を荒らす

でしょうか。

黒板に「背教」という言葉を書く。生徒たちに，背教とは信仰

を捨てる，あるいは真理から離れるという意味であることを話す。

これは初期の教会に起きたことを説明するために，現代において

も用いられている言葉である。パウロは自分自身の記録の中で，

何度も背教について触れている。

生徒たちに，使徒2 0：2 8－3 0に印を付けさせ，その近くの余白

に，以下の参照聖句を記入させる。1コリント1 1：1 8；ガラテヤ

1：6－8；2テサロニケ2：1－3；1テモテ1：5－7；4：1－3；2テ

モテ3：1－7；テトス1：1 0－1 6。上記の聖句を生徒たちと一緒に

読み，背教の原因とその特徴について調べさせる。

使徒たちがこの世を去り，偽りの教義が広まるようになるとと

もに，古代の教会は真理から離れて行ったことを説明する。それ

は，個々の教会員の背教という程度のものではなく，教会そのも

「癒しは信仰の力によって起こされる。パウロが持って

いた物にせよ，イエスあるいはほかの人が持っていた物に

せよ，布地など，いかなる物にも癒しの力は存在しない。

信仰を高める助けとして，儀式が行われたり，物が用いら

れたりするのである。」（Doctrinal New Testament

C o m m e n t a r y，第2巻，1 6 9）

このようにして，預言者と兄弟たちは家々を回り，病い

の人を癒し，墓の入り口から呼び戻した。そのような中，

数々の力強い奇跡が行われるのを会員でない人が見て，預

言者に対し，自分の家に来て重い病いにある二人の子供を

癒してほしいと頼んだ。預言者自身は行くことができなか

ったが，癒すためにほかのだれかを派遣すると伝えた。そ

してポケットから絹のハンカチを取り出し，ウィルフォー

ド・ウッドラフ長老に渡した。そして，子供たちの所へ行

き，二人を癒すよう要請した。また，ハンカチで二人の顔

を拭けば癒されるであろうとウッドラフ長老に伝えた。長

老がその通りにすると，子供たちは癒された。（E s s e n t i a l s

in Church History，第2 7版〔1 9 7 4年〕，2 2 4）

使徒19－20章

1 5 1
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のの背教であった。この背教のために，キリストによって設立さ

れてからさほどの時間がたたないうちに，この真実の教会はなく

なり，それ以降地上に存在しなくなったのである。1 6世紀に現れ

たヨーロッパの宗教改革者たちは，背教による過ちを正そうと努

力した。この動きが世に言う宗教改革である。しかし，かつて失

われた真理や権能が再び戻されるには，どうしても回復が必要で

あった。そして，天の御父はその回復の業を始めるために，ジョ

セフ・スミスを預言者として召されたのである。

古代の教会の背教の原因となった同じ力が，現代においても

人々を教会から離れさせる原因になっている場合があることを説

明する。生徒たちにゴードン・Ｂ・ヒンクレー大管長の次の言葉

を読ませる。

個人的なレベルでの背教の原因について，生徒たちと話し合う。

次の質問をする。「背教を避け，予防するには，どうしたらよい

でしょうか。」

使徒21－23章

はじめに

パウロの3回目の伝道の旅に関する記録は，使徒2 1：1 6で終わ

る。パウロは約1 0年に及ぶ3度の伝道の間に，長い距離を旅し，

「異邦人たち……またイスラエルの子らにも」（使徒9：1 5）大胆

にイエスを証した。使徒2 1：1 7－2 3：3 5には，パウロが伝道の旅

を終えてから，カイザリヤでローマの総督ペリクスに会うまでの

間に経験した出来事が記録されている。その中には，パウロ自身

が語る改宗談，また主が彼に語りかけられた別の機会についての

言及も含まれている。そして，ペリクスによる尋問を待ってカイ

ザリヤのヘロデの官邸に拘引されるところで，2 3章の記録が終わ

る。パウロが持っていた，宣教師としての大胆さ，また環境がど

れほど困難であるかにかかわらず，福音を教えるすべての機会を

とらえる能力に注目する。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって使徒2 1－

23章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

宣教師はより備えをしていれば，より効果的に福音を宣言す

ることができる（使徒2 1－2 8章参照；教義と聖約4章；1 1：

21－22も参照）。

聖霊の促しに従うなら，たとえ世の人々の反対に直面するこ

とがあっても，導き，守り，慰めを受けることができる（使

徒21：4－15， 31－40；22：1－23；23：11，16－22参照）。

キリストのもとへ来るには，キリストとその福音に対する完

全で断固とした決意が必要である（使徒2 1：1 0－1 4参照；オ

ムナイ1：26も参照）。

わたしたちは，新たに改宗した人々が福音を学んでいく過程

において，彼らに対して忍耐心と理解を持たなければならな

い（使徒21：20－25参照；使徒15：6－35も参照）。

主は時々，ほかの人々の行動を通してわたしたちに助けを下

さることがある（使徒23：11－31参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』314－316，381－384

教え方の提案

使徒21－ 23章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

『「新約聖書」ビデオ』プレゼンテーション1 2「パウロ…

…選ばれた器」（1 1分2 0秒）は，使徒2 1－2 8章を教えるの

に活用することができる。（『「新約聖書」メディアガイド』に載

せられている教授法の提案を参照する。）

「これが主の業であることが確かであるように，反対者

の出現も確実です。人を欺く詭弁
き べ ん

や巧みな計略で疑いを広

め，この業の立つ土台をひそかに損なおうとする者が，恐

らく少なからず現れるでしょう。彼らは短いながら日の目

を見ることもあるでしょう。短期間でも，疑い深い人，懐

疑的な人，批評家たちの喝采
かっさい

を浴びることもあるでしょう。

しかし，そのようなたぐいの人は過去もそうだったように，

やがて色あせ，忘れられてしまうでしょう。」（『聖徒の道』

1 9 9 4年7月号，6 1 )

｢一部には無関心になっていく傾向があります。主の大

義を忘れ，世の中の誘惑につられ，道を外れて行く人もい

ます。ほんの少しなら標準を下げてもよいと思っている人

もいます。このような道に迷い込むと，この業に対する熱

意を失ってしまいます。例えば，安息日を破ることが大し

たことではないと思っている人がいます。このような人は

集会に出席しません。そして物事に批判的になります。他

人の悪口を言います。そのような人が教会を去るのは時間

の問題です。

預言者ジョセフはかつてこのように言いました。『疑い

があれば，信仰に力はない。』（Lectures on Faith〔S a l t

Lake City： Deseret Book Co.，1 9 8 5年〕，p. 46）

教会から離れている皆さんに申し上げます。教会という

強く確固たるよりどころに戻って来てください。これは全

能者の業です。前進していくかどうかは一人一人の選択に

かかっています。しかし教会は決して止まることなく前進

していきます。」（『聖徒の道』1 9 9 6年1月号，7 8）

使徒行伝
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使徒2 1－2 8章。主はパウロに，全世界で御自身につい

て証する備えをさせられた。（20－30分）

生徒たちに，世界的なレベルの実力を身に付けるためにスポー

ツ選手たちが行うトレーニングについて考えさせる。彼らが一歩

一歩進めていく地道な準備について話し合う。彼らは何年もの練

習を通してそれぞれのスポーツの基礎を学ぶことから始め，指導

を受け，学び直し，トレーニングを強化し，競い合い，力の限り

を尽くして最高の状態になるまで，努力を重ねていくのである。

宣教師とコンディションが整った状態のスポーツ選手には，

どのような共通点があるでしょうか。

宣教師としてのトレーニングにも，日々積み重ねていく備え

が必要です。それはどのような備えでしょうか。

パウロは一朝一夕に，主の使徒となり，異邦人への宣教師とな

ったわけではないことを説明する。主は彼を子供のときから備え

られた。

使徒9：6を読む。主はサウロに何をするように命じられたで

しょうか。

使徒9：1 5－1 6を読む。主はサウロに召しを与える目的につい

て，アナニヤにどのようなことを告げられたでしょうか。

以下の質問事項を黒板に書き上げる。

1. パウロの職業は何だったでしょうか（使徒18：3参照）。

2. パウロはどのような言語を話すことができたでしょうか

（使徒21：37－40参照）。

3. パウロはどこで生まれたのでしょうか（使徒21：39参照）。

4. パウロの教師はだれだったでしょうか（使徒22：3参照）。

5. パウロはどの国の市民権を持っていたでしょうか（使徒

22：25－29参照）。

6. パウロはどのような宗教的訓練を受けたでしょうか（使

徒26：4－5参照）。

生徒たちに答えを探させ，その結果を黒板に書き上げる。次に，

その一つ一つがパウロを使徒や宣教師の召しにどのように備えさ

せたかという点について話し合う。わたしたちも教会の召しに対

して備えなければならないことを説明する。以下の質問事項につ

いて話し合う。

主が自分に何をさせたいと望んでおられるかは，どうしたら

分かるでしょうか。

わたしたちが自分の責任を果たすための備えができるように

助けてくれるのは，どのような人でしょうか。

わたしたちが備えるべきことの中には，多くの人に共通して

いるものがあります。それはどのようなことへの備えでしょ

うか。

わたしたちが備えるべきことの中には，人によってそれぞれ

に異なるものがあります。それはどのようなことへの備えで

しょうか。

わたしたちが様々なことについて備えをするうえで，正規の

学校教育はどのように役立つでしょうか。

わたしたちは教会の召しに対していつでも完全な備えができ

ているでしょうか。それはなぜでしょうか。

わたしたちはどうしたら，ほかの人たちが教会の中で自分の

可能性を見いだし，それに対する備えができるよう，助けを

与えることができるでしょうか。

ニール・Ａ・マックスウェル長老の次の言葉を読み，その内容

について話し合う。

使徒2 1：1－1 7。聖霊の促しに従うなら，導き，守り，慰め

を受けることができる。（25－30分）

自分が聖霊の導きを受けたときの体験を分かち合う。生徒たち

にも同じような体験を分かち合うように勧める。（自分自身の内

にとどめておくべき神聖な体験を話すのは控えるように注意す

る。）次の質問をする。「御霊の促しに聞き従うのが難しい場合が

時々あります。それにはどのような原因があるでしょうか。」

生徒たちに使徒2 0：2 2－2 5を読ませ，次の質問をする。「パウ

ロは，エルサレムへ行くようにとの御霊の導きに従えば，どのよ

うな結果になるということを知っていたのでしょうか。」

生徒たちに，伝道の召しが来たと想定させる。もしその召しを

受けて伝道に出れば，二度と家族や友人のもとへは戻れない。以

下の質問をする。

そのような召しを受け入れるのは決して簡単なことではあり

ません。それはなぜでしょうか。

皆さんの信仰はどのような試しを受けることになるでしょ

うか。

それはどのような点で，パウロが直面した試しと共通してい

るでしょうか。

使徒2 0：3 6－3 8を読む。パウロは自分に与えられた召しに，

どのようにこたえたでしょうか。

生徒たちに使徒2 1：1－1 7を読ませる。以下の質問事項の一部

あるいはすべてについて話し合う。

パウロがエルサレムに行くと決意したことについて，彼の友

人たちはどのように反応したでしょうか（4，10－12節参照）。

皆さんが決意したことについて，友人がそれを思いとどまら

せようとすることがあります。彼らはなぜそのようにするの

でしょうか。

もしそのようになったら，皆さんはどうしますか。

パウロは友人たちに対して，どのように答えたでしょうか

（13節参照）。

そのことから，パウロの証についてどのようなことが分かる

でしょうか。

わたしたちはどのような点で，パウロの模範に従うことがで

きるでしょうか。

パウロの友人たちは彼の決意に対して，どのような反応を示

したでしょうか（14節参照）。

皆さんは，真理を擁護する友人の姿を見て，主に従う決心を

強めたという体験をしたことはありませんか。（話したいと思

う生徒がいれば，そのような体験を分かち合わせる。）

「神がわたしたちに最初に問われるのは能力があるかど

うかではありません。わたしたちの可能性を問われるの

です。そして，わたしたちが自らの信頼性を立証すると，

主は能力を増し加えてくださいます。」（“I t’s Service，

Not Status，That Counts，”Ensign，1975年7月号，7）

使徒21－23章
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1 8世紀の英国の聖職者ウィリアム・ローの次の言葉を読んで聞

かせる。

ほかの人々からどのように反対を受けようとも，主に従うこと

の大切さを証する。

使徒2 1：1 6－2 6。わたしたちは，新たに改宗した人々が福

音を学んでいく過程において，彼らに対して忍耐心と理解を持た

なければならない。（20－25分）

生徒たちに世界地図を見せ，次のような質問事項について話し

合う。

世界の様々な地域の文化には，どのような違いがあるでしょ

うか。（具体的に一つか二つの国を挙げる。）

教会には毎年，どのくらいの人が加入しているでしょうか

（最新の『リアホナ』年次総大会特集号に掲載されている統計

記録を参照する）。

教会に改宗したこれらの人々の中には，どのような宗教的背

景を持つ人々がいるでしょうか。

生徒たちに以下の質問をする。

以前ほかの宗教を信じていた人が，この教会に改宗した場合，

どのようなチャレンジを経験するようになると思いますか。

（この教会に改宗した人々が，イエス・キリストの福音を完全

に受け入れるためには，捨てなければならない考え方，教義，

信条，生活習慣が数多くあるということを指摘する。）

改宗して間もない人々が慣れるまでに時間がかかるかもしれ

ない教会の教義や生活の仕方としては，どのようなものがあ

るでしょうか。それらがなじみにくいと感じられるのはなぜ

でしょうか。

生徒たちに使徒21：16－20を読ませ，以下の質問をする。

パウロはエルサレムに到着した後，どのような人々と会った

でしょうか。

エルサレムに住むユダヤ人の教会員たちは，モーセの律法に

ついてどのように考えていたでしょうか。

21－26節を読んで，以下の質問をする。

パウロはユダヤ人改宗者の気持ちを尊重して，どのように対

処したでしょうか。

当時のユダヤ人改宗者と現代の新しい改宗者の感情には，ど

のような共通点があるでしょうか。

わたしたちはパウロの模範から何を学ぶことができるでしょうか。

一人の生徒にゴードン・B・ヒンクレー大管長の次の言葉を読

ませる。

次の質問をする。「皆さんはこの言葉について，どのように思

いますか。」生徒たちに，同じワード，ステーク，学校内で，最

近改宗した人，あるいは最近活発になった人を思い浮かべさせる。

次の質問をする。「どうしたらその人に対する愛と寛容の気持ち

を示すことができるでしょうか。」生徒たちの答えを黒板に書き

上げ，新しい改宗者の気持ちを尊重するという点において，パウ

ロの模範に従うように促す。

使徒2 3：1 1－3 1。主は時々，ほかの人々の行動を通してわ

たしたちに助けを下さることがある。（20－25分）

あなたが学校の成績をもっと良くしたいと望んでいる一人の生

徒である，という状況設定をする。生徒たちに次の質問をする。

「わたしの成績がもっと良くなるように，助けができるのはどの

ような人たちでしょうか。」（親，教師，家庭教師，友人などの答

えが考えられる。）

パウロが天の御父から望まれていることを成し遂げるのを助け

る人々がいたことを，生徒たちに話す。生徒たちに使徒2 3：1 1－

3 1を順番に読ませる。生徒たちが読み進めていく中で，間を置き

ながら，次のような質問事項について話し合う。

主はパウロに何をするように望んでおられたのでしょうか

（11節参照）。

パウロが主の御心を行うのを妨げるために陰謀を企てていた

人々がいました。それはどのような陰謀だったでしょうか

（12－15節参照）。

パウロが主の御心を成し遂げられるように助けを与えたのは

だれでしょうか（16－18，23節参照）。

わたしたちが主から望まれていることを達成できるよう，ほか

の人が助けてくれる場合がある，ということを生徒たちに理解さ

せる。以下のような質問事項を用いるとよい。

皆さんが伝道に備えることに関して，ほかの人々がどのよう

な助けを与えてくれているでしょうか。

聖文を楽しんで読めるようにするために，ほかの人々からど

のような助けを受けることができるでしょうか。

「残念なことですが，非常に多くの事例から判断する

と，人が他者の考え方に対して心を広く持ち，それを尊

重するのは，簡単なことではないようです。わたしたち

は，ほかの人々の信条や権利に対して寛容と尊重の思い

を……はぐくんでいく必要があります。人々の間に相互

尊重の精神を養わなければなりません。また，自分以外

の人々の信条や生き方を重んじる必要があります。たと

え意見が一致しなくても，敵対的な感情を持たずに接す

ることはできます。互いの考え方に違いがあっても，声

を荒げたり，怒りや悪意を持ったりせずに接していくこ

とはできます。わたしたちはそのようにならなければな

りません。わたしたちは……日々の生活の中で，より偉

大なキリストの精神，また相互愛の精神を実践し，何を

どのように礼拝するかということにかかわらず，人々が

他者の権利を侵害しないかぎり，すべての人にその気持

ちを示す必要があります。」（Teachings of Gordon B.

Hinckley，666－667）

「もしあなたが神の王国を選ばないとしたら，ほかに

何を選んだかは問題にされないであろう。」（ニール・A・

マックスウェル，The Smallest Part 〔1973年〕，1で引用）

使徒行伝
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わたしたちが奉仕できるようにするために，ほかの人々がど

のような助けを与えてくれているでしょうか。

主はわたしたちの祈りにこたえるために，時にはほかの人々の

力を用いられることさえある，ということを指摘する。例えば，

わたしたちが福音のある原則を理解できるように助けを祈り求め

たときに，主が教師に対して，その原則をレッスンの中で採り上

げるように促される，というようなことがある。生徒たちに，実

際にそのような体験をしたときのことを話してもらう。

主は人々が御自身の御心を成し遂げるのを助けるために，わた

したちをそのための器としてお用いになる場合がある，というこ

とを生徒たちに指摘する。主からそのように求められたときには，

いつでも人を助けることができるよう，自分自身を備えるよう生

徒たちを促す。

使徒24－26章

はじめに

パウロはカイザリヤで監禁された。そしてパウロはこの地でペ

リクス，フェスト，アグリッパを前に勇敢かつ堂々と弁明をした

が，その結果，ローマでカイザルの判決を受けることになるので

ある。パウロはローマで，「異邦人たち，王たち」（使徒9：1 5）

にイエスへの証を述べるという，主から与えられた使命を果たす

機会を得ることになった。国の法律を尊ぶという点について，パ

ウロの行いがわたしたちに何を教えてくれているかを考える。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって使徒2 4－

26章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

わたしたちは，王，大統領などこの世の指導者に従い，国法

を守るべきであると信じている（使徒2 4－2 6章参照；信仰箇

条1：12も参照）。

真理への証を持っている人々は，いつでも自発的にイエス・

キリスト，聖典，生ける預言者の言葉について証するべきで

ある（使徒24：10－21；25：8－11；26：2－29参照）。

人は皆，復活する（使徒2 4：1 5参照；アルマ1 1：4 3－4 4も参

照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』383－384

教え方の提案

使徒2 4－2 6章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

使徒24－26章。人当てゲーム（15－20分）

記憶力を競う以下のゲームは，生徒たちを使徒2 4－2 6章に登場

する重要人物に親しませるためのものである。下記の表を黒板に

書くか，オーバーヘッド・トランスペアレンシーにする。1 6のマ

スの一つ一つを，白い紙でカバーする。それぞれのマスには人物

の名前と，各人物のしたこと，話したことなどの説明が書かれて

いる。名前と説明の合うものを見つけさせる。一人の生徒に二つ

のマス（例えば1－Ｂと3－Ｄ）を選ばせる。その二つマスのカバ

ーを外し，使徒2 4－2 6章に急いで目を通させ，登場人物について

どのようなことが書かれているかを調べさせる。二つのマスが一

致する場合はカバーを外したままにしておく。一致しない場合は，

もう一度カバーし直し，次の生徒に，二つのマスを選ばせる。す

べてのマスのカバーが外されるまで，これを繰り返す。

答　え

テルトロ＝パウロを「ナザレ人らの異端のかしら」であると訴え
た（使徒24：1－5参照）

アグリッパの妹＝ベルニケ（使徒2 5：1 3；『聖句ガイド』「アグ
リッパ」p.11，「ヘロデ家」p.237参照）

フェスト＝ペリクスと交代して総督の任に就いた（使徒24：27参照）

テルトロは－にパウロを訴えた＝ペリクス（使徒2 4：1－3参照）

ローマ皇帝＝カイザル（使徒25：10－12；26：32参照）

パウロ＝「それは，片すみで行われたのではない」（使徒26：26参照）

「おまえは……わたしをクリスチャンにしようとしている」＝ア
グリッパ（使徒26：28参照）

ルシヤ＝千卒長（使徒24：7参照）

使徒2 4：1 0－2 1；2 5：8－1 1；2 6：2－2 9。真

理への証を持っている人々は，いつでも自発的にイエ

ス・キリスト，聖典，生ける預言者の言葉について証するべきで

ある。（30－35分）

生徒たちに，教会員でない友人と一緒によその国に行くという

状況を想定させる。その国の新聞が，この教会について真実でな

いことを報告した。友人があなたに説明を求めてきた。生徒たち

と以下の質問事項について話し合う。

こういうケースでいちばん難しいのはどのような事柄でしょ

うか。それはなぜでしょうか。

使徒24－26章

1 5 5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

1

2

3

4

テルトロ
アグリッパの

妹　
フェスト　

テルトロは－
にパウロを

訴えた。

ローマ皇帝 パウロ

パウロを
「ナザレ人らの
異端のかしら」

であると
訴えた。

「おまえは……
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クリスチャン
にしようと
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アグリッパ ペリクス ルシヤ 千卒長
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はない」

ベルニケ
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の任に就いた。
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このような場合に教会を弁護するのは非常に難しいと考える

教会員もいます。どうしてそのように思うのでしょうか。

その国の指導者と2 0分間話し合うことができるとしたら，教

会についてどのようなことを話したいと思いますか。

生徒と一緒に，使徒2 6：1 2－1 8のパウロの伝道の召しに関する

記述を読む。以下の質問をする。

パウロはだれに福音を宣べ伝えるために遣わされたのでしょ

うか。

パウロはどのようなメッセージを伝えるように命じられてい

たでしょうか。

パウロのメッセージとわたしたちが今伝えているメッセージ

には，どのような共通点があるでしょうか。

生徒たちと一緒に使徒2 4：1 0－2 1；2 5：8－1 1；2 6：2－2 9を読

み，以下の質問に答える。

パウロは何を教えたでしょうか。

パウロはどのように教えたでしょうか。

パウロはだれに教えたのでしょうか。

パウロはどのようなときに教えたでしょうか。

パウロはどのような態度で福音を教えたでしょうか。

生徒たちに次の質問をする。「イエス・キリストを雄々しく証

することについて，パウロから何を学ぶことができるでしょう

か。」生徒たちの答えについて話し合う。一人の生徒に，ダリ

ン・H・オークス長老の次の言葉を読ませる。

生徒たちに，人々に福音を教えるための備えをするように促す。

使徒27－28章

はじめに

カイザリヤにおける2年に及ぶ監禁生活の後，パウロはカイザ

ルの裁判を受けるために，ローマへ向けて船出した。パウロの乗

り込んだ船にはは総勢2 7 6人の囚人，乗組員がいた。パウロはそ

の航海が危険なものになると警告し，ラサヤの近くで冬を過ごし

た方がよいと勧めた。百卒長はパウロの勧めを受け入れなかった。

そして船はマルタ島で難破した。パウロは天使の現れを受け，同

船者たちに，全員が救われるであろうと元気づけた（使徒2 7：

2 1－2 6参照）。マルタ島にいる間に，パウロはほかの人を癒した。

またあるときは自分自身が毒蛇にかまれたが，何の害も受けなか

った。そしてローマに着いた後は，パウロは一人の番兵をつけら

れ，普通の市民として一人で住むことを許された。それから2年

間は福音を宣べ伝え，主の約束が成就したのである（使徒2 3：1 1

参照）。こうして使徒行伝が幕を閉じることになる。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって使徒2 7－

28章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

預言者の警告を心に留めることは，わたしたちに守りと平安

を与えてくれる（使徒27章参照）。

わたしたちは勇気をもって困難に立ち向かうことにより，人

格を高めることができる。また，神への信仰を持つことによ

り，勇気を得ることができる（使徒27：13－28：10参照）。

パウロは最初にユダヤ人に宣べ伝え，その後異邦人に宣べ伝

えた（使徒28：23－28参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』384－385

教え方の提案

使徒2 7－2 8章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

「『イエスの証に雄々しい』とはどういう意味なのでし

ょうか。確かにその一つは，主の戒めを守り主に仕えるこ

とです。しかしまた，わたしたちの救い主であり，贖い主

であるイエス・キリストについて信者にも不信者にも証す

ることもその一つではないでしょうか。使徒ペテロは当時

の聖徒に『心の中でキリストを主とあがめなさい。また，

あなたがたのうちにある望みについて説明を求める人に

は，いつでも弁明のできる用意をしていなさい』（1ペテロ

3：1 5）と教えましたが，わたしたちもまたそのようにし

なくてはなりません。」（『聖徒の道』1 9 9 1年1月号，3 4）

使徒行伝

1 5 6
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使徒2 7章。預言者の警告を心に留めることは，わたしたちに

守りと平安を与えてくれる。（20－25分）

レッスンのはじめに，次の文を読む。

パウロは橋の縁にいたこの男と同じような状態にあったという

ことを，生徒たちに話す。生徒たちに使徒2 7：9－2 6を読ませ，

以下の質問をする｡

百卒長がパウロの警告に耳を傾けなかったために，パウロと

同船していた人たちはどのような危険に直面したでしょうか。

この出来事から，わたしたちは何を学ぶことができるでしょ

うか。

最後に生徒たちに27－44節を読ませる。以下の質問をする。

パウロは自分が預言者であることを，どのように立証したで

しょうか。

このことは，わたしたちが預言者の言葉に寄せることのでき

る信頼について，何を教えているでしょうか。

わたしたちが人生の中で遭遇する「崩れた橋」すなわち様々な

危険について，生徒たちと話し合う。

主はわたしたちの前途に待ち受ける危険について警告を与え

るために，どのような人を与えておられるでしょうか。

最近，預言者はわたしたちにどのような警告を発しているで

しょうか。

預言者の声に耳を傾けないと，どのような結果を招くことに

なるでしょうか。

預言者の声に耳を傾け，心に留めるならば，どのようなこと

になるでしょうか。

七十人のスペンサー・Ｊ・コンディー長老の次の言葉を読む。

生徒たちに，コンディー長老と同じように，生ける預言者にな

おいっそう感謝し，彼らの勧告を注意深く心に留めるよう促す。

使徒2 7：1 3－2 8：1 0。わたしたちは勇気をもって困難に

立ち向かうことにより，人格を高めることができる。また，神へ

の信仰を持つことにより，勇気を得ることができる。（25－30分）

次の質問をする。「人がその人生において直面する困難な問題

にはどのようなものがあるでしょうか。」（病気，愛する人の死，

仕事から来るストレスなどの答えが考えられる。）生徒たちと一

緒に使徒2 7：1 3－1 5を読み，ローマへ向かう途中，パウロがどの

ような困難に遭遇したかを確認する。次の質問をする。「パウロ

のこの経験は，わたしたちが人生の中で遭遇する『暴風』とどの

ような共通点があるでしょうか。」

生徒たちと一緒に使徒2 7：1 6－4 4を読み，この危機的状況を克

服する力となったパウロの人格的特徴を挙げさせ，黒板に書き上

げる。勇気（2 1－2 4節参照），希望（2 2，2 5節参照），神への信仰

（3 0－3 1節参照），常識的な思慮分別と人の気持ちを落ち着ける能

力（33－36節参照）などの特質が考えられる。自分自身の「暴風」

を切り抜けていくうえで，このような特質がどのように役立つか

ということについて話し合う。

ダンベルを用意する。生徒たちに，ダンベルを腰の高さから肩

の高さまで持ち上げさせたり，肩から上に突き上げたりする運動

をさせる。筋肉は抵抗に逆らう運動を繰り返すことによって，成

長し，強められるということを説明する。以下の質問をする。

人格的成長や霊的成長には，筋肉の強化とどのような共通点

があるでしょうか。

人生の様々な困難を克服していく過程で，どのような変化が

生じるでしょうか。

黒板に「2コリント1：3－4；4：8－9，17；ピリピ3：8；4：13」

と書く。生徒たちにこれらの聖句を読ませ，以下の質問に答えさ

せる。

パウロは人生の様々な困難に対して，どのような心構えで臨

んだでしょうか。

わたしたちは自分自身のチャレンジに立ち向かうことについ

て，パウロから何を学ぶことができるでしょうか。

人生の様々なチャレンジに対して間違った態度で臨むことは，

人格的な力にどのような影響を与えるでしょうか。

どうしたら，人生の試練に対して正しい心構えを持てるよう

になるでしょうか。

一人の生徒に十二使徒定員会会員，リチャード・Ｇ・スコット

長老の次の証を読ませる。

「預言者，聖見者，啓示者としてわたしたちの支持し

ている中央幹部のかたがたに，心から感謝しています。

彼らは渡ってはならない橋についてあらかじめ警告して

くれます。」（『聖徒の道』1994年1月号，20）

「1 9 7 5年1月，雨の夜のタスマニアでのことです。タス

マニアのホバート市と東湾岸を結ぶタスマニア橋の二つの

桟橋に，7 , 3 0 0トンの貨物船が衝突し，橋の支柱が3つ崩れ

てしまいました。リングというオーストラリア人の家族が

車でこの橋を渡っていると，突然橋の明かりが消えました。

スピードを出した1台の車が追い越して行ったかと思うと

すぐ目の前で姿を消しました。マレー・リング氏が『急ブ

レーキを踏むと，車はスリップし，暗黒の空間からわずか

1メートルの所でかろうじて止まりました。』（スティーブ

ン・ジョンソン「“Over the Edge!”Reader's Digest 1 9 7 7

年1 1月号，p . 1 2 8）

マレーは家族に車から出るように言うと，後続車に目前

の惨事を警告しようとしました。恐怖のただ中にあって必

死に手を振ったにもかかわらず，1台の車が『彼をかわし

て進み，深い淵に吸い込まれるように落ちて行きました。』

（同上）2台目は何とか止まりましたが，3台目の車は速度

を落とす気配も見せず，橋の縁にあったリング家の車に追

突して来ました。

その直後のことです。手を振るマレーを無視して，満員

のバスがこちらに向かって来ます。マレーは一か八か，命

懸けで運転手側の窓のわきを走り，叫びました。『橋が切

れてるんだ。』（同p . 1 2 9）バスはやっとのことで急カーブし，

橋の欄干の手前で停止しました。こうして何十人という人

の命が救われたのです。」（スペンサー・J・コンディー

『聖徒の道』1 9 9 4年1月号，2 0）

使徒27－28章

1 5 7
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生徒たちに使徒28：1－10を読ませ，以下の質問をする。

この箇所に描かれているパウロの霊的な力や人格は，ほかの

人々に，どのような祝福をもたらしたでしょうか。

わたしたちはほかの人々に対して祝福をもたらす存在となる

ために，どのような点で主に助けを求めることができるでし

ょうか。

「主は皆さんの個人的な進歩成長を望んでいらっしゃ

います。この進歩は，皆さんが成長のための経験を前に

する度に，最初から好き嫌いを言わずに，進んで主の導

きを求めていくならいっそう速められるでしょう。主を

信頼し，主の御心に心と思いを進んで向け，御心を行え

るよう御霊の導きを求めるなら，皆さんは道を進みなが

ら最大の幸福を得，現世の生涯で最もすばらしい達成感

を味わえるでしょう。逆に，求められていることすべて

に疑念を抱き，難しいチャレンジをすべて拒んでいくな

ら，主の祝福を自ら遠ざけることになります。」（『聖徒の

道』1996年7月号，30）

使徒行伝

1 5 8
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著者：使徒パウロはローマ人にあてた手紙の冒頭において，自

分自身が著者であると述べている。

だれに向けて書かれたのか：この手紙は，ローマに住む異邦人

聖徒とユダヤ人聖徒に向けて書かれた。

歴史的背景：パウロは紀元5 7年ごろ，エルサレムへの最後の旅

の直前，コリント滞在中にこの手紙を書いた。パウロは自分が計

画していたローマ訪問に聖徒たちを備えさせるために，この手紙

を書き送った。（さらに詳細な情報については『イエスと使徒た

ちの生涯と教え』のローマ人への手紙に関する注解，p p . 3 5 3－

354を参照する。）

独自の内容：ローマ人への手紙はパウロの手紙のうち，最も系

統的に書かれ，新約聖書の中で最も教義的な内容の書である。パ

ウロはこの手紙の中で，どうしたら罪を捨て，新しい命に生きる

ことができるかを教えることによって，イエス・キリストが救い

の源であられることを指摘した。また，ローマ人への手紙は律法

にとらわれた形式主義を克服し，御霊によって歩むことの大切さ

を強調している。（『イエスと使徒たちの生涯と教え』のローマ人

への手紙に関する注解，p.353参照）

テーマ：パウロはローマの聖徒たちに，自分の訪問に備えさせ

るために，この手紙を書き送った。しかし，それよりも重要なの

は使徒として万人のための神の救いの計画を説き教えることにあ

った。人は皆，罪を犯すと，パウロは教えた。しかし，主イエ

ス・キリストへの信仰と従順を通して，主の力と恵みにより，す

べての人が救いを受けることができるのである。パウロはこのテ

ーマを展開していく中で，罪と義，キリストを信じる信仰と義の

業，義認，選びなどの教義について述べている。パウロはこの手

紙のテーマをまとめて，次のように書いている。「福音には，神

の義が啓示されているが，それは，神の御名への信仰を通して実

現される。『正しい者は信仰によって生きる』と書いてあるとお

りである。」（ジョセフ・スミス訳ローマ1：16－17〔英文〕）

ローマ1－3章

はじめに

ローマ1－3章は，義の源は，モーセの律法ではなく，イエス・

キリストであること，また，キリストを信じる信仰を通して，す

べての人が義にかなった状態になれるということを強調して

いる。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってローマ

1－3章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

イエス・キリストの福音はすべての人に救いを得させる（ロ

ーマ1：16参照；2ニーファイ26：27－28，33も参照）。

神に背き，神を拒むとき，人は自ら聖霊を遠ざけ，神はその

人が罪のもたらすすべての苦しみを受けるままにされる（ロ

ーマ1：2 1－3 2参照；モーサヤ2：3 6－3 7；教義と聖約1：3 3も

参照）。

神の裁きは義なるものであり，人は皆，自分の行いと福音の

律法への従順の度合いに応じて，報いを受ける（ローマ2：

1－16参照；ルカ12：47－48；教義と聖約82：3も参照）。

正義は，単に正義を口にするだけでなく，義なる行いを要求

する（ローマ2：2 1－2 9参照；ローマ1 0：1－4；2ニーファイ

31：5も参照）。

律法を完全に守っている人はいない。わたしたちはイエス・

キリストを信じる信仰によってのみ義にかなった状態になる

ことができる。信仰はキリストの戒めを守るようにわたした

ちを促す（ローマ3：9－2 6参照；アルマ2 2：1 4；モロナイ6：

4も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』301－303，352－357

教え方の提案

ローマ1－3章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

『「新約聖書」ビデオ』プレゼンテーション1 3「恵みの教

義」（1 3分7秒）は，ローマ2－5章を教えるのに用いるこ

とができる。またプレゼンテーション14「信仰と行い」（8分18秒）

も，ローマ2－5章を教えるのに用いることができる。ただし，こ

れはヤコブの手紙2章を教える際に用いるようにしてもよい 。

（『「新約聖書」メディアガイド』に載せられている教授法の提案

を参照する。）

ローマ1：1。ローマ人への手紙は，古代の使徒たちが残した

手紙を「書簡」という総称で分類したブロックの最初に登場する

書である。（15－20分）

生徒たちに，自分の家族や友人が召された伝道部の名前を聞く。

次の質問をする。「わたしたちが住んでいる地域あるいはワード，

支部はどの伝道部に属しているでしょうか。」各伝道部はかなり

広い地域を割り当てられ，宣教師たちはその任期中に，様々なワ

ード，支部，町，市で働く。場合によっては，一つの伝道部が複

数の国にまたがる場合さえある。生徒たちに，『聖句ガイド』の

パウロの伝道の旅の地図を見させ，以下の質問をする。

もしパウロが今の時代に召され，このように様々な場所で伝

道をするとしたら，その伝道部は何という名で呼ばれると思

いますか。

彼の任地はどこだったでしょうか。

1 5 9

この手紙はこの
時期に書かれた

最初の伝道の旅

（使徒13－14章）

2回目の伝道の旅

（使徒15：36－

18：22）

3回目の伝道の旅

（使徒18：23－

21：15）

カイザリヤとローマ

での入獄（使徒

21：16－28：31）

ローマでの2度目の

入獄期間

西暦年（約）47－50 50－53 53－57 57－62 62－65

ローマ人への手紙



このように任地が広い地域にまたがることは，パウロにとっ

て決して楽なことではなかったと思われます。その理由とし

てどのようなことが考えられるでしょうか。

パウロが伝道した場所の地名と，新約聖書各書の書名の間に

共通するものがあるでしょうか。共通する名前があるのはな

ぜでしょうか。

生徒たちに，各自の新約聖書の目次を開かせる。本書「新約聖

書の概要」の『新約聖書はどのような構成になっているのか』

（p.8参照）の情報を基に，下記の例に倣って書き込みをさせる。

生徒たちに，ローマ人への手紙からヘブル人の手紙までの書は，

総称して「パウロの手紙」と呼ばれていることを説明する（『聖

句ガイド』「パウロの手紙」の項，p p . 2 0 1－2 0 3参照）。ローマ人

への手紙は新約聖書に最初に出てくる手紙であるが，パウロが最

初に書いた手紙ではないということを述べる。ローマ人への手紙

以前に書かれた手紙はどれかについて話し合う（『聖句ガイド』

同上参照）。

『イエスと使徒たちの生涯と教え』3 5 4－3 5 5ページの，ブルー

ス・R・マッコンキー長老の言葉（「意義ある貢献」とローマ1：

7－8に関する注解を参照）を読む。この引用文は，ローマ人への

手紙の難解な点だけでなく，有意義な貢献を理解させるうえでも

有益な資料である。

ローマ1－3章（マスター聖句，ローマ1：16）。人は皆，

罪を犯し，救い主を必要としている。イエス・キリストの

福音は天の御父のすべての子供に救いの機会を与えている 。

（30－35分）

生徒たちに，これからクラス全員でメキシコのユカタン半島に

旅に行くという状況を想像させる。生徒たちはこれから4日間，

ある考古学チームと一緒に行動することになる。このチームは，

モルモン書に出てくる古代都市と思われる遺跡を調査していると

ころである。この旅への備えとして，生徒たちに以下の物を，い

ちばん役に立つ物からいちばん役に立たない物にランク付けをさ

せる。懐中電灯，防虫剤，シャベル，丈夫なブーツ，浄水器，救

命いかだ，ポケットナイフ，救急箱。生徒たちのランク付けが終

わったら，「わたしたちは船で旅をして，その船はメキシコ湾で

難破してしまうんですけど，そのことを皆さんに話していました

っけ？」と言う。以下の質問をする。

それを聞いたら，いちばん役に立つと思う物を変えたいと思

いますか。どのように変えたいと思いますか。（恐らく，ほと

んどの生徒が救命いかだをトップにランク付けすると思われ

る。）

最初は救命いかだをそれほど重要とは考えなかったと思いま

す。それはどうしてですか。

エズラ・タフト・ベンソン大管長の次の言葉を黒板に書くか，

配付資料として生徒たちに渡す。

この言葉を読んでから，以下の質問事項について話し合う。

人は救い主よりも，ほかのものを優先順位のリストの上位に

置いてしまうことがよくあります。それはどのようなもので

しょうか。

これから起きる難破について前もって知っていることと，堕

落についての理解を得ていることには，どのような共通点が

あるでしょうか。

自分たちが堕落した状態にあることを理解すると，救い主に

対する気持ちはどのように変わるでしょうか。

救命いかだと救い主には，どのような共通点があるでしょ

うか。

自分たちは堕落し，また堕落した世にいるのだということを

人々が理解したら，この世の中はどのように変わると思いま

すか。（モルモン書はこの教義を明確に述べ，聖書の中に見ら

れる同じ原則を理解させてくれる，ということを示すために，

1ニーファイ1 0：6；モーサヤ1 6：4；アルマ3 4：9を活用する

とよい。）

使徒パウロはローマの聖徒たちに堕落の教義と堕落が全人類に

及ぼす結果を理解させようと努めた，ということを生徒たちに話

す。生徒たちにローマ1：14－17を読ませる。以下の質問をする。

パウロは福音に対してどのような思いを持っていたでしょうか。

パウロがそのように考えていたのには，どのような理由があ

ると思いますか。

パウロはローマ1－3章の中で，ユダヤ人にとっても異邦人にと

っても，救いへの唯一の望みはイエス・キリストの福音であるこ

とを思い起こさせている，ということを生徒たちに話す。パウロ

は，わたしたちはイエス・キリストの力によって義とされること，

またその力（すなわち恵み）はキリストを信じる信仰を持つ人々

に与えられることを教えた（ローマ3：2 4－3 1参照）。生徒たちに

以下の質問をする。答えを見いだす助けとして，併記の参照聖句

を調べさせる。

「人は飢えを感じなければほんとうに食べたいとは思い

ません。それと同じように，人はなぜキリストが必要かを

理解するまで，キリストの救いを得たいとは思いません。

堕落に関する教義と堕落が全人類に及ぼした結果を理解

し受け入れるまでは，なぜキリストが必要なのかを，正し

くまた十分に理解することはできません。」（『聖徒の道』

1 9 8 7年7月号，9 6）
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神を受け入れることを拒む人々にも救い主は必要な存在です。

それはなぜでしょうか。（パウロは，すべての被造物が神の力

を証しているにもかかわらず，信じることを拒む人々には神

の怒りがあると説明している。ローマ1：18－23参照）

神を信じている人々にとっても，救い主は必要な存在です。

それはなぜでしょうか。（パウロは人は皆，それぞれの行いに

よって裁かれるということ，また神は人を偏り見ることがな

いということを宣言している。ローマ2：1－1 6；1ニーファイ

17：35参照）

モーセの律法を持っていることによって自分たちは救われる

と考えているユダヤ人にとっても，キリストは必要な存在で

す。それはなぜでしょうか。（パウロはモーセの律法だけで人

は救われないことを警告した。律法を完全に守れる人はだれ

もいない。したがって，律法はすべての人を罪ありとする。

ローマ2：16－3：23参照）

今の時代の教会にも，教会員であるというだけで救われると

考えている人々がいるようです。どうしてそのように考える

のでしょうか。

聖典はそのような考えについて，どのように教えているでし

ょうか（マタイ7：21参照）。

最後に，スペンサー・Ｗ・キンボール大管長の次の言葉を読む

とよい。

ローマ1：1 8－3 2。神に背き，神を拒むとき，人は自ら聖霊

を遠ざけ，神はその人が罪のもたらすすべての苦しみを受けるま

まにされる。（25－30分）

クラスルームの照明を消し，懐中電灯をつける。（照明を消し

たときにクラスが暗くなるように，前もって窓を何かでカバーし

ておくとよい。）生徒たちに，懐中電灯の光は，主の御霊の導き

と働きであると考えさせる。

以下の質問事項の幾つかについて話し合う。話し合いの最中に，

何度か懐中電灯の明かりをつけたり消したりする。

どのような行いや思いが，人を神から引き離す原因となるの

でしょうか。

神から遠ざかると，霊的な面においてどのような変化が起き

るでしょうか。

罪はわたしたちの生活にどのような影響を及ぼすでしょうか。

主の御霊をなくすと，どのような気持ちになるでしょうか。

暗闇はどのような点で，御霊がない状態を表す非常に適切な

象徴であると言えるでしょうか（マタイ6：22－23参照）。

光よりも闇を選ぶ人がいますが，どうしてそのような選択を

するのだと思いますか（教義と聖約10：21参照）。

クラスルームの照明をつけ，以下の聖句の幾つかを読み，その

内容について話し合う。2ニーファイ2 6：1 0－1 1；モーサヤ2：

3 6－3 7；教義と聖約1：3 1－3 5。生徒たちにローマ1：2 4，2 6，2 8

を読ませ，神は人々が御霊から遠ざかるのを彼らの意志のままに

なさるということを示す語句を探させる（「任せられた」）。御霊

は邪悪な人々とともにいることはできない，ということを説明す

る。それは，神に愛がないことを示しているのではなく，罪の行

いの当然の結果なのである（ヨハネ1 5：1 0；教義と聖約9 5：1 2参

照）。生徒たちにローマ1：2 1－3 2を黙読させる。以下の質問をする。

人を主から遠ざけさせる罪として，どのようなものを挙げる

ことができるでしょうか。

それらの罪の重大性はどれほどのものでしょうか。

現代の世の中に，このような罪悪がはびこっているのはなぜ

でしょうか。

ローマ1章には，罪悪に対する義にかなった行いとしてどのよ

うなことが挙げられているでしょうか。

義にかなった生活をすると，生活の中に主の御霊が豊かに注

がれるのはなぜでしょうか。

もう一度照明を消し，あなたの聖典に懐中電灯の光を当てる。

聖典はわたしたちを罪から遠ざけるための導きとしてイエス・

キリストが与えてくださる希望と光について教えていることを

証する。

ローマ4－6章

はじめに

当時，七十人定員会の会員であったジェフリー・Ｒ・ホランド

長老は次のように書いている。「イエス・キリストの贖罪はあら

かじめ定められていたことであるが，神の独り子の自由意志から

出た行いでもある。キリストは贖いのための償いとして，罪のな

い体，血，そして霊の苦しみを含め，御自身の命をささげられた。

それは，（1）アダムの堕落が全人類に及ぼした影響を償い，また，

（2）アダムから世の終わりに至るまでの，悔い改めをするすべて

の人の罪の償いとして，なされたものであった。末日聖徒はこれ

を枢要の事実と考え，重要な礎，かなめの教義，また救いの計画

における神の愛の最高の表現であると信じている。預言者ジョセ

フ・スミスは，『わたしたちの宗教にかかわるものは，どれも〔キ

リストの贖罪の〕付加的なものにすぎない』（[Teachings of the

Prophet Joseph Smith]，p.121）と宣言している。」（“A t o n e m e n t

of Jesus Christ,”ダニエル・Ｈ・ラドロー編，Encyclopedia of

Mormonism，全5巻〔1992年〕，第1巻，82－83で引用）

パウロはローマ4－6章の中で，義認はイエス・キリストの贖い

の力により，キリストへの信仰を通して与えられると宣言してい

る。パウロはこの原則を説明するために，アブラハムの例を引き，

堕落に関する教義を詳しく説いている。パウロはまた，バプテス

マの儀式についても論じている。わたしたちはこの儀式とそれが

象徴するものについて学ぶことにより，贖いがもたらす祝福を余

「教会員に対する教会の責任は，教会員が，昇栄に備え

させてくれる原則，プログラム，神権にあずかれるように

することです。わたしたちが個人として，また教会として

成功できるかどうかは，家庭における福音の実践に，どれ

ほど忠実に心を向けるかに大きく依存しています。……わ

たしたちはプログラムよりも人の方が大切であることを理

解することができます。また教会の様々なプログラムはど

のような場合でも，福音に添った家族の活動を支えるべき

ものであり，決してそのような家族の活動の価値を減じさ

せるものであってはなりません。」（“Living the Gospel in

the Home，”E n s i g n，1 9 7 8年5月号，1 0 1）
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すことなく享受するのに必要なステップを理解できるように

なる。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってローマ

4－6章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

イエス・キリストを信じる信仰には，戒めを守ることによ

って，主を信じ，愛している気持ちを表すことも含まれる

（ローマ4章参照；ヨハネ1 4：1 5；ヤコブの手紙2：1 4－1 9も参

照）。

救いを受けるためには，信仰と従順だけでなく，贖罪による

主の恵みがなければならない。わたしたちはキリストを通し

て罪の赦しを得，義と認められ，清くされるのである（ロー

マ5章参照；ガラテヤ2：16；2ニーファイ10：24も参照）。

バプテスマはイエス・キリストの死，埋葬，復活を象徴して

いる。またバプテスマは，象徴的な意味において，罪が死ん

で葬られ，救い主に従うという聖約を交わすのに伴って，わ

たしたちが再生することを表している（ローマ6：1－1 3参

照；モーサヤ27：24－26；教義と聖約76：50－52も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』356－363

教え方の提案

ローマ4－6章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

ローマ4－5章。わたしたちが戒めを守ることによって主

への信仰を実践するなら，主は永遠の命という賜物を与

えてくださる。（45－50分）

冷えた水の入ったコップを生徒たちに見せる。生徒たちは今，

砂漠の真ん中で，飲み水がなく死んでしまいそうな状態にあると

想定させる。近くの丘の上に，命の綱となる水の入ったこのコッ

プがある。次の質問をする。「次の3つのうち，皆さんの命を救う

のはどれでしょうか。その水があれば助かるという確信，水を手

に入れるために丘を這い登っていく努力，コップの水を飲むこ

と。」生徒たちに各自の考えを述べさせる。生徒たちの答えが正

しいかどうかについては一切言及しない。以下の質問をする。

この状況は，霊的な救いを必要としているわたしたちの状態

と，どのような共通点があるでしょうか。

この水は何を表していると考えられるでしょうか。（贖罪，イ

エス・キリストの恵みと愛。ヨハネ7：37参照）

丘を這い登る努力は何を表しているでしょうか。（悔い改め，

戒めを守ること）

その水を飲めば命が助かるという確信は何を表しているでし

ょうか。（信仰，信頼）

自分の命を救うには何をする必要があるでしょうか。

わたしたちの命を救う力を持っているのは水である，というこ

とを生徒たちに話す。しかし，その丘の上へ登る努力をするため

には，水が命を助けてくれるという確信を持たなければならない。

水を手に入れるには，その丘を登らなければならないのである。

また，命をつなぐためには水を飲む必要がある。福音についても

同じことが言える。わたしたちに救いをもたらすのはイエス・キ

リストの贖罪である。しかし，キリストの贖罪がわたしたちの生

活の中でその効果をすべて発揮するためには，わたしたち自身が

主を信じる信仰を持ち，主から求められることを行わなければな

らない。

水が飲めなくて死にそうになったら，水を飲むしか助かる方法

はない。それと同じように，罪がもたらす様々な結果と死を克服

するには救い主が必要であるということを説明する。ローマ5：

12－14を読み，以下の質問をする。

救い主は全人類に必要な存在です。それはなぜでしょうか。

アダムの堕落はわたしたち一人一人にどのような影響を与え

たでしょうか。

どれくらいの人が罪を犯すのでしょうか（ローマ3：23参照）。

生徒たちにローマ5：1 5－2 0を黙読させ，そこに出てくる「死」

と「罪」という言葉に印を付けさせる。ローマ5：2 1を読み，死

と罪はどのようにして克服できるかを調べさせる。時間が許すか

ぎり，以下の聖句を分かち合うようにするとよい。これらの聖句

は，なぜわたしたちに救い主が必要かを示している。1ニーファ

イ1 0：6；2ニーファイ9：2 1；アルマ1 2：2 2；エテル1 2：2 7；教

義と聖約20：19－25。

水が命を救ってくれるという確信は，それを手に入れるための

行動に移るように人を導く。このことからも分かるように，わた

したちはまず主イエス・キリストを信じる信仰を持たなければな

らない。真実の信仰は，神の戒めを守るように促し，わたしたち

はそうすることによって，贖罪の祝福にあずかれるようになる。

ローマ4：1－3を読み，アブラハムが信仰を持っていたことを示

す語句を確認させる。以下の質問をする。

パウロが信仰の模範としてアブラハムを選んだのはどのよう

な理由によると思いますか。

アブラハムは信仰を持つだけにとどまらず，義の業をしまし

た。そのことを具体的に示す行いとして，アブラハムの生涯

の中からどのようなことを思い浮かべることができますか。

生徒たちにローマ4：1 7－2 5を読ませ，アブラハムの信仰と義

の業を示すほかの例を確認させる。次の質問をする。「アブラハ

ムの生涯について，このように詳細なことが記されたのには，ど

のような理由があると思いますか。」ヤコブの手紙2：1 4－1 8；2

ニーファイ2 5：2 3；ジョセフ・スミス訳ローマ4：1 6を読み，信

仰と良い業のバランスの在り方について話し合う。十二使徒定員

会会員，ニール・Ａ・マックスウェル長老の次の言葉を読む。

「不十分な定義の仕方になるが，信仰が確信を生み出す

ことはほとんどないし，信仰を育て強めるのも簡単なこと

ではない。

信仰は幾つかの具体的側面を持つ。その一つ一つの側面

が重要なものである。ブリガム・ヤング大管長は分かりや

すく次のように述べている。わたしたちは『〔イエスの〕

御名，特質，贖罪への信仰……御父と救いの計画への信仰』

を持たなければならない。そのような信仰のみが『福音の要

求に対する〔いつまでも変わることのない〕従順』を生み出

すのである。」（L o r d，Increase Our Faith〔1 9 9 4年〕，2）
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わたしたちが救い主に依存する存在であることを，さらによく

理解させるために，信仰それ自体はキリストからの賜物であるこ

とを指摘する。良い業を行う力も神からの賜物である（『聖句ガ

イド』「恵み」の項，p . 2 5 4参照）。別な言い方をすれば，もしイエ

ス・キリストが存在しなければ，わたしたちは水を求めるのに必

要な確信を得ることもできなければ，水を得るために丘を登るこ

ともあり得ないのである。水は贖罪を通して神から与えられる神

聖な助けを象徴している。この賜物は，罪を悔い改め，戒めを守り，

神のようになるのに必要な力をわたしたちにもたらしてくれる。

冷たい水を飲む。わたしたちを救うのは，単に信仰だけでも良

い業だけでもないということを証する。信仰と行いは救いへの扉

を開ける鍵である。しかし，救いはキリストにより，キリストを

通じてのみ得られる（モーサヤ3：1 7；アルマ3 8：9；モーセ6：

5 2参照）。生徒たちに，ローマ5：1－1 1を読ませ，救いはイエ

ス・キリストの贖罪と恵みを通して得られるということを，パウ

ロが聖徒たちにどのように教えたかを調べさせる。

パウロのどの言葉にいちばん強い印象を受けましたか。

贖罪への理解を深めることは，救い主を愛する気持ちをどの

ように高めてくれるでしょうか。

生徒たちに，イエスは前世において，救い主となることに同意

されたが，わたしたちのために命を捨てるという義務を負われた

わけではなかったことを思い起こさせる。イエスが命を捨てられ

たのは，愛による行いだったのである。賛美歌「主イエスの愛に」

（109番）を歌い，生徒たちにその歌詞の意味を深く考えさせる。

ローマ6章。バプテスマはイエス・キリストの死，埋葬，復活

を象徴している。またバプテスマは，象徴的な意味において，罪

が死んで葬られ，救い主に従うという聖約を交わすのに伴って，

わたしたちが再生することを表している。（35－40分）

一人の生徒に，十二使徒定員会会員ヘンリー・B・アイリング

長老の次の言葉を読ませる。

生徒たちに，アイリング長老が話したような落胆や失望を経験し

たときのことについて深く考えさせる。希望する生徒がいれば，そ

ういう精神状態になったときに，どのようにしたかを話してもらう。

次の質問をする。「希望を見いだすために，どのようにしましたか。」

生徒たちに以下の聖句を読ませ，そこにどのような慰めと希望

が書かれているかを調べさせる。イザヤ4 0：3 0－3 1；モーサヤ

4：6－7；モロナイ1 0：3 2－3 3。次の質問をする。「わたしたちは

どなたの力によって，完全になり，救いを受けることができるの

でしょうか。」パウロが手紙を書き送った人々の多くは，まだモ

ーセの律法に固執していて，それらが贖罪によって成就したこと

を理解していなかった。彼らには，人は律法ではなく，イエス・

キリストを通して罪を克服できるということを教えてくれる人が

必要だった。生徒たちにローマ6：8－2 3を読ませ，パウロが罪に

ついて，また罪のもたらす結果を克服できるようにわたしたちを

助けてくれる御方についてどのように教えているかを調べさせる。

アイリング長老は次のように続けている。

聖約を交わし，それを守るなら，日々の生活の中で贖罪の力を

受けることができるということを証する。

生徒たちに，ローマ6：1－2は罪から離れるように教えている

ことを説明する。3－7節を読ませ，罪を捨て去るための最初の儀

式と聖約が何かを確認させる。生徒たちにシャベルの実物を見せ

るか，黒板にシャベルの絵を描く。バプテスマは自分の罪と罪深

い性質を葬ることを誓うときであり，イエス・キリストの贖罪を

通して罪を墓の中に埋める力が得られるということを教える。以

下の質問事項の幾つかを採り上げて話し合う。

バプテスマは何を象徴しているでしょうか。（死，埋葬，復活。

教義と聖約128：12－13参照）

バプテスマは罪を葬る，すなわち罪を捨て去ることを象徴し

ています。バプテスマが水に沈められる形で行われることは，

なぜ大切なのでしょうか。

また，バプテスマはキリストの生涯のどのような出来事を象

徴しているでしょうか。（キリストの死，埋葬，復活）

罪深い自分自身を脱ぎ捨て，バプテスマを受ける人の生活は，

どのように変化するでしょうか。

教義と聖約2 0：6 8－6 9とモーサヤ1 8：8－1 0を読む。この聖句

によると，わたしたちはバプテスマのときにどのようなこと

を約束するのでしょうか。

バプテスマの聖約は罪を清められることを象徴しているが，バ

プテスマの儀式が文字どおりの意味で，罪を洗い流すわけではな

「天の御父は皆さんが向上心を感じるようにされただけ

ではありませんでした。御父は，さらに進歩成長するため

の道を用意してくださったのです。それは人間の想像を超

えた祝福への道であり，わたしたち自身の力だけではなく，

御子イエス・キリストの贖罪の力によるものです。それは

人間の力だけではとうてい及ばないことなのです。……　　

天の御父は，人生の目的を教え，戒めを与えてくれる救

い主とイエス・キリストの福音を授けてくださっただけで

なく，わたしたちが御父と聖約を交わせるようにしてくだ

さいました。御父はその聖約とともに儀式も与えてくださ

いました。その儀式を通して，御父は何を約束されたかを

わたしたちに示され，わたしたちも自分が何をすると約束

したかを表明することができるのです。」（C o v e n a n t s，1）

「人はだれでもその人生の中で，自分はもっと向上し

なければならないと，何か駆り立てる力を感じた経験を

持っているはずです。そのような気持ちを感じたのは，

『人生には，これよりもっと良いものがあるはずだ』と考

えたのと同じころかもしれません。悲しいことに，わた

したちはあきらめてしまうこともあります。そういうと

きには，『情けないけど，人生なんてこんなものかもしれ

ない。多分，こういうことに慣れていかないといけない

んだろう。ほかの人たちも皆，こんなふうに感じてるの

かもしれない』などと考えるのでしょう。……

しかし，わたしがよく知っている人たちは皆，たとえ

失意のどん底にあって，悲しみの淵に沈んでいる人でも，

思い出せるのはたった1度の経験だけかもしれませんが，

人生の中のあるときに，自分を上に駆り立てる力，何か

もっと良いものがあるはずだという思いを感じた経験が

あると言うことでしょう。」（C o v e n a n t s〔大学生該当年齢

の若い成人を対象としたＣＥＳファイヤサイド，1 9 9 6年9

月6日〕，1）
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いことを，生徒たちに確実に理解させる。バプテスマは，清めを

受けて，新しい命の道を歩いていくことを決心するときであり，

聖霊の賜物を受ける準備をするときである。わたしたちが罪から

清められるのは，聖霊の清めの力によるのである。十二使徒定員

会会員であったブルース・R・マッコンキー長老の次の言葉は，

生徒たちにこの原則を理解させるのに有益な資料である。

ローマ7－8章

はじめに

イエス・キリストがモーセの律法を成就されたとき，福音の律

法が古い契約に取って代わった。パウロはいまだにモーセの様々

な儀式と規定にしがみつく人々に，古い律法を捨て，新しい契約

であるイエス・キリストの福音を完全に受け入れるように説得し

た（ヘブル9：1 5参照）。ローマ7－8章には，夫の死後は夫の律法

から解放される女のたとえが書かれている。それは，キリストが

モーセの律法を成就され，聖徒たちはもはやその古い律法に支配

されることはない，という事実を述べているのである。次にパウ

ロは，福音を信じて，その契約を受け入れる人々はイエス・キリ

ストと共同の相続人となり，天の御父が持っておられるすべてを

受け継ぐと証している。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってローマ

7－8章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

贖罪はわたしたちに，罪に走りやすい生まれながらの性向を

克服する力を与えてくれる。それによってわたしたちは，新

たな被造物となり，霊によって神の子供として生まれ変わる

（ローマ7：14－25；8：1－14参照）。

キリストの真の弟子たちを，御父と御子の愛から切り離すもの

は何もない（ローマ8：3 1－3 9参照；教義と聖約1 2 2：9も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』363－368

教え方の提案

ローマ7－8章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

ローマ7章。モーセの律法はイエス・キリストにおいて成就し，

福音の律法がそれに取って変わる。（10－15分）

生徒たちに，それぞれの家族の中で決められているルールを挙

げてもらう。その幾つかを黒板に書き上げ，以下の質問事項につ

いて話し合う。

そのルールを作ったのはだれですか。

皆さんはどのような理由で，そのルールを守らなければなら

ないと思っていますか。

小さい子供には当てはまるが，青年には当てはまらない，と

いうルールはありますか。

ルールは，わたしたちの生活にどのような祝福をもたらすで

しょうか。

親が決めた家族のルールに従うことを求められなくなる時がい

ずれ来るが，それと同じように，イスラエルにも，モーセの律法

に従うことを求められない時が来た，ということを生徒たちに話

す。ローマ人への手紙の中でパウロはモーセの律法による伝承や

規定にいまだに固執している人々に語りかけた。生徒たちにこの

ことを指摘する。生徒たちにローマ7：1－6を読ませ，パウロが

どのようなたとえを述べたかを確認させる。パウロは，もはやモ

ーセの律法に拘束される必要はないということを示すために，こ

のたとえを語った。ブルース・R・マッコンキー長老の次の言葉

を用いてもよい。

生徒たちに，モーサヤ1 3：2 7－3 0とアルマ3 4：9－1 3を読ませ，

以下の質問をする。

神はなぜイスラエルにモーセの律法をお与えになったのでし

ょうか。

パウロの時代の一部のユダヤ人がモーセの律法に固執し続け

たのにはどのような理由があると思いますか。

「パウロは家庭に福音の教えをもたらすために巧みな描

写を用いた天才的な文筆家であった。ここ〔ローマ7：1－

6〕で彼はモーセの律法にイスラエルが従ったことと，夫

婦の関係とを比較している。結婚生活にあって，妻は夫に

つながれており，夫の律法に従わなければならない。もし

他の男といるならば，彼女は淫婦である。しかし夫が死ね

ば，もはや妻は夫から行動を規制されることはない。だれ

と結婚しようと自由である。死んだ夫に従うことはもはや

できないからである。

イスラエルと律法についても同様である。律法が生きてい

るかぎり，すなわちそれが有効であるかぎり，イスラエルは

律法と結ばれているので，その規定に従う必要があった。も

しも他の神のもとに行くなら，すなわち他の宗教に従うなら，

それは姦淫を犯したと同様である。しかし今はもはや律法は

成就している。もはやそれは生きていない。キリストにあっ

て死んだのである。そして今イスラエルは他のもの，すなわ

ちキリストに嫁いでいる。したがって，キリストの福音の律

法に従わなければならないのである。」（Doctrinal New

Testament Commentary，第2巻，2 5 3－2 5 4）

「比喩的な言い方をすれば，罪はバプテスマの水の中

で消え去るのではない。わたしたちが聖霊を受けるとき

に，消えるのである。わたしたちの俗世の汚れを消し去

り，義にかなった状態に導くのは神の聖霊である。わた

したちは聖霊の交わりと導きを実際に受けるときに，清

められる。そして，あたかも火によるかのように，わたし

たちの心の中から，罪，汚れ，悪が燃え尽きていくのであ

る。」（A New Witness for the Articles of Faith，290；2

ニーファイ31：17；モロナイ6：4；8：25－26も参照）
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モーセの律法を成就したのは，どのような出来事だったでし

ょうか。

パウロはローマ7：7－2 5の中で，これらの質問に答え，福音の律

法は多くの点においてモーセの律法に取って代わったという重要な

真理を強調している。そのことを生徒たちに説明する。ジョセフ・

スミス訳のローマ7章には，この原則を明らかにする大きな変更が

加えられていることを指摘する。生徒たちに，個人学習の中でロー

マ7章を読むときに，ジョセフ・スミス訳も研究するように促す。

ローマ8章。贖罪はわたしたちに，罪に走りやすい生まれなが

らの性向を克服する力を与えてくれる。それによってわたしたち

は，新たな被造物となり，霊によって神の子供として生まれ変わ

る。（35－40分）

クラス全体で「受け継ぎ」という言葉の意味について話し合う。

どうしたら有形物，人格的特質，霊的な賜物を受け継げるかにつ

いて話し合う。教師自身が先祖から受け継いだ，大切な物，人格

的特質，霊的な賜物を具体的に示すか，それらのものについて話

し合う。以下の質問をする。

皆さんはだれの相続人になりたいと思いますか。

皆さんがいちばん相続したい（受け継ぎたい）と思うものは

何ですか。その理由は何でしょうか。

皆さんは自分の先祖のどのような特質を身に付けたいと思い

ますか。

次の言葉を読む。

生徒たちに教義と聖約8 4：3 3－4 0を読ませ，神権の誓詞と聖約

にどのような約束がなされているかを調べさせる。ローマ8：

1 5－1 9を読み，相続の律法について確認する。以下の質問事項の

幾つかについて話し合う。

わたしたちが天の御父の王国において受け継ぎを得る可能性

について，パウロはどのような教えを述べているでしょうか。

「アバ」とは，どういう意味でしょうか。（「父」の意。この言

葉は，天の御父に対する敬虔と親しみの思いを込めた呼称と

して，キリストや初期の教会の聖徒たちによって用いられた。）

「アバ」という言葉が持つ意味は，わたしたちに対する天の

御父の愛について何を教えているでしょうか。

1 7節には，わたしたちがイエス・キリストと共同の相続人と

なるためには何が必要であると説かれているでしょうか。

1 8節を読み，神の相続人に与えられる祝福を，それを得るた

めに必要な条件との比較において考えてみた場合に，皆さん

はその祝福についてどのように思いますか。

預言者ジョセフ・スミスは共同の相続人について次のように定

義している。

ブルース・Ｒ・マッコンキー長老は次のように述べている。

天の御父の約束が確かなものであり，わたしたちには御父が所

有しておられるすべてを受ける可能性があることを証する。以下

の聖句も役立つであろう。ガラテヤ3：2 6－2 9；4：1－7；教義と

聖約50：26－28；88：107。

生徒たちに，天の御父が持っておられるすべてを持つというこ

とが，どのようなことかを想像させる。次の質問をする。

それはどのような状態だと思いますか。

その受け継ぎにふさわしくなるために，どのようなことを進

んでしたいと思いますか。

わたしたちはその受け継ぎをどのように用いるべきだと思い

ますか。

救い主は御父の筆頭相続人というにふさわしくなるために，

どのようなことをなされたでしょうか。

黒板に以下の質問事項を書く。

わたしたちはどうしたら，イエス・キリストと共同の

相続人となるふさわしさを身に付けることができるで

しょうか。

神はわたしたちについてどのように考えておられるで

しょうか。御父とわたしたち一人一人は，どのような

関係にあるのでしょうか。

天の御父がわたしたち一人一人に，御子イエス・キリ

ストと共同の相続人になる機会を与えられたのはなぜ

でしょうか。

天の御父が持つすべてを受けるにふさわしい者となる

ための努力をするときに，わたしたちは日々の生活の

中で，どのような祝福を授かるでしょうか。

「共同の相続人とは，他のすべての相続人と等しい相続

権を持つ人である。筆頭相続人である御子もその中に含ま

れる。それぞれの共同の相続人は，すべてのものについて，

平等かつ全面的な相続権を持つ。すべてのことを知ってい

る人がだれかいたら，ほかの相続人も皆，すべてのことを

知っているのである。だれか，あらゆる力を持っている人

がいたら，他の共同の相続人もすべての力を持つのである。

宇宙を所有する人がいたら，共同の相続人もすべて，等し

くそれを授けられるのである。」（Mormon Doctrine，3 9 5）

「同じ力，同じ栄光，同じ昇栄を受け継ぎ，ついには神

の位にまで到達して，永遠の力の座に着くことである。」

（Teachings of the Prophet Joseph Smith，3 4 7）

「末日聖徒はイエス・キリストを，霊においては父なる

神の長子，肉においては御父の独り子であられると信じて

いる。この優先性によってイエス・キリストは生まれなが

らに御父の相続人なのである。イエスは福音とその儀式に

従い，また無限の贖罪を成し遂げることによって恵みに恵

みを加えられて前進し，御父の御心に厳格に添うことを通

して，全人類の救い主となり，御父の持てるすべての相続

者となられた。イエス・キリストを贖い主として受け入れ，

自らの罪を悔い改め，福音の儀式に従い，聖霊を導き手と

して進んで従順な生活をする人も，神の相続人となり，さ

らにイエス・キリストと共同の相続人になることができ

る。永遠の世において，彼らは父なる神また御子が有して

おられるのと同じ真理，力，知恵，栄光，昇栄の状態を受

け継ぐことができるのである（教義と聖約8 4：3 8参照）。」

（“H e i r s”，Encyclopedia of Mormonism，第2巻，5 8 3）
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生徒たちを二つのグループに分ける。一方のグループにローマ

8：1－1 4を，もう一方のグループにローマ8：2 8－3 9を割り当て

る（8：8についてはジョセフ・スミス訳も参照させる）。生徒た

ちに質問に対する答えを探させ，その根拠となった節の語句に印

を付けさせる。生徒たちの答えについて話し合う。

最後に賛美歌「神の子です」（1 8 9番）を歌う。わたしたちが文

字どおり，天の御父の霊の子供であることを証する。わたしたち

はいつか，御父のもとへ戻り，御父の持つすべてを受けることが

できる。

ローマ9－11章

はじめに

わたしたちは神の子供であり，地上に来る前は，神とともに住

んでいた。神はわたしたちを御自身の形に創造し，一人一人に御

自分に似た者となる力を授けてくださったのである。神に似た者

になることこそが，永遠の命なのである。

十二使徒定員会会員M・ラッセル・バラード長老は次のように

教えている。

「この世が創造される前に，わたしたちは皆，天の御父の霊の

子供として存在していた。遺伝の当然の成り行きとして，わたし

たちは未発達とはいえ，天の御父の特質と属性を受け継いでいる。

わたしたちは神の霊の子供であり，御父の特質のいくばくかを受

け継いでいるのである。わたしたちは，御父の現在の状態に到達

できるのである。（この重要な概念に関する霊的な洞察について

は，使徒1 7：2 9とローマ8：1 6を参照していただきたい。）」（O u r

Search for Happiness： An Invitation to Understand LDS

Church 〔1993年〕，70）

ブルース・R・マッコンキー長老は次のように説明している。

「御父の霊の子供であればだれでも得ることのできる最も偉大

で重要な能力は霊的な能力である。この能力を得た大部分の人は，

地上に生を受ける前に，イスラエルの家の一員として選ばれた。

彼らは，主がアブラハムとあらゆる時代の彼の子孫たちに約束さ

れた祝福にあずかるよう予任されていた。この予任は一つの選び

である。……人はだれでも従順になることによって救われるが，

すぐに信じるかどうかという点においては，人によって差がある。

このために，イエスは，主の羊は主の声を知り，この世の異なる

声には従わないと教えられたのである。」（A New Witness for

the Articles of Faith，512－513）

ローマ9－1 1章の中で，パウロは選びに関する教義，すなわち

予任の教義を教えた。パウロの言葉を読んだ人々は，その以前に，

前世に関する教義を知り，イスラエルが神の聖約の民として選ば

れた理由を理解していた。パウロは，予任の教義は，イスラエル

の家に接ぎ木され福音の祝福と約束のすべてにあずかるという異

邦人に授けられる機会にいささかの制限をも与えるものではな

い，ということを強調した。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってローマ

9－11章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

ある人々は前世において，イスラエルの家に生まれ，この世

で特別な祝福と責任を受けるように予任され（選ばれ）てい

た（ローマ9：1－5，1 1，2 3；1 1：2，5参照；エレミヤ1：5；

エペソ1：3－5も参照参照）。

たとえイスラエルの家に生まれても，主を信じ，従わなけれ

ばほとんど何の価値もない（ローマ9：31－33；10：1－4，16，

21；11：1－10，25）。

自分が霊的な面においてイスラエルであることを証明し，主

から選ばれた子供となるのは，キリストを受け入れ，従う

人々である（ローマ9：6－8，1 5，2 4－2 6，3 0；1 0：5－1 3，

17－20；11：1－5，17－28参照；2ニーファイ30：2も参照）。

イスラエルの家に属していても，キリストを拒んだ人々は，

約束されていた祝福を失った。そして，主は福音とその祝福

を異邦人と，異邦人の間に散らされていたイスラエルの民に

差し出された。この人々もイエス・キリストの教えを拒むな

ら，やはり福音の祝福を失うことになる（ローマ1 0：1 2－1 3，

2 0；1 1：1 1－1 3，1 7－2 2参照；モルモン書ヤコブ5：3，7，9，

17も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』370－378

教え方の提案

ローマ9－1 1章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

ローマ9－1 0章。ある人々は前世において，イスラエルの家

に生まれ，この世で特別な祝福と責任を受けるように予任され

（選ばれ）ていた。その祝福がかなえられるかどうかは，彼らが

進んでイエス・キリストに従うかどうかにかかっている。（4 0－

45分）

生徒たちに，クラスの中から一人を選んで，特別な褒美を与え

たいと思っていると話す。以下の3つの中のどれかの方法で，だ

れにするかを決めることを説明する。（1）くじ引き，（2）投票，

（3）だれの行いがいちばん良いかを見て判断する。生徒たちに，

どの方法を使いたいか，またそれはどのような理由によるのかを

質問する。

アブラハム3：2 3を読み，アブラハムがどのような人物になる

ように予任されたのかを調べさせる。（治める者）次の質問をす

る。「アブラハムはくじ引きで選ばれたのでしょうか。それとも

投票によってでしょうか。忠実さによって選ばれたのでしょうか。

どうしてそのように思いましたか。」神の選びは忠実さを基準に

して行われるということを生徒たちに理解させるために，アルマ

13：3－4を読む。

生徒たちに，パウロは第8章で論じ始めた予任の教義を，ロー

マ9－1 1章でも続けて教えているということを話す。ローマ9－1 1

章には3つの重要な原則が含まれていることを説明する。
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このレッスンでは，上記のうち2つのポイントを扱う。3番目の

ポイントについては，ローマ1 1：1 1－2 2の教え方の提案で扱うこ

とになる。黒板にこの3つのポイントを書く。あるいは一つ一つ

を別々の紙に書き，レッスンの進行に合わせて提示していく。

最初のポイントを読む（あるいは，それを書いた紙を提示する）。

生徒たちにローマ9：1－5を読ませ，「子たる身分」「栄光」「契約」

「約束」という言葉に印を付けさせる。以下の質問をする。

4節によると，これらの祝福はどのような人々に約束されてい

るのでしょうか。（イスラエル人）

彼らはどのような理由で選ばれたのだと思いますか。

イスラエルは祖父アブラハムと同じように，様々な福音の契約

と約束を授かると予任されていた。一人の生徒に，ローマ9－1 1

章の「はじめに」の箇所に載っているM・ラッセル・バラード長

老とブルース・R・マッコンキー長老の言葉を読ませ，以下の質

問をする。

ヤコブの名前は何と変えられたでしょうか。（イスラエル。6

節参照；創世32：28も参照）

ヤコブはどのような点で，前世における忠実さのゆえにより

すばらしい祝福を受けた人々の見本ということができるでし

ょうか。

聖文は，予任による祝福は不公平だと教えているでしょうか，

それとも公平だと教えているでしょうか。

神の公平さに関する質問について，パウロは何と答えている

でしょうか（14節参照）。

ハロルド・B・リー大管長の次の言葉を読む。

黒板に書いた2番目のポイントを読む（あるいは，紙に書いて

おいたものを提示する）。生徒たちにローマ9：7を読ませ，次の

質問をする。

アブラハムの子孫の中に，契約に忠実でない人々がいるのは

なぜでしょうか。

パウロは6節の中で何を言おうとしているのでしょうか。

イスラエルの家に属していても，それだけでは個人として日

の栄えの祝福を受ける保証にはなりません。それはなぜでし

ょうか。

教義と聖約6 4：3 5－3 6を読み，背いた人々がどうなるかを確認

させる。生徒たちに，前世における忠実さ，予任された約束，特

定の血統に生まれることなどは，救いへの保証とはならないこと

を話す。神は，人々を傲慢にさせたり，他者への優越感を持たせ

たりするような方法で，祝福を与えることはなさらなかった。

この教義は様々な聖句の中で教えられている。その幾つかにつ

いて生徒たちと一緒に研究し，話し合うとよい（教義と聖約

1 2 1：3 4；ヨハネ8：3 9；2ニーファイ3 0：1－2参照）。『イエスと

使徒たちの生涯と教え』の「考えるヒント」（p p . 3 7 5－3 7 7）を分

かち合うようにしてもよい。生徒たちに二人の会話を割り当てて

読ませるとよい。

パウロがこの教義を教えたのは，イスラエルが「救われる」

（ローマ1 0：1）ためであったことを証する。生徒たちが，自分た

ちもイスラエルの家に属し，契約の民であることを理解できるよ

うに助ける。彼らは契約の民であるからこそ，偉大な業を成し遂

げ，戒めを守るように，主から望まれ，求められているのである

（教義と聖約8 2：1 0参照）。生徒たちにローマ1 0：1－3，9－1 8を読

ませ，自分たちにどのような責任が与えられ，どうしたら信仰を

育てることができるかを考えさせる。その結果を発表してもらう。

時間に余裕があれば，賛美歌「悩めるイスラエル」（6番）を歌

うとよい。生徒たちに以下の質問をする。

この賛美歌の歌詞から，どのようなメッセージを学びましたか。

このメッセージは生活の中でどのように応用することができ

るでしょうか。

ローマ9－1 0章に書かれている教義を理解することによって，

日々の生活の中でどのような祝福を受けることができるでし

ょうか。

今日のレッスンで学んだことを踏まえて，自分の生活をどの

ように変えたいと思いますか。

ローマ1 1：1 1－2 2。イスラエルの家はキリストを拒んだと

き，自分たちに約束されていた祝福を失った。そして主は福音と

その祝福を異邦人に差し出された。（40－45分）

注意：このレッスンの教え方の提案は，ローマ9－1 0章に対す

る提案の継続である。前のレッスンで採り上げた3つのポイント

を黒板に書くか，紙に書いておく。

黒板に書いてある3つのポイントを見直し，3番目のポイントを

読む（あるいは3番目の紙を提示する）。生徒たちに，祝福師の祝

福について，また，特に自分自身が受けた祝福について考えさせ

る。次の質問をする。「祝福師の祝福の中で，どの言葉がいちば

ん大切だと思いますか。」生徒たちの答えについて話し合う。黒

板に「もし……ならば」と書き，次の質問をする。「この言葉は

祝福師の祝福の中で，非常に重要な意味を持っています。それは

なぜでしょうか。」（祝福が実現するかどうかは，わたしたちの忠

「……後にイスラエルとよばれるヤコブの血統の者と，

やはり後にイスラエルの子らとして知られるヤコブの子孫

たちは，地上に生を受けた人々の中でも最も傑出した血統

に生まれた人々である……。

こうした報いは皆，恐らくは創世以前に約束され，予任

されていたのであろうと思う。もちろん，このような事柄

は，わたしたちが霊であった前世でどのように生活したか

によって決められたに違いない。このような仮説に疑問を

抱く人がいるかもしれないが，そういう人も，わたしたち

が世を去って裁きを受けるときにはこの地上での行いによっ

てすべての人が裁かれるという教えを，疑いなく認めること

であろう。それならば，今地上で受けているものが，前世で

の所業に応じて銘々に与えられたものであると信じるのが道

理ではないだろうか。」（『大会報告』1 9 7 3年1 0月，8 0）

1. ある人々は前世において，イスラエルの家に生まれ，

この世で特別な祝福と責任を受けるように予任されて

いた。

2. 予任による祝福を受けるには，イエス・キリストを受

け入れ，従わなければならない。

3. 異邦人（イスラエルの血統に属さない人々）は，イエ

ス・キリストを受け入れ，福音に従うことによって，

イスラエルに与えられる祝福のすべてを受け継ぐこと

ができる。
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実さにかかっている。祝福が無条件に与えられるということはな

い。）教義と聖約1 3 0：2 0－2 1を読み，神が御自身の子供たちをど

のように祝福されるのかを確認する。以下の質問をする。

主の祝福を授かると予任されていた個人や民が，それを受け

られなくなってしまうのはなぜでしょうか。

「イスラエルから出た者が全部イスラエルなのではな」い

（ローマ9：6）というパウロの言葉は，この教義をどのように

裏書きしているでしょうか。

このような祝福を失ってしまう人々がいるのはなぜでしょうか。

福音の祝福を失わせてしまう誘惑で，よく見受けられる誘惑

には，どのようなものがあるでしょうか。

一人の生徒に十二使徒定員会会員リチャード・Ｇ・スコット長

老の次の言葉を読ませる。

イスラエルの家に約束された祝福にあずかるふさわしさを保ち

続けることの大切さを証する。

パウロは，予任されていた多くのイスラエル人が，不従順によ

って祝福を失っていると教えた（ローマ9：3 1－3 3；1 0：1－3，

16－21；11：3－10参照）。生徒たちにローマ11：11－13を読ませ，

福音とその祝福が，新たにどのような人々に与えられるようにな

ったかを確認させる。生徒たちに，ローマ1 1：2 5－3 1に目を通さ

せ，どうしてこのときから異邦人に福音が伝えられるようになっ

たのかを確認させる。当時十二使徒定員会会員であったジョセ

フ・フィールディング・スミス長老の次の言葉を読む。

生徒たちに，異邦人（イスラエルの血統に属さない人々）がイ

スラエルと同じ祝福を受け継げるということを理解させる。イエ

ス・キリストを受け入れ，福音に従順であるなら，異邦人はイス

ラエルの家に接ぎ木され，正式な相続人となることができる。こ

の点を説明するために，太い枝と細い枝を用意する。接ぎ木とは，

ある木の枝を，別の木の枝の切り込みに挿入することであると説

明する。下記の絵のように，2本の枝を切って，接ぎ合わせ，そ

れを布で縛る過程を実演して見せる。

以下の質問事項の幾つかについて話し合う。

接がれた木は，台木のほかの枝と同じように，台木の一部に

なるでしょうか。（なる）

台木のほかの枝が，根から養分を吸い上げることができると

したら，接がれた枝はどこから養分を得るのでしょうか。（同

じ根から）

接ぎ木はいつ，どのような理由で行われるのでしょうか。

接ぎ木によって，どのような良い結果が生じるでしょうか。

（木が大きく育ち，もっと質の良い実を，より多く得ることが

できる。）

台木に接がれた枝自体には，どのような良い結果が生じるで

しょうか。（台木の一部になる。）

生徒たちにローマ1 1：1 4－2 4を読ませる。読みながら，接ぎ木

の過程を心に留めるように言う。

パウロは接ぎ木を一つのたとえとして，ある事柄を教えよう

としました。それはどのような事柄でしょうか。（異邦人がイ

スラエルの家に養子縁組されること。）

これまで接ぎ木について学んできたことから考えると，イス

ラエルの家に養子縁組された異邦人は，どのような祝福を受

けるでしょうか。

養子縁組された人々が受ける祝福と，文字どおりのイスラエ

ルの子孫たちが受ける祝福には，どのような違いがあるでし

ょうか。（生徒たちに自分自身の答えについて説明させる。）

この接ぎ木のプロセスは，主が御自身のすべての子供たちに

対して抱いておられる愛をどのように示しているでしょうか。

生徒たちに，イエス・キリストはわたしたちが接がれた木の根

であることを話す（黙示2 2：1 6参照）。養子縁組の教義で最も大

切なのは，イスラエルの家の生まれか否かにかかわらず，すべて

の人が主から養いと力を得られることであると証する。もしイエ

ス・キリストを受け入れ，従うなら，だれでも主の家族に養子縁

組され，主のえりすぐりの祝福をすべて，契約の一部として授け

られるのである。

「このようにして，時の中間の神権時代に福音が説かれ

たのである。最初はユダヤ人に伝えられ，彼らが拒むと，

福音は異邦人に伝えられ，彼らの中から教会の支部が組織

された。わたしたちが生きているこの時代に，主によるこ

の預言の2番目の部分が成就しつつある。ジョセフ・スミ

スの働きを通して回復されたとき，福音は最初は異邦人に

伝えられ，これまでの1 2 0年間，異邦人の国々において宣

言されてきた。ユダヤ人にはまったく伝えられず，福音を

受け入れた者もほんのわずかであった。パウロはローマに

おいて聖徒たちに向けた言葉の中で，『一部のイスラエル

人がかたくなになったのは，異邦人が全部救われるに至る

時までのことであ』る（ローマ1 1：2 5）と語った。」（T h e

Restoration of All Things 〔1 9 4 5年〕，1 6 3－1 6 4）

「『打ち砕かれた心と悔いる霊』をもって，進んで行うな

ら，聖約を守るのは難しいことではありません。聖約に従

うなら，聖約はわたしたちに幸福と喜びをもたらし，人生

に目的を与えてくれます。しかし，選択の自由を使って，

聖約と相反する選びをしてしまったときは困難が伴います。

自分の自由になる時間に行っていることをよく吟味してく

ださい。最も優先順位が高くて重要な事柄が，中心になっ

ているでしょうか。それとも，無意識のうちに，永続する価

値のないものや，地上に来た目的の達成に役立たないつまら

ない活動で，時間を埋めていないでしょうか。今日や明日に

起こることだけでなく，永遠の見地から人生を考えてくださ

い。今欲しいと思う何かのために，人生に最も必要なものを

あきらめないでください。」（『聖徒の道』1 9 9 7年7月号，6 6）
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ローマ12－16章

はじめに

ローマ9－1 1章の中で，予任，選び，養子縁組の教義について

詳細に論じたパウロは最後に，聖約がもたらす祝福を余すところ

なく受けるために，忠実で信仰深くあるよう聖徒たちに促し，ロ

ーマ人への手紙を閉じている。

イスラエルの家に属することによって得られる祝福について，

ブルース・R・マッコンキー長老は次のように教えている。

「このすばらしい真理を知ったわたしたちには，キリストのく

びきを負い，戒めを守り，喜ばれることをして主に従うという責

任が，ほかのどの民にも増して重くのしかかってくるのである。

もしわたしたちが主を愛し，主に仕えようとするならば，主が御

言葉を教えようと遣わされる使徒や預言者の言葉に心を向けるで

あろう。」（『大会報告』1974年4月，192）

パウロは，イスラエルの家には多くの責任があると教えている。

その責任の中には，聖徒としてふさわしく生きる，指導者の勧告

に従う，戒めを守る，争いを避ける，義にかなったことを受け入

れる，互いに手を差し伸べる，悪を避けることにより一つになる，

などのことが含まれる。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってローマ

12－16章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

神の恵みは，神がその愛と憐れみをもってわたしたちに与え

てくださったものである。それは，わたしたちが義の業を行

い，永遠の命を得ることができるよう，神から与えられた力

である（ローマ1 2：6；1 5：1 5参照；使徒1 5：1 1；2ニーファ

イ25：23も参照）。

イエス・キリストはこの世でその業を行われる以前に，贖罪を

待ち望むための一つの方法として，動物の犠牲をささげるよう，

御自分に従う人々に命じられた。現在，主はわたしたちに，従

順と奉仕の生活を通して，自分自身を「生きた，聖なる供え物」

としてささげるように求めておられる（ローマ1 2：1－3，9－

1 8参照；3ニーファイ9：1 9－2 0；モロナイ1 0：3 2も参照）。

教会員はそれぞれに異なる霊的な賜物を与えられている。わ

たしたちは，体の各部分と同じように，各自が一つに集って

全体を形作っている。わたしたちは，自分はほかの人よりも

重要な存在だというような考えを捨てて，持てる力をささげ

なければならない（ローマ12：3－8，13－18参照）。

すべての人を心から愛する人は，神の律法を全うしている

（ローマ1 3：8－1 0参照；マタイ2 2：3 6－4 0；2ニーファイ3 1：

20も参照）。

わたしたちは人を裁くことなく，自分自身を義にかなった状

態にするための努力をすべきである。わたしたちは互いに助

け，手を差し伸べ合わなければならない。特に，信仰の弱い

人に対して，そのようにしなければならない（ローマ1 4：1－

21；15：1－7参照）。

わたしたちは偽りの教義を教え，教会の中に分裂を生み出す

人を避けなければならない。そのような人々は自分自身に仕

えているのであって，神に仕えているのではない（ローマ

16：17－18参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』374－375

教え方の提案

ローマ1 2－1 6章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

ローマ1 2－1 6章。わたしたちは自分にできるすべての

ことを果たした後に，恵みによって救われる（2ニーファ

イ2 5：2 3参照）。ローマ人への手紙の最後の5つの章には，義

の働きは福音の計画の中にあって，欠かすことのできないもので

あることを示している。（30－35分）

黒板に「救われる」と書き，以下の質問をする。

「救われる」とは，どういう意味でしょうか。

皆さんの中で，自分は救われていると感じている人はどれく

らいいるでしょうか。

「救われる」という言葉は，宗教に関する話の中でよく用いら

れるということを生徒たちに話す。生徒たちにローマ1 0：9－1 0

を読ませる。多くの善良なクリスチャンが，自分はイエス・キリ

ストが救い主であられることを心から告白すなわち宣言している

ということを根拠に，この聖句を自分自身が救われていることを

証明するものとして引き合いに出す。

十二使徒定員会会員のダリン・H・オークス長老は，「あなたは

救われていますか」という質問は，この教会の会員にとって答え

にくいものであると指摘し，その理由として，他の教会の人々は

「救われる」という言葉に別の意味合いを付け加える場合がある

ということを挙げている。

オークス長老が語った6つの意味を挙げると以下のようになる。

それぞれの意味を読み，併記されている聖句とオークス長老の話

の抜粋を基に各項目について話し合う。

1. わたしたちは皆，肉体の死から救われている（アルマ1 1：

43－44参照）。

「末日聖徒が『救われる』や『救い』という言葉を用い

る場合，少なくとも6つの異なった意味があります。この

うち幾つかの意味からすれば，わたしたちの救いは約束さ

れています。つまりすでに救われています。しかしほかの

意味から言うと，救いは未来の出来事として（例－1コリ

ント5：5），あるいはそのような条件の下に（例－マルコ

1 3：1 3）語られるべき出来事となります。しかし，これら

どの意味においても，また，どの救いの定義にも言えるの

は，救いはキリストによって，キリストを通じてもたらさ

れるということです。」（『聖徒の道』1 9 9 8年7月号，6 3）
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2. わたしたちは最後まで堪え忍ぶなら，福音の律法と儀式への

従順を通して，罪から救われる（ヤコブの手紙2：1 4－1 7；教

義と聖約14：7；信仰箇条1：3参照）。

3. わたしたちは「新しく生れ」ることによって救われる（ヨハ

ネ3：3－5；モーサヤ27：24－26参照）。

4. わたしたちは福音の光を通して，無知から救われる（ヨハネ

8：12参照）。

5. わたしたちは第二の死から救われることができる（1コリント

15：40－42；黙示2：11参照）。

6. わたしたちは昇栄を受けることによって救われる（教義と聖

約76：52－60参照）。

生徒たちと一緒に「救われる」という言葉の6つの意味を読む。

それぞれについて，その意味で自分自身が救われているかどうか

を深く考えさせる。

生徒たちに，パウロはローマ人への手紙の最後の章において，

救われるのに必要な条件について教えていることを話す。神の王

国に救われるためには，従わなければならない戒めがあり，受け

る必要のある儀式があり，倣うべき生き方の模範がある。

生徒たちを5つのグループに分け，各グループにローマ1 2－1 6

章の各章を割り当てる。各グループに，割り当てられた章の中か

ら，任意に選んだ連続する1 4の節を読ませ，聖徒たちが従うべき

ものとして，パウロがどのような戒め，儀式，勧告を挙げている

かを調べさせる。調べた結果を発表してもらう。以下の質問事項

の幾つかを質問するとよい。

強い印象を受けたのはどの節ですか。それはどうしてですか。

救われるために実践しなければならない重要な原則として，

どのようなことを学びましたか。

すべての人がパウロの勧告に従って生活したら，世の中はど

のように変わると思いますか。

「『救われる』や『救い』という言葉を昇栄あるいは永

遠の命（アブラハム2：1 1参照）を表す意味に使います。

これはしばしば『完全な救い』（ブルース・R・マッコンキ

ー，The Mortal Messiah，第1巻，2 4 2）と呼ばれます。こ

の救いを得るには悔い改めと正当な神権の権能によるバプ

テスマ以上のものが必要です。また，神の神殿における永

遠の結婚を含む神聖な聖約を交わすことや，最後まで堪え

忍ぶことによりその聖約に忠実であることが求められま

す。救いをこの『昇栄』と同義語として用いるならば，こ

の世にいる間に『救われた』と言える人はだれもいません。

その栄光は，生者と死者双方の偉大な裁き主である主の最

後の裁きの後にしか得られないのです。」（『聖徒の道』

1 9 9 8年7月号，6 3－6 4）

「末日聖徒にとって『救われる』とは，次の世で栄光の

王国に入るとの確信を得て（1コリント1 5：4 0－4 2参照），

第二の死（最後の霊的な死）から救われる，または解放さ

れることをも意味します。復活が万人にもたらされるよう

に，この地上に生を受けた人は，わずかな人を除き，この

意味での救いを得ることができます。〔教義と聖約7 6：

4 0－4 3参照〕」

る者は，やみのうちを歩くことがなく，命の光をもつであ

ろう。』また，こう宣言されました。『わたしは光としてこ

の世にきた。それは，わたしを信じる者が，やみのうちに

とどまらないようになるためである。』（ヨハネ8：1 2。ヨ

ハネ1 2：4 6も参照）」

「救われることの4つ目の意味は，父なる神とその御子

イエス・キリスト，人生の目的，そして人の行く末に対す

る無知という暗闇からの救いです。この救いはイエス・キ

リストの導きと教えの業により福音が知れ渡るようになっ

たために，わたしたちにも授けられました。イエスは教え

られました。『わたしは世の光である。わたしに従って来

「水と霊とから生まれ，イエス・キリストの御名を受け

ることにより救い主と聖約の関係に入るとき，わたしたち

は再び生まれます。そして毎週安息日に聖餐を受けること

により，再生を新たなものとするのです。

このようにして新たに生まれた人はイエス・キリストの

霊の息子，娘になると，末日聖徒は主張します（モーサヤ

5：7；1 5：9－1 3；2 7：2 5参照）。……そうすればやがて神

の恵みにより，霊の両親と，栄光の受け継ぎを受ける可能

性とを得た新たな存在として再び生まれることができるの

です。」

「罪や罪の結果という点から，わたしたちが救われてい

るかどうかとの問いに対しては，答えは『はい，しかし条

件付きで』となります。その信条について信仰箇条第3節

で言及されています。

『わたしたちは，キリストの贖罪により，全人類は福音

の律法と儀式に従うことによって救われ得ると信じる。』

……

……わたしたちは『聖書』の教えを全面的に信頼し，か

つ近代の啓示を通して明らかにされた事柄を土台として，

主イエス・キリストが授けられた救いの計画と戒めとは次

のようなものであると証します。すなわち，キリストの贖

罪による罪からの清めとは罪人個人の信仰を条件として行

われるものであり，それは，悔い改めてバプテスマを受け，

聖霊を受けよとの主の戒めに従うことによって示されるの

です（使徒2：3 7－3 8参照）。……しかし，悔い改めや忠実

な生活，奉仕を続けて最後まで堪え忍ぶことによりこの世

の生涯を終えるまでは，最終的に救われたことにはなりま

せん。」

「まず，すべての人間はイエス・キリストの復活によっ

て永遠の死から救われました。『アダムにあってすべての

人が死んでいるのと同じように，キリストにあってすべて

の人が生かされるのである。』（1コリント1 5：2 2参照）」
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ローマ1 2：1－1 8。イエス・キリストはこの世でその業を行

われる以前に，贖罪を待ち望むための一つの方法として，動物の

犠牲をささげるよう，御自分に従う人々に命じられた。現在，主

はわたしたちに，従順と奉仕の生活を通して，自分自身を「生き

た，聖なる供え物」としてささげるように求めておられる。

（30－35分）

石，木材，マッチを用意する。以下の質問をする。

旧約聖書に定められている儀式を行うとしたら，これらのも

のはどのようなことに使われると思いますか。（祭壇を築いて，

火をおこすため。）

大切なもので，欠けているのは何でしょうか。（動物）

出エジプト1 2：5を読み，犠牲にささげる動物の特徴を調べる。

以下の質問をする。「動物の犠牲はイエス・キリストの来臨につ

いて何を教えていたのでしょうか。」

M・ラッセル・バラード長老の次の言葉を読む。

バラード長老の言葉について，生徒たちと話し合う。一人の生

徒にバラード長老の次の言葉を読ませる。

生徒たちにローマ1 2：1－2を読ませ，この聖句がバラード長老

の話にどう当てはまるかを述べてもらう。以下の質問事項につい

て話し合う。

「あなたがたのからだを，神に喜ばれる，生きた，聖なる供

え物としてささげ」る（1節）とはどういう意味だと思いま

すか。

神に喜ばれる，聖なる者となるために，皆さんは何を犠牲に

していますか。

それらの犠牲は，どのような点で試しとなっていますか。

それらの犠牲は，皆さんがキリストのみもとへ行くうえで，

どのように役立っていますか。

ローマ1 2：9－2 1には，神に喜ばれる者となるために必要な犠

牲について説明する多くの語句が含まれていることを，生徒たち

に話す。（9節からの例としては，「愛には偽りがあってはならな

い」「悪は憎み退け」などの語句を挙げることができる。）それぞ

れの語句を別々の紙に書き，各生徒に1枚ずつ渡す。生徒たちに，

そこに書いてある語句を読ませ，その意味について深く考えさせ

る。また，その原則をもっとよく実践するためにできる事柄を一

つ考えさせる。幾人かの生徒たちに，各自の紙に書かれた語句と，

考えた事柄を発表させる。

バラード長老の次の言葉を読み，その内容について話し合う。

神はわたしたちがさらに主に似た者となれるよう，犠牲を払う

ことをお求めになる。生徒たちに，神が自分にどのような犠牲を

払うように求めておられると思うか，少なくとも一つのことを考

えさせ，渡してある紙の裏にそれを書かせる。今後数週間にわた

ってその犠牲を払い，それを行う力を主に求めるよう，生徒たち

を促す。後日，その体験と証をクラスで話すように勧めてもよい。

バラード長老の次の言葉のコピーを配付資料として，各生徒に

渡すとよい。

「主がわたしたちに求めておられる犠牲は，『生まれな

がらの人』とそれにまつわるこの世的なもののすべてを，

完全に除き去ることです。わたしたちが主に完全に従うな

「自分の利己的な望みを犠牲としてささげ，神と人に仕

えるなら，わたしたちはさらに〔主に〕似た者となります。

ラッセル・M・ネルソン長老〔十二使徒定員会会員〕は次

のように教えています。

『わたしたちは今も，犠牲をささげるように命じられて

います。しかし，動物の血を流す犠牲ではありません。最

も高次元の意味における犠牲は，わたしたちが自分自身を

より神聖なものとするときに成し遂げられるのです。

わたしたちはそれを，神の戒めへの従順によって行いま

す。それによって従順と犠牲の律法が永遠に変わることな

く一つに織り合わせられるのです。……これらの戒め，ま

た他の戒めに従うときに，すばらしいことが起こります。

……わたしたちはさらに神聖になり，〔なおいっそう〕主

に似た者となるのです。』（“Lessons from Eve，”E n s i g n，

1 9 8 7年1 1月号，8 8）……

主はかつては人々に動物や作物を犠牲として求められま

したが，今はそれに代えて，この世的なものをすべて捨て

去るように望んでおられます。これは犠牲の律法のより高

度な実践であり，人の心の内奥に及ぶものです。ニール・

A・マックスウェル長老はそのことを，次のように説明し

ています。『個人の犠牲として，祭壇に動物をささげるこ

とはしません。代わりに，わたしたちの中の動物的な欲望

を祭壇の上に置いて，焼き尽くすのです!』（『聖徒の道』

1 9 9 5年7月号，7 3）……

犠牲は純粋な愛の表れです。主と同胞に対するわたした

ちの愛がどれほどのものかは，わたしたちがその両者のた

めに何を進んで犠牲にするかによって測ることができるの

です。」（Law of Sacrifice，3，5－6）

「犠牲の律法の二つの主要な目的が，わたしたちを試す

ことと，またキリストのもとへ行けるようにわたしたちを

助けることであるのには変わりありませんが，キリストの

無窮の犠牲以後は，二つの点で変更がなされました。一つ

は，聖餐の儀式がいけにえの儀式に取って代わったことで

あり，もう一つは，この変更により，犠牲の焦点が，人間

がささげる動物から，人間そのものに移ったということで

す。ある意味で，犠牲とするものが，ささげる物からささ

げる人に変わったのです。」（Law of Sacrifice，5；3ニーフ

ァイ9：1 9－ 2 0；教義と聖約5 9：8，1 2も参照）

「犠牲の律法には，わたしたちが理解しておかなければ

ならない，二つの主要な，永遠の目的があります。その目

的は，アダム，アブラハム，モーセ，そして新約聖書時代

の使徒たちに当てはまるものであり，犠牲の律法を受け入

れ，実践するわたしたちにも当てはまるものです。その二

つの主要な目的とは，わたしたちを試すことと，わたした

ちがキリストのもとへ行けるように助けることです。」

（The Law of Sacrifice〔宗教教育者への講話，新約聖書に

関するシンポジウム，ブリガム・ヤング大学，1 9 9 6年8月
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ローマ1 2：3－8；1 6：1 7－1 8。教会員はそれぞれに異な

る霊的な賜物を与えられている。わたしたちは，体の各部分と同

じように，各自が一つに集って全体を形作っている。わたしたち

は，自分はほかの人よりも重要な存在だというような考えを捨て

て，持てる力をささげなければならない。（30－35分）

全体を形造るためには一つ一つの部分が必要であることを生徒

たちに示すために，以下の3つの提案の一部あるいは全部を実行

する。

ジグソーパズルを見せ，ピースの一つ一つがどれほど大切か

について話し合う。ピースが一つ抜けていても，パズルを完

成させることはできない。

自分の好きなスポーツチームの写真を用意する（あるいは，

そのチームについての話をする）。チームとして成功するには，

一人一人の選手がいかに大切かということについて話し合う。

家で作っておいた料理を持参する。生徒たちにそのレシピを

示し，一つ一つの材料が互いに補い合い，すべてが必要とさ

れることについて話し合う。

才能や責任はそれぞれに違っても，教会員はすべて大切な存在

であることを示すために，パウロが一つのたとえを用いているこ

とを，生徒たちに話す。生徒たちにローマ1 2：3－5を読ませ，パ

ウロがどのようなたとえを用いたかを確認させる。次の質問をす

る。

この原則を教えるのに，人間の体をたとえに用いるのが適切

なのはなぜでしょうか。

体全体の健康にとって，目，心臓，耳，手，脳などはどれほ

ど大切な役割を持っているでしょうか。

人間の体のこれらの各部分は，お互いにどのように依存し合

っているでしょうか。

このたとえが教会員とどのように関連づけられるかを，生徒た

ちに理解させる。能力，賜物，弱さはそれぞれに異なっても，わ

たしたち教会員は一つになるようにとの戒めを与えられている

（教義と聖約3 8：2 7参照）。生徒たちにローマ1 2：6－8を読ませ，

教会員の持つ賜物としてパウロがどのようなものを挙げているか

を確認させる。（1コリント1 2：4－1 2；モロナイ1 0：8－2 3；教義

と聖約46：11－29にはより詳細な内容が載っている。）

パウロはそれらの賜物がほかの教会員にどのような祝福をも

たらすことができると述べているでしょうか。

教義と聖約4 6：1 2を読む。神はどのような理由でわたしたち

にこれらの賜物を下さるのでしょうか。理由となることを一

つ挙げてください。

神は教会員に授けた祝福を通して，すべての人が益を得るよ

うにと望んでおられます。それはなぜでしょうか。

時間に余裕があれば，生徒たちにセミナリーのクラスメートの

中に見られる様々な能力を挙げさせる。また彼らがその能力を人

のために，どのように用いているかを挙げさせるとよい。これに

よって，生徒たちを霊的に強め，クラスの中に親密で一致した関

係を築くことができる。

ローマ13－15章。わたしたちは人を裁くことなく，愛を示し，

自分自身を義にかなった状態にするための努力をすべきである。

また，互いに助け，手を差し伸べ合わなければならない。特に信

仰の弱い人に対して，そのようにしなければならない。（3 0－

35分）

クラスの生徒たちが互いに奉仕し，助け合っている姿を見た事

例を幾つか話す。生徒たちにも同じような事例を話してもらう。

以下の質問をする。

奉仕や助けを受けたときに，どのように感じましたか。

奉仕や助けをした人自身は，どのように感じたと思いますか。

自分を助けてくれた人に対して，どのように感じましたか。

そのような体験をして，自分の証や主との関係に何か変化が

生じましたか。

人を愛し，互いに助け合うことの中には大きな力があること，

また，わたしたちは奉仕を通して，イエス・キリストのもとへ来

るようほかの人を助けることができる，ということを証する。

マタイ5：4 3－4 7を読み，次の質問をする。「救い主はわたした

ちに，だれを愛し，だれを助けるように命じられたでしょうか。」

ローマ1 3－1 5章には，どうしたら救い主のこの勧告に従えるかと

いう点について，すばらしい勧告が幾つか載せられている，とい

うことを生徒たちに話す。生徒たちに以下の聖句ブロックの一つ

を割り当てる。ローマ1 3：8－1 4；1 4：1 0－2 3；1 5：1－7；1 5：

1 3－1 8。その聖句を黙読させ，奉仕することについて，どのよう

な教えが述べられているかを調べさせる。その結果について話し

合う。そのときに，以下の質問を用いてもよい。

聖句を読んで，いちばん強く心に残ったのはどのようなこと

ですか。

これらの聖句は，人を愛し，奉仕することについて，何を教

えてくれましたか。

ら，そのとき主は人の内面に大きな変化を起こされます。

それによってわたしたちは，義とせられ，聖められ，顔に

神の面影を受けて生まれ変わり，新たな人となるのです

（モーサヤ5：2；アルマ5：1 4；モーセ6：5 9－6 0参照）。

主なる救い主は，すべてのことにおいてそうなさるよう

に，犠牲についても，最高の模範を示してくださいました。

主の生涯とその業は，わたしたちが従うべき一つの型を示

しています。主の神聖な使命は，わたしたちを贖うために

御自身の命をささげられたときに，至高の愛の行いとして，

その極みに達しました。主は御自身を犠牲とすることによ

り，わたしたちが罪の赦しを得，御父のもとへ戻れるよう，

一つの道を備えてくださいました。……

……犠牲の律法は神の律法です。わたしたちには，それ

を理解し，教え，実行する責任があります。この教会の会

員になるのがいともたやすいことになったとしたら，証は

奥行きのない皮相なものとなり，証の根は，開拓者の先祖

たちのときのように，大地にしっかりと根ざすことがなく

なるでしょう。神が皆さんに，犠牲の律法に対する理解を

下さるように，またその律法が現在わたしたちに与えられ

ていることを理解させてくださるように祈っています。わ

たしたちがそれを理解し，教え，実践することはきわめて

重要なことです。」（M・ラッセル・バラード，The Law of

S a c r i f i c e，9－1 0）
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皆さんはこれらの教えを自分自身の生活の中で，どのように

実践することができると思いますか。

もしすべての人がこの勧告に従ったら，教会や皆さんが通っ

ている学校はどのように変わると思いますか。

もし皆さんがこの勧告に従ったら，教会や皆さんが通ってい

る学校はどのように変わると思いますか。

聖句ブロックを読んで質問するというこのパターンを，生徒た

ちにとって最重要と思われる聖句について，最後まで続ける。

1 7 3



著者：コリント人への第一の手紙の著者はパウロである（1コ

リント1：1－2；1 6：2 1参照）。パウロはこの手紙を書く以前に，

コリント人にあてて少なくとも1通の手紙を書き送っている（1コ

リント5：9参照）。残念なことにその手紙は発見されていない。

だれに向けて書かれたのか：パウロは紀元5 0年ごろ，2回目の伝

道の旅のときに，コリントに教会を設立した。コリント滞在中にパ

ウロは一つの啓示を受けた。その啓示は，福音を受け入れるよう神

がすでに備えておられる人々に，率直に，恐れることなく語るよう

命じるものであった（使徒1 8：1，9－1 1参照）。パウロはコリント

に1年半滞在し，福音を宣言し，教会を設立した。しかしコリント

の聖徒たちは分裂し，異教の教えや儀式を，パウロが教えた福音の

原則や儀式と結合してしまったのである。パウロはコリントの聖徒

たちの状況を心から心配した。そして，具体的な問題や要請を耳に

するに及んで，この手紙を書き送ってその答えとしたのである。

歴史的背景：コリントはギリシャ本土とペロポネソス半島を結

ぶ地峡に位置している（『聖句ガイド』地図6，7，8参照）。地勢

上好位置にあったコリントは，貿易の中継地であり，哲学，宗教

などの流れが東西に行き来する地でもあった。コリントの宗教の

主流は偶像礼拝であった。人々は市内各所の1 2の神殿において偶

像礼拝をしていた。アフロディトの神殿では，神殿売娼が行われ，

指導者が不道徳な行いを奨励していたのである。パウロは紀元

5 5－5 7年ごろ，3回目の伝道の旅のときに，エペソからコリント

の聖徒たちにこの手紙を書き送った（1コリント1：3－8；『聖句

ガイド』「パウロの手紙」 pp. 201－203参照）。

独自の内容：パウロが1コリントの中で論じた幾つかの問題や

教義は，この書を独自色の強いものとしている。パウロは，わた

したちの肉体は聖霊の宿る宮（神殿）であると教え（1コリント

6：1 9参照），宣教師と結婚に関して幾つかの指示を与えた（1コ

リント7章参照）。また御霊の賜物（1コリント1 2：1－1 2参照），

愛の様々な徳目（1コリント1 3章参照）について説明し，復活と

死者のためのバプテスマの教義に関する証を述べている（1コリ

ント15章参照）。

テーマ：パウロはコリントの聖徒たちに，一つになるようにと

強く促している。パウロは，聖徒たちの一致はイエス･キリスト

の福音，聖霊の力，各会員の霊的な成熟によって達成されると教

えている。

1コリント1－4章

はじめに

パウロが書いたコリント人への第一の手紙は，一つの警告の声

であった。クロエの家の者たちから，分裂と取るに足りないこと

についての口論があると聞かされたパウロは，聖徒たちを正しい

状態に立ち返らせようと決意し，そのために，教会員はイエス･

キリストとの交わりを通して一つになるべきであると教えた。ま

たパウロは，彼らは福音を通して「キリスト・イエスにあってき

よめられ」ることを指摘した（1コリント1：1－6参照）。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって1コリン

ト1－4章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

教会員は一致し，争いを避けなければならない（1コリント

1：9－1 3参照；エペソ2：1 9－2 2；4：1 1－1 4；教義と聖約

38：25－27も参照）。

神は聖霊の力によって福音を宣べ伝えさせるために，謙遜な

人々を選ばれる（1コリント1：1 7－3 1；2：4－5参照；教義と

聖約1：18－20，23も参照）。

神の知恵は人の知恵よりも偉大であり，聖霊を通してしか知るこ

とができない（1コリント2：1－1 4参照；モーサヤ3：1 9も参照）。

福音の知識は，イエス・キリストという土台の上に築かれ，

少しずつ成長していく（1コリント3：1－1 5参照；2ニーファ

イ28：30も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』314，316－319

教え方の提案

1コリント1－4章について教える準備をするときに，以下の提案

の中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

『「新約聖書」ビデオ』プレゼンテーション1 5「体は神の

宮」（6分4 8秒）は，1コリント3－6章を教えるのに活用す

ることができる。（『「新約聖書」メディアガイド』に載せられて

いる教授法の提案を参照する。）

1コリント1：1－1 3。教会員は一致し，争いを避けなければ

ならない。（15－20分）

以下の質問事項の幾つかについて，生徒たちと話し合う。

コリント人への第一の手紙

1 7 4

この手紙はこの
時期に書かれた

最初の伝道の旅

（使徒13－14章）

2回目の伝道の旅

（使徒15：36－

18：22）

3回目の伝道の旅

（使徒18：23－

21：15）

カイザリヤとローマ

での入獄（使徒

21：16－28：31）

ローマでの2度目の

入獄期間

西暦年（約）47－50 50－53 53－57 57－62 62－65
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皆さんはこれまでに教会の中で，一部の生徒がほかの生徒た

ちよりも人気がある，というようなクラスや定員会に出たこ

とがありますか。

人気がない人たちは，そのような状況について，どう思うで

しょうか。

そのようなことが現実にあるとしたら，そのクラスや定員会

全体にどのような影響を与えるでしょうか。

そのようなことになれば，教会のクラスや定員会のメンバー

が行う奉仕活動にどのような影響を与えるでしょうか。

一人の生徒に教義と聖約3 8：2 5－2 7を読ませ，この聖句が上記

質問事項の内容に，どのように当てはまるか尋ねる。コリントの

聖徒たちには争いという問題があった。このためパウロは彼らに，

互いにどのように接し合うべきかという点について，神の御心を

思い起こさせる必要があった。生徒たちに1コリント1：1 0－1 3；

3：3を読ませ，以下の質問をする。

これらの聖句は，一致について何を教えているでしょうか。

会員が分裂していたら，伝道活動にどのような影響を及ぼす

でしょうか。

分裂やねたみ，争いがあると，福音を実践するのが難しくな

ります。それはなぜでしょうか（3ニーファイ11：29参照）。

教会員が教義において一致するには，どうしたらよいでしょ

うか。

わたしたちが教会員として一致するには，ほかにどのような

方法があるでしょうか。

生徒たちに1コリント1：2－9を読ませ，わたしたちに聖め，召

し，恵みを与えてくれるのはどなたかを調べさせる。次の質問を

する。「イエス・キリストがされたことで，わたしたちを変え，

一致させる力を持つことは何でしょうか。」生徒たちに以下の聖

句を読ませ，それぞれの聖句が，一致について何を教えているか

を述べてもらう。

教義と聖約6 1：8。（悔い改めは，ほかの人々との一致に備え

るうえで役に立つ。）

モーセ7：1 8。（シオンを建設するためには，一致しなければ

ならない。）

ヨハネ1 7：2 0－2 3。（イエス・キリストは御自分に従う人々が

一つとなるように望み，祈られた。）

1コリント1：9－1 0。（わたしたちは信仰において一つになり，

結び合わなければならない。）

副管長の任にあったマリオン・G・ロムニー長老の次の言葉を

読む。

自分たちが出席するクラスや定員会をさらに一致させるために

どのようなことができるかを，生徒たちと話し合う。次の質問を

する。

仲間から無視されたり，遠ざけられたりしている人が身の周

りにいませんか。

そのような人を助けるために，何かできることはありませんか。

皆さんの通っている学校や家族の中に一致をもたらすには，

何が必要でしょうか。

生徒たちに，これから1週間，「一致」という目標達成のために

したいと思うことを紙に書かせる。

1コリント1：1 7－3 1。神は聖霊の力によって福音を宣べ伝

えさせるために，謙遜な人々を選ばれる。（15－20分）

以下の質問事項について話し合う。

他の宗教の著名な指導者たちとの重要な討論会に，この教会

も代表を送らなければならなくなったとします。皆さんでし

たら，有名な大学の教授を送りたいと思いますか，それとも

若い学生を送りたいと思いますか。どうしてそのように思い

ますか。

学生と比べて，大学の教授はどのような力を持っていると思

いますか。

教授にはなくて，学生にはあると思われる力には，どのよう

なものがありますか。

教授が持っている力は，どのように役立つと思いますか。

教授が持っている力が，かえってじゃまになることはないで

しょうか。

（注意：高度の教育のある人々を批判する内容にならないよう

注意する。「この世の弱い者」とは，地位や学歴などに関係なく，

聖霊に頼る謙遜さを備えた人々を指す。）

1コリント1：2 5－2 7とブルース・R・マッコンキー長老の話か

らの次の引用を読む。

次の質問をする。「この引用に書かれていることは，教授にす

るか学生にするかの，皆さんの選択にどのような影響を及ぼすで

しょうか。」

生徒たちに1コリント1：1 7－3 1を読ませ，神が「この世の弱い

者」を選ばれる理由を示す語句を探させる。その結果について話

し合う。この世の「弱い者」とは，世間的な名声はなく，謙遜で

あり，この世的な事柄には染まっていない人である，ということ

を説明する。この「弱い者」の定義に該当する人は，自分の知力

よりも，神を信頼する。その信頼のゆえに，主は「知者をはずか

しめるために」彼らを用いることがおできになるのである（教義

と聖約35：13も参照）。

教義と聖約1：1 8－2 0，2 3を読み，終わりの時に福音を広める

ために神がどのような人を選ばれたかを確認する。以下の質問を

する。

主の業を行うために召された人で，世の人々からは弱い人と

見なされたかもしれない例を，教会の過去の歴史，また現代

の中から挙げるとしたら，どのような人がいるでしょうか。

「質問：どのようにして弱い者が強い者を辱めるのだろ

うか。

答え：真の宗教は知性やこの世的な名声とは無関係であ

って，大切なのは霊性である。そして宣教師たちは霊性と

いう点では非常に強い。」（Doctrinal New Testament

C o m m e n t a r y，第2巻，3 1 6）

「わたしたちが一致するためには，主の御心を学び，実行

することが必要です。この基本的な原則が理解され守られる

まで，この地上には一致も平和も訪れないでしょう。教会の

良い影響を全地に及ぼすためには，わたしたちがこの原則を

守らなければなりません。」（『聖徒の道』1 9 8 3年7月号，3 0）

1コリント1－4章

1 7 5
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（預言者ジョセフ・スミス，ゴードン・B・ヒンクレー大管長，

他の末日の預言者，宣教師，ワードや支部の指導者，などの

答えが考えられる。）

皆さんはどのような意味で，「弱い者や純朴な者」と言えるで

しょうか。

主の御手の中にあって力強い器となるには，何をしなければ

ならないでしょうか。

主は生徒たちに対し，今の世において御業を進めるための信頼

できる存在として，謙遜になるように求めておられる，というこ

とを証する。

1コリント2章。神の知恵は人の知恵よりも偉大であり，聖霊を

通してしか知ることができない。神はこの世の生涯から日の栄えに

至る道を安全に導いてくれる知識の源であられる。（20－25分）

地元の電話帳を何冊か用意する。有能な専門家の助けが必要と

される問題を紙に書く（自動車がスタートしない，職を失った，

子供が胸が痛いと言ってきた，などの例が考えられる）。問題を

書いたそれぞれの紙を生徒たちに渡し，どこへ行けば問題解決の

方法を見つけられるか，電話帳を使って探すように言う。以下の

質問をする。

どこへ電話しますか。それはなぜですか。

皆さんが助けを求めに行く相手が，その問題の処理に習熟し

ている人でなければなりません。それはなぜでしょうか。

神はこの世の生涯から日の栄えに至る道を安全に導いてくださ

る知識の源である，ということを生徒たちに理解させるために，

以下の質問事項について話し合う。

皆さんは普通，毎日何を着，毎食何を食べるかというような

ことについて神に答えを祈り求めますか。また宿題の答えに

ついて答えを下さいと祈りますか。それはどうしてですか。

そのような事柄については，だれに聞きに行きますか。

わたしたちはどのような事柄について，神の答えを求めるべ

きでしょうか。

1コリント2：1－5を読み，パウロの信仰は何を土台にしていた

かを調べる。以下の質問をする。

わたしたちの信仰は時として「人の知恵によ」ってしまうこ

とがあります。それはどのような場合でしょうか。

わたしたちの信仰がそのようになってしまうことがあるのは，

どのような理由によるのでしょうか。

どうしたら，そのようになるのを防ぐことができるでしょうか。

1コリント2：9－1 0；教義と聖約1：3 8；1 8：3 3－3 6を読み，主

の声がどのようにしてわたしたちに示されるのかを確認させる。次

の質問をする。「神の御声を聞くことは，わたしたちがキリストの

土台の上に家を建てるうえでどのような助けとなるでしょうか。」

1コリント2：1 1－1 6を読み，以下の質問事項の幾つかについて

話し合う。

日々の生活の中で主の御霊の導きが与えられるように求めるこ

とが重要とされるのには，どのような理由があると思いますか。

霊的な真理を学ぶのは決して易しいことではありません。そ

れはなぜでしょうか。

「生れながらの人」は福音をどのようなものと考える傾向が

あるでしょうか。

わたしたちはどうしたら「キリストの思い」を知ることがで

きるでしょうか（2ニーファイ32：2－3も参照）。

ジョセフ・フィールディング・スミス長老の次の言葉を読み，

それが真実であることを証する。

1コリント3：1－1 5，2 1－2 3。福音の知識は，イエス・

キリストという土台の上に築かれ，少しずつ成長していく。

（20－25分）

生徒たちにコップに入れたミルクと肉を見せる。以下の質問を

する。

赤ちゃんに上げるとしたら，ミルクと肉のどちらにしますか。

それはなぜですか。

赤ちゃんに肉を食べさせたら，どのようなことになるでしょ

うか。

赤ちゃんは肉を食べられるようになるまでの間，ミルクで育て

られることにより，どのような力を身に付けるのでしょうか。

生徒たちに1コリント3：1－2を読ませ，パウロがコリントの聖

徒たちをだれにたとえたかを確認させる。次の質問をする。「『キ

リストにある幼な子』とはどのような意味だと思いますか（1節）。」

ミルクは福音の基礎的な理解にたとえられ，肉はより深い理解

にたとえられる，ということを生徒たちに話す。生徒たちに各自

が宣教師として教会員でない人に教えている場面を想定させ，次

の質問をする。

最初は福音の深い真理よりも，基本的な福音の原則を教える

方が大切です。それはなぜでしょうか。

最初に教義の深いところについて教えたら，どのような問題

が生じるでしょうか。

福音の基本的な教義は，教会について学んでいる人々に，何

をもたらすでしょうか。

2ニーファイ2 8：3 0を読んで，次の質問をする。「主は御自分の

子供たちにどのような教え方をなさるでしょうか。」ブルース・

R・マッコンキー長老の次の言葉を読み，生徒たちには，わたし

たちは今，どのようにして福音の知識を得ているかを考えさせる。

「地上における神の王国は，聖徒たちが救いの教義を学

ぶ学校である。ある教会員は初等コースで学んでいるが，

学位取得の準備をし，深遠かつ隠された事柄に関して独自

の研究ができる人もいる。人は皆，教訓に教訓，規則に規

則を加えながら学ばなければならない。」（Doctrinal New

Testament Commentary，第2巻，3 2 4；教義と聖約7 8：

1 7－1 8；アルマ1 2：9－1 1も参照）

「聖霊の助けを受け，福音の原則に従順であって初めて

人は最終的にあらゆる真理を知ることができる。言い換え

ればあらゆる面で生活を神の生活に添ったものにしない

人，信仰，悔い改め，神の律法の遵守によって生活を変え

ない者は，決して真理を完全に理解することはない。した

がって，日の栄えの王国において初めて完全な真理に到達

することができるのである。」（『救いの教義』第1巻，2 7 8）
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生徒たちに1コリント3：3－1 5を読ませ，コリントの教会員た

ちがまだミルクを必要とする幼子のような状態であったことを示

す証拠を探させる。以下の質問をする。「この聖句から判断する

と，福音の知識は何を土台として建てられなければならないでし

ょうか。」ブルース・R・マッコンキー長老の次の言葉を読む。

以下の質問をする。

救い主を生活の土台とするには，どうしたらよいでしょうか。

その土台の上に自分の生活を築くには，どうしたらよいでし

ょうか。

1コリント5－7章

はじめに

パウロは「コリント人への第一の手紙」以前にも，コリントの

聖徒たちに手紙を書き送っている（1コリント5：9参照）。ブルー

ス・R・マッコンキー長老は次のように説明している。

「コリントの信徒の争いを好む者たちが〔この最初の手紙に対

して〕返事を書き，使徒たちが教えた幾つかの教義に異を唱え，

パウロの教えに関して詳細な質問をしてきた。そこでパウロは，

力を込めて，また使徒としての熱意をもって，2番目の手紙を書

いた。これが正典として認められ，コリント人への第一の手紙と

して知られるものであり，パウロはこの書の中で，自分を誹謗
ひ ぼ う

す

る者たちが持ち出した論点に答えを示し，最初の手紙に書いた教

えをさらに詳細に述べている。

残念なことにわたしたちは，パウロがコリント人にあてた最初

の手紙の中で何を述べたかも分からなければ，パウロの手紙に対

してどういう返事がなされたかも分からない。わたしたちに伝え

られているのは，コリントからの返事に対してパウロが書いた手

紙だけである。したがってわたしたちには，論点となっていた教

義の幾つかの面に関してごくわずかな論評が残されているにすぎ

ない。」（Doctrinal New Testament Commentary，第2巻，309－

310）

このような背景を考慮すると，パウロの手紙の一部について誤

解する人々がいるのも十分うなずけることである。しかし，1コ

リント5－7章を注意深く読み，福音の教義を調べるなら，適切な

理解が得られるであろう。1コリント5－7章の中で，パウロは結

婚，教会の紀律，法に関する問題，罪への束縛，伝道活動などに

ついて説明している。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって1コリン

ト5－7章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

正しい生き方をしている人々との交わりを持つなら，それだ

け義にかなった生活がしやすくなる（1コリント5章；6：1 5－

17参照；ガラテヤ6：1も参照）。

主は贖いを通して，わたしたちを聖なる者とすることがおで

きになる（1コリント6：9－1 2，1 9－2 0；7：2 3－2 4参照；ア

ルマ22：14；教義と聖約60：7も参照）。

わたしたちは肉体を汚してはならない。肉体は霊が宿る神聖

な宮だからである（1コリント6：1 9参照；ローマ1 2：1；1コ

リント3：1 6－1 7；モーサヤ2：3 7；ヒラマン4：2 4；教義と聖

約89：18－21も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』320－324

教え方の提案

1コリント5－7章について教える準備をするときに，以下の提

案の中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用

いる。

1コリント5章。福音に従った生活をしている人を友人として

選ぶのは大切なことである。（15－20分）

生徒たちに，新鮮な果物を入れたボウルを見せる。ただし，一

つだけ腐ったものを入れておく。腐った一つが残りの果物に与え

る影響について話し合う。（腐った一つの傷みが，ほかの果物に

も広がる。）1コリント5：1を読み，コリントの一部の教会員がど

のような罪悪を犯していたかを確認する（『イエスと使徒たちの

生涯と教え』の1コリント5：1，1 1に関する注解，p p . 3 2 1－3 2 2も

参照）。以下の質問をする。

不品行はどのような点で「腐った果物」にたとえられるでし

ょうか。

2－5節を読む。パウロは聖徒たちを守るために，何をしたい

と望んでいたでしょうか。

彼らの中から邪悪な人々を取り除くことは，正しい生活をし

ている人々にとって，どのような祝福となったでしょうか。

ニール・A・マックスウェル長老の次の言葉を読む。

「不品行な人々と交わってはなりません。それは，皆さ

んがあまりに立派すぎるからというわけではありません。

C・S・ルイスが書いているように，わたしたちという存在

はそれほど立派なものではないからなのです。邪悪な状況

というものは，たとえ立派な人であっても，徐々に破壊し

ていく危険性があるからなのです。ヨセフはポテパルの妻

から逃れる良い分別と良い足を持っていました。」（“T h e

Stern but Sweet Seventh Commandment,” M o r a l i t y

〔1 9 9 2年〕, 29で引用）

「『熟練した建築士』であるパウロはキリストとその贖

いの犠牲を土台として，その上にコリントの教会を建てた。

同じように，この時代にジョセフ・スミスはこう述べてい

る。『わたしたちの宗教の基本原則は，イエス・キリスト

に関する使徒，預言者の証である。それは，キリストが亡

くなり，葬られて，3日目によみがえり，天に昇って行か

れたという証である。わたしたちの宗教に関する他の事柄

は ど れ も ， こ の 証 に 付 属 す る も の に す ぎ な い 。』」

（Doctrinal New Testament Commentary，第2巻，3 2 5）

1コリント5－7章
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1コリント5：6－8を読んで，パン種とは酵母菌（イースト）で

あることを説明する。以下の質問をする。

パン種がパンに及ぼす影響は，どのような点で，罪の影響力

を示す良いたとえということができるでしょうか。

「少しのパン種が粉のかたまり全体をふくらませる」とは，

どういう意味だと思いますか。

このたとえと果物を入れたボウルにはどのような共通点があ

ると思いますか。（腐った果物に付いているバクテリアに良い

果物をだめにする危険性があるように，パン種はパンの生地全

体に影響を及ぼす。それと同じように，罪を悔い改めない人は，

周囲の人々に影響を与え，罪が広がっていく恐れがある。）

生徒たちに1コリント5：9－1 3を読ませ，どのような人々が悪

い影響力を持っているのかを確認させる。以下の質問をする。

どうしたら罪を犯している人々の影響を避けることができる

でしょうか。

罪を犯している人を助け，なおかつ自分自身は罪に染まらな

いようにするには，どうしたらよいでしょうか。

パンフレット『若人のために』9ページの，良い友人を持つこ

との大切さについて書いた部分を読む。福音に添った生活ができ

るように，良い友人を選ぶよう促す。だからといって，教会員で

ない人々を避けなければならないという意味ではないことを説明

する。生徒たちには，模範を通して，また福音を宣言することを

通して，人々を助ける責任があることを強調する。

1コリント5－6章。この世において喜びを得るには，自

らも清く保ち，主の御霊を受けるにふさわしい生活をし

なければならない。（30－35分）

生徒たちがクラスに来る前に，机やいすを雑然と置いておき，

その幾つかは逆さまにしておく。また床の上に本を散らかしてお

き，ゴミ箱を倒しておく。レッスンが始まったところで次の質問

をする。「こんなにめちゃくちゃな状態のクラスに入って来て，

どのように感じましたか。どうしてそのように感じましたか。」

生徒たちにクラスをきれいにしてもらう。次の質問をする。「き

れいに整えられた状態の中にいて，どのように感じますか。」生

徒たちの答えについて話し合う。

1コリント6：19を読んで，以下の質問をする。

この聖句は取り散らかした部屋とどのように結びつけること

ができるでしょうか。

自分の体が神殿だとしたら，わたしたちはそれをどのように

扱ったらよいでしょうか。

わたしたちの体はどのようなことが原因で，汚れたり，乱れ

たりした状態になるのでしょうか。

取り散らかしたクラスから学べる教訓とこの聖句は，ほかに

どのような点で，わたしたちの体に当てはまるものがあるで

しょうか。

生徒たちに，コリントの人々の状況について説明する（本書1

コリント冒頭の「歴史的背景」〔p . 1 7 4〕に書かれている情報を参

照する）。パウロが，コリントの聖徒たちを悪から引き離して，

イエス・キリストのもとへ連れ戻し，すばらしい成果を収めたこ

とを説明する。しかし，パウロはコリントを去った後に，コリン

トの多くの聖徒たちが元の生活に戻ってしまったと知らされた。

パウロはコリントの聖徒たちに叱責を与え，信仰のうちに固くと

どまるよう励ましを与えた。

生徒たちに1コリント5：1－6：8に目を通させ，コリントの多

くの人々がどのような罪を犯していたかを確認させ，それを黒板

に書き上げる。次の質問をする。「これらの誘惑の中に，現代の

わたしたちが直面しているものがあるでしょうか。」続けて1コリ

ント6：2 0まで目を通させる。次の質問をする。「罪悪があふれた

世の中に住みながら，自分自身を神の御霊にふさわしく保つには

どうしたらよいでしょうか。」

白くて清潔なもの（ハンカチ，花嫁の写真，白い紙など）を生

徒たちに見せ，次の質問をする。「白い色は何を象徴しているで

しょうか。」容器に入れた泥を見せる。一人の生徒に泥の中に手

を入れさせる。次に，その生徒に白くて清潔なものに触れさせる。

生徒たちに次の質問をする。「白く，きれいなものが汚れるのを

見たとき，どのような気持ちがしましたか。」この活動を，罪に

汚れたコリントの聖徒たちと比較し，同じ状況が現代にもあり得

ることを指摘する。以下の質問をする。

わたしたちを汚すのはどのようなものでしょうか。

わたしたちを清い状態に保ってくれるのは何でしょうか。

コリントの聖徒たちの間にはびこっていた重大な罪悪は，性的

な不道徳であることを説明する。1コリント6：1 9－2 0と7：2 3を

読み，次の質問をする。

わたしたちはだれのものなのでしょうか。

このことは，わたしたちの体と霊に，どのように当てはまる

でしょうか。

わたしたちはどのような意味で，神のものなのでしょうか。

わたしたちが神のものであり，肉体が聖霊の宿る宮であるとす

るなら，どのような生き方をしなければならないでしょうか。

以下の3つの引用文を読み，それぞれの言葉が上記の質問事項

にどう当てはまると思うかを，生徒たちに話してもらう。

副管長の任にあったスティーブン・L・リチャーズ長老は次の

ように述べている。

ジョセフ・フィールディング・スミス大管長はこう教えている。

「イエス・キリストの十字架の刑，苦しみ，復活を通し

て差し伸べられている偉大な愛と，それに伴う祝福は，わ

たしたちの限りある理解力をはるかに超えたものです。わ

たしたちは決してその恩に報いることはできません。わた

したちは計り知れない代価をもって買い取られました。金

や銀，宝石などではなく『きずも，しみもない小羊のよう

なキリストの尊い血』（1ペテロ1：1 9）をもって贖われた

のです。」（Conference Report, 1966年4月, 102）

「ある人々は……自分は自ら望むことを行う自由を持っ

ていると考えています。そのような人々は，自分の命は自

分の意のままにする自由があると考えているようです。彼

らは人の命について述べた主の言葉を学ぶ必要がありま

す。命は貴いものです。なぜなら『あなたがたは，代価を

払って買いとられた』（1コリント6： 2 0）からです。」

（Conference Report，1 9 5 6年4月，8 5）
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十二使徒定員会会員のジェフリー・R・ホランド長老はこう教

えている。

教義と聖約9 3：3 6－3 7を読む。不従順と罪の汚れは，心の闇と

御霊の喪失に至るということを証する。わたしたちが従順で清い

生活をするなら，聖霊の導きを受け，より大いなる光を授けられ

るのである。

1コリント7章。パウロは結婚に関する難しい質問に答えを与

えた。（10－15分）

3人の生徒にクラスの前の方に来てもらう。それぞれに次の役

割を与える。伝道に備えている1 0代の若者，専任宣教師，2 5歳で

独身の帰還宣教師。以下の質問をし，3人の生徒にそれぞれの役

に応じて答えてもらう。

いつかこの人と結婚すると思うような人に，もう出会いまし

たか。

結婚について考えるのに，どのくらいの時間を使っていますか。

主はいつになったら，あなたに対して結婚するように望まれ

ると思いますか。

結婚に関する質問への答えは，一人一人の状況によって異なる

可能性があるということを，生徒たちに理解させる。1コリント

7：1－2 4は結婚に関するデリケートな疑問に対して答えているこ

とを説明する。2 5－4 0節は特に，伝道あるいはその他の神権奉仕

活動で，長期間家を離れなければならない務めに従事している

人々が直面している問題を扱っている。

1コリント7：1，7－9，2 7，3 2－3 4，3 8を読む。生徒たちに以

下の質問をする。

これらの聖句が難解と思われるのはなぜでしょうか。

これらの聖句に述べられている事柄の中に，わたしたちが結

婚に関して教えられていることと相反するように思えること

はないでしょうか。

生徒たちにパウロが書いている事柄を理解させるために，『聖

句ガイド』ジョセフ・スミス訳1コリント7：1－2，5，2 6，2 9－

3 3を参照する。『イエスと使徒たちの生涯と教え』の1コリント7

章に関する注解（p p . 3 2 2－3 2 4）から必要な部分を生徒たちに読

んで聞かせるか，コピーして配付資料として渡すと有益である。

難解な聖句の解釈について，預言者の言葉を通して助けが得られ

るのは，すばらしい祝福であることを指摘する。

1コリント8－11章

はじめに

幸福の計画の中には，神に似た者となるためになすべき事柄に

関する指示も含まれている。パウロの教えは，神とその計画に関

する多くの重要な教義を明らかにしている。パウロが述べたある

たとえには，訓練と自制によって賞を得る競技者が採り上げられ

ている（1コリント9：2 4－2 7参照）。「朽ちない冠」（2 5節），永遠

の命の報い（2テモテ4：7－8；教義と聖約1 4：7参照）を得るた

めには，競技者と同じように訓練が必要である。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって1コリン

ト8－11章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

悪い模範は，ほかの人のつまずきの石となる（1コリント8：

1－13参照；アルマ4：10；39：11も参照）。

神の状態に到達した人は数多くいるが，わたしたちが礼拝す

るのは唯一の神のみである（1コリント8：4－6参照）。

イエス・キリストはイスラエルの神であり，わたしたちを支

える岩であられる（1コリント1 0：1－1 4参照；ヒラマン5：1 2

も参照）。

日の栄えの結婚は，昇栄に不可欠のものである（1コリント

11：11－12参照；教義と聖約131：1－4も参照）。

聖餐は，わたしたちがふさわしい状態で受けるときにのみ，

偉大な祝福となる（1コリント1 1：2 3－3 0参照；3ニーファイ

18：28－32も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』324－328

教え方の提案

1コリント8－1 1章について教える準備をするときに，以下の提案

の中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

1コリント8章。教会員でない人々は，教会員の行いを見て，

教会を判断する。したがって，わたしたちの模範が人々に大きな

影響を与える場合がある。（20－25分）

クラスルームの入り口に大きな障害物を置いておく。生徒たち

にそれをよけて通らせるか，またいで通らせる。それをのけよう

とする生徒がいても，止めない。次のような質問について話し合う。

入り口に置いてあったものは，クラスに入って来るのに，ど

のように妨げとなりましたか。

それを片付けるのは大変でしたか。

アルマ4：10を読み，以下の質問をする。

クラスルームの入り口のドアを教会に入る門にたとえるとし

たら，入り口に置いた障害物は何にたとえることができるで

しょうか。

「救い主の霊的な苦しみと流された無垢
む く

の血は，愛を込

めて，万人のためにささげられました。主はそれにより，

アダムの背き，すなわち『最初のとが』（モーセ6：5 4）の

代価を支払ってくださったのです。さらにキリストは全人

類の罪，悲しみや苦痛のために苦しまれ，主が教えられた

福音の原則と儀式に従うかぎり，わたしたちの罪を贖って

くださったのです。（2ニーファイ9：2 1－2 3参照）」（『聖徒

の道』1 9 9 6年1月号，7 2－7 3）

1コリント8－11章
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アルマ3 9：1 1を読む。コリアントンの行動はほかの人々にど

のような影響を与えたでしょうか。

どうしたらほかの人々の悪い模範に影響されるのを防げるで

しょうか。

1コリント8：1－6を読み，パウロがどのような問題について語

っているかを確認する。（偶像に供えられていた物を食べること

について。）以下の質問をする。

ある食物について，それを食べるのは戒めで禁じられている

と考える教会員と，食べても問題はないと考える教会員がい

るとします。食べても差し支えないという考えの教会員がそ

れを食べている姿は，食べてはいけないと思っている教会員

の目にどのように映るでしょうか。

今の時代においても教会員の悪い行いが，教会員でない人々

のつまずきになることがあります。どのような場合ですか。

一部の教会員が，禁じられていることをしたために，証の弱

い教会員や教会員でない人が福音について学ぶ気持ちをなく

してしまうことがあります。それはどのような場合ですか。

生徒たちに1コリント8：7－1 3を読ませ，その問題に対するパ

ウロの答えを確認させる。以下の質問をする。

パウロは，兄弟をつまずかせるよりはどうする方が良いと言

っていますか。パウロはどうしてそう考えたのでしょうか。

自分のためになると思うことと，主とその王国のためになる

ことの，どちらが大切だと思いますか。

わたしたちはどうしたらもっとよく，パウロの教えの精神に

添った生活ができるでしょうか。

1コリント9：2 4－1 0：1 4。主の助けがあれば，わた

したちは自分の肉体を統御し，永遠の受け継ぎに備える

ことができる。（15－20分）

生徒たちの中にスポーツで良い結果を出している人がいればそ

の名前を挙げるか，スポーツ選手の写真を見せる。優れたスポー

ツ選手になるにはどうしたらよいか，またスポーツ選手は節制と

訓練によってどのような報いを得ることができるかについて話し

合う。1コリント9：24－25を読み，以下の質問をする。

パウロはスポーツ選手をどのような人々にたとえているでしょ

うか。（福音を実践し，永遠の命を受けるための努力をする人。）

真のクリスチャンとして良い結果を得るには，何が必要でし

ょうか。

神が差し出してくださる報いを得ることができるのは，どの

ような人でしょうか。

M・ラッセル・バラード長老の次の言葉を読む。

次の質問をする。「バラード長老のこの言葉とパウロの競技者

のたとえは，どのように関連づけることができるでしょうか。」

生徒たちを4つのグループに分け，各グループに以下の4つ聖句

の中の一つを研究するように割り当てる。

1コリント10：7；出エジプト32：6－8，17－20

1コリント10：8；民数25：1－9

1コリント10：9；民数21：1－9

1コリント10：10；民数16：41－50

各グループに，それぞれの聖句にどのようなことが書かれてい

るか，またイスラエルの子らがどのような誘惑に直面していたか

を説明してもらう。次に，クラス全体で以下の質問について話し

合う。

イスラエル人の多くが自制心を失っていたことは，どこから

分かるでしょうか。

肉体を治めることは，どのような助けとなるでしょうか。

今の時代の人々は，肉体に関する誘惑に立ち向かううえでど

のような困難な問題を抱えているでしょうか。

わたしたちはどうしたら困難な状況を切り抜けることができ

るでしょうか。

主はどのような方法で助けを下さるでしょうか。

1コリント1 0：1－4を読み，古代のイスラエルの子らがどのよ

うに導かれたかを確認する。以下の質問をする。

岩とはどなたのことでしょうか。

キリストが与えてくださった霊の食物，霊の飲み物とは何で

しょうか（出エジプト16：15；民数20：7－11参照）。

キリストは今日，わたしたちに何を差し出してくださってい

るでしょうか（1コリント10：16－17参照）。

贖罪のおかげで，わたしたちは聖約を守るなら，永遠の命を得

ることができるということを証する。（1コリント1 0：1 3の教える

ための提案に書かれている情報を用い，賞が得られるように，自

分の体を治めるよう，生徒たちを励ますとよい。）

1コリント1 0：1 3（マスター聖句）。神はわたしたちを

愛しておられるがゆえに，誘惑から逃れ，試練に耐える

道を備えてくださった。（5－10分）

生徒たちと，サタンの力について話し合い，次の質問をする。

「サタンはどのような方法で，罪を犯すようにわたしたちを誘惑

するのでしょうか。」ほかに次のような質問をする。

サタンは皆さんに罪を犯させることができるでしょうか。

サタンはどのようにして，わたしたちに働きかけるのでしょ

うか。

サタンは皆さんを罪のわなに陥れるために，どのような策略

を用いるでしょうか。

預言者ジョセフ・スミスの次の言葉を読む。

世で受ける誘惑に打ち勝たなくてはなりません。わたした

ちは主イエス・キリストの戒めに従うことにより，サタン

の力に打ち勝つ霊の力を得ることができます。」（『聖徒の

道』1 9 9 3年7月号，6）

「どうして神との聖約を守らなくてはならないのかを説

明しましょう。

前世でわたしたちが天父のみもとを去る前に，天父は地

上での新しい経験について警告と注意をお与えになりまし

た。わたしたちは骨肉の体を受けることを知っていました。

それまで肉体を持っていなかったため，肉体への誘惑に取

り組んだ経験はありませんでした。しかし，天父はそれを

理解しておられ，わたしたちに肉体を管理し，霊に従わせ

るようにと命じられました。わたしたちの霊は，肉体が現

コリント人への第一の手紙
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次の質問をする。「ジョセフ・スミスのこの言葉は，罪を犯す

ように誘惑するサタンの力への理解をどのように深めてくれるで

しょうか。」

1コリント1 0：1 3の前半（冒頭から「……会わせることはない」

までの部分）を生徒たちに読み聞かせる。次の質問をする。「この

聖句はジョセフ・スミスの言葉をどのように裏付けているでしょ

うか。」わたしたちはサタンをしのぐ力を持っていることを証する。

十二使徒定員会会長代理ボイド・K・パッカー長老の次の言葉

を読む。

生徒たちに次の質問をする。「この話から，サタンの力を避け

る一つの方法として，どのようなことが分かるでしょうか。」

一人の生徒に1コリント1 0：1 3全体を読ませる。次の質問をす

る。「この聖句の後半の部分から何を学ぶことができるでしょう

か。」預言者ジョセフ・スミスはこう続けている。

次の質問をする。「預言者のこの言葉から，何を学ぶことがで

きるでしょうか。」

誘惑をもてあそぶと，それに抵抗する力を失ってしまう，という

ことを生徒たちが理解できるように助ける。「1コリント1 0：1 4は誘

惑への抵抗ということについて，何を教えているでしょうか。」生

徒たちにアルマ1 3：2 7－2 8を読ませ，どうしたらサタンに負けない

ようにすることができるかを確認させる。生徒たちが悪から遠ざか

り，誘惑に負けないように，強く望んでいることを生徒たちに伝え

る。ニール・A・マックスウェル長老の次の言葉について話し合う。

これは，誘惑の危険に意図的に身をさらしていても神の助けを

期待できる，という意味ではないことを説明する。天の御父はへ

りくだって祈る人を助けてくださるのである（アルマ1 3：2 7－2 9

参照）。マックスウェル長老は次のような選択肢を示している。

ジョージ・A・スミス副管長は次のように述べている。

1コリント1 1：2 3－3 0。ふさわしい状態で聖餐を受けるな

ら，主は罪を赦し，わたしたちの霊を癒してくださる。（2 0－

25分）

生徒たちに，聖餐式において，主の記念として何を用いるかと

いうことが重要だと思うかどうかを質問する。聖典の中にはパン

とぶどう酒と記されているが，通常ぶどう酒の代わりに水を用い

ている，ということを生徒たちに話す。緊急の場合，あるいはこ

れらのものが手に入らない場合は，他の適切な代用物を用いるこ

とがある。例えば，第二次世界大戦中のヨーロッパの末日聖徒は，

聖餐式にジャガイモあるいはジャガイモの皮を用いることがあっ

た（エズラ・タフト・ベンソン，Conference Report，1 9 5 2年1 0

月，120参照）。

1コリント1 1：2 3－2 6と教義と聖約2 7：2を読む。次の質問を

する。

聖餐式で主の記念として何を使うかということと，聖餐にあ

ずかるためにどのような備えをするかということを比較して，

どちらが大切でしょうか。それはなぜでしょうか。

わたしたちはなぜ聖餐を受けるのでしょうか。

教義と聖約2 0：7 7を読み，聖餐を受けるときにどのような聖約

をするのかを確認し，それを黒板に書き上げる。どうしたらもっ

とよく聖約を守れるかについて，生徒たちと話し合う。以下の質

問をする。

イエスの体を記念することには，どのような意義があるでし

ょうか。

イエスの血の記念することには，どのような意義があるでし

ょうか。

「主の領域と悪魔の領域との間には，はっきりと定めら

れた境界線がある。あなたがこのまま主の側にとどまって

いるならば，敵はそれを越えてあなたを誘惑しに来ること

はできない。主の側にいるかぎりあなたはまったく安全な

のである。しかし，……もしあなたが境界線を越えて悪魔

の側に行くならば，あなたは悪魔の領域に入ったことにな

り，悪魔に支配される身となる。そこで悪魔はあなたに働

きかけ，あなたをその境界線からできるかぎり遠ざけ引き

寄せようとするであろう。悪魔は，安全な場所から引き離

すことがあなたを滅ぼす唯一の手段であることを知ってい

るのである。」（『聖徒の道』1 9 8 2年4月号，9 1）

「誘惑については，ほとんどの場合，逃れる道が明確に

示されている。しかし誘惑を受けることを前提にするので

はなく，誘惑を予防することの方がより確実であり，十分

な信仰を持っていることの表れとも言えるのである。」

（Not My Will，But Thine〔1 9 8 8年〕，7 5）

「神はわたしたちに，逃れる道はいつでもあること，ま

た耐えられない誘惑はないということを約束しておられ

る。様々な神権時代の預言者たちが繰り返しているこの真

理は，わたしたちにとってきわめて重大なものである。預

言によって繰り返されていること自体が，安らぎを与えて

くれる。」（Things As They Really A r e，8 8）

「どのようなことであれ，わたしたちが神から来たこと

に背くとき，悪魔が力を得るのである。」（Teachings of

the Prophet Joseph Smith，1 8 1）

「ある王様が馬車の御者を二人の中から選ぶ話がありま

す。彼は二人の候補者にがけに沿って曲がりくねった急な

下り坂を馬車で走るように命じました。

最初の御者はゆっくりとがけから離れて壁際を走らせま

した。2番目の御者は見事な腕前を披露しました。彼は猛

スピードでがけすれすれに下り，時には車輪の幅の半分が

がけの方に出ていました。

思慮深い王様は，最初の人を自分の御者に選びました。

何事においても安全な側にいるのが一番なのです。」（『聖

徒の道』1 9 9 6年7月号，2 2）

「肉体を持つすべての者は，肉体を持たない者をしのぐ

力を持っている。悪魔はわたしたちが許さないかぎり，わ

たしたちを支配する力を持たないのである。」（T e a c h i n g s

of the Prophet Joseph Smith，1 8 1）

1コリント8－11章
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わたしたちは聖餐の象徴を通して，どのような希望を持つこ

とができるでしょうか。

これらのものを記念することは，わたしたちの生活にどのよ

うな影響を及ぼすでしょうか。

聖餐の重要性について証を述べ，聖餐はわたしたちが自分自身

のために繰り返し受ける唯一の儀式であることを指摘する。1コ

リント1 1：2 7－3 1を読み，パウロがわたしたちに何を避けるよう

に警告しているかを確認する。ジョセフ・フィールディング・ス

ミス長老はこう教えている。

聖餐は，ふさわしい状態で受けるなら，わたしたちの生活を完

全なものへ導く力がある。十二使徒定員会会員のメルビン・J・

バラード長老は次のように説明している。

七十人定員会会員のジョン・H・グローバーグ長老は次のよう

に話している。

以下の質問事項について話し合う。

自分がふさわしい状態で聖餐を受けているかどうかは，どう

したら分かるでしょうか。

ふさわしくない状態で聖餐を受ける人は，どうなるでしょ

うか。

ふさわしい状態で聖餐を受ける人には，どのような祝福が授

けられるでしょうか。

聖餐が神聖なものであること，また聖餐がわたしたちの生活に

どのような力をもたらすかということを証する。このレッスンで

学んだ原則を実践することにより，次に聖餐を受けるときに，こ

の力を体験してみるように促す。

1コリント12－14章

はじめに

パウロは，御霊の賜物について説明する中で，コリントの聖徒

たちに一致の原則を教えた。パウロは，神はわたしたち一人一人

の生活に祝福をもたらすためだけでなく，ほかの人に祝福をもた

らす機会をわたしたちに与えるためにこれらの賜物を授けてくだ

さった，ということを彼らに教えた（1コリント1 2：1－1 2参照）。

御霊の賜物には様々なものがあるが，その源は同じである。その

源とは聖霊である。パウロはこれらの賜物を，肉体の各部分にた

とえている。各部分は独自に機能するが，その目的とするところ

は同じである。同様に，聖徒たちもお互いのために賜物を用い，

全体として一つにならなければならなかった。パウロは，信仰，

希望，愛という霊的な賜物のうち，最も偉大なものは愛であると

教えた。彼は聖徒たちに，愛を持っていなければ，そのほかの賜

物は何の価値もないということを強調して教えた。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって1コリン

ト12－14章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

イエスはキリストであられるという知識は，聖霊による啓示

を通して与えられる（1コリント12：1－3参照）。

聖徒たちを祝福するために与えられる数多くの御霊の賜物が

ある（1コリント12：4－31参照）。

わたしたちはすべての御霊の賜物を適切に用いることができるよ

うに，慈愛すなわちキリストの純粋な愛を得るように努力しなけ

ればならない（1コリント1 3章参照；モロナイ7：4 5－4 8も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』330－335

教え方の提案

1コリント1 2－1 4章について教える準備をするときに，以下の提案

の中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

1コリント1 2－1 4章。聖霊はイエスがキリストであら

れることを啓示し，証される。これが預言の霊である。

聖霊はまた，ほかの御霊の賜物を通してわたしたちの生活に祝福

をお与えになる。（35－40分）

一人の生徒に，ピアノまたはその他の楽器で何かの曲を一つの

音だけで演奏してもらう。あるいは一人の生徒に，一つの単語だ

けで，黒板に文を書いてもらう。生徒たちに1コリント1 2：1－4

を読ませ，以下の質問をする。

この聖句には，ピアノの一音あるいは文章の中の単語にたと

えられるものとして，何が挙げられているでしょうか。

3節には，御霊の賜物として，どのような重要な知識が与えら

れると書かれているでしょうか。

「聖餐を取る資格がないとはどういう意味でしょうか。

また，資格の有無はどのように判断するのでしょうか。

もし（悔い改めて）進歩したいと願い，神権系統の指導

者から聖餐を取ることを制限されていなければ，私見では，

わたしたちはふさわしいと思います。……

しかし，悔い改めも進歩することも拒み，主を忘れて戒

めを守らなければ，わたしたちの成長は止まり，身も霊も

救いを受けることができないでしょう。

聖餐はきわめて個人的なものですから，ふさわしいかど

うかは，自分がよく知っています。」（『聖徒の道』1 9 8 9年7

月号，4 1）

「心から悔い改め，自分自身をふさわしい状態にするな

ら，罪を赦され，心に霊の癒しが与えられます。……皆さ

んは霊の傷が癒され重荷が軽くされるのを感じることでし

ょう。そして慰めと幸福がやって来るのです。」（“T h e

Sacramental Covenant，”New Era，1 9 7 6年1月号，8）

「この象徴にあずかることは教会における最も神聖な儀

式の一つである。」（『救いの教義』第2巻，3 1 4）

コリント人への第一の手紙

1 8 2

   08 1 & 2 Corinth  01.1.18 9:40 PM  ページ 182



御霊の賜物には，ほかにどのようなものがあるでしょうか。

生徒たちを3つのグループに分ける。各グループに以下の聖句

を一つずつ割り当て，次の事柄を行うように言う。1コリント

12：4－11；教義と聖約46：11－26；モロナイ10：8－19。

1. 霊的な賜物のリストを作る。

2. それらの賜物が与えられる理由を考える。

3. すべての人に少なくとも一つの賜物が与えられるかどう

か考える。

4. 霊的な賜物を祝福されている人の例を思いつくかぎり挙

げる。

各グループに報告してもらい，その結果を比較し，内容につい

て話し合う。聖典の3つの異なる書の中に，賜物についてこのよ

うに詳細に説明されているのには，どのような理由があると思う

かを生徒たちに質問する。

次の質問をする。「これらの聖句に挙げられている以外にも，

霊的な賜物はあるのでしょうか。」十二使徒定員会会員の任にあ

ったマービン・J・アシュトン長老の次の言葉を読む。

次の質問をする。「霊的な賜物は，どれも等しく役に立つので

しょうか。」生徒たちに，電池で動く器具やおもちゃを見せる。

それを実際に動かして見せる。電池を外して，その状態では動か

ないことを示す。生徒たちに1コリント1 3：1－3を読ませ，霊的

な賜物がほんとうに力を発揮するには何が必要かを考えさせる。

以下の質問をする。

慈愛と電池には，どのような共通点があるでしょうか。

御霊の賜物の中で慈愛が最も重要とされるのは，どのような

理由によると思いますか。

生徒たちに1コリント1 3：4－7を読ませ，慈愛がどのようなも

のかを示す7つの具体例を挙げさせる。また，慈愛と言えない8つ

の具体例を挙げさせる。次の質問をする。「慈愛を示す具体的な特

質を身に付けたら，皆さんの生活はどのように変わるでしょうか。」

『聖句ガイド』（p . 1 1 4）に書かれている「慈愛」の定義と，ブ

ルース・R・マッコンキー長老の次の言葉を読む。

マタイ2 2：3 4－4 0を読む。「律法全体と預言」（4 0節）とは旧

約聖書の中の該当書を指していることを説明する。以下の質問を

する。

律法と預言のすべてが二つの戒めにかかっているとしたら，

聖典と慈愛はどういう関係になるのでしょうか。

モロナイ7：4 6－4 8を読む。モルモンは慈愛についてどのよう

に説明しているでしょうか。

モルモンの言葉によると，わたしたちはどうしたら慈愛を身

に付けることができるでしょうか。

慈愛を祈り求めるのは，ほかの祝福を祈り求めるのと同じであ

り，それを受けるための熱心な努力が必要である。次の質問をす

る。「慈愛の特質をさらに身に付けるには，ほかにどのようなこ

とをしたらよいでしょうか。」（奉仕をする，人のために犠牲を払

う，戒めに従う；1ヨハネ5：2－3参照）

1コリント1 3：8－1 3を読み，次の質問をする。「慈愛の特質を

伸ばすことと，子供の成長過程にはどのような共通点があるでし

ょうか。」御霊の賜物の中で最も大切な慈愛を追い求めるよう，

生徒たちを促す。

1コリント1 2：1 3－3 1。教会員はすべて，主とその教会に

とって重要な存在である。（15－20分）

テーブルあるいは板のようなものの上に鉛筆の削りかすか乾い

たゴミなどを置く。一人の生徒にわらぼうきから外した1本のわ

らを渡し，それで上記の削りかすあるいはゴミを掃きのけさせる。

以下の質問をする。

そのほうきは，どれくらい役立っていますか。

掃き終わるまで，どれくらいの時間がかかりますか。

どうしたらもっと効率が上がりますか。

その生徒にほうきそのものを渡して，掃き終えさせる。ほうき

がどのような部分から成り立っているかを言ってもらう。（柄，

わらをとじ合わせる糸，わら。）以下の質問をする。

ほうきの各部は，仕事をするうえで，それぞれどのような重

要な役割を持っているでしょうか。

1コリント1 2：1 3－1 8を読む。パウロは教会員を何にたとえて

いるでしょうか。

パウロは人間の体のどの部分（肢体）について述べているで

しょうか。

ない方がいいと思う部分は何かありますか。それはなぜでし

ょうか。

パウロは何を教えているのでしょうか（教義と聖約8 4：1 0 9－

110参照）。

この教えとほうきはどのような共通点があるでしょうか。

1コリント1 2：1 9－2 3を読み，次の質問をする。「パウロは『弱

く見える肢体』『見劣りがすると思えるところ』『麗しくない部分』

という表現を用いていますが，これらはどのような人々について

述べたものだと思いますか。」（自分は教会の中で，役に立たない，

能力がない存在だと考えている人，あるいはあまり目立たないと

思われることがある責任を受けている人などが含まれる。）ゴー

ドン・B・ヒンクレー大管長の次の言葉を読む。

「慈愛は，信心と完全さを形造るあらゆる特質に勝って，

最も強く求められるものである。慈愛は愛以上のものであ

り，愛をはるかに超えたものである。それは永遠の愛，完

全な愛，永続するキリストの純粋な愛である。それは義を

中心とした愛であり，慈愛を持つ人が目指し，望むのは，

自 分 自 身 と 周 囲 の 人 々 の 永 遠 の 幸 福 以 外 に な い 。」

（Mormon Doctrine，1 2 1）

「このあまり目立たない賜物とは，実際どのようなもの

があるのでしょうか。人に質問をする，人の話によく耳を

傾ける，静かな細い声に聞き従う，人のために嘆き悲しむ，

争いを避ける，人あたりがよい，むなしい言葉を繰り返さ

ない，義を追い求める，神に導きを求める，キリストの弟

子としてふさわしい生活をする，人々に関心を向ける，物

事を深く考える，祈りをする，力強い証を述べる，聖霊を

受ける，など様々な賜物があります。」（『聖徒の道』1 9 8 8

年1月号，2 0）

1コリント12－14章
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生徒たちに1コリント1 2：2 4－2 7を読ませる。生徒たちに，自

分は教会の中で取るに足りない存在だと考えている友人がいると

いう想定で，その友人にあてて助言の手紙を書かせる。生徒たち

が書いた手紙を集めて，何通かを読む。

1コリント15－16章

はじめに

パウロはコリント人への第一の手紙の最後で，イエス・キリス

トの復活が真実であることを証し，自分自身とほかの人々をイエ

ス・キリストの証人であると宣言している（1コリント1 5：3－9

参照）。キリストの復活は死の扉を開き，全人類が死からよみが

えることができるようにした（1 9－2 7節参照）。人は皆，裁きを

受け，その忠実さに応じて報いを受けるのである（33－42節参照）。

1コリント1 5：5 3－5 8の中から，主がすべての人に与えられた証

と約束を確認させる。（死のとげは輝かしい復活への希望によっ

て取り除かれる。）パウロは最後に，聖徒たちに向けて，それぞ

れの標準として信仰と慈愛を持つように促している（1コリント

16：13－14，22－24参照）。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって1コリン

ト15－16章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

死すべき状態にある全人類が復活し，不死不滅の完全な肉体

を受ける（1コリント1 5：1 9－2 6，4 2－5 7参照；アルマ1 1：

43－45も参照）。

死者のためのバプテスマは古代でも行われ，現代においても

引き続き行われている（1コリント1 5：2 9参照；教義と聖約

128：11－16も参照）。

わたしたちは忠実さと贖罪の力によって，3つの栄光の王国の

一つを受け継ぐことができる（1コリント1 5：3 5－4 2参照；教

義と聖約76章も参照）。

わたしたちは生涯を通して聖約を守ることにより，忠実に堪

え忍ぶ（1コリント15：58；16：13－24参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』333－334

教え方の提案

1コリント1 5－1 6章について教える準備をするときに，以下の

提案の中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを

用いる。

1コリント1 5章。わたしたちは忠実さと贖罪の力によっ

て，3つの栄光の王国の一つを受け継ぐことができる。

（30－35分）

黒板に「死」と書く。生徒たちに以下の質問をする。

皆さんが死についていちばん不安に思っていることは何でし

ょうか。

皆さんの親しい人の中に，すでにこの世を去った人がいます

か。それはだれですか。

その人が亡くなったことで，どのような苦しみを感じましたか。

愛する人の死がもたらしたその苦しみ，すなわち死の「とげ」

をどのようにして克服しましたか。

1コリント1 5：1－4を読み，どのような希望のメッセージが書か

れているかを確認する。パウロが教えを説いた相手はコリントの聖

徒たちであり，彼らの一部は復活の教えを否定していた，というこ

とを説明する。パウロは証をもって彼らの不信仰を正そうとした。

生徒たちを4つのグループに分け，各グループに以下の聖句の

一つを割り当てる。1コリント1 5：5－1 1；1 5：1 2－2 6；1 5：3 5－

4 2；1 5：4 2－5 0。各グループにそれぞれの聖句を読ませ，復活に

関してどのような教えが述べられているかを確認させる。その結

果を発表させ，黒板に書き上げる。以下の質問をする。

イエスが復活されたことを示す，どのような証言があるでし

ょうか。

復活が「最後の敵」として滅ぼすのは何でしょうか。

復活によって人類にはどのような種類の体が与えられるよう

になったでしょうか。

ジョセフ・フィールディング・スミス長老の次の言葉を読み，

その内容について話し合う。

「復活した体には幾つかの種類があって，すべてが同じな

のではない。人が受ける体の種類によってその人が次の世で

どこへ行くかが決まる。そのときには日の栄えの体，月の栄

えの体，星の栄えの体があるであろう。しかもこれらの体は

今日地上にいる人々の体が……異なるようにはっきり異なっ

ているであろう。……ある者は昇栄の力と永遠に増える力を

すべて備えた日の栄えの体を得るであろう。これらの体は，

ヨハネが書いているように救い主と同様太陽のような輝きを

放つ。月の栄えに入る者は月の栄えの体を得，太陽のように

は明るく輝かない。しかしその輝きは，星の栄えを受ける者

の体の輝きに勝る。」（『救いの教義』第2巻，2 6 4－2 6 5）

「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。わたしたちは，天父の業と栄光

である『人の不死不滅と永遠の命をもたらす』（モーセ1：

3 9）ための働きの中で，天父の助け手となるために召され

ているのです。皆さんの受けている責任も，わたしの受け

ている責任も，その重要性に変わりはありません。この教

会に，小さな召しとか，つまらない召しなどはありません。

わたしたちは皆，責任を果たしていく中で，人々の生活に

影響を及ぼすのです。主はわたしたち一人一人に，その責

任について次のように言われました。

『それゆえ，忠実でありなさい。わたしがあなたを任命

した職において務めなさい。弱い者を助け，垂れている手

を上げ，弱くなったひざを強めなさい。』（教義と聖約8 1：

5）」（『聖徒の道』1 9 9 5年7月号，7 6）
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イエス・キリストの贖罪によって，すべての人が復活できるよ

うになったとはいえ，それでも死がとげをもたらす場合がある。

生徒たちに1コリント1 5：5 5－5 6に書かれている「死のとげ」と

は何かを考えさせる。次の質問をする。「罪はどのような意味で

とげとなり得るのでしょうか。」スペンサー・W・キンボール大

管長の次の警告を読む。

次の質問をする。「死のとげを避けるためには，どのようにし

なければならないでしょうか。」最後にゴードン・B・ヒンクレー

大管長の次の証を読む。

ふさわしい人々のためにイエスが日の栄えの栄光への扉を開い

ておられることを証する。

1コリント1 5：2 0－2 2（マスター聖句）。イエス・キ

リストの贖罪を通してすべての人が復活できるようにな

った。（10－15分）

霊が肉体に生命を与えることを示すために，手に手袋をする。

次に，手袋を外して，霊がなければ肉体は生命のない状態になる

ことを示す。復活するときに，霊は再び肉体と一つになり，二度

と死ぬこと，すなわち霊と肉体の分離がなくなる。

次のクイズをする。

次の人物のうち，復活しないのはだれでしょうか。

A. カイン

B. ヒトラー

C. イスカリオテのユダ

D. レーマンとレムエル

生徒たちに1コリント1 5：2 0－2 2を読ませ，答えを探させる。

次の質問をする。「『眠っている者の初穂』とは，どういう意味で

しょうか。」（イエス・キリストは復活した最初の御方であった。）

生徒たちにイエスの埋葬（マタイ2 7：5 7－6 0，ヨハネ1 9：3 8－

4 2）の絵（『福音の視覚資料セット』2 3 1）を見せる。描かれてい

る花を指し，次の質問をする。

死をテーマにした絵に，この画家が花を描き入れたのはどう

してだと思いますか。

イエスはどの季節によみがえられたのでしょうか。（春）

これはどのような点で，復活を象徴しているでしょうか。

最後に，ジョセフ・フィールディング・スミス大管長の次の言

葉を読む。

イエスが死者を復活させられた力について話し合う（エペソ

1：1 7，1 9－2 0；1ペテロ1：2 0－2 1参照）。復活の教義を知ること

によって，救い主への理解がどのように深められたかを話しても

らう。

1コリント1 5：2 9（マスター聖句）。わたしたちは身代

わりのバプテスマを受けることにより，すでにこの世を

去った人々が救いを得られるように助けることができる。（1 0－

15分）

聖書にはっきりと書かれているにもかかわらず，この教会以外

では行われていない儀式を，生徒たちに挙げてもらう。生徒たち

に1コリント1 5：2 9を読んで答えを見つけさせる。以下の質問を

する。

この聖句は，パウロの時代のイエス・キリストの教会につい

て，わたしたちに何を教えているでしょうか。

わたしたちが死者のためのバプテスマを行うのは，なぜでし

ょうか。

生徒たちに以下の聖句を読ませ，2番目の質問に対する答えを

見つけさせる。ヨハネ3：5；1ペテロ3：1 8－2 0；4：6；教義と聖

約1 2 4：2 8－3 1。これらの聖句の教えについて話し合い，その後

で，預言者ジョセフ・スミスが語った次の説明を読むとよい。

ジョセフ・フィールディング・スミス長老は次のように述べて

いる。

「初期のキリスト教会は死者のための救いを理解してお

り，死者のためのバプテスマは紀元3 7 9年まである程度実

施されていた。ところがこの年にカルタゴの宗教会議は，

この儀式と死者のための聖体拝領をこれ以上行うことを禁

止した。」（『救いの教義』第2巻，1 5 1）

「バプテスマを受け，この王国に属する人はだれでも，

すでに世を去った人々のためにバプテスマを受ける権利が

ある。この世で代理人として行動する友人がこの福音の律

法に従うやいなや，主が定められた向こうの世界の執行者

によって，死者が解放されるのである。」（Teachings of

the Prophet Joseph Smith，3 6 7）

「神の形に造られ，生を受けた人はすべて……イエス・

キリストの力によって死から復活する。行いの善し悪し，

知識の有無，奴隷か自由人かの違いに関係なく，人は皆，

死からよみがえるのである。」（“The Second Death”，ブラ

イアン・H・ステュイ編，Collected Discourses： D e l i v e r e d

by President Wilford Woodruff，His Two Counselors，t h e

Twelve Apostles，and Others，全5巻，〔1 9 8 7－9 2年〕，第

4巻，2 2 4－2 2 5）

「死の苦しみは，永遠の命がもたらす平安に飲み込まれ

たのです。……たとえ死の冷酷な手に打たれても，そこに

は悲しみと暗闇のときに光を注ぐ主イエス・キリスト，神

の御子の勝利の姿があります。主はたぐいない永遠の力で

死に打ち勝たれました。……主はわたしたちの慰めです。

霊が肉体を離れるときにわたしたちを取り囲む，この世の

夜の闇のとばりに対する真の慰めであります。」（『聖徒の

道』1 9 9 6年7月号，7 7）

「パウロは『死のとげは罪である』と述べている。これ

は，もし罪があるまま死ぬようなことがあれば，その人は

定められた罰を受け，先に述べた低い栄光に属するという

意味である。（1コリント1 5：5 6参照）」（Conference Report，

1 9 7 8年1 0月，1 0 9）

1コリント15－16章
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以下の質問をする。

この神聖な儀式はどこで執行されるのでしょうか。

神殿に参入するのにふさわしくなるには，何が求められるで

しょうか。

皆さんはどのように備えていますか。

身代わりのバプテスマがその効力を発揮するためには，霊界

にいる人々に何が求められるでしょうか。

神殿で死者のためのバプテスマを受けた生徒がいれば，そのと

きにどのように感じたかを話してもらう。

1コリント1 5：4 0－4 2（マスター聖句）。わたしたち

は，この世における行いに応じて，3つの栄光の階級のど

れか一つを受けることになる。（10－15分）

生徒たちに，ある友人から，死んだ後，人は必ず天国か地獄の

どちらかに行くことになるのかと聞かれたと想定させる。生徒た

ちに，この質問に対する答えとその理由を書かせる。希望する人

に，書いた答えを読んでもらう。

1コリント1 5：4 0－4 2（ジョセフ・スミス訳の4 0節も含め）を

読み，生徒たちに3つの栄えを挙げさせる。黒板に3つの欄を設け，

それぞれに「日の栄え」「月の栄え」「星の栄え」と見出しを書く。

「日の栄え」の下に「教義と聖約7 6：5 0－7 0」，「月の栄え」の下

に「教義と聖約7 6：7 1－8 0」，「星の栄え」の下に「教義と聖約

7 6：8 1－9 0」と書く。生徒たちにこれらの聖句を読ませ，それぞ

れの栄光の王国に行く人々の特徴を調べさせる。生徒たちに順番

に前に来て，調べた結果を黒板に書いてもらう。生徒たちに，聖

典を開いて，その特徴を示す箇所に印を付けさせるようにしても

よい。

明るさの違う3つの電球（4 0ワット，6 0ワット，1 0 0ワットとワ

ット数の異なるもの）を用意する。室内を暗くして，3つの電球

を順番に点灯し，生徒たちに明るさの違いに注意させる。パウロ

が各王国の明るさと喜びの違いを適切に説明していることを指摘

する。自分が交わした聖約を忠実に守るなら，日の栄えの王国に

おいて最もすばらしい喜びを受け継げることを証する。

コリント人への第一の手紙
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著者：パウロは前に書いた手紙に引き続き，2コリントを書き送

った（1コリントの導入部，p . 1 7 4；2コリント1：1；1 0：1参照）。

だれに向けて書かれたのか：パウロは，前に1コリントを書き

送ったときと同じ教会員（2コリント1：1参照）と，アカヤに住

む聖徒たちに向けて2コリントを書いた。アカヤはギリシャ全土

を含むローマの属州の一つであった（『聖句ガイド』地図6，7，8

参照）。偽りを教える者たちの攻撃によって，コリントの聖徒た

ちの間に不平不満の気運が高まっていた。パウロはそれらの非難

に対する答えを書き，聖徒たちに信仰にとどまるよう励ましを与

えた。

歴史的背景：パウロは1コリントを書いて間もなく，自分の手

紙がどのように受け止められているかを確認するために，親しい

友テトスをコリントに送った（2コリント7：1 3，1 5参照）。パウ

ロがテトスの帰還を待っている間に，彼の教えに反対する者たち

によってエペソで大きな騒ぎが起こった（使徒1 9章参照）。その

ためにパウロはマケドニアへ逃れた（2コリント1：8－1 1参照）。

やがてテトスとの再会の時が来て（2コリント7：6参照），パウロ

はコリントの状態を知らされた。

偽りの教師たちが徐々にコリントの教会に入り込み，だましや

すい人々から金銭を奪い取っていた。またこの教師たちは，貧困

に苦しむエルサレムの教会員を援助するための募金をだまし取っ

たとしてパウロを非難していた。また彼らは，使徒としてのパウ

ロの権威にも異を唱えていた。テトスからこれらの問題を聞いた

パウロが，紀元5 5－5 7年の間に書いたのがコリント人への第二の

手紙である（『聖句ガイド』「パウロの手紙」pp.201－203参照）。

独自の内容：パウロはこの手紙の中に，ほかのどの書よりも多

く，自分自身について情報を記録している（2コリント1 1－1 2章

参照）。それは，彼の使徒としての権威と福音の大義に対する忠誠

心に意義を唱えるコリントの反対者たちに答えるためであった。

2コリント1－3章

はじめに

パウロは2コリントの冒頭において，コリントの聖徒たちの中

で指導的な立場にあった偽りの指導者たちの問題について答えて

いる。2コリント1－3章を読みながら，パウロが反対者たちへの

答えを示すことにより，福音は敵の教えに勝るものであることを

コリントの聖徒たちに説いた，ということに注目する。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって2コリン

ト1－3章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

神は苦しみのときにわたしたちに慰めを与えてくださり，そ

れによってわたしたち自身もほかの人々を慰めることができ

る（2コリント1：3－7参照；教義と聖約81：4－6も参照）。

教会員は互いに愛し合い，赦し合わなければならない（2コリ

ント2：1－11参照）。

真の霊性は，福音を実践し，聖霊の促しに従うことによって

得られるものであり，単に割り当てられた責任をこなすだけ

で得られるものではない（2コリント3：1－18参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』336－338

教え方の提案

2コリント1－3章について教える準備をするときに，以下の提

案の中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用

いる。

2コリント1：1－1 1，2 1－2 2；2：1－1 1。神は苦しみ

のときにわたしたちに慰めを与えてくださり，それによってわた

したち自身もほかの人々を慰めることができる。（30－35分）

生徒たちの生活の中に悲しみや苦しみ，悩みを引き起こした出

来事について話し合う。以下の質問をする。

ほかの人は皆さんを慰めるために何をしてくれましたか。

聖霊は苦難のときに，どのように慰めてくださるでしょうか

（ヨハネ14：16－18，26－27参照）。

2コリント1：1－4を読み，だれがどのような理由で聖霊を遣わ

してくださるのかを確認する。次の質問をする。「天の御父は，

御霊の慰めを受けたら何をするようにわたしたちに望んでおられ

るでしょうか。」

後に七十人に召されたスペンサー・Ｊ・コンディー長老が語っ

た次の実話を読む。ある若い母親がお産で命を落とし，後には夫

と4人の子供が残された。その葬儀に出席した人々の多くは，幼

い子供たちのいる家族がそのような悲しい出来事に見舞われるの

を神が黙視されたことに対して，受け入れ難いものを感じていた。

葬儀の最後に父親が静かに立ち上がり，説教壇に向かった。

「『皆さんが悲しみ，心配してくださるお気持ちはよく

分かりますが，ぜひ皆さんにお話ししておきたいことがあ

ります。妻が亡くなってから一時の間，わたしは途方に暮

れました。とても妻なくしてやっていけそうにないと思っ

たのです。でもそのときでした。わたしの心は平安な気持

ちでいっぱいになったのです。そのときからわたしは，す

べてはうまくいくと確信しています。わたしたちのことは

もう心配なさらないでください。ほんとうに元気にやって

いますから。』

1 8 7

この手紙はこの
時期に書かれた

最初の伝道の旅

（使徒13－14章）

2回目の伝道の旅

（使徒15：36－

18：22）

3回目の伝道の旅

（使徒18：23－

21：15）

カイザリヤとローマ

での入獄（使徒

21：16－28：31）

ローマでの2度目の

入獄期間

西暦年（約）47－50 50－53 53－57 57－62 62－65
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生徒たちに以下の質問をする。

この話の中では，だれがだれを慰めたでしょうか。

これは，救い主がわたしたち一人一人に対してしてくださっ

たことと，どのような共通点があるでしょうか。

神はわたしたちが試練のさなかにあるとき，単に苦しみを取

り除くのではなく，慰めを与えてくださいます。それはなぜ

でしょうか。

2コリント1：7を読み，苦しむ人々にどのような約束が与えら

れているかを確認する。

慰めるとはどういうことでしょうか。（寂しさ，苦しみ，悲し

みを和らげ，いたわること。）

7節は3－4節とどのように結びつけられるでしょうか。

わたしたちはほかの人々をどのようにして慰めることができ

るでしょうか。

8－1 1節を読み，コリントの聖徒たちがどのようにしてパウロ

を慰めることができたかを確認する。次の質問をする。「祈りは

どのような意味で，自分自身また自分たちの周囲の人々に慰めを

もたらす強い武器となり得るでしょうか。」

コリントの教会のある男性が不品行のために破門され（1コリ

ント5：1－6参照），その地の教会員によって厳しく叱責された，

ということを生徒たちに説明する。パウロは，その人物は十分に

苦しみを受けたと書いている。生徒たちと一緒に，2コリント2：

6－8を読み，以下の質問をする。

パウロは聖徒たちに，どうするように勧告したでしょうか。

その人物を愛し，赦すのは，非常に大切なことです。それは

なぜでしょうか。

パウロは，もし彼らがその人物に慰めと赦しを与えることを

拒んだら，彼は「ますます深い悲しみに沈むかも知れない」

（7節）と言いました。どうしてそのようになってしまうと思

いますか。

生徒たちに2コリント2：9－1 1を読ませ，赦しを与えないこと

にはどのような危険性があるかを確認させる。以下の質問をする。

もしいつまでも不寛容な態度を続けていると，わたしたちは

だれに欺かれることになるでしょうか。

サタンはどのようにして欺くでしょうか。

生徒たちに，2コリント2：7－1 1と教義と聖約6 4：9－1 0を相互

参照するように提案し，次の質問をする。「ほかの人を赦そうと

しない人は，さらに大きな罪を問われることになります。それは

なぜでしょうか。」次の記事を読む。

生徒たちに以下の質問をする。

殺人の罪を犯した人を赦さないと，殺人の罪より大きな罪に

なるのでしょうか。

姦淫の罪を犯した人や子供を虐待した人を赦さないことは，

どうして姦淫や虐待の罪より重い罪になると言えるでしょうか。

重大さという点において，このような罪はきわめて由々しいも

のである。しかし，それを赦さないと，わたしたちは自分自身の

心を損なうことになる。サタンは人々の間に分裂を生じさせるた

めに，不寛容な思いを繰る，ということを生徒たちに話す。

最後に，憐れみに関するブルース・R・マッコンキー長老の説

明を読む。

2コリント3：6，1 7－1 8。「文字は人を殺し，霊は人を生か

す。」（10－15分）

1 8 4 7年の2月に，ブリガム・ヤングは，自分が預言者ジョセ

フ・スミスに会った夢を見た。ブリガム・ヤングはジョセフ・ス

ミスに向かって，一緒にいたいと言ったが，ジョセフは彼に，し

ばらく待たなければならないと答えた。ブリガム・ヤングはジョ

セフに，兄弟たちに向けて何かメッセージがないかと尋ねた。ブ

リガム・ヤングの日記から抜粋した次の文を読む。【 】内の言

葉は読まず，そこに何が入るかを生徒たちに推測させる。（黒板

にこの文を書き，生徒に推測させる箇所は空欄にして下線を引く

ようにしておいてもよい。）

預言者がブリガム・ヤングに語った言葉で，上記【 】内に入

る言葉を，生徒たちに提案してもらう。ヒントとして2コリント

3：6を読ませる。生徒たちから正しい答えが出されたら，次の質

問をする。「御霊を持ち続けることは，なぜそれほど重要なので

しょうか。」生徒たちの答えについて話し合い，ジョセフ・スミ

スが夢の中で語った言葉に関するブリガム・ヤングの記録を続け

て読む。

「ジョセフはわたしたちの方へ寄って来て，ほんとうに

真剣なまなざしで見詰め，しかし楽しそうな表情でこう言

った。『謙遜で忠実であるように，また必ず【主の御霊を

持ち続ける】ように人々に伝えてください。』」

「同胞に対する真の憐れみは，真の聖徒のしるしである。

それは，人々の苦しみを悲しむ思い，また哀れみや同情，

そして思いやりを示す行い，優しさや親切な行為の中に存

在する。」（Mormon Doctrine，1 5 2）

「もし同胞に対して赦しを与えようとしないなら，その

人が昇栄に向けて成長するのを妨げることになる。そのよ

うな態度はサタンを喜ばせるものであり，キリストの御心

にかなった動機とは言えない。人の成長を妨げ，贖罪がも

たらす赦しの祝福を，その人に与えることを拒んでいるの

である。このような考え方の中には，人の心を損なおうと

する不純な動機が満ち満ちている。」（リエン・G・オッテン，

C・マックス・コールドウェル共著，Sacred Truths of the

Doctrine and Covenants，全2巻 〔1 9 9 3年〕，第1巻，3 1 4）

参列者はこの話を聞いて，一様に心が休まるのを感じた。

そして，だれもが心に慰めを得て帰って行った。」（『聖徒

の道』1 9 8 1年3月号，6）

コリント人への第二の手紙
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2コリント4－7章

1 8 9

もう一度2コリント3：6を読む。以下の質問をする。

「文字は人を殺し，霊は人を生かす」とはどういう意味でし

ょうか。

具体的にどのような例があるでしょうか。幾つかの例を挙げ

てください。（親から言われるので仕方なく教会の集会やセミ

ナリーに出席する，祈りも目的もない断食をする。）

生徒たちに2コリント3：1 7－1 8を読ませ，律法の精神に従って

生活することによって得られる二つの祝福を確認する。御霊に従

って生活することによりもたらされる，一層大きな個人の自由に

ついて話し合う。

最後にエズラ・タフト・ベンソン大管長の次の言葉を読む。

2コリント4－7章

はじめに

激しい非難に直面したパウロは，主の僕としての権威を主張し

た（2コリント5：1 1－6：1 8参照）。彼は聖徒たちに，この世で受

ける試練は，永遠の栄光と比較すれば，何ほどのものでもないと

いうことを思い起こさせた（2コリント4：1 7参照）。2コリント

4－7章を読み，パウロがイエス・キリストの福音の真の僕の特質

として何を挙げているかを調べる（2コリント6：4－7参照）。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって2コリン

ト4－7章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

この世で受ける試練は，永遠の栄光と比較すれば，何ほどの

ものでもない（2コリント4：15－18参照）。

わたしたちは贖罪を通して，主にあって新しく生まれることが

できる（2コリント5：1 4－2 1参照；2ニーファイ1 0：2 3－2 5も参

照）。

福音に反対する思想を信じたり，実践したりする人々と，行

動を共にしたり，手を結んだりしてはならない（2コリント

6：14－18参照）。

罪に対して神の御心に添った悲しみを感じる人は，自分が神

に背いたことを認め，悔い改めたいと強く望む。この世的な

悲しみの中にある人々は，罪を犯すことを望み，悔い改めよう

としない（2コリント7：8－1 1参照；アルマ4 2：2 9－3 0も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』338－339

教え方の提案

2コリント4－7章について教える準備をするときに，以下の提

案の中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用

いる。

『「新約聖書」ビデオ』プレゼンテーション1 6「神の御心

に添った悲しみは人を悔い改めに導く」（9分1 0秒）は，2コ

リント7章を教えるのに活用することができる。（『「新約聖書」メ

ディアガイド』に載せられている教授法の提案を参照する。）

2コリント6：1 6－7：1，8－1 0。神の御心に添った

悲しみは，神に背いたという自覚から生じるものであり，

真の悔い改めに導く。（20－25分）

黒板に「神の御心に添った悲しみ」「この世的な悲しみ」と書

く。生徒たちに，この二つはどのように違うと思うかを質問する。

生徒たちに以下の状況を思い描かせ，そこに表れているのがどの

ような悲しみであるかを考えさせる。結婚を前に，神殿推薦状を

受けるための面接で，ある若い女性が過去に幾つかの罪を犯して

いたことを監督に告白した。それは由々しい罪だったので，監督

は推薦状を出せないと言い，心からの悔い改めをするまで，待た

なければならないことを説明した。彼女は動揺し，長い間罪を犯

していないと主張した。彼女は非常に動揺していた。すでに結婚

式と披露宴の招待状を出してしまっていたからである。彼女は結

婚の計画を遅らせることから生じる様々な問題や当惑のことを考

えると，どうしてよいか分からないと苦しい胸の内を語った。監

督は，罪の行いを繰り返さないというだけでは，完全な悔い改め

とは言えないことを説明し，真の悔い改めのプロセスを始めるよ

うに促した。生徒たちに次の質問をする。

この若い女性は面接のときに，どのような気持ちだったと思

いますか。

このような場合，監督が推薦状を出すのを控えるのは適切な

ことです。それはなぜでしょうか。

2コリント7：8－1 0を読む。パウロが前の手紙の中で，コリン

トの人々に悔い改めを求めたことを説明する。次の質問をする。

「パウロは神の御心に添った悲しみとこの世的な悲しみについて，

どのように教えているでしょうか。」エズラ・タフト・ベンソン

大管長による次の説明を大きな紙に書くか，オーバーヘッド・ト

ランスペアレンシーにして，生徒たちに見せる。

「この輝かしい業で最も重要なのは御霊である。」（T h e

Teachings of Ezra Taft Benson，1 9 8）

「……兄弟たちに，聖霊が訪れられたときに受け入れる

ことができるように，心を開いて確信を得るように伝えて

ください。主の御霊はほかの霊とは明らかに異なっていま

す。主の御霊は人々の心に静かな平安と喜びをもたらし，

心から悪意と憎悪，争いなどのあらゆる悪を取り去ります。

そしてすべての願いが，善を行い，義をもたらし，神の王

国を築くことへとつながっていくのです。兄弟たちに，主

の御霊に従えば，道を踏み外すことはないと教えてくださ

い。人々に，御霊を失うことがないように告げてください。」

（Manuscript History of Brigham Young，1 8 4 6－1 8 4 7，エ

ルデン・J・ワトソン編〔1 9 7 1年〕，5 2 9－5 3 0）
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以下の質問事項について話し合う。

神の御心に添った悲しみがなければ，真に悔い改めることが

できないのはなぜでしょうか。

アルマ4 2：2 9を読む。罪は，そのような行いをする本人にど

ういう影響を与えると，アルマは教えていますか。

どうして罪を犯すのをやめるだけでは不十分なのでしょうか。

生徒たちに次の言葉を読んで聞かせる。

体面を保つことにとらわれるのは，神の御心に添った悲しみ

への道筋をどのように妨げるでしょうか。

ヤコブの手紙4：6を読む。プライドは，わたしたちが罪を悲

しむ妨げとなります。それはなぜでしょうか。

最後に，神の御心に添った悲しみは，わたしたちを天の御父に

近づけ，悔い改めの中に真の平安を見いだす助けになるというこ

とを証する。

2コリント8－9章

はじめに

パウロはエルサレムの聖徒たちのために集めた金を横領したと

非難されたために，残りを募金するために，テトスとほかに二人

の兄弟を派遣した（2コリント8：1 6－2 4）。パウロは「神は喜ん

で施す人を愛して下さる」と述べて，コリントの聖徒たちに，惜

しみなく献金するように求めた（2コリント9：7；8：1－15参照）。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって2コリン

ト8－9章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

聖徒はこの世的な富において等しくなければならない（2コリン

ト8：13－15参照；教義と聖約78：6－7；82：17－19も参照）。

真の聖徒は貧しい人に持ち物を分け与える（2コリント8：

12－15参照；モルモン書ヤコブ2：17－19も参照）。

神は喜んで施す人を愛してくださる（2コリント9：6－7参

照；モロナイ7：8も参照）。

教え方の提案

2コリント8－9章について教える準備をするときに，以下の提

案の中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用

いる。

2コリント8－9章。真の聖徒は，福音の原則に従って，貧し

い人に持ち物を分け与える。（20－25分）

一人の生徒に，クラスの前の方に来てもらう。次の質問をする。

「もしお金が十分にあるとしたら，何を買いたいと思いますか。」

答えが出たら，その物を買える金額のおもちゃの紙幣を渡す。も

う一人の生徒に前に来てもらう。ほかの生徒たちに，その生徒の

家族が最近大変な目に遭ったという仮の話をする。家が火事で全

焼してしまったうえに，火災保険にも入っていなかった。おもち

ゃのお金を渡した生徒に，次の質問をする。

あなたはこの家族のために何か助けをしてあげることができ

ませんか。

あなたが手にしているお金を手放すのは難しいですか。それ

はどうしてですか。

そのお金を，より必要としているのはだれですか。

生徒たちに，ほかの人を助けた人の体験で，身近な例を話して

もらう。

2コリント5：7を読み，福音に従った生活をするには何が必要

かを考える。

困っている人々に助けを与えるのに信仰が必要なのはなぜで

しょうか。

現在，わたしたちは困っている人々にどのようにして助けを

与えることができるでしょうか。

ブルース・Ｒ・マッコンキー長老の次の言葉を読む。

「それを実
じつ

のあるものとするためには，悔い改める気

持ちを，神との個人的な関係に振り向けなければならな

い。……

真の悔い改めは，律法を破り，不従順な行いをしたこと

により，神に背いたことを心から悔いた，その後に来るも

のである。また，その人は神から心が離れ，そのために自

分の生活の中に罪が入り込んだことを後悔する。……悔い

改めには打ち砕かれた心と悔いる霊が必要である。それな

くして，永続的な安らぎを得ることはできない。」（ロバート・

Ｊ・マシューズ，“The Doctrine of the Atonement： T h e

Revelation of the Gospel to Adam，” ロバート・Ｌ・ミレッ

ト，ケント・Ｐ・ジャクソン共著，Studies in Scripture：

V o l u m e 2，the Pearl of Great Price〔1 9 8 5年〕，1 2 4で引用）

「自分がしたことに対して悲しみを感じる人は，世の中

にも少なくありません。その理由としては，彼らの行いが，

自身と愛する人々に大きな悲しみと苦しみをもたらしたと

いうこともあれば，その行いのために，逮捕されて，罰を

与えられたということもあります。しかし，そのような世

間的な考え方では，『神のみこころに添うた悲しみ』とは

言えません（2コリント7：1 0）。『神のみこころに添うた悲

しみ』は御霊の賜物なのです。それは，自分の行いが父な

る神に背くものであったという深い自覚です。罪を犯すこ

とがなくしかも最も偉大な御方である救い主が，わたした

ちの行いのために苦しみを受けられたということを，はっ

きりと，心に深く認識することです。わたしたちの罪のゆ

えに，救い主はあらゆる毛穴から血を流されたのです。精

神的に，また霊的にこのような苦しみを経験することこそ

が，聖典に書かれている『打ち砕かれた心と悔いる霊』を

持つことなのです（教義と聖約2 0：3 7）。そのような思い

こそが，真の悔い改めに絶対必要とされる条件です。」

（The Teachings of Ezra Taft Benson，7 2）
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生徒たちに2コリント9：7を読ませ，次の質問をする。

この聖句は，人に与えることについて，何を教えているでし

ょうか。

主はわたしたちに，どのような気持ちで人に与えることを望

んでおられるでしょうか。

パウロはコリントの聖徒たちにエルサレムの恵まれない教会員

を助けるように求めた，ということを説明する。生徒たちに2コ

リント8：1 4－1 5を読ませ，次の質問をする。「パウロは彼らに，

どのようにして助けることを望んでいたでしょうか。」

マリオン・G・ロムニー副管長の次の言葉を読む。

地のすべてのものは主のものであり，わたしたちは貧しい人々

を助けるという原則に従って，喜んで分かち合うべきであるとい

うことを生徒たちに思い起こさせる（教義と聖約1 0 4：1 2－1 8参

照）。2コリント9：6を読ませ，喜んで施しをする人に対して主が

何を約束しておられるかを調べさせる（ルカ6：3 8も参照）。什分の

一のほかに，断食献金を定期的に納めるように，生徒たちに促す。

2コリント10－13章

はじめに

ダマスコへ向かう途中に改宗して以来（使徒9：1－9参照），パ

ウロは主とその大義のためにすべてをささげた。鞭打たれ，石で

打たれ，投獄され，拒まれ，生命の危険や肉体的な苦痛を受けな

がらも，彼は持てるすべてのものを喜んで主にささげた（2コリ

ント1 1：2 3－3 1参照）。パウロは，「イエス・キリストを知る知識

の絶大な価値」（ピリピ3：8参照）に比べれば，どのようなもの

も取るに足りないという強い証をもって，その働きを進めた。パ

ウロが数々の試練と苦難を受けている間，主は彼を置き去りにす

ることなく，慰めを与え続けられた。パウロは様々な示現や啓示

を受け（2コリント1 2：1－4参照），神は自分の弱いところを強めて

くださるという信念をさらに固くした（2コリント1 2：7－1 0参照）。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって2コリン

ト10－13章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

わたしたちは自分自身の思いを治めなければならない（2コリ

ント10：3－5参照；箴言23：7も参照）。

サタンはわたしたちを欺くために，光の天使を装うことさえ

できる。サタンに従う者たちも，同じ目的のために，義に仕

える者を装うことができる（2コリント1 1：7－1 7参照；アル

マ30：50－53も参照）。

主はわたしたちがへりくだることができるように，弱点を与

えられる。弱点を克服するには，主に助けを祈り求めること

に加えて，自分にできるすべてのことをしなければならない

（2コリント1 2：7－1 0参照；モルモン書ヤコブ4：7；エテル

12：27も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』339－342

教え方の提案

2コリント1 0－1 3章について教える準備をするときに，以下の

提案の中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを

用いる。

2コリント1 1－1 3章。神はわたしたちを謙遜にするために，

弱点と試練をお与えになる。そして神はわたしたちがそれらに耐

えることができるように，助けを下さる。（20－25分）

バラやアザミなど，とげのある植物を生徒たちに見せる。以下

の質問をする。

もしわき腹にこのとげが刺さったら，どうなるでしょうか。

もし何らかの理由でそれが取り除けなくなったとしたら，ど

のようなことになるでしょうか。

それを我慢していかなければならないとしたら，それはどれ

ほどつらいことでしょうか。

2コリント1 2：7を読み，パウロがどのような体験をしたかを確

認する。次の質問をする。「『肉体のとげ』とは何でしょうか。」ブ

リガム・ヤング大管長はこの言葉について次のように述べている。

「わたしたちは，人の肉体という幕屋の中には純粋な霊

が宿っていることを理解している。その霊は人に，善なる

もの，徳あるもの，そして真理と聖なるものを思わせる。

それらはどれも，この霊の源である，純粋な泉から発する

ものである。そして，肉の幕屋の内にある不実から生じる

罪悪は，この純粋な霊に戦いを挑んでいる。悪はこの純粋

な霊を打ち負かそうと躍起になり，あらゆる手立てを尽く

「主は，地は御自分のものであると言っておられる。…

…それはわたしたちが，主と無関係に所有したり，扱うべ

きものではないのである。わたしたちがどれほど多くの株

や債券を持っていようと，またどれほど多くの土地や資産

を持っているかにかかわらず，それらは一切わたしたちの

ものではない。それらは主に属するものなのである。」（グ

レン・L・ラッド，Pure Religion 〔1 9 9 5年〕，2 9 1で引用）

「試しの生涯につきものの試練としては，本能的とも言

える金銭への執着，広く見受けられる富の追求，権力や権

勢への欲，また大きな財力がもたらす安逸な生活への欲求

などが挙げられる。しかし，『聖なる御霊の勧めに従い，

主なるキリストの贖罪により，生まれながらの人を捨てて

聖徒と』なる（モーサヤ3：1 9）ならば，より高度な律法

に従えるようになる。その人は，もはや金銭に支配されな

くなる。金銭は善を行い，義をなすための僕となり，その

人は物惜しみすることなく与える人となる。」（D o c t r i n a l

New Testament Commentary，第2巻，4 3 5）
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今の時代に生きるわたしたちが，どのような種類の「とげ」を

体験しているかについて話し合う。

エテル12：27を読み，神が何を約束しておられるかを確認する。

2コリント1 2：8を読み，パウロがこのとげのもたらす苦しみを取

りのけてほしいと求めたかどうかを確認する。次に，9節を読ん

で，主がパウロの求めに応じられたかどうかを確認する。以下の

質問をする。

主がパウロのとげを取り除かれなかったのには，どのような

理由があると思いますか。

試練や苦しみは人生の一部と考えるべきであるとしたら，それ

らのものは，わたしたちにどのような影響を及ぼすでしょうか。

パウロは様々な試練や苦しみをどのような態度で受け止めた

でしょうか。

生徒たちに2コリント1 1：2 3－2 7を読ませる。パウロが受けた

苦難を示す言葉に印を付けさせる。以下の質問をする。

福音に従うパウロの決意はどれほどのものだったでしょうか。

皆さんはこの聖句を読んで，自分で問題と思っていたことに

ついて何か答えを得ましたか。

パウロに様々な苦しみに耐える力を与えたのは何でしょうか。

わたしたちはどうしたら，それと同じ力を自分自身の生活の

中で感じることができるでしょうか。

2コリント1 2：1 0を読み，試練に対するパウロの心構えがどの

ようなものだったかを確認する。

パウロは苦しみの体験を通して，キリストを信じる信仰を強め

ていった。2コリント13：5，9を読み，以下の質問をする。

自分自身の信仰を吟味するには，どうしたらよいでしょうか。

弱点が信仰を強めるのは，どうしてでしょうか。

ニール・Ａ・マックスウェル長老の次の言葉を読む。

謙遜になり，主に頼るようになるなら，わたしたちは，どのよ

うな試練，迫害，肉体の弱さにも堪えるだけの強さを得ることが

できる，ということを証する。

神の聖徒となるよう求めるすべての人々と同様，パウ

ロも『主がその人に負わせられるのがふさわしいとされ

るすべてのことに喜んで従わ』なければなりませんでし

た（モーサヤ3：1 9）。」（All These Things Shall Give

Thee Experience, 31）

してこれを征服しようと血道をあげている。これが，パウ

ロが『肉体のとげ』という表現で言及した戦いである。ま

さしく，これが肉の思いと戦う霊であり，霊に戦いを挑む

肉の思いなのである。」（Journal of Discourses，第1 8巻，

2 5 8）
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著者とあて先：ガラテヤ人への手紙は使徒パウロが「ガラテヤ

の諸教会」（ガラテヤ1：2）にあてて書いた手紙である。ガラテ

ヤ南部の聖徒たちにあてたものか，それともガラテヤ北部の聖徒

たちにあてたものかは明らかでない。パウロは最初の伝道の旅の

ときに南部で人々を改宗に導き，組織した。そして2回目の伝道

の旅のときには，北部で多くの人々にバプテスマを施した（『聖

句ガイド』地図6，7，8参照）。

歴史的背景：もしパウロがこの手紙を南部の聖徒たちに向けた

とするなら，紀元4 8年の早い時期に書かれたと推測される。しか

し，この手紙とローマ人への手紙の構成や表現における類似性を

考えると，3回目の伝道の旅の間の紀元5 7年ごろに書かれた可能

性が高くなる。

テーマ：パウロはガラテヤの改宗者たちの中に偽りの教えが入

り込んでいると知らされて驚きを覚えた。多くの者が贖罪の教え

を拒み，モーセの律法の世界に戻ってしまったのである。パウロ

は福音の高度な律法に立ち返るよう聖徒たちを説得するために，

この手紙を書き送った。パウロは，救いを得るには，行いだけで

は十分でなく，救い主イエス・キリストに頼る必要があることを

教えた。

ガラテヤ1－2章

はじめに

パウロはガラテヤの改宗者たちが，すでに過去のものとなった

律法を選んで，生けるキリストから離れて行ったことに当惑した。

彼らはほんとうに，キリストの律法のもたらす自由よりも，古い

モーセの律法による束縛を選んだのだろうか。パウロがガラテヤ

1－2章の中で，新たな命をもたらす礎としてイエス・キリストを

信じる信仰を強調していることに注目する。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってガラテヤ

1－2章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

イエス・キリストの福音はただ一つだけである。それは預言

者や使徒を通して神により啓示される（ガラテヤ1：1－2：9

参照；エペソ2：20；4：5，11，13；教義と聖約1：30も参照）。

わたしたちはイエス・キリストを信じる信仰によって義と認

められる（ガラテヤ2：1 6－2 1参照；ローマ3：2 0－2 4，2 8；

モーサヤ13：27－28；教義と聖約20：29－30も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』344－347

教え方の提案

ガラテヤ1－2章について教える準備をするときに，以下の提

案の中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを

用いる。

ガラテヤ1：1－2：1 0。イエス・キリストの福音はただ一つ

である。それは預言者や使徒により，神からの啓示を通して教え

られる。（15－25分）

生徒たちにそれぞれが通っている学校の卒業条件を述べてもら

う。出席率，単位数，試験などの条件について話し合う。次の質

問をする。「学校がそのような条件を定めているのは，なぜでし

ょうか。」

十二使徒定員会会員ボイド・K・パッカー長老の次の言葉を

読む。

「数週間前，わたしは〔ゴードン・B・〕ヒンクレー副

管長と一緒に東部からの帰途に就きました。わたしたちは，

どの教会も天国に通じていると主張する一人の乗客と話し

ました。どの道を進んでも結局は天国に通ずるというこの

教えは，これまでに何度も繰り返されてきました。

どの教会にしても優劣の差はほとんどなく，それぞれの

道も最後は一つになる。だからどの教会に行っても大丈夫

だと彼らは言います。

これはきわめておおらかな教えのように聞こえますが，

真実とはまったくかけ離れたものです。……

……もし学校がこのような考えによって運営されると，

どの学科を選んでも最後には皆同じ資格を与えられるとい

うことになります。専攻が何か，試験に合格したかどうか

に関係なく，すべての人にそれぞれの望みの資格が与えら

れるのです。

それに見合った知識も技量もないのに，弁護士，エンジ

ニア，医師などの資格を選ぶことができるのです。

そのような学校の卒業生に自分の体の手術を任せるよう

な人はだれもいません。」

ガラテヤ人への手紙

1 9 3

この手紙はこの
時期に書かれた

最初の伝道の旅

（使徒13－14章）

2回目の伝道の旅

（使徒15：36－

18：22）

3回目の伝道の旅

（使徒18：23－

21：15）

カイザリヤとローマ

での入獄（使徒

21：16－28：31）

ローマでの2度目の

入獄期間

西暦年（約）47－50 50－53 53－57 57－62 62－65
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何を学んだかに関係なく，同じ卒業証書が与えられるというよ

うな方針の教育を受けても，自分が選んだ専門的職業に備えるこ

とはできない。その理由を生徒たちに質問する。パッカー長老は

次のように話を結んでいる。

地上には，天の御父のもとへ戻り，天の王国において神と似た

者となるために必要な教え，儀式，聖約のすべてを備えたただ一

つの真の福音が存在する，ということを生徒たちに証する。使徒

パウロはこの教義を理解し，それを聖徒たちに説明しようと努め

た，ということを生徒たちに話す（エペソ4：5，13参照）。

以下の聖句を読み，併記されている質問事項について話し合う。

答えとなる事柄を聖典の中から見つけさせ，印を付けさせる。

パウロは比較的新しい改宗者であったが，確信と力をもって福

音を教えた，ということを説明する。彼は教会の管理役員たちに，

自分が教えている教義は正しい教えであり，イエス・キリストを

中心に置いたものであることを理解してほしいと望んでいた

（『イエスと使徒たちの生涯と教え』のガラテヤ2：1 1－2 1に関す

る注解，p . 3 4 7も参照）。ガラテヤ2：1－2，9を読み，以下の質問

をする。

パウロはエルサレムでだれに向かって話したでしょうか。（必

要に応じて，生徒たちにヨハネ1：4 0－4 2を読ませ，ケパとは

ペテロであることを理解させる。）

ペテロ，ヤコブ，ヨハネはパウロの教えにどのような反応を

示したでしょうか。

彼らが皆同じ福音を教えることが大切なのはなぜでしょうか。

教義と聖約1：3 0を読む。救い主が預言者と使徒への啓示を通

して，パウロの時代に地上に存在したのと同じ真実の教会を回復さ

れたことについてどのように思うかを，生徒たちに話してもらう。

ガラテヤ2：9－1 4。使徒たちの一致は，教会員に対して，一

致がもたらす力の模範を示している。（15－20分）

1 3本の新しい鉛筆，あるいは同じ長さの棒（木の枝など）と数

本の輪ゴムを用意する。一人の生徒に1本の鉛筆（あるいは棒）

を半分に折ってもらう。次に，残りの鉛筆（あるいは棒）を輪ゴ

ムで一つにまとめ，一人の生徒にその束が折れるかどうか試して

もらう。以下の質問をする。

一つにまとめると折れにくくなるのはどうしてでしょうか。

（一本一本の力が合わせられることによりさらに強くなるとい

うことを生徒たちに理解させる。）

ガラテヤ2：9を読む。ペテロ，ヤコブ，ヨハネからパウロと

バルナバに「交わりの手を差し伸べ」られたことは，なぜ大

切なのでしょうか。

教会の指導者たちの一致は，福音を教え，導きを与える働き

にどのような祝福をもたらすでしょうか。

ペテロは最初にアンテオケに来たときには，公然と異邦人と食

事を共にしていたことを説明する。それが変わったのは，異邦人

と交わりを持つべきではないと信じるユダヤ人のグループが使徒

ヤコブとともに到着したときである（ガラテヤ2：1 1－1 2参照）。

ガラテヤ2：13－14を読み，以下の質問をする。

ペテロは一部のユダヤ人を恐れ，異邦人の改宗者から離れて

行きました。そのときに，ペテロに倣って同じ行動をしたの

はだれでしょうか。

パウロはペテロの行動に，どのような反応を示したでしょうか。

ペテロとパウロがこの問題について同じ考えを持つことは非

常に大切なことでした。それはなぜでしょうか。

もし教会の指導者たちがキリストの教えに関して一致しなけ

れば，教会はどのように弱体化していくでしょうか。

この不一致に関するブルース・R・マッコンキー長老の次の説

明を読む。

大管長会と十二使徒定員会の一致について述べたゴードン・

B・ヒンクレー大管長の次の言葉を読む。

生徒たちに次の質問をする。「わたしたちは主の使徒たちの一

致から何を学ぶことができるでしょうか。」指導者と教会員の一

致の中に，偉大な力を見いだせることを証する。

「わたしたち一人一人は違う人間であり，様々な背景や

経験から意見を述べ合います。御業を推し進めるうえで改

善し，強めるべき点を話し合うのです。この会議の始めに

は様々な意見が出ることもあります。しかし，会議が終わ

るとき，意見は完全に一致しています。また，そうでなけ

れば，何事も実行に移されることはありません。主御自身

も，そのような一致こそ必要不可欠であると明言しておら

れます。」（『聖徒の道』1 9 9 3年1月号，6 5）

「ペテロは，改宗半ばでまだモーセの律法を守っていたユ

ダヤ人たちの感情を害することを恐れ，日和見的な態度をと

った。……もし完全な記録があったならば，ペテロが完全に

考えを変えて，モーセの律法はすでにキリストにあって成就

し，もはやユダヤ人にも異邦人にも一切適用されないという

ことを，ユダヤ人の聖徒たちに信じさせるために全力を尽く

していた姿が描かれていたに違いない。」（Doctrinal New

Testament Commentary，第2巻，4 6 3－4 6 4）

「しかしこれは，現実にはあり得ないことです。教育に

関しても，霊的な事柄に関しても同じです。必須科目があ

るのと同じように，絶対に欠かせない儀式というものがあ

ります。前もって定められた相応の基準があるのです。そ

れを無視したり，避けたりすれば，またその基準に達する

ことができなければ，その課程をすべて終えた人たちと同

じ働きはできません。」（『聖徒の道』1 9 8 6年1月号，8 1）

ガラテヤ人への手紙

1 9 4

ガラテヤ1：6－9 真の福音は幾つあるのだろうか。偽りを福音の計

画であると教えることは，信仰に深刻な問題をも

たらす。それはなぜだろうか。

救い主の教えよりも人間の考え出した教えを喜ぶ

人がいるのはなぜだろうか。

パウロは聖典，幼児期からの宗教教育などを通し

て福音について多くの事柄を学んでいた。また改

宗後も教会員との交わりの中で知識を増し加えて

いったことは明らかである。にもかかわらず，パ

ウロは自分が学んだのは「ただイエス・キリスト

の啓示によったのである」と言っているのはなぜ

だろうか（使徒9：4－6参照）。福音を学ぶうえで，

啓示はどれほど重要な意味を持つものだろうか。

ガラテヤ1：10

ガラテヤ1：1 1－1 2
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ガラテヤ2：1 6－2 1。わたしたちはイエス・キリスト

を信じる信仰を通して義と認められる。（20－25分）

黒板に次のように書く。「罪に対する罰を赦され，罪がないと

認められる。」生徒たちにガラテヤ2：1 6－1 7；3：1 1，2 4を黙読

させ，「義とされる」という言葉を探させる。この言葉は6回出て

くる。何人かの生徒に聖句の中の「義とされる」という箇所を，黒

板に書いた上記の定義に置き換えて読ませる。以下の質問をする。

人は何によって義とされるのでしょうか。

人は律法によって義とされるでしょうか。

導入部（p.193）から，ガラテヤ人への手紙のテーマを確認する。

以下の質問事項について話し合う。

義認に関するパウロの教えは，ガラテヤの聖徒たちにとって

重要なメッセージでした。それはなぜでしょうか。（彼らはイ

エス・キリストを信じる信仰を否定し，モーセの律法による

行いを強調していた。）

義認はわたしたちにとっても，理解しておくべき重要な教義

です。それはなぜでしょうか。（わたしたちも自分自身を義と

するという点において，自己の行いを過大に評価し，イエ

ス・キリストを信じる信仰を軽んじてしまう場合がある。）

パウロは，行いによって罪なしと認められることは不可能であ

ると教えた。わたしたちは「キリスト・イエスを信じる信仰」

（ガラテヤ2：1 6参照）によって義とされるのである。ただし，義

にかなった行いがわたしたちの霊的成長に不可決であることも事

実である（ローマ2：13；ヤコブの手紙2：17－18参照）。

信仰と従順の関係を生徒たちに理解させるために，黒板に次の

説明図を書く。ただし括弧の中は空白にしておく。水力発電の仕

組みについて説明する。（水が発電所の下の方にある水路を経て

発電装置を回転させ，電気を起こす。電気はここから様々な建物

へ送られ，利用者の生活に便をもたらす。）発電所の括弧に「わ

たしたち」と書き入れる。発電所それ自体で電気を作り出すこと

はできない。それと同じように，わたしたちも自分の行いだけで義

をもたらす力はない。わたしたちにはイエス・キリストの贖罪の力

が必要なのである。生徒たちに，電気を作り出す力の源はどこにあ

るのかを質問する。（発電装置を回転させる水。）水の流れが持つ

力を，わたしたちが使える電気に変えるのは何か。（発電機）

生徒たちに，キリストを信じる信仰が救い主の贖罪の力を，

個々人の霊的な力に変換するということを説明する。発電機の括

弧内に「イエス・キリストを信じる信仰」と書き，ダムの水の括

弧内に「イエス・キリストの贖罪」と書く。生徒たちに黒板の説

明図を見させ，水が発電機を回転させるようにするには，わたし

たちが何をしなければならないかを考えさせる。（水路を開き，

そこをきれいにしておく必要がある。）贖罪の力を生かすために

は，従順と悔い改めを通して水路をきれいに保つ必要があること

を説明する。それによって贖罪の力がわたしたちの生活の中に流

れ込み，わたしたちをふさわしい状態にするのである。水路の括

弧内に「従順と悔い改め」，建物の括弧内には「個々人のふさわ

しさ」と書く。

生徒たちと一緒にガラテヤ2：2 0を読む。次の質問をする。「ど

うしたら神の御子を信じる信仰によって生き，水路を開いて贖罪

の力を生活の中に取り入れることができるでしょうか。」2ニーフ

ァイ2 5：2 3を読む。従順になり，悔い改めるために全力を尽くす

なら，贖罪の力がわたしたちを清め，天の御父のもとへ戻る力を

与えてくれることを証する。

ガラテヤ3－6章

はじめに

小学校で学ぶ知識は，それより上の学校でより偉大な真理を理

解するための備えとなる。しかし，その知識が有益であることは

確かであるが，熱心に学ぶ生徒たちは基礎的なレベルにとどまっ

ているだけでは満足できない。パウロはモーセの律法を，イスラ

エルの民をキリストとより高度な福音の律法に備えさせる養育掛

にたとえた。ガラテヤ3－6章を読み，福音の律法がもたらすさら

に大きな祝福としてどのようなものがあるかを確認する。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってガラテヤ

3－6章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

モーセの律法はイスラエルをイエス・キリストに備えさせる

ために与えられた（ガラテヤ3：1 7－2 5；ジョセフ・スミス訳

ガラテヤ3：19－20参照。モーサヤ13：30－33も参照）。

わたしたちは再び生まれるときに，イエス・キリストの息子，

娘となる（ガラテヤ3：2 6－4：7参照。モーサヤ5：7；教義と

聖約11：30も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』347－351

教え方の提案

ガラテヤ3－6章について教える準備をするときに，以下の提

案の中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを

用いる。

『「新約聖書」ビデオ』プレゼンテーション1 7「刈り入れ

の律法」（3分1 0秒）は，ガラテヤ6章を教えるのに活用す

ることができる。（『「新約聖書」メディアガイド』に載せられて

いる教授法の提案を参照する。）

ガラテヤ3－6章

1 9 5

水
電気を

生み出す源
（イエス・キリス

トの贖罪）

水路
（従順と悔い改め）

発電機
水の力を

電気に変える
（イエス・キリス
トを信じる信仰）

発電所
（わたしたち）

電気を受ける
建物

（個々人の
ふさわしさ）
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ガラテヤ3：1 7－2 5。モーセの律法はイスラエルをイエス・

キリストに備えさせるために与えられた｡（30－35分）

補助輪が付いた自転車をクラスに持って来るか，その絵を黒板

に描く。2枚の大きな紙を用意し，1枚には「モーセの律法」，も

う1枚には「イエス・キリストの福音」と書く。生徒たちに，多

くの子供は一時的に付ける補助輪を利用して，自転車の乗り方を

覚えるということを説明する。次の質問をする｡

自転車の乗り方を覚えるときに補助輪が役立つのはどうして

でしょうか。

皆さんなら，補助輪をいつまで付けておきますか。

補助輪を外したら，自転車に乗る技術がどのように変わるで

しょうか。

生徒たちにモーセ5：5 8－5 9とガラテヤ3：8を読ませ，福音が

地上に伝えられてからどのくらいの時間がたつのかを調べさせ

る。次に，モーサヤ3：1 4とガラテヤ3：1 9を読ませ，イスラエル

の子らに高度な福音の律法の代わりにモーセの律法が与えられた

理由を調べさせる。使徒パウロはガラテヤの聖徒たちに，福音が

もたらす祝福は，モーセの律法による祝福よりも偉大であること

を理解してほしいと望んでいた。このことを生徒たちに説明する。

黒板に下記の表を書く。「はい/いいえ」の欄には何も書かない

でおく。 生徒たちに聖句を読ませ，その内容が「教え」の欄に書

かれていることと一致するかどうかを判断させる。そして「はい

/いいえ」の欄に答えを記入させる。

生徒たちにガラテヤ3：2 4－2 5を読ませ，養育掛とは子供を教

育，指導する責任を持つ人であることを説明する。次のような質

問をしながら，パウロのたとえについて話し合う。

このたとえに出てくる養育掛とは何を指しているでしょうか。

（モーセの律法）

養育掛に教育，指導されるのはだれでしょうか。（イスラエル

の家）

学校の教師は子供にどのような義務や責任を与えるでしょう

か。（試験，宿題）

このような義務と責任は，どのような点でモーセの律法にた

とえられるでしょうか。（モーセの律法には，食事に関する制

限，また儀式や犠牲に関する規定などが含まれている。）

子供にはいつまで養育掛が必要でしょうか。

養育掛とモーセの律法には同様な共通点があるでしょうか。

（救い主が来られると，モーセの律法の目的は成就し，それに

代わってより高度な福音の律法が与えられた。）

生徒たちに，補助輪を付けた自転車にもう一度注目させる。言

葉を書いた大きな紙を見せ，自転車のどの部分がモーセの律法を

いちばんよく示していると思うか（補助輪），またイエス・キリ

ストの福音をいちばんよく示しているのはどの部分か（補助輪を

除く自転車全体）を質問する。

モーセの律法自体は優れた律法であることを強調する。それは

救い主御自身から授けられたものである（3ニーファイ1 5：5参

照）。少なくともモーセの律法を理解し，それに従った人々は，

救い主の来臨に備えることができたのである（2ニーファイ2 5：

2 4－2 5参照）。モーサヤ1 3：3 2を読み，次の質問をする｡「ユダヤ

人たちは律法の中のどの教えを理解することができなかったので

しょうか。」（イエス・キリストを通して与えられる贖罪。）

自分自身の生活においてイエス・キリストが重要な存在である

ことを理解しないと，わたしたちも古代イスラエルの民と同じ間

違いを繰り返す危険性があることについて話し合う｡モルモン書

ヤコブ7：1 0－1 1とモーサヤ1 3：3 3を読み，次の質問をする｡「こ

れらの聖句によると，わたしたちはどうしたらイエス・キリスト

について学ぶことができるでしょうか。」聖典を学び，現代の預

言者の言葉に心を留めることによって，救い主に従い続けるよう

に促す。

ガラテヤ5：1 6－2 5。聖霊によって生きるなら，日々の生活

の中で御霊の実を受けることができる｡（10－15分）

二つの種類の実を生徒たちに提示する｡生徒たちにそれらの実

はどのような木になるのか質問する。黒板に上記の説明図を描く。

ただし，木や実を説明する言葉は書かないでおく。ガラテヤ5：

ガラテヤ人への手紙

1 9 6

聖句 教え はい/いいえ

ガラテヤ3：19 モーセの律法は義にかなった民に与えら

れた。

（いいえ）

ガラテヤ3：19 モーセの律法は永遠に続く律法として与

えられた。

（いいえ）

ジョセフ・スミス訳

ガラテヤ3：20

アブラハムはイエス・キリストが地上に

おいでになることを知っていた。

（はい）

ガラテヤ3：21 モーセの律法によって約束のメシヤが必

要でなくなった。

（いいえ）

ガラテヤ3：22 罪を犯さない人はなく，すべての人がイエ

ス・キリストとその贖罪を必要としている。

（はい）

ガラテヤ3：23 モーセの律法による霊的成長には限界が

ある。

（はい）

肉の働き

不品行

偶像礼拝 好色

汚れ

そねみ

愛

怒り
争い

敵意

まじない

ねたみ

泥酔

宴楽

分派

分裂

党派心

御霊の実

喜び

善意

慈愛

平和

寛容

忠実
柔和 自制
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1 9－2 3を読む。二人の生徒に黒板の前に来てもらう。一人の生徒

に，1 9－2 1節に挙げられている実を，最初の木に書き込ませる。

もう一人の生徒には，2 2－2 3節に挙げられている実を，2番目の

木に書き込ませる。二人が黒板に実を書き入れている間に，別の

二人の生徒に辞書を渡し，黒板に書かれた言葉に難しいものがあ

れば，その意味を調べさせる。必要に応じて辞書を見ながら，ク

ラス全体でこれらの実について話し合う｡

以下の質問をする｡

それぞれの木に名前を付けるとしたら，どのような名前が良

いでしょうか。（「肉の働き」と「御霊の実」）

肉の働きは多くの害を及ぼします。それなのにとても多くの

人々が肉の働きを選ぶのはなぜでしょうか。

ガラテヤ5：16を読む。わたしたちはどうしたら御霊の実を得，

肉の働きを遠ざけることができるでしょうか。

聖霊の促しは，わたしたちの生活の中に御霊の実をもたらすこ

とを行うように導いてくれることを強調する。ガラテヤ5：2 5を

読み，生徒たちにその意味を尋ねる。ジョセフ・フィールディン

グ・スミス大管長は十二使徒定員会会長だった当時，次のような

洞察を与えている。

バプテスマを受けたわたしたちは，聖霊の賜物を授けられてい

ることを証する。わたしたちはバプテスマの聖約を守ることによ

り，肉の働きを拒み，御霊にふさわしくなることができる。それ

によって，日々の生活の中に，聖霊の実がもたらす喜びを味わう

ことができるようになる。

ガラテヤ6：7－1 0。刈り入れの律法はわたしたちのすべての

行いに当てはまる。（15－20分）

黒板に「種まき」「刈り入れ」と書き，生徒たちに作物を育て

るうえでの基本となるこの二つのステップについて説明してもら

う。生徒たちになじみのある植物の種を幾つか見せ，それらの種

がどのような植物に生長するか当てさせる。次の質問をする。

「ある種類の種をまいたのに，それからまったく別の植物の芽が

出て来るというようなことがあり得るでしょうか。それはなぜで

しょうか。」

生徒たちを4つのグループに分ける。ガラテヤ6：7－1 0の聖句

の各節を別々の紙に書いて，各グループに渡す。各グループにそ

れぞれの聖句内容を一つの文にまとめさせる。次に，各グループ

の代表者にそれを黒板に書かせる。ただし，その文の中で特に重

要な意味を持つ言葉の箇所は空白にさせる。クラス全体でガラテ

ヤ6：7－10を読み，空白の箇所に言葉を埋めさせる。

ガラテヤ6：7を読み，刈り入れの律法と，それがわたしたちの

生活にどのように当てはまるかについて話し合う。（刈り入れの

律法とは，人は自分のまいたものを，刈り取ることになるという

原則である。）生徒たちに8節を読ませ，次の質問をする。「『肉に

まく』また『霊にまく』とはどういう意味だと思いますか。」生

徒たちに，霊にまいた結果としてこれまでにどのような祝福を刈

り取ることができたかを話してもらう。聖文を読んで得られた祝

福，また，奉仕，断食，忍耐などを通して得られた祝福などが考

えられる。

わたしたちは人生の中で，刈り入れの律法が当てはまらないと

思えるような状況を目にすることがある。生徒たちにガラテヤ

6：9と3ニーファイ2 7：1 1を読ませ，『時が来れば』『しばらくの

間は』という語句は，この律法には例外がないことをどのように

示しているかについて話し合う。刈り入れの律法による結果の現

れが遅く見えることがあるとしても，主が定められた時に従って

必ず定められた結果が生じるのである。生徒たちに以下の状況設

定を提示し，それぞれの状況について，刈り入れの律法がどのよ

うに当てはまると思うか話し合う。

クラークは什分の一を完全に納めているが，家計の状態は少

しも良くならない。トムはクラークと同じくらいの給料をも

らっているが什分の一を納めていない。そしてかなり楽な生

活をしている。

ジルは高校で正直にまた熱心に学業に励み，平均的な成績を

取っている。ダイアンは何度もカンニングを行い，クラスで

最上位の成績である。そして，その成績のおかげで大学へ行

くための奨学金を受けることができるようになった。

当時，十二使徒定員会会員の任にあったスペンサー・W・キン

ボール長老の次の言葉を読む。

「邪悪な人も一時は繁栄することがあるだろうし，神に

逆らう人もその罪のために益を受けることがあるように見

えるかもしれない。しかしその時が来ると，正義の法廷で

すべての人は，『おのおのそのしわざに応じて』（黙示2 0：

1 3）裁かれるのである。一人として逃れることはできない。

その日には自分の行為に対する罰を免れる人はいないし，

また受けるべき祝福を受けそこねる人もいない。羊とやぎ

のたとえは完全な正義公平があることを改めて確信させて

くれる。（マタイ2 5：3 1－4 6参照）」（『赦しの奇跡』3 1 5）

「教会員の生活の中で，聖霊の賜物を持つこと以上に大

切なことはほかにない。」（Answers to Gospel Questions，

ジョセフ・フィールディング・スミス・ジュニア編，全5

巻〔1 9 5 7－ 6 6年〕，第2巻，1 1 4）

ガラテヤ3－6章

1 9 7
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著者とあて先：エペソ人への手紙は，パウロが小アジア西部，

現在のトルコの重要な都市エペソの教会の聖徒たちに書き送った

ものである。交易路が交差する地点に位置していたエペソは，貿

易の中心地であった（『聖句ガイド』地図6，7，8参照）。パウロ

はこの恵まれた立地条件のエペソを自分の行動の中心地として，

約3年間ここで働いた。

パウロはこの手紙を，かつてはモーセの律法の下で生活してい

たユダヤ教からの改宗者ではなく，バプテスマを受けて教会員と

なった異邦人改宗者にあてて書き送った。この手紙は，一般的な

内容の記述が多く，個人的な事柄はあまり書かれていない。その

点から判断すると，エペソの地域の幾つかの会衆に向けて送られ

たものと思われる。

歴史的背景：パウロは3回目の伝道の旅において，約3年間エペ

ソに滞在している。エペソには肥沃豊穣の女神アルテミスを祭る

有名な神殿が建っていた。パウロの伝道が非常な成功を収め，多

くの人々を偶像礼拝からイエス・キリストへの礼拝へ転じさせた

ために，偶像を売っていた市中の銀細工人たちが，自分たちの商

売の脅威と感じて，騒ぎを引き起こした（使徒1 9：2 1－4 1参照）。

パウロがエペソ人への手紙を書いたのは，ローマで最初に投獄さ

れていた時期の紀元60－62年ごろと思われる。

独自の内容：エペソ人への手紙の中には，幾つかの重要な福音

の原則が書かれている。その中には，予任，末日における回復，

約束された聖霊などについての教えがある。またこの手紙には，

預言者，使徒，教会の組織，家族のきずなの重要性についても述

べられている。

テーマ：今の時代と同じように，パウロの時代の教会員たちの

背景も実に様々であった。パウロは彼らに，イエス・キリストを

礎として，預言者や使徒たちの上に築かれた福音の組織が持つ一

致の力を思い起こさせた。彼は教会員たちに，教義においても，

また義においても，家庭生活においても一つとなるように勧告を

与えた。

エペソ1－3章

はじめに

イエス・キリストはわたしたちに豊かな福音の祝福を授け，そ

の偉大な愛を示された。予任，イエス・キリストの恵み，福音に

よる交わりなどの教義は，この愛の幾つかの例である。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってエペソ

1－3章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

天の御父は御自身の子供の一部に，この地上で特別な責任や

祝福を受けるよう予任をされた。わたしたちはそれぞれの忠

実さに応じてこれらの召しと祝福を授かる（エペソ1：3－1 2参

照；エレミヤ1：4－5；アルマ1 3：3；アブラハム3：2 3も参

照）。

わたしたちはイエス・キリストを信じる信仰を通して，キリ

ストの恵みにより救われる（エペソ2：1－1 0参照；2ニーファ

イ10：24；モロナイ10：32－33も参照）。

キリストのもとへ来て，教会に入る人々は，新しく造られた

者となり，この世的な生き方を捨て去る（エペソ2：1－3，

1 1－2 2参照；エペソ4：1－7，1 1－2 4；モーサヤ5：2；アルマ

19：33も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』390－393，397－400

教え方の提案

エペソ1－3章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

エペソ1：3－1 2。天の御父は前世において，忠実な子供たち

にこの地上で特別な責任と祝福を受けるよう予任をされた。予任

による召しを果たし，約束された祝福を現実のものとするには，

常に忠実でなければならない。（15－20分）

大きな布（シーツでもよい）を掲げるか，天井からつるす。生

徒たちに，それは前世と現世を隔てる忘却の幕であると考えさせ

る。そして，その幕の向こうへ行くと，前世の体験を思い出せる

と想定させる。生徒たちに，自分自身の何について知りたいと思

うかを尋ね，そのうちの幾つかを挙げてもらう。自分自身が前世

においてどのような存在であったかという点について，詳細な事

柄を多く知ることはできないかもしれないが，はっきりと分かっ

ている重要な教義があることを説明する。3人の生徒に以下の聖

句を声に出して読ませ，どのような教えが説かれているかを要約

して発表させる。エレミヤ1：4－5；使徒1 7：2 4，2 6；アブラハ

ム3：23。

黒板に「予任」と書く。この言葉が何を意味するかについて話

し合う。「予」と「任」の二つの部分に分けて考えるとよいかも

しれない。短く話し合った後で，次の定義を示す。「現世である

使命を果たさせるために，神が前世において雄々しい霊の子供た

ちを選ばれたこと。」予任によって人々にどのような種類の使命

が与えられたと思うか質問する。生徒たちに，先に読んでもらっ

た3つの聖句の内容を思い起こさせる。預言者ジョセフ・スミス

の次の言葉を読む。

1 9 8

この手紙はこの
時期に書かれた

最初の伝道の旅

（使徒13－14章）

2回目の伝道の旅

（使徒15：36－

18：22）

3回目の伝道の旅

（使徒18：23－

21：15）

カイザリヤとローマ

での入獄（使徒

21：16－28：31）

ローマでの2度目の

入獄期間

西暦年（約）47－50 50－53 53－57 57－62 62－65

エペソ人への手紙
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エペソ1－3章

1 9 9

エペソ1：1－1 2の中から聖句を選び，読み，その内容について

話し合う。以下の説明と質問の幾つかを用いるとよい。

末日聖徒イエス・キリスト教会で忠実に奉仕の務めを果たすな

ら，天の御父はわたしたちに，予任による召しを果たすのに必要

な機会を与えてくださる，ということを生徒たちに証する。最後

にジェームズ・E・ファウスト副管長の以下の証と勧告を読む。

エペソ2：1－1 0。わたしたちはイエス・キリストを信じる信

仰を通して，キリストの恵みにより救われる。（25－30分）

黒板に上記の絵を描く。生徒たちによく考えながらこの絵を見

させ，以下の質問をする。

この絵に描かれている事柄のうち，わたしたちが永遠の命を

受けるうえで必要なものはどれでしょうか。（すべて）

この中で人間の行いによって備えられたものはどれでしょう

か。（全人類の始祖アダムとエバの行いによって堕落がもたら

されたが，それは神の計画に添うものであった。）

この絵に描かれている事柄のうち，救い主によって備えられ

たものはどれでしょうか。

救いに必要な事柄のすべてはイエス・キリストを通して備えら

れたことを説明する。わたしたちは救い主なくして永遠の命に向

けて成長することはできない。生徒たちにエペソ2：4－6を読ま

せ，救い主が人類のために備えてくださった事柄を示す語句を探

させる。5，7－8節を読ませ，この3つの節のすべてに出てくる重

要な言葉を探させる。

『聖句ガイド』「恵み」の項（p . 2 5 4）の定義を読み，恵みを受

けるためにわたしたちに求められる事柄を黒板に書き上げる。次

の質問をする。「主の恵みを余すところなく受けるために，わた

したちは何をしなければならないでしょうか。」（信仰の実践，悔

い改め，全力を尽くして戒めを守る。）エペソ2：8－9を読み，恵

みは神から授けられる賜物であることを強調する。主はわたした

ちが自分の力では得られないものを，賜物として授けてくださる，

ということを生徒たちに理解させる。生徒たちにもう一度，黒板

の絵を見させ，以下の質問をする。

わたしたちは主の恵みなしには救われません。それはなぜで

しょうか。

この絵に描かれている賜物のほかに，救い主はその恵みを通

してわたしたちにどのような祝福を授けてくださるでしょう

か。（健康，祈りへの答え，日々の生活の中で与えられる助け。）

生徒たちにヒラマン1 4：1 3を読ませ，それをエペソ2：8と比較

させる。次の質問をする。「モルモン書は，信仰を通して恵みに

より救われるという点について，どのような知識を増し加えてく

れたでしょうか。」エペソ2：1 0を読み，神がわたしたちのなすべ

きこととして，あらかじめ定められた良い行いについて話し合う。

「今晩ここに集まり，話を聞いている何千人もの皆さん

は，教会の未来の指導者であり，アブラハムの言う，創世

の以前より召され，主によって選ばれた人たちです。……

わたしは，主が，世界の歴史上でも困難なこの時代のため

に，特に強く雄々しい霊をこの世に先立って取っておかれ

たのだと信じています。……

皆さんが，……ふさわしく，忠実であるように心からお

勧めします。」（『聖徒の道』1 9 9 6年1月号，5 3）

「世の人々を導く召しを持つ人はすべて，この世が創造

される前に天上の大会議において，まさしくその目的のた

めに予任されたのである。わたし自身もその大会議におい

て，まさにこの職に聖任されたのだと思う。」（T e a c h i n g s

of the Prophet Joseph Smith，3 6 5）

1節 パウロがだれに向けて書いているのかに注意する。この

人々は福音の教えをどの程度まで学んでいたのだろうか。

（彼らは聖徒として福音の基本原則は学んでいたと思われ

る。）これは，パウロの手紙はどれも教会員に向けて書か

れたものであることを強調する良い機会である。

エペソ1章

2－3節 この聖句は，父なる神と主イエス・キリストの特質につ

いてパウロがどのような知識を得ていたことを示してい

るだろうか。

4節 予任の教義を説明しているのはどの語句か。わたしたち

はどのような者となるように予任されていたか。

5，11節 5節の「あらかじめ定め」という言葉の原語であるギリシ

ャ語は「予任」と同じ意味を持つ。自分が交わした聖約

を守る人々には，どのようなすばらしい祝福が与えられ

ると約束されているだろうか。

信仰

悔い改め

バプテスマ

聖霊の賜物

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪

堕
　
落創

　
造

全人類

永遠の命
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エペソ人への手紙

2 0 0

救い主はわたしたちのために，日々数多くの事柄をしておられ

るということを指摘する。わたしたちはイエス・キリストなくし

て，天の御父に似た者になることはできない。わたしたちは，

日々の生活の中で主の手を認めることによって，主への感謝の意

を示すことができる。最後に，賛美歌「主イエスの愛に」（109番）

を歌い，その中に，イエス・キリストの恵みがどのように描かれ

ているかに注意する。

エペソ4－6章

はじめに

モルモン書の最後の預言者モロナイは，次のような勧告をもっ

て，自らの記録を締めくくっている。「まことに，キリストのも

とに来て，キリストによって完全になりなさい。神の御心に添わ

ないものをすべて拒みなさい。」（モロナイ1 0：3 2）パウロがエペ

ソ人への手紙の後半で述べている勧告はこれに似た内容である。

パウロは，聖徒は救い主の教義において一つになり，また神から

召された指導者に従い，家族の中でイエス・キリストの模範に従

い，サタンの攻撃に対する守りとして神から与えられた武具をま

とうことにより，キリストのもとへ来て，主にあって完全な者に

なることができると教えた。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってエペソ

4－6章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

主は聖徒たちを完全な者とし，一つとするために，使徒，預

言者，またほかの教会指導者を召される（エペソ4：1－1 6参

照；教義と聖約8 4：1 0 9－1 1 0；1 0 7：1 3－2 5；信仰箇条1：6も

参照）。

キリストが教会を愛されたのと同じように，夫が妻を愛し，

妻が義のうちに夫に従うなら，夫婦は一つとなる（エペソ5：

2 2－3 3参照；1コリント1 1：3，1 1－1 2；教義と聖約4 2：2 2も

参照）。

わたしたちはサタンとその一味に対する戦いの中で守りを受

けるために「神の武具で身を固め」なければならない（エペ

ソ6：10－18参照；教義と聖約27：15－18も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』393－396

教え方の提案

エペソ4－6章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

『「新約聖書」ビデオ』プレゼンテーション18「神の武具」

（1 4分2 9秒）は，エペソ6：1 0－1 8を教えるのに活用する

ことができる。（『「新約聖書」メディアガイド』に載せられてい

る教授法の提案を参照する。）

エペソ4：1－16（マスター聖句，エペソ4：11－14）。

主は聖徒たちを完全な者とし，一つとするために，使徒，

預言者，またほかの教会指導者を召される。（20－25分）

生徒たちにピアノの鍵盤を見せる。なぜ鍵盤に数多くのキーが

あるのか，その理由を生徒たちに聞く。音楽に詳しい生徒に，い

ちばん大切なキーはどれかを言ってもらう。そのキーの音を繰り

返し鳴らす。以下の質問をする。

一つのキーの音を鳴らしているだけでは，心に響く音楽には

なりません。それはなぜでしょうか。

なくてもよいのはどのキーでしょうか。

キーはどれも重要であり，それぞれが様々な曲の中で用いられる

ことを強調する。エペソ4：1－6を読む。福音も鍵盤のようなもの

であることを説明する。バプテスマは一つのキーにたとえられる。

また，キリストを信じる信仰，神会についての正確な理解もそれぞ

れに，一つのキーということができる。キーのすべて揃った鍵盤が

昇栄に必要な福音の原則というハーモニーを奏でるのである。

黒板にピアノのキーの図を描く。いちばん上に「教会の指導者」

「目的」「いつまで必要か」と書く。ただし，ほかの箇所は一切記

入しないでおく。

生徒たちにエペソ4：1 1－1 3を読ませる。生徒たちを3つのグル

ープに分ける。最初のグループには，聖句の中に書かれている教

会の指導者の責任を挙げさせる。第2のグループには，それらの

指導者が召される目的を挙げさせる。そして第3のグループには，

主の教会においてわたしたちがそれらの指導者をいつまで必要と

するかを答えさせる。3つのグループの助けを得ながら，黒板の

図に記入していく。（生徒たちのために，これらの職の一部につ

いて正しい定義を示すとよい。「伝道者」は祝福師を指している。

Teachings of the Prophet Joseph Smith，151参照。また「牧師」

は監督とステーク会長を指している。Doctrinal New Testament

Commentary，第2巻，510参照）

次の質問をする。「ここに挙げられている指導者の責任のうち，

なくてもよいものはあるでしょうか。」ピアノのキーがすべて必

要であるのと同じように，パウロが述べている教会指導者の責任

はどれも必要なものである，ということを話す。生徒たちにエペ

ソ4：1 4を読ませ，これらの指導者がいなかったら，どのような

ことになるかを確認させる。生徒たちにこの聖句のメッセージを

自分自身の言葉で書き換えさせ，何人かの生徒にそれを発表して

もらう。

主の教会の組織は，わたしたちが完全になり，キリストのよう

になるのを助けてくれることを証する。預言者，使徒，ステーク

会長，監督，祝福師，教師から与えられた勧告で，自分自身がそ

れに従った例について，生徒たちに話してもらう。

教会の指導者　　　　目的　　　 いつまで必要か

使　徒

伝道者

教　師

預言者

牧　師

聖徒たちを完全な
者とする

伝道活動を行う

キリストの体（聖
徒）を建てる

主を信じる信仰と
イエス・キリスト
を知る知識の一致
に到達するまで

完全な人に（イエ
ス・キリストのよ
うに）なるまで
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エペソ4－6章

2 0 1

エペソ6：1 0－1 8。わたしたちはサタンとその一味に

対する戦いの中で守りを受けるために「神の武具で身を

固め」なければならない。（25－30分）

黒板に上記のローマ兵の線画を描いておく。

建設現場で使うヘルメット，野球の捕手やホッケーのゴールキ

ーパーがかぶるマスク，消化器，防火服，つま先部分がスチール

製の安全靴などを用意するか，それらの絵を黒板に書く。生徒た

ちに，それらのものがわたしたちをどのように危険から守ってく

れるか説明してもらう。

ローマ兵の絵を生徒たちに見せる。この絵の上に「わたしたち

は戦っているか」と書く。生徒たちにこの質問について話し合い

をさせる。生徒たちに賛美歌集を開かせる。2－3分の時間を与え，

戦いに関する賛美歌をできるかぎり多く見つけさせ，その曲名を

黒板に書き上げる。（「戦い進め」（1 5 5番），「戦い止むまで」（1 6 2

番）などが挙げられる。） 次の質問をする。

わたしたちはだれと戦っているのでしょうか。（サタン。黙示

12：7－11参照）

わたしたちの敵はこの戦いで，どれくらいの経験を積んでい

るでしょうか。

エペソ6：1 0－1 2を読み，その内容について話し合う。サタン

がわたしたちに挑んでいる戦いを軽く考えてはならないことを強

調する（黙示1 2：1 7；教義と聖約7 6：2 8－2 9参照）。サタンはわ

たしたちを憎み，わたしたちを惨めな状態にするために，力の限

りを尽くす（2ニーファイ2：1 8参照）。ハロルド・B・リー大管長

は次のように警告している。

次の質問をする。「わたしたちは，何の助けもなしに，サタン

から身を守るだけの強さを持っているでしょうか。」主はわたし

たちをこの戦いの中に置き去りにされることはない，ということ

を証する。

一人の生徒に前に出て来てもらう。エペソ6：1 3－1 7を読み，

その生徒に，実際の武具とそれに象徴される霊的な武具を，対応

した形で書き上げさせる。

生徒たちに，武具が守る肉体の4つの部位を挙げさせる。各部

位が何を表しているかを，生徒たちに教える。これらの象徴を絵

の中に書き入れるとよい。

それぞれの武具がわたしたちをどのように守ってくれるかを，

生徒たちに理解させるために，次のような質問をする。

わたしたちの思いを導いてくれる特質には，どのようなもの

があるでしょうか（教義と聖約121：45参照）。

正義はわたしたちの感情や態度をどのように正しい方向へ導

いてくれるでしょうか（アルマ38：12参照）。

福音の中に説かれているどのような真理が，わたしたちの純

潔を守ってくれるでしょうか。

福音はわたしたちが歩む人生の道をどのように導くことがで

きるのでしょうか。

次の質問をする。「イエス・キリストを信じる信仰は，わたし

たちをどのようにサタンから守ってくれるでしょうか。」神の言

葉（御霊の剣）はわたしたちをサタンの攻撃からどのように守っ

てくれるかについて話し合う。

エペソ6：1 8を読み，最後の武具として何が挙げられているか

を質問する。（祈り。）どの武具を欠いても，わたしたちの防御力

が弱まることを強調する。当時，十二使徒定員会会員の任にあっ

たスペンサー・W・キンボール長老の次の勧告を読む。

「仮にあり得ないことではないとしても，悪魔が閉ざさ

れた戸の中に入って行くのは非常に困難なことである。悪

魔は施錠している戸を開ける鍵を持っていない。しかし戸

が少しでも開いておれば，最初はつま先を突っ込み，次に

足を入れ，脚部を入れ，身体を入れ，頭を入れという具合

でついには通り抜けてしまうのである。……

……ルシフェルはわたしたちが最初のへつらいを受け入

れればやすやすとわたしたちを支配してしまうのである。

そしてわたしたちの良心は完全にルシフェルに抑えられ，

悪の力が統治し，徹底した悔い改めによってこじ開けるま

で救いへの戸は閉じられてしまうのである。」（『赦しの奇

跡』2 2 5－2 2 6）

「わたしたちが人生の中で立ち向かう最も激しい戦いは，

人間を相手にした戦いではない。」（Stand Ye in Holy

P l a c e s，3 3 0）

頭 思い

心臓 感情あるいは態度

腰 徳，純潔

足 わたしたちが向かう目標と方向

実際の武具

帯

胸当

履き物

盾

かぶと

剣

霊的な武具

真理

正義

平和の福音

信仰

救い

神の言葉
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エペソ人への手紙

2 0 2

ゴードン・B・ヒンクレー大管長はこう教えている。

生徒たちに，神の武具によって守られた体験を話してもらう。

主の大義ために雄々しく働くことはできません。……

……わたしたちは神の息子，娘たちの，まさに命にかか

わる永遠の一大戦に従事しているのです。わたしたちは負

けていません。勝っているのです。わたしたちが信仰を強

く持ち忠実であるならば，今後も勝利を収めるでしょう。

わたしたちにはそれができます。またそうしなければなり

ません。ぜひともそうしましょう。」（『聖徒の道』1 9 8 7年1

月号，4 9－5 0）

「戦いは続いています。初めのときと同じように，現在

も続いているのです。……戦いは進行しています。……わ

たしたちが汚れていては，全能者の助けを期待することは

できないのです。……

皆さんには，心身を弱めるような事柄にかかわっている

余裕はありません。コカインや，俗に言う『クラック』，

アルコール，たばこなどがそれです。不道徳な行いにもか

かわってはなりません。このようなことを行っていると，

天父の子供たちに対して続けられる永遠の戦いにおいて，
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著者とあて先：この手紙は，パウロがローマにおける最初の入

獄期間中に，ピリピに住む教会員たちに書き送ったものである

（ピリピ1：1，7，13，16参照。使徒28：14－21も参照）。

歴史的背景：ピリピはマケドニア東部（ギリシャ北部）に位置

する市で，ローマとアジアを結ぶ幹線路が通っていた（『聖句ガ

イド』地図6，7，8参照）。ヨーロッパで福音が最初に伝えられた

地である。ルデヤという婦人とその家族が，パウロがこの地で最

初に得た改宗者であった（使徒1 6：9－1 5参照）。ピリピを最初に

訪問してから約1 0年後，パウロはローマで囚人として過ごしなが

らも，福音を宣べ伝えていた。パウロのその状況を伝え聞いたピ

リピの聖徒たちは，贈り物を持たせてエパフロデトを彼のもとへ

遣わした。エパフロデトは必要に応じてパウロのもとにとどまり，

彼を助けることになっていたが，重い病気にかかってしまったた

めに，ピリピへ戻らざるを得なくなった（ピリピ2：25－27参照）。

パウロは紀元6 0－6 2年ごろに，ピリピの聖徒たちに，この感謝と

勧告の手紙を書き送った（『聖句ガイド』の「パウロの手紙」 pp.

201－203，「ピリピ人への手紙」p. 218参照）。

テーマ：「この手紙は友情と愛，信頼，助言，喜びについて記

したものである。これはパウロの書いた手紙の中で最も喜びに満

ちたものである。というのも，ピリピ人は信仰の篤い喜ばしい聖

徒たちであったからである。……

……さらにこの手紙から，パウロが獄中で主のことを深く考え，

主と交わりを持っていたことが分かる。彼が忍耐をもって業を達

成したときに，霊的に大きな報いを得ていることも知ることがで

きる。」（J・ R・ ダメロー編，A Commentary on the Holy Bible

〔1936年〕，969）

ピリピ1－4章

はじめに

ブルース・R・マッコンキー長老は次のように書いている。「ピ

リピ人への手紙は……数多くの福音の教えをつづり合わせた美し

い言葉である。現在の聖書はこの手紙があることによって非常に

大きな価値を与えられている。」（Doctrinal New Testament

C o m m e n t a r y，第2巻，5 2 5）パウロはピリピの聖徒たちに，へり

くだった心をもって（ピリピ2：1－4参照），自らの救いの達成に

努め（ピリピ2：1 2参照），永遠の命という目標を目指して走る

（ピリピ3：1 3－1 4参照）ことにより，クリスチャンとして油断の

ない生活をするように教えている。またパウロは彼らに，真理を

もってすれば，キリストによって「何事でもすることができる」

（ピリピ4：13参照）と励ましている。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってピリピ

1－4章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

わたしたちはたとえ逆境の中にあっても，福音を通して平安

と喜びを得ることができる（ピリピ1：1 2－2 6参照；教義と聖

約122：5－9も参照）。

主が再びおいでになるとき，あらゆる者がひざをかがめ，す

べての舌がイエス・キリストは主であると告白する（ピリピ

2：9－11参照；イザヤ45：23；ローマ14：11も参照）。

わたしたちはイエス・キリストの贖罪を信頼し，自分自身の

救いの達成に努めなければならない（ピリピ2：1 2－1 3参照；

2ニーファイ25：23；モルモン9：27も参照）。

この世的な利益や喜びで，イエス・キリストを知り，主に仕え

るという祝福に匹敵し得るものはない（ピリピ3：7－1 4参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』402－406

教え方の提案

ピリピ1－4章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

ピリピ1：1 2－2 6；3：8－1 4；4：4－1 3。わたしたち

は，イエス・キリストを知り，神に仕えることに匹敵し得るもの

は何もないということを理解するなら，たとえ逆境の中にあって

も，福音を通して平安と喜びを得ることができる。（30－35分）

生徒たちに，自分が無実の罪で投獄されていると想定させる。

以下の質問をする。

皆さんがそのような状態に置かれたら，どのような態度をと

るようになると思いますか。

自分がしていないことで，責められたことがありますか。

偽りの証言で告発されることについてどう思いますか。

黒板に生徒たちの答えを書く。生徒たちにピリピ1：7，1 3，1 6

を読ませ，パウロが置かれていた状況を示す語句を探させる。そ

の結果を黒板に書き上げる。パウロが福音への信仰のゆえに，ロ

ーマで投獄されたことを説明する｡生徒たちにピリピ1：1 2－2 6を

読ませ，獄中におけるパウロの態度を示す語句を探させる。その

結果を，前に書いたリストの横に書き上げる。二つのリストの類

似点と相違点について話し合う｡次の質問をする｡「パウロがこの

ような考え方をすることができたのは，なぜだと思いますか。」

生徒たちにピリピ3：7－1 4を読ませ，パウロが強い信仰を持っ

ていた理由を考えさせる。以下の質問をする｡

パウロはキリストに従うために，何を捨てたでしょうか。

パウロは何を得たのでしょうか。

ピリピ人への手紙

2 0 3

この手紙はこの
時期に書かれた

最初の伝道の旅

（使徒13－14章）

2回目の伝道の旅

（使徒15：36－

18：22）

3回目の伝道の旅

（使徒18：23－

21：15）

カイザリヤとローマ

での入獄（使徒

21：16－28：31）

ローマでの2度目の

入獄期間

西暦年（約）47－50 50－53 53－57 57－62 62－65
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キリストのためなら「すべてを失」うことさえいとわない

人々がいます。それはなぜでしょうか。

わたしたちはどうしたらそれと同じ信仰を得ることができる

でしょうか。

以下の活動は，パウロが逆境の中から何を学んだかを理解させ

るのに役立つ。配付資料として，次のような表を生徒たちに渡す。

ただし答えは順不同にしておく。

配付資料の答えの順序を正しく直し，生徒たちが様々な困難な

状況に直面したときに，これらの原則がどのように役立つかにつ

いて話し合う｡

ピリピ4：4－1 0を読み，試練や苦難のさなかにあっても平安を

保つにはどうしたらよいかを考える。七十人最高評議会会員の任

にあったミルトン・Ｒ・ハンター長老の次の言葉を読むとよい。

生徒たちに，パウロの模範に従った生活をするように促す。わ

たしたちもパウロと同じように，イエス・キリストの福音を通し

て，試練の中にあっても喜びを得，人生において平安を授けられ

るということを証する。

生徒たちに，この平安を得ることについては，様々な妨げがあ

ることを説明する。当時，十二使徒定員会会員の任にあったジェ

ームズ・Ｅ・ファウスト長老は次のように説明している。

ピリピ2：2－1 6。わたしたちはイエス・キリストの贖罪を信

頼し，自分自身の救いの達成に努めなければならない。（2 0－

25分）

生徒たちに，机，ソファーなど，一人で動かすには重すぎるも

のを見せる。一人の生徒に，それを部屋の後ろに移動するように

頼む。もう一人の生徒に，それを手伝うように言う。以下の質問

をする｡

これ（机，ソファーなど）は，救いを得るプロセスの中の何

にたとえることができるでしょうか。

わたしたちは自分自身を救うことができるでしょうか。

わたしたちはだれの助けを得る必要があるでしょうか。

生徒たちにピリピ2：1 2を読ませる。次の質問をする｡「イエ

ス・キリストはわたしたちの救いに欠かせない役割を果たしてく

ださっています。それでは，パウロが聖徒たちに与えた『自分の

救の達成に努めなさい』という勧告には，どのような意味がある

と思いますか。」

黒板に，「わたしたちがなすべきこと」と「キリストの働き」

と，二つの見出しを書く。生徒たちにピリピ2：5－1 1とモーセ

1：3 9を読ませ，キリストの働きを示す語句を探させ，それを黒

板の「キリストの働き」の見出しの下に書き上げる。以下の質問

をする｡

キリストの働きとは，どのようなことでしょうか。

これまでキリストの働きのどの部分が成し遂げられているで

しょうか。（贖罪）

イエス・キリストがその贖罪を通してわたしたちの救いを可能

にしてくださったこと，またわたしたちには，救われるために必

要な事柄をなすように求められていることを証する。

生徒たちに，ピリピ2：1 3－1 6とモルモン9：2 7－2 9，教義と聖

約1 1：2 0を読ませ，わたしたちがなすべき事柄を示す語句を探さ

せ，「わたしたちがなすべきこと」の見出しの下に書き上げる。

どうしたらそれらのことを成し遂げられるかについて話し合う｡

キリストはすでに贖罪を成し遂げられ，後は，わたしたちがキ

リストを礼拝し，その戒めを守ることが求められている，とパウ

ロが教えていることを説明する（ピリピ2：5－1 3参照）。わたし

たちが行うべき事柄について，ブルース・R・マッコンキー長老

は次のように教えている。

「わたしたちが主の贖いを有効とし，自らキリストの

血による聖めを受けるには，キリストを信じ，御父を信

じて，自分の罪を悔い改め，次に生涯御父と御子を愛し，

仕える旨をバプテスマの水に入って聖約し，その後聖霊

の賜物を受けなければならない。

立ち上がり，反対を唱えた人々が，結局は笑い者になると

いうのが現状です。合法的かどうかを言うよりも，基本的

に間違っていることが多くあります。この世の悪を求めて

やまない人は，『人知ではとうてい測り知ることのできな

い神の平安』を得ることはできません。（ピリピ4：7）」

（『聖徒の道』1 9 9 2年7月号，6）

「わたしたちの社会が霊的に病む一つの理由は，倫理的

に正しいかどうかを知らない人，それを気に留めない人が

多いことです。あまりにも多くのことが，便宜的に，また

金品の獲得を基準に正当化されています。姦淫や不正直，

暴力，そのほかいろいろな種類の悪に対して勇気をもって

「救い主は近代の預言者にこう宣言されました。『……

義の業を行う者はその報いを受ける，すなわち，この世に

おいて平和を，また来るべき世において永遠の命を受ける

……。』（教義と聖約5 9：2 3）

この近代の啓示の中で語られている平和は，澄んだ良心

から生じる平和です。それは，神に対しても人に対しても，

責められることがない状態のときにもたらされる平和で

す。」（Conference Report，1 9 6 6年1 0月，4 0。モーサヤ2：

1 5；4：3；教義と聖約1 3 5：4も参照）

ピリピ人への手紙

2 0 4

ピリピ1：12 わたしの身に起こったことのゆえに，福音が前進して

きた。

1：19 このことがついには，わたしの救いとなることを知っ

ている。

3：10 これを通してわたしは，キリストと復活の力とを知る

ことができる。

3：13－14 わたしは後ろのものを忘れ，将来に向けて前進する。

4：11 わたしはありとあらゆる境遇に処する秘けつを心得て

いる。（アルマ29：1－6も参照）。

4：12 わたしは，どうしたら謙遜になれるか，また主から与

えられる豊かな恵みをどのように受けたらよいかを心

得ている。

4：13 わたしを強くしてくださるキリストによって，何事で

もすることができる。
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ピリピ1－4章

2 0 5

この教えが真実であることを証する。

そうすれば，わたしたちは……光の中を歩み，戒めを

守り，世に打ち勝つことができるに違いない。これが，

あらゆる時代の人々に及ぶ救いの計画である。堕落した

人間が主の前に恐れおののいて自分の救いの達成に努め

ることができるように，様々な時代に啓示された救いの

計画である（ピリピ2：1 2参照）。」（『聖徒の道』1 9 8 0年3

月号，76）
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著者とあて先：コロサイ人への手紙は，パウロがローマで投獄

されていた間に，「コロサイにいる……聖徒たち，忠実な兄弟た

ちへ」書き送ったものである（コロサイ1：2。コロサイ1：1；

4：3，1 0，1 8参照；使徒2 8：1 6－3 1も参照）。また，これはラオデ

キヤの聖徒たちにあてられた手紙でもある（コロサイ4：16参照）。

歴史的背景：コロサイは（隣接する市，ヒエラポリス，ラオデ

キヤとともに）小アジアの商業都市として繁栄していた（『聖句

ガイド』地図6，7，8参照）。どのようにしてコロサイに福音が伝

えられたかを明らかにしている記録はない。パウロは「キリスト

の忠実な奉仕者」として，エパフラスという地元の教会員の名を

挙げている（コロサイ1：7－8参照）。この男性は，パウロが3回

目の伝道の旅のときに，エペソで改宗に導いたのかもしれない

（使徒1 9：1 0参照）。エパフラスが福音を故郷のコロサイに伝え，

そこから地域全体に広がっていったものと考えられる。しかし，

福音が栄えた一方で，ユダヤの宗教とギリシャの哲学が雑多に混

合した宗教も隆盛を極めていた。やがてこの異教は聖徒たちの間

にも入り込んで来るようになった。エパフラスは，偽りの宗教を

受け入れる人々が増え続ける状況にどう対処すべきか分からず，ロ

ーマのパウロを訪れ，その脅威とどのように戦うべきかという点に

ついて勧告を求めた。パウロがこの手紙を書いたのは，紀元6 0－

6 2年ごろと思われる（『聖句ガイド』「パウロの手紙」p p . 2 0 1－

203参照）。

テーマ：聖徒たちの間に侵入して来る異教は，イエス・キリス

トの超越性をおとしめようとした。パウロはこの偽りの教えを正

すために，キリストがまさしく神の形に造られた御方であり，ま

た創造主，教会の頭，最初に復活された御方，神会の一員，贖い

主，「すでに聞いている福音の望み」であられることを教えた

（コロサイ1：15－23参照）。

コロサイ1－4章

はじめに

現代の世の中においても，イエス・キリストの神性に対する懐

疑論が広まっている。多くの人々が救い主は単に偉大な教師，癒

しを行った人物，預言者の一人であると教えている。この世的な

意味で成長し，自分自身の知恵に頼るようになるにつれ，イエ

ス・キリストを時代遅れな存在と見なす人々が数多くいる。神の

御子への正しい理解と，神の教えに対する決意がないために，そ

のような人々の信仰は，人生の様々なチャレンジにぶつかって，

徐々に誤った方向へ進んでいく。しかし，このような状況にあっ

ても，生ける預言者は今もなお福音の良い知らせを宣言し続けてい

る。彼らはパウロと同じように，イエス・キリストについての真理，

「栄光の望み」を雄々しく教えている（コロサイ1：27参照）。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってコロサイ

1－4章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

わたしたちは，御父の初子であり，万物の創造主であるキリ

ストの血によって贖われる（コロサイ1：1 2－2 0参照；ヨハネ

1：1－4；教義と聖約88：1－13も参照）。

イエス・キリストという土台の上に建てられることにより，

わたしたちは偽りの教えに惑わされるのを防ぐことができる

（コロサイ2：6－23参照）。

キリストにあって新たな者となるには，あらゆる悪を克服し，

義にかなった特質を伸ばしていかなければならない（コロサ

イ3：1－16参照；モーサヤ3：19も参照）。

義にかなった家族のきずなは，主の幸福の計画の重要な要素

である（コロサイ3：17－21参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』385－389

教え方の提案

コロサイ1－4章について教える準備をするときに，以下の提案

の中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

コロサイ1：1 2－2 3。わたしたちはキリストの血によって贖

われる。また福音に従順になることにより，イエス・キリストへ

の信仰を強め，惑わされるのを防ぐことができる。（20－25分）

鉢植えの植物か，木の絵を生徒たちに見せ，植物に力と強さを

与えるのは何かということについて話し合う。黒板に次の穴埋め

文を書く。「根が深く張れば張るほど，＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。」

生徒たちに文章を完成させる。（「植物が強くなる」「しっかりし

た木になる」などの答えが考えられる。）次の質問をする。「この

説明を何か霊的な事柄にたとえることはできないでしょうか。」

黒板に次のように書く。「わたしは，イエスが大工の息子であ

り，また偉大な教師，優れた指導者，預言者であられることを知

っている。」このことを真実であると信じているかどうか，生徒

たちに質問する。これからもう一つの証を読む，ということを生

徒たちに告げる。コロサイ1：1 2－2 3を読み，以下の質問事項の

幾つかについて話し合う。

救い主についてのパウロのこの証の中で，皆さんがいちばん

強い印象を受けたのはどの語句ですか。

パウロのこの証と，黒板に書いた証には，どのような違いが

あるでしょうか。

とちらが，より深く根を張っていると言えるでしょうか。

コロサイ人への手紙

2 0 6

この手紙はこの
時期に書かれた

最初の伝道の旅

（使徒13－14章）

2回目の伝道の旅

（使徒15：36－

18：22）

3回目の伝道の旅

（使徒18：23－

21：15）

カイザリヤとローマ

での入獄（使徒

21：16－28：31）

ローマでの2度目の

入獄期間

西暦年（約）47－50 50－53 53－57 57－62 62－65
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皆さんの証がより深く根を下ろしたものになると，皆さんの

生活の中にどのような力がもたらされるようになるでしょう

か。それはなぜでしょうか。

パウロが生きていた時代には，イエス・キリストを単に天使の

一人であると考えていた人々がいることを，生徒たちに話す。イ

エスの肉体の死，人間としての属性，贖罪を否定する人々もいた。

パウロはそのような考えの誤りを正した。今の時代にも，イエ

ス・キリストを単なる人間と考えている人々がいることを説明す

る。以下の質問をする。

どうしたら，救い主に対するこのような誤った教えを押しと

どめることができるでしょうか。

パウロと同じような証ができるようになるには，何をしなけ

ればならないでしょうか。

コロサイ2：6－1 0を読み，このような証を得るにはどうしたら

よいかということについて，パウロがどのようなヒントを与えて

いるか調べさせる。黒板にそのヒントを書き上げる。（「彼にあっ

て歩きなさい」〔6節〕，「彼に根ざし，彼にあって建てられ」るよ

うにしなさい〔7節〕，「信仰が確立され」るようにしなさい〔7節〕，

「キリストにあって，（キリスト）に満たされ」なさい〔1 0節〕な

どの事柄が考えられる。）黒板に書き上げた各項目の意味につい

て話し合う。以下の質問をする。

8節は，わたしたちがキリストに基づく者にならなければ，ど

のような事柄が起きる恐れがあることを示しているでしょう

か。

わたしたちはどうしたら自分自身の生活を，さらにキリスト

に基づいたものにすることができるでしょうか。

十二使徒定員会会員ジョセフ・Ｂ・ワースリン長老の次の言葉

を読む。

イエス・キリストがわたしたちのためにしてくださった事柄を

理解するにつれ，救い主に対する礼拝心が高められる，というこ

とを生徒たちに説明する。ハワード・W・ハンター大管長は，次

のように問いかけている。

ニール・A・マックスウェル長老は，次のように勧告している。

イエス・キリストへの証に固くとどまれるようにするために，

この勧告に従うように促す。

コロサイ3：5－2 5。キリストにあって新たな者となるには，

あらゆる悪を克服し，義にかなった特質を伸ばしていかなければ

ならない。（15－20分）

シャツ（あるいは簡単に脱ぎ着できる服）を2着用意する。コロサ

イ3：5－9に挙げられている悪い特質の幾つかを1枚の紙に書き，そ

れを1着のシャツの背部にピンで留める。コロサイ3：1 0－1 7に挙げ

られている良い特質の幾つかを別の紙に書き，それをもう1着のシ

ャツの背にピンで留める。紙が見えないようにして，シャツをクラ

スの前の方につるす。コロサイ3：1－4を読み，以下の質問をする。

この聖句は，わたしたちは何に対して備えなければならない

と教えているでしょうか。

どうしたらその備えができるでしょうか。

キリストが再びおいでになるとき，わたしたちの顔つきには自

分自身の生き方が表れ，主はわたしたちをありのままに御覧にな

る，ということを生徒たちに説明する（アルマ5：1 4；モロナイ

7：48参照）。

生徒たちにコロサイ3：5－9を読ませ，わたしたちが脱ぎ捨て

るべきものを確認させる。難しい言葉については，『聖句ガイド』

や辞書を使って意味を調べる。最初のシャツの背中を見せ，以下

の質問をする。

皆さんは，このような習慣を持つ人々に対して，どのような

勧告を与えたいと思いますか。

このような習慣を身に付けるのは難しいことだと思いますか。

それらの習慣を脱ぎ捨てるのは，どのような点が難しいと思

いますか。なぜ，そのように思いますか。

皆さんなら，それらの習慣をどのように脱ぎ捨てますか。

皆さんはどのような理由で，それらの習慣を脱ぎ捨てたいと

思いますか。

コロサイ3：1 0－1 7を読み，わたしたちが身に付けるべきもの

を確認する。それらを黒板に書き上げ，各項目について話し合う。

2番目のシャツの背中を見せる。以下の質問をする。

このような特質を持っている人々に対して，どのようなこと

を言いたいと思いますか。

これらの特質を身に付けるのは，どのような点が難しいと思

いますか。

これらの特質を身に付けることによって，どのような祝福が

得られると思いますか。

生徒たちに紙を渡し，どのような習慣を捨て，どのような特質

を身に付けたいと思うか書き上げさせる。

「さらにイエスの属性を身に付けられるよう努力に努力

を重ねることにより，わたしたちの感謝の気持ちを示そう

ではありませんか（3ニーファイ2 7：2 7参照）。そのような

生き方をするなら，イエスへの感謝も賛美の気持ちも在り

きたりのものにとどまることはありません。イエスのよう

な人物になる努力をすることによって，イエスを礼拝する

ようになることでしょう。」（『聖徒の道』1 9 9 4年1月号，2 4）

「どれほど頻繁に救い主に思いを向けているでしょうか。

どれほど深く，どれほどの感謝を込めて，どれほどの賛美

の念をもって，救い主の生涯を振り返っているでしょうか。

救い主が生活の中心を占める御方であることをどれほど自

覚しているでしょうか。」（『聖徒の道』1 9 9 3年7月号，6 6）

「イエス・キリストは，偉大な教師，哲学者という呼び

名をはるかに超えた御方です。……その計画の一部として

イエスは，全人類の罪を贖って正義の律法を満たすため，

人々の罪の苦しみを担うことを申し出られました。しかし

罪を悔い改めない人は，その罪の代価を支払うために自分

自身で苦しまなければなりません。

……主は，わたしたちと天の御父の仲保者であり，あら

ゆる面で模範とすべき御方です。主がわたしたちに抱いて

おられる愛は，わたしたちの理解力をはるかに超えたもの

です。」（『聖徒の道』1 9 9 5年1月号，8 2）

コロサイ1－4章

2 0 7
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著者とあて先：テサロニケ人への第一の手紙は，パウロがテサ

ロニケの教会にあてて書いた手紙である（1テサロニケ1：1参照）。

多くの人々はこの手紙を，パウロの手紙の中でも最も初期に属す

るものであると信じている。

歴史的背景：テサロニケの教会は，パウロが2回目の伝道の旅

の間に設立した教会である。パウロはピリピを去って間もなく，

エーゲ海北西端における貿易中心地である大港湾都市テサロニケ

に来た（『聖句ガイド』地図6，7，8参照）。パウロは3つの安息日

にわたりユダヤ人の会堂でイエス・キリストの福音を宣べ伝え，

かなりの成功を収めた（使徒1 7：1－4参照）。しかし神を信じよ

うとしないユダヤ人たちが「それをねたんで」，パウロと彼の同

僚，また彼らに同情するすべての人々を攻撃しようとしていたな

らず者たちを集めた（使徒17：5参照）。 パウロは改宗して間もな

い人々の身の安全を心配し，その地を去ることに同意した（使徒

1 7：1 0参照）。彼は伝道の旅を続け，途中テモテをテサロニケへ

遣わし，設立されて間もない教会を強めようとした（1テサロニ

ケ3：1－3参照）。 後にコリントで，テモテがパウロに合流し，テ

サロニケの教会の様子を報告した（使徒18：5参照）。 パウロは紀

元5 0－5 1年ごろに，テモテから聞いた様々な問題に関してテサロ

ニケの聖徒たちに勧告を与えるために，コリントからこの手紙を

書き送った。

テーマ：パウロは，主の再臨に備えてふさわしい生活を送るよう

にテサロニケの聖徒たちを励まし，福音を知ることなくこの世を去

った親族に対する彼らの心配を和らげるためにこの手紙を書いた。

1テサロニケ1－5章

はじめに

現代の教会員が偽りの言い伝えと苦闘する場合があるのと同じ

ように，テサロニケの聖徒たちも復活についての不完全な理解の

ために苦闘していた。彼らは，この世を去る忠実な教会員が，再

臨のときまで生きる人々が受けるのと同じ祝福にあずかれないの

ではないかと心配していたのである。パウロは彼らに，「神はイ

エスにあって眠っている人々をも，イエスと一緒に導き出して下

さる」（1テサロニケ4：1 3－1 4）と改めて約束した。第1－5章を

読むときに，「主の日は盗人が夜くるように来る」（1テサロニケ

5：2）ことを心に留めて，主の再臨に備えるにはどうしたらよい

か，という点についての勧告を示す語句を探す。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって1テサロ

ニケ1－5章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

イエス・キリストの福音を受け入れる人々には，ほかの人々

をキリストのもとへ導く責任がある（1テサロニケ1：6－1 0参

照；教義と聖約88：81－82も参照）。

真に神に仕える人々は，福音を実践し，それを義にかなった

方法で教える（1テサロニケ2：1－10参照）。

主とその福音に帰依する人々は，宣教師の誉れであり，喜び

である（1テサロニケ2：1 1－2 0参照；教義と聖約1 8：1 0－1 6

も参照）。

聖めは贖罪を通して，また天の御父の御心に従うことによって

授けられる（1テサロニケ4：1－7参照；ヒラマン3：35も参照）。

信仰を持って世を去った神の聖徒たちは，イエス・キリスト

の再臨のときに復活する（1テサロニケ4：1 3－1 8参照；教義

と聖約45：44－46も参照）。

忠実な聖徒たちは，再臨に先駆けて起こる様々なしるしを待

ち望む（1テサロニケ5：1－1 0参照；ジョセフ・スミス－マタ

イ1：46－55も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』304－307

教え方の提案

1テサロニケ1－5章について教える準備をするときに，以下の

提案の中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを

用いる。

1テサロニケ1：6－2：2 0。真に神に仕える人々は福音を実

践し，それを義にかなった方法で教え，神のメッセージを受け入

れる者に与えられる喜びを分かち合う。（20－25分）

生徒たちに次のシナリオを思い描かせる。「教会員でない友人

を教会に連れて来るというチャレンジを引き受けた後，あなたは

来てくれそうな感じの友人を誘ってみました。でもその人は丁重

に断ってきました。あなたが理由を聞くと，その人は『君の通っ

ている教会が，君のような生き方をするように教えているとした

ら，それはあまり良い教会じゃない』と言いました。」

以下の質問事項の幾つかについて話し合う。

もしこのようなことが実際に起こったら，皆さんはどのよう

に思うでしょうか。

皆さんはその人に何と言いますか。

自分が信じていることを人々に伝えたいと思うなら，自分自

身がその教えに従った生活をすることが重要になります。そ

れはなぜでしょうか。

もしこのシナリオを書き変えるとしたら，どのような結末に

したいと思いますか。

テサロニケ人への第一の手紙

2 0 8

この手紙はこの
時期に書かれた

最初の伝道の旅

（使徒13－14章）

2回目の伝道の旅

（使徒15：36－

18：22）

3回目の伝道の旅

（使徒18：23－

21：15）

カイザリヤとローマ

での入獄（使徒

21：16－28：31）

ローマでの2度目の

入獄期間

西暦年（約）47－50 50－53 53－57 57－62 62－65
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生徒たちに1テサロニケ1：6－1 0を読ませ，福音の実践という

点においてパウロが示した具体的な模範を挙げさせる。生徒たち

の答えを黒板に書き上げる。以下の質問をする。

学校，家庭，教会でよい模範を示すことと，宣教師として働

くことには，どのような共通点があるでしょうか。

「会員は皆，宣教師である」という言葉は，皆さんにとって，

どのような意味を持つものでしょうか。

生徒たちに1テサロニケ2：5－1 2を読ませ，良い宣教師の特質

を書き上げさせる。その結果を発表させる。以下の質問をする。

皆さんは今の時点で，これらのうち，どの特質を持っていま

すか。

どの特質をもっと伸ばしたいと思いますか。

必要であれば，これらの特質を備えた人物を主人公に，生徒たち

にこのレッスンの最初の部分で扱ったシナリオを書き変えさせる。

自分の生活に良い影響を与えてくれた人について話をしてもら

う。以下の質問をする。

その人がそのような影響を与えることができたのはなぜでし

ょうか。

皆さんはこの人についてどう思いますか。

帰還宣教師はよく，人々に福音を分かち合う喜びについて話す

ことがある，ということを説明する。生徒たち自身も，それと同

じ喜びと満足をすぐにも経験できる，ということを証する。1テ

サロニケ2：1 7－2 0を読み，テサロニケの聖徒たちに対するパウ

ロの気持ちを表した言葉を探させる。それらの言葉を教義と聖約

18：10－16と比較する。以下の質問をする。

1テサロニケ2：1 7－2 0にあふれるばかりの喜びと愛が表され

ているのには，どのような理由があると思いますか。

どうしたら，これと同じ喜びを体験することができるでしょ

うか。

今週，身の周りの人々に良い影響を与えるよう，生徒たちを促す。

1テサロニケ5：1－2 3。忠実な聖徒は預言されたしるしを待

ち望み，福音に従った生活をすることにより，主がおいでになる

時に備える。（20－25分）

生徒たちに，彼らの最初の子供がいつ生まれるか，その正確な

日を預言するように言う。次の質問をする。「赤ちゃんが生まれ

る日を正確に言うのが難しいのはなぜでしょうか。」1テサロニケ

5：1－3を読み，パウロがこのことを再臨に結びつけてどのよう

に述べているかを確認させる。以下の質問をする。

パウロは再臨について説明するために，ほかにどのようなた

とえを用いているでしょうか。

これらのたとえは，どのような点で非常に分かりやすいもの

となっているでしょうか。

再臨のときに驚くのは，どのような人々でしょうか。

1テサロニケ5：4－5を読み，どのような人々が驚き，どのよう

な人々が驚かないのかを確認する。

黒板に二つの欄を設け，一つの欄には「光の子」，もう一つの

欄には「暗闇の子」と見出しを書く。生徒たちに1テサロニケ5：

6－1 1を読ませ，それぞれにどのような特質があるかを調べさせ

る。その結果を黒板の該当する欄に記入し，各項目について，全

体で話し合う。十二使徒定員会会員のロバート・Ｄ・ヘイルズ長

老の次の言葉を読む。

生徒たちに以下の質問をする。

主の再臨のときにある人々は驚き慌てます。それはなぜでし

ょうか。

そのような人々はどうなるでしょうか。（生徒たちの答えにつ

いて話し合う。）

教義と聖約1 0 6：4－5を読み，どうしたら光の子になれるかを

確認する。以下の質問をする。

「腰に帯を締める」とはどういう意味でしょうか。（備えをする。）

わたしたちはどのように備えたらよいでしょうか。

パウロは，備えをするための一つの方法として，神との関係，

人との関係を改善することを提案している。そして，その二つの

面について，それぞれ7つの具体策を挙げている。生徒たちを二

つのグループに分ける。一つのグループには1テサロニケ5：1 2－

1 5を割り当て，人々との関係を改善することのできる7つの方法

を挙げさせる。もう一つのグループには1テサロニケ5：1 6－2 2を

割り当て，神との関係を改善するための7つの方法を挙げさせる。

黒板にその1 4項目を書き上げ，必要であれば，その内容について

話し合う。

1テサロニケ5：2 3を読み，パウロがテサロニケの聖徒たちに対

してどのようなことを望んでいたか確認する。以下の質問をする。

これ以上に偉大な祝福が何かほかにあると思いますか。

この祝福はきわめて貴いものです。それはなぜでしょうか。

ここに挙げた1 4の項目は，この祝福を受けるうえでどのよう

に役立つでしょうか。

時間に余裕があれば，23節と1テサロニケ4：3－7を相互参照し，

聖めを受けるうえで性的な面での清さが持つ重要性について話し

合う。

「戒めに従うことにより，神との調和がもたらされます。

目的において御父と御子と一つになれるのです。神と一つ

になっているとき，わたしたちは，霊的な光の中を歩んで

います。戒めに勤勉に従うなら，聖霊がわたしたちの内に

宿られます。個人の啓示の賜物が与えられます。これは霊

的な光となって，わたしたちを守り，かがり火のように正

しい道へとわたしたちを導いてくれます。この光は，敵対

する者の暗闇を払いのけてくれます。この光は非常に強力

であり，わたしたちが罪の深みに陥って，あまりの暗さに霊

的な光が届くはずもないと思えるようなときでさえ，わたし

たちを照らしてくれます。」（『聖徒の道』1 9 9 6年7月号，4 4）

1テサロニケ1－5章

2 0 9
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著者とあて先：テサロニケ人への第二の手紙は，パウロがテサ

ロニケの教会に書き送ったものである（2テサロニケ1：1；3：1 7

参照）。パウロがこの手紙を書いたのは紀元5 0－5 1年ごろである

（『聖句ガイド』「パウロの手紙」 pp. 201－203参照）。

歴史的背景：この手紙とテサロニケ人への第一の手紙には非常

に強い共通性があり，多くの人がこの2書は6か月以内の期間に書

かれたと信じている。パウロがこの手紙を書いたのは，最初の手

紙を届ける旅から戻ったシラスとテモテの報告を聞いて間もなく

のことであった。さらに詳細な情報については，テサロニケ人へ

の第一の手紙の冒頭の箇所（p.208）を参照せよ。

2テサロニケ1－3章

はじめに

パウロはイエス・キリストの再臨の教義を非常に力を込めて教

えた。その結果，テサロニケの聖徒たちは熱心に再臨に備えてい

た。当時，主の再臨の日がすでに来たと考える教師たちによって，

教会の中に幾つかの偽りの教えが入り込んでいた。テサロニケの

教会員の多くも，その偽りの教えにだまされ，毎日の働きをやめ，

主の来臨を待ち望むだけの生活に陥っていた。この手紙の中で，

パウロは再臨に伴うしるしについて，さらに明らかに述べている。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって2テサロ

ニケ1－3章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

邪悪な人々は再臨のときに，主から刑罰を受ける（2テサロニ

ケ1：3－10参照；教義と聖約5：19；133：50－52も参照）。

パウロはイエス・キリストの再臨に先立って，背教と回復が

あると預言した（2テサロニケ2：1－1 0参照；アモス8：1 1－

14；エペソ1：10も参照）。

わたしたちは神が教会の指導者として召された人々のために

祈り，彼らに従わなければならない（2テサロニケ3：1－7参

照；歴代下20：20；マタイ10：41も参照）。

末日聖徒は，自分自身と家族の生活のために，たゆまず働か

なければならない（2テサロニケ3：1 0－1 3参照；教義と聖約

42：42；64：33も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』307－321

教え方の提案

2テサロニケ1－3章について教える準備をするときに，以下の

提案の中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを

用いる。

『「新約聖書」ビデオ』プレゼンテーション1 9「再臨」（3

分4 6秒）は，2テサロニケ1：1－2：3を教えるのに活用す

ることができる。（『「新約聖書」メディアガイド』に載せられて

いる教授法の提案を参照する。）

2テサロニケ1：1－2：3。教会の指導者は，わたした

ちがイエス・キリストの再臨に備えられるよう助けを与

えてくれる。わたしたちは教会の指導者のために祈り，彼らに従

わなければならない。（40－45分）

生徒たちに，日付のないカレンダーと短針のない時計を見せる。

教義と聖約4 9：7を読ませ，このカレンダーと時計が何を意味す

るか考えさせる。以下の質問をする。

皆さんの中に，再臨の正確な日時を知りたいという人はいま

すか。どうしてそのように思いますか。

わたしたちが主の来臨の正確な日時を知ったら，どのような

問題が起こるでしょうか。

生徒たちにアルマ3 4：3 3，3 5を読ませ，これらの聖句が引き延

ばしとそれがもたらす結果について何を教えているか確認させ

る。常に霊的な備えをし，悔い改めを引き延ばさないことの大切

さを証する。

テサロニケの聖徒たちが再臨に関するパウロの教えを誤解して

いたことを，生徒たちに話す。1テサロニケ4：1 3－1 7を読み，次

の質問をする。「この聖句の中で，再臨はすぐにも起こると誤っ

て解釈されたのは，どの語句だと思いますか。」（「生きながらえ

て主の来臨の時まで残るわたしたち」1 5節，「生き残っているわ

たしたち」17節。）

パウロはイエス・キリストの再臨に関する誤解を正すために2番

目の手紙を書いた。2テサロニケ1：3－1 0を読み，再臨はまだ先の

出来事であったことを示す語句を探させる。以下の質問をする。

聖徒たちは再臨の前に，どのような出来事を目の当たりにす

るでしょうか。

パウロはどのような慰めの言葉を与えているでしょうか。

2テサロニケ2：1－3を読む。主の来臨の前にに，ほかにどの

ようなことが起こるでしょうか。

そのことはパウロの時代の聖徒たちをがっかりさせたとも考

えられます。その理由として，どのようなことが考えられま

すか。

皆さんだったら，どのように感じたと思いますか。

生徒たちに，聖句の中の次の語句の意味を理解させる。

テサロニケ人への第二の手紙

2 1 0

この手紙はこの
時期に書かれた

最初の伝道の旅

（使徒13－14章）

2回目の伝道の旅

（使徒15：36－

18：22）

3回目の伝道の旅

（使徒18：23－

21：15）

カイザリヤとローマ

での入獄（使徒

21：16－28：31）

ローマでの2度目の

入獄期間

西暦年（約）47－50 50－53 53－57 57－62 62－65
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2テサロニケ1－3章

2 1 1

わたしたちが再臨に備えられるように助けてくれる預言者の重

要性について話し合う。次の質問をする。「預言者はわたしたち

をどのように助けることができるでしょうか。」これから3つの事

例を提示し，その一つ一つについて，どのように対処したいと思

うかを質問すると告げる。

事例研究1。「セミナリークラスの生徒の一人が，再臨について

人から聞いたことで心配しています。彼は，自分には伝道に出，

大学へ行き，結婚して，子供を持つのに十分な時間があるかどう

かを知りたいと思っています。皆さんは彼の疑問に対して，どの

ように答えますか。」生徒たちの答えについて話し合い，ボイ

ド・K・パッカー長老の次の言葉を読む。

以下の質問をする。

パッカー長老のこの言葉は，どのような励ましを与えている

でしょうか。

もしイエス・キリストの再臨が遠い将来になると分かったら，

どのような問題が起きるでしょうか。

事例研究2。「一人の友達があるファイヤサイドに出席しました。

その会の話者は，再臨についての夢を見て，ほかの教会員たちに

再臨への準備としてなすべき幾つかの事柄を教えるように夢の中

で言われたのだそうです。友達は，その話者が言ったことを実行

すべきかどうか迷っています。皆さんはその友達に何と言ってあ

げますか。」生徒たちの答えについて話し合い，ボイド・K・パッ

カー長老の次の言葉を読む。

以下の質問をする。

パッカー長老は，教会のための啓示を受けることができるの

は，だれであると述べていますか。

並外れた霊的経験から祝福を受けるのはだれでしょうか。

わたしたちはだれの勧告に従うべきでしょうか。

事例研究3。「妹が何か心配そうな顔をして家に戻って来ました。

セミナリーの教師から，再臨のしるしのほとんどが成就していて，

大きな災いが間近に迫り，食糧貯蔵をしていない教会員は，今か

らそれをしようとしても手遅れだという話を聞いたというので

す。皆さんは，不安で胸がいっぱいのこの妹に何と言ってあげま

すか。」生徒たちの答えについて話し合い，ニール・A・マック

スウェル長老の次の言葉を読む。

以下の質問をする。

主の来臨のしるしはすべて成就しているのでしょうか。

マックスウェル長老はわたしたちに何をするように勧告して

いるでしょうか。

生ける預言者，聖見者，啓示者が，わたしたちを「主の日」に

備えさせるために遣わされていることを証する。ブリガム・ヤン

グ大管長の次の証を読む。

「皆さんは，主が来臨の輝きによって悪人を焼き尽く

す来るべき報復の日に備えているでしょうか。まだ，備

えができていませんか。それなら，御業の進展を速める

よう，あまり主に求めるべきではありません。わたした

ちが切望すべきは次の一点だけです。すなわち，心を聖

め，思いを清め，迫り来る事柄に自分自身を備えること

です。わたしたちはこのことに関心を向けなければなり

ません。このことを深く考え，日々祈らなければならな

「キリスト教の歴史を通して，信者の中に預言の一部に

のみ焦点を当てて，主の再臨に対し早まった期待を抱いて

きた人がいます。この偉大な出来事が明らかに近づいた今

日，わたしたちも同じ過ちを犯す危険性があります。

こうした警告を踏まえたうえで，わたしはすべてではな

いにしても『夏の近い』（マタイ2 4：3 2）しるしが幾つか

見られることを躊躇
ちゅうちょ

なく申し上げます。

教会員は不安を広めるべきでもなければ，その必要もあ

りません。穏やかな義にかなった日々の生活から逸脱する

必要はありません。」（『聖徒の道』1 9 8 8年6月号，7－8）

役職に召された人を支持する手順が，教会で慎重に守ら

れているのはこのためなのです。つまり，教えや祝福を施

す権能を持った人がだれかをすべての会員に知らせるため

なのです。

並外れた霊的な経験をしても，それは人を導くための個

人的な召しと考えるべきではありません。神聖な経験は個

人的なものであり，自分自身の心に収めておくべきだと思

います。」（『聖徒の道』1 9 9 0年1月号，1 5）

「わたしたちは個人の啓示を受ける権利があります。し

かし，管理する職に任命されないかぎり，ほかの人の行う

べきことについて啓示を受けることはありません。……

時として，召しや任命を受けていないのに教えたり，祝

福したりする権能があると主張する人がいます。……

「啓示や，わたし自身の人生経験から学んだことから言

えるのは，皆さんが慎重に備えをする時間は，まだ十分に

残されているということです。

いつの日か皆さん自身も，自分の子供といろいろな問題

に取り組まなくてはならない日がやって来ます。それでこ

そ，公平というものです。また，孫を甘やかす日もやって

来ます。そして，孫もまた同じことを自分の孫にするでし

ょう。さらに，若くしてこの世の人生の終わりを迎える人

もあるでしょう。そのような場合にはなおさら，何をして

もいいとは決して言えないでしょう。」（『聖徒の道』1 9 8 9

年7月号，6 0）

「霊により，あるいは言葉により，

あるいはわたしたちから出たと

いう手紙によって，主の日はす

でにきたとふれまわる者があっ

ても，すぐさま心を動かされた

り，あわてたりしてはいけない。」

（2節）

どのような偽りの教えを聞いて

も動揺することなく，正当な権

威を持つ人の言葉だけに耳を傾

けなさい。

「だれがどんな事をしても，そ

れにだまされてはならない。」

（3節）

偽りの教義を説く人々に注意し

なさい。
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テサロニケ人への第二の手紙

2 1 2

生徒たちに，ヤング大管長の勧告に従うように促す。

2テサロニケ2：1－3（マスター聖句）。パウロはイエ

ス・キリストの再臨に先立って，背教と回復があると預言

した。（10－15分）

二人の生徒にロールプレーイングで宣教師の役を演じてもら

う。そして，もう一人の生徒に求道者の役を演じてもらう。クラ

スが始まる前に，簡単に練習させておくとよい。宣教師役の生徒

に，イエス・キリストが地上に真の教会を回復されたことを話さ

せる。次に求道者役の生徒に次の質問をさせる。「キリストが地

上に教会を作ってから，ずっと教会が存在し続けてきたのだとし

たら，どうして教会を回復する必要があるのですか。」背教と回

復の教義を理解しておくのは，宣教師として活動するうえで非常

に重要な要素となるということを，生徒たちに話す。生徒たちに

2テサロニケ2：1－3を読ませ，以下の質問をする。

「主の日」とは何でしょうか。

その日が来る前に，どのような出来事があるでしょうか。

ここに書かれている「背教」は「大背教」と呼ばれる場合があ

ることを説明する。ジョセフ・スミス訳2テサロニケ2：7－9を読

み，この背教が何をもたらしたかを確認する。以下の質問をする。

サタンによる「しるしと，偽りの不思議」としてどのような

ことがあったと思いますか。

大背教（教会そのものの背教）のほかに，どのような種類の

背教があるでしょうか。

個人の背教があり得るとすれば，サタンは人をだますために

どのような「しるしと，偽りの不思議」を用いるでしょうか。

わたしたちはどうしたらサタンのしるしと偽りの不思議を避

けることができるでしょうか。

サタンがわたしたちを背教させようと熱心なのは，なぜでし

ょうか。

生徒たちに2テサロニケ3：1－7を読ませ，どうしたら個人的な

背教を避けることができるかを確認する。ここで学んだ真理につ

いて証を述べる。最後にハロルド・Ｂ・リー大管長の次の言葉を

読む。

「わたしたちがこの教会の会員として持っている唯一の

安全策は，この教会が組織された日に，主が教会員に語ら

れた事柄をそのまま行うことです。わたしたちは主が預言

者を通して与えてくださる御言葉と戒めに心を留めるよう

にしなければなりません。……教会の指導者から出される

メッセージが皆さんの意に添わない場合があるかもしれま

せん。皆さんの政治的な見解に反するかもしれません。皆

さんの社会に対する見方と一致しないかもしれません。皆

さんの社会生活に干渉するようなことがあるかもしれませ

ん。しかし，皆さんはこれらのことを主御自身の口から語

られたものとして耳を傾けるなら……『地獄の門もあなた

がたに打ち勝つ』ことはありません。」（C o n f e r e n c e

R e p o r t，1 9 7 0年1 0月，1 5 2；教義と聖約2 1：4－6も参照）

いのです。……主の時を忍耐強く待ち，来たるべき時に

自らを備えることができるようにするために，キリスト

の御霊を得るように努めてください。それがわたしたち

の義務なのです。」（Journal of Discourses，第9章，3）
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著者とあて先：テモテへの第一の手紙は，パウロが「信仰によ

るわたしの真実な子」（1テモテ1：2）と呼ぶ元の同僚宣教師に書

き送ったものである。この手紙は，テモテへの第二の手紙，テト

スへの手紙とあわせて牧会書簡と呼ばれている。教会において牧

者すなわち指導者として奉仕する人々への有意義な勧告が含まれ

ているからである。

歴史的背景：テモテの出生地はルステラである（使徒1 6：1－3

参照；『聖句ガイド』地図6，7，8も参照）。父親はギリシャ人で

あった。彼は義人であるユダヤ人の母親と祖母に注意深く見守ら

れて育った（2テモテ1：5参照）。母と祖母はテモテに幼いときか

ら神の言葉を教えた（2テモテ3：1 5参照）。パウロは2回目の伝道

の旅のときに，テモテに対して，働きを共にするように勧めた

（使徒1 6：3参照）。そのとき以来，テモテは宣教師また教会の指

導者として忠実に働いた（使徒1 9：2 2；ピリピ2：1 9参照）。パウ

ロがこの手紙を書いたのは，ローマにおける1回目の入獄と2回目

の入獄の間の，紀元6 4年ごろのことであった（『聖句ガイド』「パ

ウロの手紙」p p . 2 0 1－2 0 3参照）。この時期のパウロはかつて自分

が設立した教会の支部がある地域を訪れ，そこの聖徒たちに信仰

を強く保つように励ましていた。パウロは何度かテモテにエペソ

の教会員を監督する割り当てを与え，偽りの教義の蔓延
まんえん

を食い止

めるよう特別な責任を与えた（1テモテ2：3－7参照）。

テーマ：パウロはこの手紙の中でテモテに，教会がどのように

機能し，教会員が互いにどのように接し合うべきかという点につ

いて勧告を与えている（1テモテ6：1 1－1 6参照）。パウロはまた，

教会の指導者は会員たちが従うべき正しい模範を示す必要がある

と強調した（1テモテ4：6－10参照）。

1テモテ1－6章

はじめに

パウロからの手紙を受け取ったとき，テモテはエペソで神権指

導者としての責任を果たしていた。パウロは彼にそれまで何度も

重要な責任を与え，テモテも常に忠実にこたえていた。しかし，

テモテのその若さのゆえに，年長の会員や名の知れた会員たちは，

彼の指導を受け入れ難くなっていた（1テモテ4：1 2参照）。パウ

ロは元気をなくしたこの友人に勧告と励ましを与えるために手紙

を書いた。テモテと同じように，わたしたちもチャレンジに満ち

た召しを果たすように求められることがある。この手紙を読みな

がら，教会の責任を果たすうえで助けになる勧告や助言を探す。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって1テモテ

1－6章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

教会の指導者には，聖徒たちが真実の教義を学べるようにす

る責任がある（1テモテ2：3－7，18－20参照）。

神は贖罪を通して，わたしたちに恵みを与えてくださる（1テ

モテ2：12－17参照；教義と聖約29：1も参照）。

個人的なレベルでの背教は，終わりの時に現れる様々なしる

しの一つである（1テモテ4：1－1 5参照；2ニーファイ2 7：1－

2；教義と聖約112：23－24も参照）。

聖徒たちには，貧しい人々，助けが必要な人々に，手を差し

伸べる責任がある（1テモテ5：1－1 6参照；ヤコブの手紙1：

27；モルモン書ヤコブ2：19も参照）。

わたしたちは，この世の富に信
しん

を置いてはならない。「金銭を

愛することは，すべての悪の根」だからである（1テモテ6：

1－19参照；教義と聖約6：7も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』406－411，413－415

教え方の提案

1テモテ1－6章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

1テモテ1：3－7，1 8－2 0。教会の指導者には，聖徒たち

が真実の教義を学べるように配慮する責任がある。（25－30分）

生徒たちに戦いを題材にした絵や写真（兵士，戦闘の様子，武

器など）を見せるか，軍隊の行進曲を聞かせる。教義と聖約3 5：

13－14を読み，以下の質問をする。

この絵（写真）とこの聖句はどのように関連づけることがで

きるでしょうか。

この聖句の中で，主が戦いに関するものを象徴として用いら

れたのには，どのような理由があると思いますか。

1テモテ1：1 8－1 9を読む。主の業に仕えることと，戦争に行

くことには，どのような共通点があると思いますか。

教義と聖約7 6：2 8－2 9を読む。わたしたちの敵はだれでしょ

うか。

サタンはだれに対して戦いを挑んでいるのでしょうか。

わたしたちがしている戦いは，どのような種類の戦いでしょ

うか。

パウロの時代，背教は教会の中に浸透していたことを説明する。

パウロは誤った教義を教える偽りの教師について警告を発してい

る。彼らが説く教義は，ユダヤ人の伝説や寓話などを基にした教

えであり，真理をゆがめてしまうものであったが（テトス1：1 4

参照），多くの教会員がそれを信じていた。

各生徒に紙を渡し，偽りの教義を信じ始めている友人がいると

想定して，その人に送る手紙を書かせる。その友人に勧告を与え

テモテへの第一の手紙

2 1 3

この手紙はこの
時期に書かれた

最初の伝道の旅

（使徒13－14章）

2回目の伝道の旅

（使徒15：36－

18：22）

3回目の伝道の旅

（使徒18：23－

21：15）

カイザリヤとローマ

での入獄（使徒

21：16－28：31）

ローマでの2度目の

入獄期間

西暦年（約）47－50 50－53 53－57 57－62 62－65
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テモテへの第一の手紙

2 1 4

るために，1テモテ1：3－7と4：1－7を参考にさせる。紙を集め，

その中の幾つかを読む。以下の質問をする。

教会の指導者にとって，教会の中で真実の教義が教えられる

ように配慮するのは非常に大切な責任です。それはなぜでし

ょうか。

指導者は，わたしたちが真実の教義を学べるようにするため

に，どのようなことができるでしょうか。

M・ラッセル・バラード長老の次の勧告を読む。

以下の質問をする。

預言者が，毎日聖文を読むことの大切さについて何度も語る

のには，どのような理由があるのでしょうか。

聖文の中に説かれている教義を毎日学ぶことは，この世には

びこる偽りの教えから自分自身を守るうえで，どのように役

立つでしょうか。

1テモテ1：1 2－1 7。神は贖罪を通してわたしたちに憐れみ

を授けてくださる。（10－15分）

生徒たちに天秤を見せる。幾つかの小さな木片に，「律法」「罪」

「罰」と書いた紙を貼り，そのすべてを片方の受け皿に置く。天

秤はその受け皿の方に傾く。（天秤がない場合は，黒板にその絵

を描き，さらに，片方の受け皿の上に木片の絵を描き足す。そこ

で，この秤がどういう状態になるかを生徒たちに質問する。）黒

板に「公平」と書き，それが天の御父の特質の一つであることを

説明する。生徒たちに以下の質問をする。

もしこの天秤が皆さんの最後の裁きを示すものであるとした

ら，皆さんは天の御父の公平さについて，どのような気持ち

を抱くようになるでしょうか。

このような状態は公平と言えるでしょうか。

一つの木片に「贖罪」と書いた紙を貼り，それをもう一方の受

け皿に載せ，天秤がその側に傾くようにする。（もし絵に描いて

ある場合には，天秤がその後どういう状態になるか質問する。）

次の質問をする。「このことは，イエス・キリストがわたしたち

に与えてくださる力と希望について，何を教えているでしょう

か。」黒板に「憐れみ」と書き，それも神の特質の一つであるこ

とを説明する。使徒9：1－5を読み，以下の質問をする。

ダマスコへ向かう途中のパウロは，天秤で示すと，どのよう

な状態だったでしょうか。

もし皆さんがパウロの立場にあったら，どのように感じたで

しょうか。それはなぜですか。

1テモテ1：1 2－1 7を読み，パウロがどのようにして憐れみを受

けたかを調べる。次の質問をする。「どうしてわたしたちには憐

れみが必要なのでしょうか。」生徒たちにアルマ5：3 2－3 3を読ま

せ，どうしたら憐れみが受けられるのかを確認させる。1テモテ

2：3－6とジョセフ・スミス訳1テモテ2：4を読む。悔い改める

人々に，イエス・キリストの贖罪を通して与えられる偉大な憐れ

みについて証する。

1テモテ2：9－1 5。教会員はイエス・キリストの福音がど

のようなものかを示す模範にならなければならない。（1 0－

15分）

生徒たちに紙を渡す。女子の生徒たちには，教会の若い男性に

望む道徳的な特質を幾つか書き上げさせる。男子の生徒たちにも，

教会の若い女性に望む道徳的な特質を書き上げさせる。何人かの

生徒に書いたことを発表してもらい，それについてクラス全体で

話し合う。

1テモテ2：9－1 5を読み，パウロが教会の女性が備えるべき特

質としてどのようなことを挙げているか調べる。（『イエスと使徒

たちの生涯と教え』の1コリント1 4：3 4－3 5に関する注解，p . 3 3 3

を読むとよい。）パウロが挙げた事柄と，男子の生徒たちが挙げ

たことを比較する。

1テモテ3：1－7を読み，パウロが監督に求められる特質として

どのようなことを挙げているか確認する。その特質と女子の生徒

たちが挙げた特質を比較する。パウロはここで監督に関連して述

べているが，その多くは主がすべての男性に求めておられる特質

である。その点を説明してから，以下の質問をする。

主のほかには，どのような人がこれらの特質の価値を重視し

ているでしょうか。

これらの特質は，この世的な意味で価値ありとされる特質と

比較して，どのように評価されるでしょうか。

どうしたらこれらの特質を伸ばすことができるでしょうか。

1テモテ5：3－1 6；6：1－ 1 9。わたしたちは，この世的

な富に信を置いてはならない。「金銭を愛することは，すべての

悪の根」だからである。（25－30分）

おもちゃの札束を見せ，以下の質問をする。

もしこれだけのお金を1か月で手に入れたら，どうしますか。

1週間で手に入れたらどうしますか。1日の場合はどうですか。

1時間の場合なら，どうしますか。

「教師は純粋なままの教義が人々に伝わるように配慮し

なければなりません。御霊によって教え，聖文を用い，承

認された教科課程に従ってください。疑問のあるテーマや

推論を提示し，長々と話すのはやめてください。……罪，

争い，混乱に満ちた世にあって，人は啓示された福音の真

理を知り，実践するときに，平安と安全を見いだすことが

できるのです。」（『聖徒の道』1 9 9 4年1月号，8 6）
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1テモテ1－6章

2 1 5

いつか金持ちになりたいと思って，そのための計画を立てて

いる人は皆さんの中にどれくらいいますか。金持ちになりた

いと思うのはどのような理由からですか。

たくさんのお金を持つことには，どのような危険が伴いますか。

モルモン書ヤコブ2：1 8－1 9を読み，主が富について何と教え

ておられるか確認する。以下の質問をする。

富を得ることについて，主はどのような条件を定めておられ

るでしょうか。

わたしたちがほかのいかなるものよりも優先して求めなけれ

ばならないのは，何でしょうか（マタイ6：33も参照）。

この勧告にはどのような価値があるでしょうか。

1テモテ6：1 0－1 2を読み，パウロがどのような警告をしている

か確認する。以下の質問をする。

富にはどのような危険が伴うでしょうか。

わたしたちはこの世において，何を求め続けるべきでしょ

うか。

モルモン書ヤコブ2章に書かれている主の勧告に従って富を得

たら，わたしたちはそれをどのように用いるべきでしょうか。

1テモテ5：8－1 0を開き，主がわたしたちに対して特にだれの

世話をするように望んでおられるかを確認させる。次の質問をす

る。「夫を亡くした人や家族の世話をするのは，なぜ大切なこと

なのでしょうか。」この聖句とエゼキエル1 6：4 9を相互参照し，

次の質問をする。「神がソドムとゴモラを滅ぼされたおもな理由

には，どのようなことがあるでしょうか。」ヤコブの手紙1：2 7を

読み，「清く汚れのない信心」を行いに表す人について，ヤコブ

がどのように述べているかを確認する。この教義が1テモテのパ

ウロの教えとどのように関連づけられるかについて話し合う。

1テモテ6：1 7－1 9を読んで，パウロが裕福な聖徒たちに求めた

6つの事柄を確認する。それを黒板に書き，内容について話し合

う。以下の質問をする。

黒板に書いた6つの求めに従う人々には，どのような祝福が与

えられるでしょうか。

その祝福はいつ与えられるのでしょうか。

黒板に次の文を書く。「豊かになるのと，主の方法に従って豊

かになるのは，まったく別のことである。」主の方法に従って豊

かになるとは，どのような意味だと思うかを，生徒たちに話して

もらう。教義と聖約6：7を生徒たちと一緒に読み，以下の質問を

する。

主の方法に従って裕福になるのと，この世的な方法に従って

裕福になることには，どのような違いがあるでしょうか。

この世の富よりも，主の富を望む人々がいますが，彼らがそ

のように望むのはなぜでしょうか。
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著者とあて先：テモテへの第二の手紙は，パウロが「愛する子

テモテ」へ書き送った手紙である（2テモテ1：2。 1節参照）。

歴史的背景：パウロはローマでその務めを終えた。主イエス・

キリストの使徒として熱心に務めた3 0年の歳月は，タルソのサウ

ロを「義の冠」への候補者と変えていた（2テモテ4：6－8参照）。

ローマにおける2回目の投獄は困難なものであった（2テモテ2：9

参照）。友人は彼を見捨て，裏切る者さえいた。そのような中で

ルカだけが心を変えなかったと，パウロはテモテに打ち明けてい

る（2テモテ4：1 0－1 1参照）。しかし，暗い影に取り囲まれた状

況にあっても，パウロは最後まで忠実で雄々しくあった。罪の宣

告，執行を受けながら，彼はこう宣言している。「わたしは戦い

をりっぱに戦いぬき，走るべき行程を走りつくし，信仰を守りと

おした。」（2テモテ4：7）パウロがこの手紙を書いたのは刑の執

行を受ける直前の紀元6 5年ごろであった（『聖句ガイド』「パウロ

の手紙」pp.201－203参照）。

テーマ：パウロがこの手紙をテモテに書き送ったのは，信仰に

よる息子に最後の教えを伝えるためであった。当時のパウロが置

かれていた状況の厳しさにもかかわらず，その内容は前向きであ

る。パウロはテモテに信仰を守るように促し，「キリスト・イエ

スの良い兵卒」（2テモテ2：3）に与えられる永遠の祝福を思い起

こさせ，聖徒たちの間に侵入している偽りの教義という悪につい

て再度警告を与えている。パウロは，わたしたちは神の恵みによ

り，また聖典と生ける預言者が説く真実の教義を実践することに

よって救いを得ると記している（2テモテ3：1 3－1 7；4：1－2参照）。

2テモテ1－4章

はじめに

人は死期が近づくと，何が最も大切かという点において，その

考えが変わることがよくある。そのために，わたしたちは人の最

後の言葉に，特に強く心を引かれるのである。テモテへの第二の

手紙はパウロの最後の言葉であり，近づきつつある死がその厳か

さを増し加えている。それはパウロからの最後の受け継ぎ，また

彼の経験と知恵のエッセンスである。それを読む人は，パウロが

現代のわたしたちが直面していると同様の様々な危険について警

告していたことに気づくであろう。2テモテを読みながら，死を

どのように迎えるかということに関する教え，また人生の旅をど

のように締めくくり，救い主が約束された大きな喜び（ヨハネ

1 6：2 4参照）を得るにはどうすべきかについてのパウロの最後の

勧告に注目する。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって2テモテ

1－4章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

わたしたちは主が与えられた責任を果たすよう，地上に来る

前から選ばれていた（2テモテ1：8－1 1参照；アブラハム3：

22－23も参照）。

永遠の命は，福音を実践し，最後まで堪え忍ぶ人々に授けら

れると約束されている（2テモテ2：1－1 0；4：1－8参照；1ニ

ーファイ22：31；教義と聖約14：7も参照）。

聖典に書かれている御言葉は，現代の様々な悪を明らかにし，

わたしたちを救いに導く（2テモテ3：1－1 7参照；ジョセフ・

スミス－マタイ1：37も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』416，419－424

教え方の提案

2テモテ1－4章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

2テモテ1－4章。永遠の命は，福音を実践し，最後まで堪

え忍ぶ人々に授けられると約束されている。（2 5－3 0分）

生徒たちを3つのグループに分け，各グループに2テモテ1章；2

章；4章のうちのどれか一つの章を割り当てる。生徒たちに割り

当ての章と，ほかに使徒2 0：2 8－3 1と2テサロニケ2：1－3を注意

深く読ませ，パウロの時代の教会が真理から遠ざかる状況にあっ

たことを示す言葉を探させる。その結果を発表させ，クラス全体

でそれについて話し合う。以下の質問をする。

大規模な背教がやがて起こるということの裏付けとして，パ

ウロはどのようなことを挙げているでしょうか。

その大規模な背教はいつ起こったでしょうか。

現代においては，一部の人々が背教することはあっても，主

の教会が再び地上から姿を消すということはありません。そ

のことを示す裏付けを挙げてください。

黒板に「末日の教会」と書く。そして，その下に，「ダニエル

2：4 4－4 5」と「教義と聖約6 5：2－6」と書く。各グループにこ

れらの聖句を読ませ，わたしたちが生きているこの時代について

どのような預言がされているか調べさせる。次の質問をする。

「わたしたちには希望があるでしょうか。」どうしたらこれらの預

言の成就を推し進める力になれるかについて話し合う。一人の生

徒に，ゴードン・B・ヒンクレー大管長の次の言葉を読ませる。

「しかし，それでも教会を中傷したり，教会に反対した

り，背教してこの業に敵対的な声を上げている人々が少な

からずいます。そのような人々はいつの時代にもいました。

テモテへの第二の手紙

2 1 6

この手紙はこの
時期に書かれた

最初の伝道の旅

（使徒13－14章）

2回目の伝道の旅

（使徒15：36－

18：22）

3回目の伝道の旅

（使徒18：23－

21：15）

カイザリヤとローマ

での入獄（使徒

21：16－28：31）

ローマでの2度目の

入獄期間

西暦年（約）47－50 50－53 53－57 57－62 62－65
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次の質問をする。「わたしたちは今の時代の教会に対して希望

を持つことができます。それはなぜでしょうか。」黒板にウィル

フォード・ウッドラフ大管長の次の言葉を書く。

「この言葉から考えると，わたしたちは背教を避けるために，

ほかにどのようなことができるでしょうか。」2テモテ4：7－8を

読み，もし雄々しく信仰を守り通すならば，パウロと同じような

確信をもって人生を締めくくれることを証する。

2テモテ3：1－5，1 6－17 （マスター聖句）。聖典に

書かれている御言葉は，現代の様々な悪を明らかにし，

わたしたちを救いに導く。（15－20分）

生徒たちに以下の質問をする。

予防注射を受けたことのある人はどれくらいいますか。

注射をされたとき，どのように感じたか覚えていますか。

それは痛みに耐える価値があると思いますか。どうしてそう

思いますか。

予防注射を受けないと，どのような危険が生じてくるでしょ

うか。

2テモテ3：1－5を読み，以下の質問をする。

ここに書かれているのはどのような種類の病気でしょうか。

それは小児麻痺
ま ひ

や天然痘などの病気と比べて，どれくらい危

険だと思いますか。

パウロは，ここに挙げられているような霊的病気が，終わりの

時に社会を荒廃させると預言したことを説明する。次の質問をす

る。「もしこれらの霊的な病気に対する予防注射を受けられると

したら，皆さんはどのような代価を自分から進んで払いたいと思

いますか。それはなぜですか。」2テモテ3：1 5を読み，今の時代

の様々な罪悪に対する予防薬となるものを探す。次の質問をする。

わたしたちの霊的な病気に対抗する力を増し加えるために，

主は何を与えてくださいましたか。

聖典はこれらの病気から身を守るうえで，どのように役立つ

でしょうか。

2テモテ3：1 6－1 7を読み，霊的な病気と戦ううえで聖文がどの

ように役立つかを考える。生徒たちに，この聖句を2テモテ3：

1－5と比較させ，そこに書かれている一つ一つの霊的病に対して，

聖典の言葉がどのように守りを与えてくれるかを話し合う。

ボイド・K・パッカー長老の次の言葉を読む。

エズラ・タフト・ベンソン大管長は次のように述べている。

わたしたちを取り囲む罪悪に対する力を強めるために，さらに

堅実に聖文の研究を行うよう，生徒たちを励ます。

「これは現代のチャレンジへの答えです。聖典，生ける

預言者の言葉，そして個人の啓示の中に見いだされる神の

言葉には，聖徒を強め，御霊で守る力があります。その結

果，聖徒たちは悪に立ち向かい，善を固く守って，人生に

喜びを見いだすことができるのです。」（『聖徒の道』1 9 8 6

年7月号，8 1）

「パウロは，聖文の知識が〔末日の〕諸悪から免れる手

段であると教えています。」（『聖徒の道』1 9 8 5年7月号，3 6）

「主はわたしであろうと，ほかのだれであろうと，この

教会の大管長として立つ者が皆さんを誤った道へ導くのを

お許しになることは決してありません。」（教義と聖約，公

式の宣言一の後に掲載されている「『宣言』に関するウィ

ルフォード・ウッドラフ大管長の三つの説教からの抜粋」）

彼らはその人生の中でこの教会に対する批判を口にします

が，程なく忘れ去られてしまいます。主の業を行おうと努

力するかぎり，このような批判はこれからも絶えず付いて

まわると思います。しかし，心の正直な人は，何が善で何

が悪かを看破することでしょう。わたしたちは，永遠の真

理で飾った旗を掲げる軍勢が行進するように，前進してい

きます。わたしたちには，真理と善のために戦うという大

義があります。わたしたちは『十字架負い進み行〔く〕』

（『賛美歌』1 5 5番）キリストの軍勢の兵士です。

この業においては，どこへ行っても，大変な活力を目に

します。この業が組織されている所には，必ず情熱があり

ます。これは贖い主の業です。福音，すなわち喜びのおと

ずれです。わたしたちが幸せと喜びを得るためのもので

す。」（『聖徒の道』1 9 9 6年7月号，9 6）

2テモテ1－4章

2 1 7
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著者とあて先：テトスはギリシャ人改宗者であり，パウロの同

労者として福音を広め，教会を設立するなどの務めを忠実に果た

した（ガラテヤ2：3；2コリント8：16－23参照）。 テトスへの手

紙は，パウロが「信仰を同じうするわたしの真実の子テトス」（4

節）へ書き送ったものである（テトス1：1参照）。

歴史的背景：ローマにおける最初の入獄生活から解放された

後，パウロはテトスとともにクレテ島を訪れた。パウロはそこに

とどまることができなかったために，教会の様々な事柄を整理す

るために，テトスをそこに残した（テトス1：5参照）。テトスを

力づけ，励ますためにパウロが書いたこの手紙は，教会を指導す

る人々の責任に関して明確な指示を与えている。特にパウロはテ

トスに対して，偽りの教師と教義に注意するよう警告している。

パウロはまた，神権指導者の責任に召された人々にふさわしい特

質と行いについても述べている。この手紙は紀元6 4年ごろに書か

れた（『聖句ガイド』「パウロの手紙」pp.201－203参照）。

テーマ：テモテの場合と同じように，テトスの任務も困難なも

のであった。テトスと彼が任命した新しい指導者たちが直面した

大きなチャレンジは，新しい会員たちを純粋な教義の中にとどめ

ることであった。クレテの支部は，ほかの多くの会衆と同様，偽

りの教師と教義によって荒らされていた（テトス1：1 4；3：9－

1 1参照）。彼らの中のある者は「法に服さない者〔であり〕……

恥ずべき利のために，教えてはならないことを教えて」（テトス

1：1 0－1 1）いた。パウロはテトスに，油断することなく信仰を

守り（テトス1：1 3－1 6；2：1 5参照），強くふさわしい指導者を

任命し（テトス1：1－9参照），聖徒たちに救いへの道を教える

（テトス2：11－3：8参照）ように促した。

テトス1－3章

はじめに

ブルース・R・マッコンキー長老は次のように書いている。「テ

トスへの手紙では，従順であることの大切さが述べられている。

パウロは愛する子テトスに，また彼を通してすべての聖徒たちに，

真理と正義の道を歩むことの必要性を勧告するよう御霊によって

促され，この手紙を書いたようである。……

テトスへの手紙は聖徒たちのために書かれている。これは羊の

群れの中にいる聖徒たちへの実際的な勧告であり，世にあって世

の者とならずに生活しようとするときに直面する問題への一般的

対処法を語ったものである。」（Doctrinal New Testament

Commentary，第3巻，119）

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってテトス

1－3章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

神は，現世で忠実な生活をするならその人は永遠の命を授け

られる，という約束を，前世において結ばれた（テトス1：

1－3参照）。

戒めに背く行いやこの世的な欲望の克服は，わたしたちを主

のもとへ導く（テトス2：1－15参照；モロナイ10：32も参照）。

わたしたちは神の恵みを通して，バプテスマを受け良い行い

を続けることにより，永遠の命を得ることができる（テトス

2：11－3：8参照；アルマ12：33－34も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』414－419

教え方の提案

テトス1－3章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

テトス2：1 1－3：8。わたしたちは神の恵みを通して，バプ

テスマを受け良い行いを続けることにより，永遠の命を得ること

ができる。（20－25分）

生きている植物を見せる。黒板に「水」と「光」という言葉を

書く。以下の質問をする。

水と光のどちらかが欠けた状態で，この植物は生きていける

でしょうか。

どちらかが欠けたら，どのような状態になるでしょうか。

黒板に「イエス・キリストを信じる信仰」と「神の戒めへの従

順（行い）」と書く。以下の質問をする。

永遠の命を得るには，このどちらが必要でしょうか。

福音の原則と植物の生長に欠かせない要素には，どのような

共通点があるでしょうか。

テトス1：1 6；2：7，1 4；3：8，1 4を読み，パウロが強調して

いた教義について話し合う。以下の質問をする。

「良いわざ」とは何でしょうか。

それは，わたしたちが天の御父のみもとへ戻るうえで，どの

ような助けとなるでしょうか。

テトス3：3－5を読み，以下の質問をする。

この聖句の教えは，行い（わざ）に関連してこの前に読んだ

聖句の内容と一致しているでしょうか，それとも一致してい

ないでしょうか。

パウロは矛盾したことを言っているのでしょうか。矛盾して

いるとしたら，それはどのような理由によるのでしょうか。

また矛盾していないとしたら，それはなぜでしょうか。

パウロは何を言おうとしたと思いますか。（行いと恵みの両方

が必要である。）

テトスへの手紙

2 1 8

この手紙はこの
時期に書かれた

最初の伝道の旅

（使徒13－14章）

2回目の伝道の旅

（使徒15：36－

18：22）

3回目の伝道の旅

（使徒18：23－

21：15）

カイザリヤとローマ

での入獄（使徒

21：16－28：31）

ローマでの2度目の

入獄期間

西暦年（約）47－50 50－53 53－57 57－62 62－65
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ダリン・H・オークス長老の次の言葉を読む。

生徒たちにテトス3：4－8を読ませる。次に，救いを得るには

イエス・キリストの恵みと良い行いが必要であると末日聖徒が信

じる理由を，教会員でない友人に説明するという想定で，生徒た

ちに手紙を書かせる。

テトス2：1－15。戒めに背く行いやこの世的な欲望の克服は，

わたしたちを主のもとへ導く。（15－20分）

批判的な人や怒りっぽい人は周囲にどのような影響を与えるか

について，生徒たちと話し合う。次の質問をする。「そのような

人と一緒にいると，良い気持ちになれないのはなぜでしょうか。」

テトス1：1 0－1 4を読み，テトスの周りには，どのような人たち

がいたのかを説明する。次の質問をする。

そういう人々に福音を教えるとき，テトスはどのように感じ

たと思いますか。

そういう人々の神権指導者として責任を果たすとき，どのよ

うに感じると思いますか。

そういう人々を助けるのは，どれほど大切なことだったと思

いますか。

皆さんがその立場にいたら，どのように感じると思いますか。

テトス3：1 0－1 1を読み，パウロがどのような勧告をしている

か確認し，以下の質問をする。

「退けなさい」とはどういう意味でしょうか。

わたしたちには，ある人との交わりを絶たなければならない

ような場合があるでしょうか。それはどのようなときでしょ

うか。どうして，そのようにしなければならないのでしょう

か（ガラテヤ6：1と比較）。

各生徒に紙を渡し，それに4つの欄を作らせる。テトス2：2－6

にざっと目を通させ，パウロが「健全な教」（1節）を与えた人々

を4つのグループに大別させ，それを4つの欄の見出しとして記入

させる。次に1－8節を注意深く読ませ，パウロが各グループの

人々に与えようとした勧告を該当する欄に書き込ませる。生徒た

ちにそれらの勧告について深く考えさせ，それが自分自身にどう

当てはまるかを考えさせる。自分の周囲にいる多くの人を変える

ことはできないとしても，その人たちの俗的な影響力を拒み，自

分自身の成長を図ることはできる，ということを説明する。テト

ス2：1 1－1 5を読み，自分自身を変えるために何ができるかを確

認する。以下の質問をする。

わたしたちが自分自身を変えることができるようにするため

に，主はどのようなことをしてくださったでしょうか。

自分自身を変えようと努力する人には，どのような祝福が与

えられるでしょうか。

「キリストの贖罪による罪からの清めとは，罪人個人の

信仰を条件として行われるものであり，それは，悔い改め

てバプテスマを受け，聖霊を受けよとの主の戒めに従うこ

とによって示されるのです（使徒2：3 7－3 8参照）。……

ニーファイはこう教えました。『わたしたちは子孫……

に，キリストを信じ，神と和解するように説き勧め……て

いる。それは，わたしたちが最善を尽くした後，神の恵み

によって救われることを知っているからである。』（2ニー

ファイ2 5：2 3）『最善を尽くした後』とはどういうことで

しょう。悔い改め（アルマ2 4：1 1参照）やバプテスマ，戒

めを守ること，最後まで堪え忍ぶことを含むのは確かで

す。」（『聖徒の道』1 9 9 8年7月号，6 3）

テトス1－3章

2 1 9
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著者とあて先：パウロはローマにおける最初の入獄期間中にこ

の手紙を書いた。この手紙のあて先であるピレモンは，教会員で

あり，パウロが改宗した奴隷オネシモの主人であった（ピレモン

1：1－10参照）。

歴史的背景：ピレモンはコロサイの住人であり，パウロが改宗

した人々の一人であったと思われる（ピレモン1：1 9－2 0参照）。

彼は熱心な教会員で，自分の家や財産を教会のために惜しみなく

提供した（ピレモン1：2－5参照）。パウロはこの手紙の中で，ピ

レモンのもとから逃れた奴隷のオネシモを手もとに置いておきた

いという希望をはっきりと述べている。パウロにとってオネシモ

は有益な友だったからである。しかし，パウロはそれを自分の意

のままに行うことはできなかった。奴隷の身で改宗した若いオネ

シモは，他人の所有物だったからである。逃亡奴隷に対して与え

られる罰は死であった。パウロはピレモンに，自分自身を受け入

れるようにオネシモを受け入れてほしいと懇願している（ピレモ

ン1：12－19参照）。

テーマ：パウロは改宗して日の浅いオネシモへ，主人のもとへ

戻り，償いをすることを望んだ。パウロはピレモンがオネシモを

受け入れることを望み，そのことを訴えるためにこの手紙を書い

た。オネシモは主人のもとへ戻ることによって，奴隷の自分が新

たに見つけた自由を失う結果になるとしても，イエス・キリスト

の福音を通してしか得ることのできないもう一つの自由を持って

いたのである（ピレモン1：10参照）。

ピレモン1章

はじめに

ピレモンへの手紙は，数あるパウロの手紙の中でも，赦しと悔

い改めの意味を特によく説いている。パウロはキリストのような

愛と憐れみの模範でもある。牢獄の壁の中に閉じ込められていて

も，パウロは自分以外に頼る者のない貧しい逃亡奴隷のために申

し開きをし，その優しさを示している。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってピレモン

1章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

わたしたちはほかの人が自分に対して犯した罪を赦さなけれ

ばならない（ピレモン1：1 0－2 0参照；教義と聖約6 4：9－1 1

も参照）。

人は皆福音によって，主の前に等しい存在である（ピレモン

1：15－17参照；アルマ1：26；教義と聖約88：107も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』396－397

教え方の提案

ピレモン1章について教える準備をするときに，以下の提案を

用いるか，自分自身が考えた複数のアイデアを用いる。

ピレモン1章。人は皆福音によって，主の前に等しい存在であ

る。（35－40分）

黒板に「パウロ」「オネシモ」「ピレモン」と書き，太い鎖の絵

を描く。

人類の歴史の中で，鎖はどのようなことに用いられてきたで

しょうか。

鎖は何のシンボルとして用いられるでしょうか。

黒板に書いたのは，それぞれに生活の中に鎖を持つ人の名前で

あることを説明する。生徒たちにピレモン1：1－2 1を読ませ，こ

の3人がそれぞれにどのような鎖を持っていたかを考えさせる。

生徒たちにその結果を発表させて，黒板に書き上げ，その内容に

ついて話し合う。（パウロは投獄されていた，オネシモは奴隷の

身であった，ピレモンは奴隷に厳しい主人だったかもしれない，

などの答えが考えられる。）

ピレモンへの手紙の冒頭の箇所（このページ）から適切な情報

を選んで，生徒たちに説明する。ピレモンとオネシモの生きてい

た時代には，奴隷は主人の意のままになる存在であった。ささい

なことで主人の気持ちを損じ，ひどい罰を受けるというのは，よ

くあることであった。次の説明を読むとよい。

以下の質問をする。

ピレモンは法律的には，自分の奴隷に対してどのようなこと

ができたでしょうか。

それは宗教的に見ても，彼の権利の範囲内にあると言えるで

しょうか。

オネシモの生活の中には，奴隷の境遇に対する考え方を変え

る，どのような出来事があったでしょうか。（彼は救い主の福

音に改宗していた。）

「奴隷に対する法の精神は，『奴隷はいかなる権利も持

たず』という文言に表現されている。奴隷の主人が持つ支

配権は絶対的なものであった。意のままに，手足を切断し

たり，拷問にかけたり，殺したりすることができたのであ

る。……逃亡奴隷の追跡捜査は，一つの職業として行われ

ていた。連れ戻された奴隷は額に焼印を押され，2倍の労

働を課せられ，時には円形闘技場で獣の中に投げ入れられ

ることさえあった。奴隷の数はおびただしいものであった。

2千人もの奴隷を所有する人さえいた。」（マービン・R・ビ

ンセント，Word Studies in the New Testament，全4巻，

〔1 9 0 0－1 9 0 1年〕，第3巻，5 1 9）

ピレモンへの手紙

2 2 0

この手紙はこの
時期に書かれた

最初の伝道の旅

（使徒13－14章）

2回目の伝道の旅

（使徒15：36－

18：22）

3回目の伝道の旅

（使徒18：23－

21：15）

カイザリヤとローマ

での入獄（使徒

21：16－28：31）

ローマでの2度目の

入獄期間

西暦年（約）47－50 50－53 53－57 57－62 62－65
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ピレモン1：8－2 0をもう一度，クラス全体で読み，以下の質問

に対する答えを探す。

パウロはピレモンに，福音のどのような原則を実践するよう

に求めたのでしょうか。

ピレモンにとって赦しを与えるのは難しいことだったかもし

れません。その理由として，どのようなことが考えられるで

しょうか。

わたしたちはこの聖句の教えから，何を学ぶことができるで

しょうか。

生徒たちに，人を赦すのを難しく思ったときのことを考えさせ

る。以下の質問をする。

その人に対する態度を変えるのは，どれほど難しいことでし

たか。どうして，そのように感じたのでしょうか。

結局どのようにして，自分の気持ちを変えることができまし

たか。

黒板に書いた名前を指して，以下の質問をする。

神はこの3人の中のだれを最も愛しておられたでしょうか。

2ニーファイ2 6：3 3を読む。選択することはなぜ不可能なので

しょうか。

人の生活環境は十人十色ですが，共通しているものもありま

す。それはどのようなものでしょうか。

環境の違いに関係なく，福音はすべての人に，どのような影

響を与えるでしょうか。

福音はすべての人を平等にしてくれることを証する。したがっ

て，わたしたちは互いにより寛容にならなければならない。

ピレモン1章

2 2 1
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著者と書かれた時期：紀元4 0 0年ごろから，ヘブル人への手紙

はパウロによって書かれたと言い伝えられている。しかし，パウ

ロのほかの手紙と比較して，その文体や語法に大きな違いがある

ために，この手紙を書いた人物がパウロかどうか疑問視する人々

もいる。それでも，パウロ自身が書いたものではないとしても，

この手紙に書かれている教義とパウロのほかの手紙に書かれてい

る教義に一致が見られるために，内容的にはパウロの教えが説か

れているという見方が広く受け入れられている。

預言者ジョセフ・スミスは，聖書を霊感によって訳したときに，

この書がパウロの著作であることに異議を唱えていない（『聖句

ガイド』「ジョセフ・スミス訳」p. 133参照)。例えば，預言者は次

のように教えている。

「パウロはヘブル人の兄弟たちにあてた手紙の中で，アベルは

義なる者と認められたと述べている。」（Teachings of the

Prophet Joseph Smith，59）

この手紙がいつごろ書かれたのかは確実でない。しかし，ヘブ

ル人への手紙の中に，紀元7 0年に起きた神殿の崩壊に関する言及

がなく，神殿についての記述がすべて現在時制であることから，

この手紙は神殿崩壊より以前の時期に書かれたと推測される。パ

ウロ自身の作であるとすれば，彼が死亡した紀元6 5年以前に書か

れたことになる。

だれに向けて書かれたのか：ヘブル人への手紙は旧約聖書に述

べられている主題や規定などを数多く採り上げている。その点を

考えると，この書はユダヤ人（ヘブル人）キリスト教徒に向けて

書かれたという可能性もある。

歴史的背景：これまでに学んだ使徒行伝とパウロの手紙の中で

見てきたように，異邦人とユダヤ人キリスト教徒の間には，聖徒

はモーセの律法に従うべきかどうかという点に関して，大きな相

違が存在した（使徒1 5章参照）。ヘブル人への手紙が書かれた目

的の一つは，ユダヤ人の改宗者たちに，福音に従順な生活を続け，

旧約聖書流の生活に戻ることがないように促すことであった。

モーセの律法がキリストの贖いによって廃されたことが明らか

になるにつれ，二つの興味深い疑問が生じてきた。「クリスチャ

ンはもはやモーセの律法に拘束されないという真理を受け入れる

としたら，旧約聖書のほんとうの価値については，どのように考

えたらよいのか。」「旧約聖書の内容をどのように解釈したらよい

のか。」考え得るわずかな例外を除いて，当時のクリスチャンた

ちが手もとに置ける聖典は，わたしたちが今旧約聖書と呼ぶもの

だけであった。新約聖書はまだその編集の過程にあり，正典とし

て認められるようになったのは3世紀近く後のことであった。ヘ

ブル人への手紙は，キリスト教徒は旧約聖書とモーセの律法をど

のように受け止めたらよいのかという疑問に答えるために書かれ

たと思われる。キリストとその福音は，古い律法の上に立つもの

であった。

すべてのものに対するイエス・キリストの超越性

テーマ：パウロはコロサイの聖徒たちに，長子である御子を遣

わしてくださった「父なる神に，感謝す」べきであると教えた。

天の御父は，キリストが「すべてのことにおいて第一の者となる

ため」にそうされたのである（コロサイ1：1 2－1 8）。ヘブル人へ

の手紙はこのテーマに，イエス・キリストは御父の下にあって，

すべてのものに超越しておられるという事実を付け加えている。

その結果，キリストは律法の古い契約を成就し，福音の新しい契

約を与える権能を授けられておられる。ある末日聖徒の教育者は

次のように書いている。

「ヘブル人への手紙と……新約聖書の対応関係は，レビ記と旧

約聖書の対応関係に等しい。レビ記はモーセの律法の体系を明ら

かにし，一方ヘブル人への手紙は，それに対する解釈を与えてい

る。パウロはヘブル人への手紙の中で，福音はレビ記中の律法に

定められた規定を土壌として出てきたものであることを示してい

る。パウロは当時回復された福音の光を通して，レビ記に示され

た体系は，世俗の荒野の中にある人々が主の安息に入れるように

するための，一つの架け橋として定められたものであることを示

している。

福音書も含めて，新約聖書の諸書の中で，パウロが書いたヘブ

ル人への手紙以上に，イエス・キリストを強調したものはない。

パウロはこの手紙の中でキリストを，モーセを通して与えられた

制度を成就する存在として説明しようと努めている。モーセが示

した制度は一つの象徴であり，その実体は，ナザレのイエスとそ

の贖いの犠牲の中に見いだされる。」（ジョセフ・フィールディン

グ・マッコンキー，“Jesus Christ，Symbolism，and Salvation，”

ロバート・L・ミレット，Studies in Scripture： Volume 6，Acts

to Revelation〔1987年〕，192で引用）

ヘブル人への手紙

2 2 2

天の御父

イエス・キリスト

御子イエス・キ
リストは天使よ
りも偉大な御方
である。ヘブル
1－2章

御子イエス・キ
リストは預言者
モーセよりも 偉
大 な 御 方 で あ
る。ヘブル3－
4章

キリストの神権
はレビ神権より
も偉大である 。
ヘブル5－7章

イエス・キリス
トは，アブラハ
ムより偉大であ
ったメルキゼデ
クよりもさらに
偉大な御方であ
る。ヘブル7－
8章

キリストの犠牲
は旧約聖書に定
められたすべて
の犠牲に取って
代わるものであ
る。ヘブル9 －
10章

イエス・キリス
トの力は，この
世の様々な問題
や障害のすべて
を凌駕するもの
である。ヘブル
11－13章
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ヘブル1－2章

はじめに

ヘブル1－2章は，イエス・キリストの，神の御子という特別な

立場を強調している。イエス・キリストの栄光と誉れは，天使た

ちをしのぐものであるが，キリストは御自身を「御使たちよりも

低い者」とされた（ヘブル2：9。詩篇8：5も参照）。この言葉が

何を意味するかについて深く考え，イエス・キリストが万物統治

される御方であるという教えをヘブル人の手紙の中から探させる。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってヘブル

1－2章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

イエス・キリストは天の御父の独り子であり，「神の本質の姿」

であられる（ヘブル1：1－6参照；ヨハネ14：9も参照）。

イエス・キリストは天使よりも偉大な御方であるが，わたし

たちが受ける苦しみや誘惑を理解できるように，死すべき体

を自ら進んで受けられた（ヘブル1：4－1 2；2：9－1 8参照；

アルマ7：11－13も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』426－429

教え方の提案

ヘブル1－2章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

ヘブル1－2章。イエス・キリストは天の御父の「本質の姿」

であられる。イエス・キリストは天使よりも偉大な御方であるが，

わたしたちが受ける苦しみや誘惑を理解できるように，死すべき

体を自ら進んで受けられた。（35－40分）

何人かの生徒たちに，子供時代の自分の写真と，それと同じ年

ごろの親の昔の写真を用意してもらう。それらの写真を順不同に

並べ，ほかの生徒たちに，どれとどれが実際の親子の写真の組み

合わせになるか考えさせる。どのような外見的特徴が判断の助け

になったかを話し合う。

生徒たちにヘブル1：1－3を読ませ，この聖句がイエス・キリ

ストの外見的な特徴についてどのようなことを教えているか確認

させる。次の質問をする。「もし天の御父とイエス・キリストの

写真を見ることができるとしたら，御二方はどのように似ている

と思いますか。」外見が似ているということのほかに，わたした

ちが親から受け継ぐほかの特質についても話し合う。

生徒たちにヨハネ1 4：6－1 0を読ませ，イエス・キリストがほ

かにどのような点で天の御父の「本質の姿」であられるのかを考

えさせる。生徒たちにヘブル1：6－1 2を読ませ，今度は，イエ

ス・キリストの属性，力，特質で，天の御父と同じものを探させ

る。ヘブル1章に書かれている以下の点を黒板に書き上げる。

生徒たちにヘブル2：7を読ませ，その後に次の質問をする。

「前世において神であったイエス・キリストが，地上に来て『御

使たちよりも低い者』とされる道を選ばれたのには，どのような

理由があるのでしょうか。」生徒たちの考えについて話し合う。

イエスは天の御父のほかの子供たちのために贖いを成し遂げる目

的で，進んで地上に来られた，ということを説明する（ヘブル

2：9参照；ピリピ2：5－1 1；モーサヤ3：5－9参照）。救い主が御

自分の意志で，天の御座を去り，死すべき肉体を受け，十字架上

で死を受け，人類の罪への代価を払われたことに関して，ニーフ

ァイは「神が御自身を低くされ」（1ニーファイ1 1：2 6－3 3）とい

う表現を用いている。

生徒たちにヘブル2：1 0－1 8を黙読させ，キリストがすべての

苦しみを受けようと思われたのは，わたしたちに対する愛のゆえ

であり，わたしたちに御父のもとへ戻る機会を得させたいと望ん

でおられたからである，ということを示す証拠を探させる。次の

質問をする。

強い印象を受けたのは，どの聖句ですか。それはどうしてで

すか。

主は御自分が誘惑を受けた体験をお持ちなので，その分，誘

惑を受ける人々を効果的に助けることがおできになります。

皆さんはそのことを学んで，どのように感じますか。

救い主イエス・キリストに対して感じる愛を生徒たちと分かち

合う。

ヘブル3－6章

はじめに

ヘブル1－2章には，イエス・キリストが天使より優れた存在で

あられることが宣言されている。ヘブル3－4章は，イエスと，ユ

ダヤ人に最も尊ばれていた預言者モーセを比較している。ヘブル

5－6章は，メルキゼデクの位による大祭司であるキリストは，モ

ーセの律法に基づくレビの位による大祭司より偉大であられるこ

とを教えている。信仰，恵み，憐れみ，完全になることに関して

どのような教えが述べられているか確認する。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってヘブル

3－6章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

イエス・キリストはいかなる預言者よりも偉大な御方である

（ヘブル3：1－6参照）。

ヘブル3－6章

2 2 3

6節 天使がイエス・キリストを礼拝する。

8節 イエス・キリストは公平のつえを持つ。

9節 イエス・キリストは不法を憎む。

10節 イエス・キリストは地の基を据えた。

12節 イエス・キリストは永遠に変わることがない。
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救い主に対して心をかたくなにしない人は，この世において

も，来るべき世においても主の安息に入ることができる（ヘ

ブル3：8－19；4：1－11参照）。

信仰を持つ人々は福音に耳を傾けることにより，改心へ導か

れる（ヘブル4：1－2参照；アルマ32：21－43も参照）。

主はわたしたちを清め，御父のもとへ行けるようにするため

に，恵みと憐れみを授けてくださる（ヘブル4：1 2－1 6参照；

エテル12：27も参照）。

正統に神権を受けるには，アロンの場合と同じように，神に

よって召されなければならない（ヘブル5：1－4参照；信仰箇

条1：5も参照）。

滅びの子は，悔い改めることも贖われることもできない（ヘ

ブル6：4－6参照；教義と聖約76：30－49も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』429－431

教え方の提案

ヘブル3－6章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

ヘブル3－4章。救い主に対して心をかたくなにしない人は，

この世においても，来るべき世においても主の安息に入ることが

できる。（30－35分）

一人の生徒に，この世において達成したいと考えている大切な

目標を話してもらう。その生徒に，その目標を達成するのはどれ

ほど難しいことなのかを質問する。その目標に到達するために必

要なステップの幾つかを挙げさせ，クラス全体で，それについて

話し合う。生徒たちに以下の質問をする。

その目標を達成するのはだれの責任ですか。

その目標を達成するのに必要な条件を満たさずに，望む報い

を得ることができると思いますか。どうして，そのように思

いますか。

黒板に「主の安息に入る」と書く。生徒たちにヘブル3：8－1 9

を読ませ，主の安息に入るのを拒まれたのは，どのような種類の

人々だったかを確認する。以下の質問をする。

この安息とは，何を指している言葉でしょうか。（神の完全な

栄光。教義と聖約84：24参照）

彼らがこの特権を失ったのは，どのような罪を犯したからで

しょうか。

パウロは，当時の人々がこれと同じ罰を受けないようにする

ために，どのような罪に注意するよう警告しましたか。

12－15節の警告はわたしたちにどう当てはまると思いますか。

義人は死後，パラダイスと呼ばれる安息の状態に入るが，わた

したちはこの世においても主の安息を受けられるということを説

明する。ジョセフ・F・スミス大管長の次の言葉を読む。

以下の質問をする。

現世においても，また来世においても主の安息に入るという目

標を追求するのは価値あることです。それはなぜでしょうか。

その目標を達成する責任はだれにありますか。

主の安息に入るための条件を満たさずに，その祝福にあずか

ることができると思いますか。どうして，そのように思いま

すか。

ヘブル4：1を読む。パウロはここで，どのような警告を与えて

いますか。（神の安息に入り損なうことがあってはならない。）

もし自分がこの重要な目標を達成できないとしたら，皆さん

はどのような気持ちになりますか。

生徒たちにヘブル4：2－1 2を黙読させ，主の安息を追求する力

と導きを与えてくれる言葉に印を付けさせる。何人かの生徒に，

印を付けた言葉を発表してもらう。

ヘブル4：1 4－1 6を読む。生徒たちに，イエス・キリストはわ

たしたちを神の安息に導く力を持っておられることを理解させ

る。生徒たちにマタイ1 1：2 8－3 0；モルモン書ヤコブ1：7－8；

アルマ1 2：3 4；教義と聖約5 9：2 3を読ませ，どうしたら「はばか

ることなく恵みの御座に近づ」き，イエス・キリストが差し出し

ておられる力を得ることができるかを考えさせる。キリストのも

とへ来る人々に与えられる安らぎ，喜び，安息を求めるよう，生

徒たちを促す。

ヘブル4：1 2－1 6。主はわたしたちを清め，御父のもとへ行

けるようにするために，恵みと憐れみを授けてくださる。（1 5－

20分）

レッスンが始まる前に，黒板に「憐れみ」と「恵み」という言

葉を書いておく。生徒たちに次のように言う。「何か不思議な方

法で今まで聞いたこともない，遠い王国へ連れて行かれたと想像

してください。その国民はおもしろく，親しみやすい人々でした。

ところが毎日正午になると全国民は，それまでしていたことを途

中でやめ，特別なトランペットで国歌を一緒に演奏しなければな

らないと定められています。もしトランペットを持っていないと

ころを見つけられたら，逮捕されて国王の前に連行され，死刑を

宣告されます。」

生徒たちに次の質問をする。「もし皆さんがそうなったら，国

王に対して何と言いますか。」生徒たちに黒板に書いた言葉を見

させ，次の質問をする。「皆さんはこの法律を知りませんでした。

王様に憐れみと恵みのどちらを求めたいと思いますか。」

「昔の預言者は『神の安息に入る』ことについて述べて

います。これはどういう意味でしょうか。それは神の知識

と愛を知ることだとわたしは思います。すなわち，わたし

たちが正しい道を歩んでいるのであり，間違ったものを追

求しているのでなく，人々の悪巧みによって起こる様々な

教えの風に吹きまわされたり，もてあそばれたりしている

のではないことを理解できるほど，神の目的と計画に対し

て信仰を持つことです。……あらゆる疑いや恐れがなくな

るまで神を信じる信仰が高められた人は，『神の安息』に

入った人です。……疑い，恐れ，危険に対する不安，世の

宗教上の混乱……とは無縁の安息です。」（Gospel Doctrine，

5 8；マタイ1 1：2 8－3 0も参照）

ヘブル人への手紙

2 2 4
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生徒たちに次のように言う。「幸いなことに，王様はトランペ

ットを持っていなかったことについて，皆さんに憐れみと赦しを

与えてくれることになりました。」生徒たちに黒板の「恵み」と

いう言葉を見させる。次の質問をする。「憐れみと恵みはどう違

うのでしょうか。」この質問に対する答えを出させるために，『聖

句ガイド』「恵み」の項（p.254）の定義を生徒と一緒に読む。

ヘブル4：1 2－1 6を読む。わたしたちが悔い改めるなら，主は

罪を赦してくださるだけでなく，わたしたちが内面を変えもっと

よく戒めを守れるように助けてくださる，ということについて話

し合う。下記の枠内の言葉のコピーを配付資料として生徒たちに

渡す。レッスンの中でその内容を確認し，家に戻ってからよく研

究するように促す。

憐れみと恵みは，人類の祝福と昇栄のために相まって働くとい

うことを説明する。わたしたちがキリストを信じる信仰を持ち，

悔い改めるなら，天の御父は憐れみと赦しを授け，わたしたちを

清めてくださる（教義と聖約1 1 0：5参照）。わたしたちはキリス

トの恵みによって，「生まれながらの人を捨て」，聖徒になること

ができるのである。そして，そのすべてを可能にしてくれたのが，

イエス・キリストの贖罪である（モーサヤ3：1 9；アルマ3 3：8－

1 1参照）。七十人のジーン・R・クック長老の次の言葉を読み，そ

の内容について話し合う。

ヘブル5：4（マスター聖句）。正統に神権を受けるには，

アロンの場合と同じように，神によって召されなければ

ならない。（10－15分）

生徒たちに，証明書，卒業証書，免許状などを見せる。以下の

質問をする。

これらのものを受けるには，何が必要とされるでしょうか。

これらのものを発行するには，何が必要とされるでしょうか。

皆さんは，医大で勉強したこともなく，自分勝手に作った医

師免許を持っている人から手術を受けたいと思いますか。

生徒たちに，神権者にも同じことが言えるということを話す。

生徒たちにヘブル5：1－4を読ませ，正当な権能を持つ神権者と

呼ばれるためには，何が求められるかを考える。生徒たちに出エ

ジプト2 8：1を読ませ，アロンがどのようにして召されたかを確

認する。ボイド・K・パッカー長老の次の言葉を読む。

真の神権の権能と力は，末日聖徒イエス・キリスト教会の中に

あるということを証する。

「神権は卒業証書ではありません。証書のように手渡

されたり，メッセージや手紙のように配られたりするも

のではないのです。正しい聖任によってのみ与えられま

す。そこには権能を受けた神権者がいなければなりませ

ん。その人が皆さんの頭に手を置き，聖任するのです。」

（『聖徒の道』1982年4月号，55）

第4の原則は最善を尽くすことです。……

……『それは，わたしたちが最善を尽くした後，神の恵

みによって救われることを知っているから』です（2ニー

ファイ2 5：2 3）。

……この原則を理解することは何とすばらしいことでし

ょう。わたしたちの信仰の強弱，また性別や年齢にかかわ

らず，主はわたしたちを助けてくださいます。しかしこの

助けは，わたしたちの知識や強さ，あるいはわたしたちが

だれであるかではなく，わたしたちが自分の置かれた状況

の中で持てるものをすべてささげ，最善を尽くしたかどう

かに基づいて与えられます。人が力の限りを尽くすときに

初めて，主は恵みを与えて助けてくださるのです（教義と

聖約123 ：1 7参照）。……

第5の原則は戒めを守ることです。確かにこれも主の恵

みを受けるための条件です。『あなたがたは，わたしの戒

めを守るならば，父の完全を受け……るからである。それ

ゆえ，……あなたがたは恵みに恵みを加えられるであろ

う。』（教義と聖約9 3：2 0。2 8節も参照）

恵みを得るためには，完全である必要はありませんが，

戒めを守るためにできる限りの努力をする必要がありま

す。そうすれば，主はその力を授けてくださるのです。」

（『聖徒の道』1 9 9 3年7月号，8 1－8 3）

「わたしたちの中には，神の御子イエス・キリストの贖

いを通して天父がわたしたちに下さったこのすばらしい恵

みの賜物を受けていない人や，それを用いるすべを知らな

い人がいるのではないでしょうか。……

そのような神の助けを受けて生活〔する〕ために役立

つ5つの原則について皆さんと一緒に考えてみたいと思い

ます。……

第1の原則は信仰です。……

この恵み，すなわち事を成し遂げる力が信仰によって得

られるのは明らかです。ですから，主イエス・キリスト

への信仰が福音の第一の原則であるのはもっともなこと

です。……

第2の原則は悔い改めです。贖いを通して与えられる主

の恵みは，わたしたちの罪を清めるとともに，試練や病気，

さらには性格上の弱点を克服することを通して，わたした

ちが完全な者となるように助けてくれます。こうして，わ

たしたちは主の恵みにより清められ，義とされるのです。

（教義と聖約2 0：3 0－3 1参照）……

第3の原則は謙遜な心です。『しかし神は，いや増しに恵

みを賜う。であるから，「神は高ぶる者をしりぞけ，へりく

だる者に恵みを賜う」とある。』（ヤコブの手紙4：6）……

「憐れみ：同情，優しさ，赦しの精神。憐れみは神の属

性の一つである。」

「恵み：神から授けられる力。この力によって，人はこの

世で数々の祝福を受け，永遠の命と昇栄を授かることができ

る。このような神聖な助けは，神の憐れみと愛を通して，信

仰を実践し，悔い改め，全力を尽くして戒めを守る人に与え

られる。」（エテル1 2：2 7；『聖句ガイド』「恵み」p . 2 5 4参照）

ヘブル3－6章

2 2 5
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ヘブル7－10章

はじめに

メルキゼデク神権はレビ神権より偉大であり（ヘブル7章），イ

エス・キリストの福音と主によるささげ物はモーセの律法よりも

偉大である（ヘブル8－1 0章）。ヘブル7－1 0章を読み，メルキゼ

デクに関する教え，大神権とアロン神権（レビ神権）の相違点を

確認する。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってヘブル

7－10章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

聖めはイエス・キリストの贖罪の力を通してのみ受けること

ができる（ヘブル7：1 1－2 8；8：6－1 3；9：1 1－1 5，2 2－

28；10：1－4，9－22参照）。

祭司と彼らがモーセの律法の下にささげた供え物は，イエ

ス・キリストとその贖罪の予型と象徴であった（ヘブル8：

3－6；9：6－28；10：1－12参照；2ニーファイ11：4も参照）。

動物の血はわたしたちを救うことはできない。イエス・キリ

ストの血のみが，わたしたちを堕落した状態から贖うことが

できる（ヘブル9：11－28参照；アルマ34：9－15も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』431－442

教え方の提案

ヘブル7－1 0章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

ヘブル7－1 0章。イエス・キリストはアブラハム，メルキゼ

デクより偉大な御方である。イエス・キリストの神権はレビ神権

よりも偉大である。キリストがささげられた犠牲は，旧約聖書に

書かれているいかなる犠牲よりも偉大である。（30－35分）

生徒たちに，預言者が受けている神権は何かを質問し，その答

えを黒板に書き上げる。生徒たちに，その神権の力を身をもって

味わったときの経験について適切な話をしてもらう。教義と聖約

1 0 7：2－4を読ませて，その神権の名を確認させ，それがメルキ

ゼデクという人物にちなんで名付けられた理由を調べる。

パウロがヘブル7－1 0章の中で，イエス・キリストの福音とメ

ルキゼデク神権はモーセの律法の儀式に勝ると教えたことを説明

する。併記されている聖句を参照しながら，以下の質問事項につ

いて話し合う。（あるいは，それを配付資料として生徒たちに渡

し，個人またはグループでその問題に取り組ませる。）この教義

を理解させるために，必要に応じて『イエスと使徒たちの生涯と

教え』のヘブル人への手紙第7－10章に関する注解（pp.431－442）

に書かれている情報を用いる。

メルキゼデクとはどのような人物でしょうか（ヘブル7：1－2

参照）。

メルキゼデクとアブラハムとでは，どちらがより大きな権能

を持っていたでしょうか。（ヘブル7：2－4参照。生徒たちか

ら3節の意味について質問を受けたら，この節のジョセフ・ス

ミス訳を参照する。）

イエス・キリストが持っておられたのは何の神権でしょうか

（ヘブル5：5－6参照）。

イエス・キリストがメルキゼデクの位による祭司であられる

なら，どうしてメルキゼデクより偉大であると言えるのでし

ょうか（ジョセフ・スミス訳ヘブル7：3参照）。

メルキゼデク神権はどのような点でアロン神権（レビ神権）

より偉大なのでしょうか（ヘブル7：1 1－1 2，2 2－2 5；3ニー

ファイ15：8－9参照）。

メルキゼデク神権がつかさどる福音の新しい契約は，どのよ

うな点でアロン神権がつかさどる古い契約すなわちモーセの

律法よりも優れているでしょうか（ヘブル8：8－13参照）。

偉大な大祭司イエス・キリストによる贖罪は，どのような点

で，旧約聖書時代の祭司たちがささげたすべての供え物や犠

牲に勝っているでしょうか。別の言い方をすれば，イエス・

キリストの贖罪にできて，モーセの律法にできないことは何

でしょうか（ヘブル9：1－15；アルマ34：10，13－14参照）。

ヘブル1 0：9－2 2。聖めはイエス・キリストの贖罪の力を通

してのみ受けることができる。（15－20分）

生徒たちに巻末にある囚人の写真を見せる（p . 2 9 3）。注意：収

監されている親族を持つ生徒がいる場合には，彼らの気持ちによ

く配慮する。次の質問をする。

人が監獄に入れられるのはなぜでしょうか。（法律を破ったか

ら。）

このような状況にいる人が悲しみを感じるのはなぜでしょ

うか。

罪に対する償いを終えて釈放され，幸せに思う人もいれば，

そう思わない人もいます。それはなぜでしょうか。

2枚目の写真（巻末，p . 2 9 4参照）を見せる。囚人の中には，生

き方を変えられず，また監獄に戻る人がいる。それはどのような

理由によると思うか，生徒たちに質問する。（怒りが治まらず，

法律を破り続ける場合もある。）生徒たちにモーサヤ2：4 1を読ま

せ，この人がほんとうに幸せになるには何をなすべきかについて

話し合う。以下の質問事項について話し合う。

ヘブル人への手紙
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神の律法を破るとどのような結果になるでしょうか（アルマ

41：10参照）。

人が幸せになれるかどうかは，単に環境だけではなく，どの

ような生き方をするかにかかっています。それはなぜでしょ

うか。

わたしたちも，この人と同じように有罪とされ，霊的な意味

での監獄に入ってしまうことがあります。それはどのような

場合でしょうか（ローマ3：23；1ヨハネ3：4参照）。

この世においても，来るべき世においても幸せをつかむため

には何をしなければならないでしょうか。

生徒たちにヘブル1 0：1 0，1 4－1 7を読ませ，「イエス・キリス

トのからだがささげられたことによって」，わたしたちにどのよ

うなことが起こったかを確認させる。（聖められるようになった。）

黒板に「聖められる」と書き，それが生徒たちにとってどのよう

な意味を持つ言葉であるかを説明してもらう。一人の生徒に，ジ

ョセフ・B・ワースリン長老の次の言葉を読ませ，クラス全体で

その内容について話し合う。

以下の質問事項について話し合う。

贖罪の力によって聖められるには，何をしなければならない

でしょうか。

罪の状態から聖められることによって，わたしたちはこの世

においても次の世においても幸せになることができます。そ

れはなぜでしょうか。

主がわたしたちのために備えておられる幸福は，それを得る

ために代価を支払う価値のあることです。それはなぜでしょ

うか。

ほんとうの幸福を味わうために，皆さんは今何をすることが

できるでしょうか。

ヘブル11－13章

はじめに

預言者ジョセフ・スミスの指示の下にまとめられた『信仰に関

する講話』（Lectures on Faith）には，イエス・キリストを信じ

る信仰は福音の第一の原則であり，「あらゆる義の基」（L e c t u r e s

on Faith〔1985年〕，1）であると宣言されている。また「信仰は

行動のための原則というだけではなく，英知あるすべての人の内

にある力の原則でもある」（1 3）とも教えている。ヘブル1 1－1 3

章は信仰について，また，わたしたちの日々の生活の中で，どの

ようにして信仰が力の原則になり得るかということについて教え

ている。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってヘブル

11－13章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

信仰は，まだ見ていない真実のことに対する希望と確信であ

る（ヘブル11：1－3参照；アルマ32：21も参照）。

信仰という力によって，古代の聖徒たちは神の戒めを守り，

大いなる義の業をなすことができた（ヘブル1 1：4－4 0参照；

アルマ26：22－36も参照）。

わたしたちは信仰によって，慈悲深い御父の訓練に耐え，そ

れを自分を磨き，完全な者となるための機会にすることがで

きる（ヘブル12：5－13参照；教義と聖約95：1も参照）。

結婚は神聖なきずなであり，神によって定められたものであ

る（ヘブル13：4参照；教義と聖約131：1－2も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』444－453

教え方の提案

ヘブル1 1－1 3章について教える準備をするときに，以下の提

案の中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを

用いる。

『「新約聖書」ビデオ』プレゼンテーション2 0「義人は，

信仰によって生きる」（1 2分1 9秒）は，ヘブル第1 1章を教

えるのに活用することができる。（『「新約聖書」メディアガイド』

に載せられている教授法の提案を参照する。）

ヘブル1 1：1－1 2：3。イエス・キリスを信じる信仰

は，行動と力の原則である。この信仰によって，古代の

聖徒たちは神の戒めを守り，大いなる義の業をなすことができた。

（35－40分）

生徒たちに，植物の種をまいた経験があるかどうか質問する。

次の質問をする。「その種が育つということを，どのようにして

知りましたか。」次に，バスが来るのを待つ経験をしたことがあ

るかどうか尋ねる。次の質問をする。「そのバスが来るというこ

とを，どのようにして知りましたか。」手紙を投函したことがあ

るかどうか尋ね，次の質問をする。「その手紙があて先に着くと

いうことを，どのようにして知りましたか。」そのような結果に

なることを，確かな裏付けをもとに知っていたわけではなく，過

去の経験から，そのようになると信じていた，ということを生徒

たちに理解させる。次の質問をする。「わたしたちが毎日してい

ることの中には，それをすれば期待している結果が必ず生じると

信じながらしていることがあります。具体的な例を幾つか挙げて

ください。」（学校へ行く，職場へ行く，橋を渡る。）

黒板に「信仰とは何でしょうか」と書く。次の参照聖句も併記

する。ヘブル1 1：1，アルマ3 2：2 1，エテル1 2：6。生徒たちと一

緒にこの3つの聖句を読み，聖句の中に教えられている信仰の定

義を一緒に書く（『聖句ガイド』「信仰」p p . 1 3 6－1 3 8も参照）。信

仰に関するこの定義が，わたしたちが自分の意志で種をまいたり，

毎日学校や職場へ行ったりする理由を理解するうえでどのように

役立つかということについて話し合う。

「イエス・キリストの偉大な贖いの力により，言い換え

れば，わたしたちの神の戒めに対する従順さの度合いによ

って働く力により，わたしたちは，自分の罪を洗い清めら

れるのです。悔い改めるあらゆる人々のために，主の無限

の『憐れみは正義の要求を満たし』〔アルマ3 4：1 6〕ます。」

（『聖徒の道』1 9 9 7年1月号，8 2）

ヘブル11－13章
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信仰を力の原則とするには，将来起きることへの強い確信以

上のものが求められるということを生徒たちに話す。黒板に次

のように書く。「福音の第一の原則は信仰ではない。第一の原則

は＿＿＿＿＿＿＿への信仰である。」生徒たちに信仰箇条第4節を

読ませ，上記の文の空白の中に当てはまる言葉を書かせる（答え

は「イエス・キリスト」）。一人の生徒に，ボイド・K・パッカー

長老の次の言葉を読ませる。

次の質問をする。「信仰の中心をイエス・キリストに置くこと

は，この2番目の信仰を持つうえでどのように役立つでしょうか。」

この2番目の種類の信仰がもたらす力を実際に経験した人々の実

例を見るために，ヘブル1 1：2－4 0の全部，あるいは一部を読む。

生徒たちに，いちばん強い印象を受けた人を挙げてもらう。

次の質問をする。「パウロがこのように多くの実例を挙げたの

には，どのような理由があると思いますか。」ヘブル1 2：1－3を

読み，理由を見つけられたかどうか尋ねる。次の質問をする。

「『いっさいの重荷と，からみつく罪とをかなぐり捨て』（1節）と

はどのような意味でしょうか。」当時，七十人の任にあったニー

ル・A・マックスウェル長老の次の言葉を読む。

以下の質問事項について話し合う。

忍耐は様々な問題に対処するうえで，どのように役立つでし

ょうか。

イエス・キリストに目を向けることは，信仰を強くするうえ

で，どのように役立つでしょうか。

イエス・キリストが示してくださった信仰，忍耐の模範は，

試練や苦しみに対するわたしたちの考え方にどのような影響

を及ぼすでしょうか。

ヘブル1 2：5－1 1。わたしたちは信仰によって，慈悲

深い御父の訓練に耐え，それを自分を磨き，完全な者と

なるための機会にすることができる。（25－30分）

黒板に「わたしたちはどのようなときに苦しみを受けるのか」

と書き，その下に「その原因は」と書く。以下の質問をする。

皆さんの中に，ほんとうに苦しく悲しい思いをしたことがあ

るという人はどれくらいいますか。

自分が誤った選択をしたために，そのような経験をした人は

どれくらいいますか。（注意：具体的にどのような経験をした

かは質問しない。）

自分の過ちが原因でないことで，そのような経験をした人は

どれくらいいますか。

「どうして自分に，このようなことが起こるのだろう」と思

ったことはありませんか。

リチャード・G・スコット長老の次の言葉を読む。苦しいこと

が起こる理由を少なくとも二つ探させる。

「その原因は」の下に，「自分自身の罪」「わたしの成長を促

すため」と書く。また黒板に「目的」と書き，たとえ複数の原因

があるとしても，わたしたちが受ける試練には，一つの普遍的な

目的があるように思われるということを説明する。生徒たちにヘ

ブル1 2：6－1 1を読ませ，主がどのような目的でわたしたちを訓

練されるのかを確認する（教義と聖約9 5：1も参照）。以下の質問

をする。

主が御自分の子供たちに訓練をお与えになるのには，どのよ

うな理由があるのでしょうか。

わたしたちが主の訓練を堪え忍ぶなら，主はわたしたちにど

のような益を下さるでしょうか。

わたしたちが経験する逆境には，主から与えられた訓練でな

いものもあります。それはどのような場合があるでしょうか。

ヘブル1 2：9には，天の御父がわたしたちの成長に強い関心を

寄せておられることの説明として，どのようなことが教えら

れているでしょうか。

人間が天の御父の霊の子供であるという教えは，神に似た者

になろうと努力するわたしたちにとって，どのように役立つ

でしょうか。

「逆境を好む人はだれもいません。試練や失意，心痛に

は，基本的に異なる二つの原因があります。まず，神の律

法に背く人々には常に苦痛が伴います。しかし，逆境のも

う一つの原因は，わたしたちの人生において主御自身が目

的を達成しようとしておられることから来るものです。試

練を通してわたしたちをさらに鍛えようという目的です。

したがって，わたしたちの試練や問題がどちらから来てい

るのかを見極めることは，非常に重要です。対処の方法が

まったく異なるからです。」（『聖徒の道』1 9 9 6年1月号，1 7）

「わたしたちは，十字架の重さだけで十分であることを

理解しなければならない。悔い改めの過程で捨て去ること

のできる重荷を負う必要はないのである。パウロはこの点

について次のような賢明な勧告をしている。『いっさいの

重荷と，からみつく罪とをかなぐり捨てて，わたしたちの

参加すべき競走を，耐え忍んで走りぬこうではないか。』

（ヘブル1 2：1）悪しき行いの重荷ですでに背が曲がってい

るときに，十字架を背負うのはさらにつらいことである。」

（Deposition of a Disciple〔1 9 7 6年〕，7 5）

「わたしは，信仰には二つの種類があると思います。一

つは世の人々にもはっきり理解できる信仰です。それは

日々経験するほとんどすべてのことに共通した特質です。

それがあるから，わたしたちは生活を続けていくことがで

きます。わたしたちはその信仰によって，何事に限らず，

それが実現するだろうという望みを持つのです。この信仰

はすべての人が持っているものであり，その強さは人によ

って異なります。もう一つは，あまり見受けることのない，

まれな種類のものであり，何事かを生じさせる力を持つ信

仰です。信仰は電気と同じように実在する力です。しかし，

その強さは，電気の何千倍もあります。皆さんはこれまで

に信仰を実際に用いたことがあるでしょうか。信仰を当然

のことと考えることなく，実際に用いているでしょうか。

自分自身について考えるときに，どれほどの信仰を持って

いるだろうかと自問してみてください。主の言葉によれば，

それこそが福音の第一の原則です。皆さんにとって，その

信仰は福音の第一の原則となっているでしょうか。」（Y o u r

Articles of Faith，ブリガム・ヤング大学年度講話〔1 9 6 2年

3月2 1日〕，8）

ヘブル人への手紙

2 2 8

   10 Heb-Jude  01.1.18 9:46 PM  ページ 228



生徒たちに，自分たちは文字どおり天の御父の霊の子供である

という知識は，彼らにとってどのような意味を持つものであるか，

ということを説明する短い文章を書いてもらう。何人かの生徒に，

書いたことを発表してもらう。最後に，リチャード・G・スコッ

ト長老の次の言葉を読む。

ヘブル1－1 3章。ヘブル人への手紙には，その全編を通して，

万物に対するイエス・キリストの超越性を証するパウロの言葉が

示されている。（20－25分）

ヘブル人への手紙の冒頭（p . 2 2 2）にある「すべてのものに対す

るイエス・キリストの超越性」の図をコピーする。「イエス・キ

リスト」の下の6つの枠には，聖句の引用表記だけを残し，説明

文は入れない。各生徒に配付資料としてそのコピーを渡す。生徒

たちに，この配付資料はヘブル人への手紙のテーマを説明したも

のであることを話す。下記の表の参照聖句を黒板に書き，生徒た

ちに，各聖句を調べ，それぞれのテーマを確認させる。（この活

動は個人でさせてもよいし，グループで行わせてもよい。）生徒

たちにそれらのテーマを，配付資料の枠の中に書き込ませる。

生徒たちの答えを確認する。イエス・キリストが大いなる御方

であられることを証し，主の力を信じ，さらに深く信頼するよう

に促す。キリストは昔と同じように，今もわたしたちを助け，救

う力を持っておられる。適切と判断した場合には，最後に賛美歌

「わが主よ，わが神」（44番）を歌うとよい。

「逆境に遭うと，たくさんの疑問がわいてきます。……

わたしには今何ができるだろうか，この経験から何を学べ

ばよいのだろうか，わたしはどう変わればよいのだろうか，

だれを助けたらよいのだろうか，これまでの試練の中で受

けてきたたくさんの祝福をどのようにして思い起こせばよ

いだろうか，と自問してください。心の奥底にある個人の

望みを二の次にして主の御心に従うのは，大変難しいこと

です。しかし，心からの確信を抱いて『あなたの御心をお

教えください』『あなたの御心が成りますように』と祈れ

ば，皆さんは愛に満ちた天の御父から最大限の助けを受け

られる強い立場に身を置くことになります。」（『聖徒の道』

1 9 9 6年1月号，1 7）

ヘブル11－13章
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参照聖句 テーマ その他の資料

ヘブル11章 イエス・キリストの力

は，この世の様々な問

題や障害のすべてを凌

駕するものである。

ヘブル1：4－6 御子イエス・キリスト

は天使よりも偉大な御

方である。

『イエスと使徒たちの生

涯と教え』のヘブル1：

1 3－1 4と2：6－9に関す

る注解，p.429

ヘブル3：1－6 御子イエス・キリスト

は預言者モーセよりも

偉大な御方である。

ヘブル5：5－

10；7：11－12

；教義と聖約

107：1－4

キリストの神権はレビ

神権よりも偉大である。

『イエスと使徒たちの生

涯と教え』のヘブル7：

1 1－1 4に関する注解 ，

p.432

ヘブル7：1－

4；ジョセフ・

スミス訳ヘブ

ル7：3

イエス・キリストは ，

アブラハムより偉大で

あったメルキゼデクよ

りもさらに偉大な御方

である。

ヘブル9：1 ，

1 0－1 4；1 0：

1 0－1 4；アル

マ34：10

キリストの犠牲は旧約

聖書に定められたすべ

ての犠牲に取って代わ

るものである。

『イエスと使徒たちの生

涯と教え』のヘブル9：

1 1－1 5，2 3－2 8に関す

る注解，p.439
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著者とあて先：著者は「離散している十二部族の人々」に向け

てこの手紙を書き送り，自分は「神と主イエス・キリストとの僕

ヤコブ」であると述べている（ヤコブ1：1）。恐らくこの人物は，

ヨハネの兄弟であるヤコブではなく，イエスと異父兄弟のヤコブ

であると思われる（マタイ1 3：5 5；ガラテヤ1：1 9；『聖句ガイ

ド』「ヤコブ（主の兄弟）」 p.265参照）。ヨセフとマリヤの息子で

あったヤコブは主と親しく交わり，主をよく知っていたと思われ

る。またヤコブはキリストの神性と復活についても証を受けてい

た（1コリント15：7参照）。

歴史的背景：ヤコブの手紙はいわゆる公同書簡として分類され

る手紙の一つである。公同書簡という呼び方をされるのは，パウ

ロの多くの手紙と異なり，特定の人々を対象としたものではない

からである。具体的な情報が残されていないために，この手紙が

書かれた時期と場所を特定するのは困難である。ヤコブ自身がい

つどこで書いたかということについて何の手がかりも残していな

いために，わたしたちにできるのは，それはエルサレムで書かれ

たものであろうという推測だけである。その理由は，ヤコブが住

んでいたのがエルサレムだったということである。

歴史家ヨセフスが記録しているところによれば，主の兄弟ヤコ

ブをはじめとする何人かの聖徒が，紀元6 2年にサンヒドリン（ユ

ダヤ議会）に連行されて死刑の宣告を受け，石打ちの刑に処せら

れている（Antiquities of the Jews，20.9.1）。この点から，ヤコブ

の手紙が書かれたのはこれより以前であったと考えることができ

る。また，ヤコブが紀元5 0年ごろにエルサレムで開かれた教会の

会議（使徒1 5章参照）に言及していない点を考慮すると，この手

紙が書かれたのはそれ以前であったという説も成り立つ。もしそ

うであるとすれば，この手紙は新約聖書の諸書の中でも，かなり

早い時期に書かれたものということになる。

テーマ：この手紙は，ひとたび福音を受け入れて，主を信じた

ら，その信仰が真実であることを普段の生活の中で示さなければ

ならないと教えている。ヤコブの手紙の特徴の一つは，聖徒は神

の言葉を知るだけでなく，実践すべきであるとの勧告を含む，短

い説教が連続していることである。

ヤコブ1－5章

はじめに

ヤコブ1－5章は，神の教えの実践を強調していることでよく知

られている。信仰を持っている人は，苦しむ人に慰めや助けを与

えるなどの行いを通してそれを示さなければならない。ヤコブに

とって，信仰とは常に行動を伴うべきものだったのである。その

ような信仰の最も顕著な例が，ヤコブ1：5を読んだ少年ジョセ

フ・スミスの話である。そこにはこう書かれている。「あなたが

たのうち，知恵に不足している者があれば，その人は，とがめも

せずに惜しみなくすべての人に与える神に，願い求めるがよい。

そうすれば，与えられるであろう。」ジョセフは心に強く迫るも

のを感じて，森へ行き，どの教会が真実であるかを主に尋ねた。

天の御父は彼の信仰にこたえて，イエス・キリストとともに御姿

を示された。そして，ジョセフの祈りに答えて，イエスを指して

こう言われたのである。「これはわたしの愛する子である。彼に

聞きなさい。」（ジョセフ・スミス－歴史1：17）

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってヤコブ

1－5章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

わたしたちが苦しみを耐え，誘惑と戦うとき，主はわたした

ちを強めてくださる（ヤコブ1：2－4，12－21；4：7－10参照）。

清く汚れのない信心とは，困っている人々に，奉仕を通して

思いやりを示し，世の汚れに染まることなく，身を清く保つ

ことである（ヤコブ1：2 7；2：1－9参照；マタイ2 2：3 4－

40；モーサヤ4：15－27；教義と聖約59：9も参照）。

行いを伴わない信仰はなく，信仰だけで救われることもない。

義にかなった行いは，信仰の実である（ヤコブ2：1 4－2 6；

1：22－25参照）。

舌を制することは，完成に到達するための助けとなる（ヤコ

ブ3：1－12参照；モーサヤ4：30；アルマ12：14も参照）。

この世的なものを受け入れる人は，神の敵となる（ヤコブ4：

4－10参照；モーサヤ3：19も参照）。

主を信じる信仰，祈り，神権は，病んでいる人や苦しんでい

る人を癒し，祝福するために，欠かすことのできない要素で

ある（ヤコブ5：13－18参照；教義と聖約35：9も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』455－466

教え方の提案

ヤコブ1－ 5章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

ヤコブ1：5－6（マスター聖句）。信仰をもって疑うこと

なく願うなら，わたしたちは神に知恵を求め，それを授

かることができる。（25－30分）

ブルース・Ｒ・マッコンキー長老の次の言葉を黒板に書く。

生徒たちに，マッコンキー長老がどの聖句について述べている

のかを当てさせ，なぜそのように言うことができるのかを考えさ

せる。

ヤコブ1：5をクラス全体で読み，この聖句がマッコンキー長老

の言葉の内容をどのように満たしているかを質問する。ジョセ

「このたった一つの聖句が，どの時代の，どの預言者が

書いた文よりも大きな影響，広範な影響を与えてきたので

ある。」（Doctrinal New Testament Commentary，第3巻，

2 4 6－2 4 7）

ヤコブの手紙
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フ・スミス－歴史1：1 0－1 9を読み，ジョセフ・スミスがこの聖

句を読んだことによって，どのような結果が生じたかを確認する。

以下の質問をする。

ジョセフ・スミスが受けた最初の示現は，皆さんの生活にど

のような影響を及ぼしているでしょうか。

ジョセフ・スミスが神に祈るようにとの御霊の促しに従って

いなかったら，皆さんの生活はどのようになっていたでしょ

うか。

知恵を求めることと，わたしたちがよく祈りの中で求めてい

ることには，どのような違いがあるでしょうか。

天の御父に問題の解決を祈り求めることと，問題を解決するた

めの知恵を求めることには，どのような違いがあるでしょうか。

その違いを示す具体的な例が何かありますか。（希望する生徒が

いればその例を話してもらう。ただし，非常に神聖なこと，自分

自身の内にとどめておくべきことは話さないように注意する。）

わたしたちは知恵を求めることによって，自分自身の祈りをさ

らに力強いものとすることができます。それはなぜでしょうか。

ヤコブ1：6を読み，ジョセフ・スミスが神から答えを受けるた

めに用いた力の源が何かを確認する。次の質問をする。「信仰を

もってささげた祈りと，疑いながらささげた祈りには，どのよう

な違いがあるでしょうか。」

一人の生徒にジョセフ・Ｆ・スミス大管長が祈りについて語っ

た次の言葉を読ませる。

疑わないで，信仰をもって祈るにはどうしたらよいかについて

話し合う。強い確信と信仰をもって，必要な祝福を神に求めるな

ら，わたしたちの祈りには人生を変える力がもたらされるように

なることを証する。

ヤコブ1：2 2－2 7。ただ聞くだけの者とならず，御言

葉を行う人になりなさい。（35－40分）

レッスンの準備段階で，大管長が最近教会の若人に向けて語っ

た話（総大会の神権部会や女性の大会における話など）を探し，

それを読んでおく。大管長が若人に求めている事柄を3つか4つ選

び，黒板に書き上げる。生徒たちに，預言者から与えられたそれ

らの勧告に従順な生き方をしてきたかどうかを心の中で考えるよ

うに言う。

ヤコブ1：22－25を読み，以下の質問事項について話し合う。

「御言葉を行う人になりなさい」とは，どういう意味でしょ

うか。

「ただ聞くだけの者」とは，どういう意味でしょうか。

「聞いて忘れてしまう人」とは，どのような人でしょうか。

（学んだことに基づいた行動をしない人。）

「ただ聞くだけ」の人と対照的に，「御言葉を行う」人にはど

のような祝福が与えられるでしょうか。

（注意：必要と感じたら，聞くだけで行わない者になることと，

信仰はあるが行いがないことの関係を示すために，ここでヤコブ

2：17－18を教えるための提案を行うとよい。）

ヤコブ1：2 6－2 7を読み，「清く汚れのない信心」とはどのよう

なものかを確認する。以下の質問をする。

信心があるように見えることと，清く汚れのない信心を実践

することには，どのような違いがあるでしょうか。

御言葉を行う人になることは，表面的なだけの信仰を克服す

るうえでどのように役立つでしょうか。

ヤコブの手紙には，御言葉を行う人になるにはどうしたらよい

かという点について，数多く実践的なアドバイスが書かれている。

生徒たちを5つのグループに分ける。各グループに「実行リスト」

という題を書いた紙を渡す。各グループにヤコブの手紙の各章を

一つずつ割り当てる。各グループに割り当ての章を読ませ，どう

したらもっとよくイエス・キリストに従えるかという点について

パウロがどのような提案をしているか調べさせる。調べた結果に

ついて話し合い，実行リストに含めるべき事柄を，黒板に書き上

げる。以下の質問をする。

ヤコブの勧告に従ったら，皆さんの生活はどのように変わる

と思いますか。

ヤコブの勧告に従って，祝福を得たという経験がありますか。

それはどのような勧告ですか。

希望する生徒がいれば，どのようにして祝福を受けたか，その

具体例を話してもらう。生徒たちに，聞いて忘れる人にならず，

御言葉を行う人となるために，「実行」リスト（特に預言者の言

葉を基にしたリスト）をいつも持っているように勧める。

ヤコブ2：1 7－1 8（マスター聖句）。行いを伴わない信

仰はなく，信仰だけで救われることもない。義にかなっ

た行いは，信仰の実である。（10－15分）

ボートをこぐためのオールを2本用意する。片方のオールには

「イエス・キリストを信じる信仰」と書いた紙を貼り，もう一つ

には「行い」と書いた紙を貼る。その文字が生徒に見えないよう

に，オールを裏返しておく。黒板に，ボートとオールの絵を描く

ようにしてもよい（オールには何も書かないでおく）。以下の質

問をする。

どちらのオールが，より大切でしょうか。

ボートの片側に1本のオールだけを付けて一生懸命こいだら，

ボートはどういうふうに進むでしょうか。

どうして2本のオールが必要なのでしょうか。

ヤコブ2：1 7－1 8を読み，生徒たちにオールの文字を見せる

（または，黒板に描いたオールの上に文字を書く）。以下の質問を

「わたしたちの必要とすることを主に求めるのに，多

くの言葉は必要ありません。信仰をもって，信頼して願

い求めなさい。心に疑いを抱いては，祝福は求められま

せん。」（Gospel Doctrine，216）

ヤコブ1－5章

2 3 1

行い
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する。

この聖句のメッセージとオールのたとえには，どのような共

通点があるでしょうか。

わたしたちは「イエス・キリストを信じる信仰」というオー

ルを使うのを怠ってしまうことがあります。それはどのよう

な場合でしょうか。

「行い」のオールを使うのを忘れてしまうのは，どのような

場合でしょうか。

生徒たちにヤコブ2：1 4を読ませ，そこに書かれている質問に

答えさせる。ヤコブ2：1 5－2 6を読み，ヤコブ自身がどのような

答えを出しているか，また信仰と行いの両方を持つにはどうした

らよいかを確認する。

ヤコブ3：1－1 2。舌を制することは，完成に到達するための

助けとなる。（20－25分）

黒板に「わたしはだれでしょう」と書き，以下のヒントを読む。

各ヒントを読むのに合わせて，生徒たちに答えを書かせる。

わたしを治めるのは，簡単なことではありません。

わたしは賛美の言葉を出すこともあれば，のろいの言葉を出

すこともあります。

わたしは大量の毒を出すことがあります。

わたしは人々を慰めることができます。

わたしは主の業を妨げることがあります。

わたしは人々の評判を悪くすることができます。

わたしはイエス・キリストの福音を証することができます。

生徒たちに答えを出させる。ヤコブ1：2 6を一緒に読み，答え

を探させる。次の質問をする。「人の舌は，今述べたヒントにど

のような点が当てはまるでしょうか。」

くつわを着けた馬の絵を描く。ヤコブ1：2 6の「制する」とい

う言葉は，欽定訳聖書ではくつわなどの馬具を着けるという意味

の“b l i d l e t h”という単語になっている。舌を制するとは，くつ

わなどで馬の動きを抑えるように，自分の言動を治めるという意

味であることを説明する。以下の質問をする。

くつわは何のために用いる道具でしょうか。（馬の動きをコン

トロールするため。）

くつわで馬をコントロールすることと，舌を制することには

どのような共通点があるでしょうか。

どうしたら舌を制することができるでしょうか。

自分の舌を制しないと，どのような問題が起きるでしょうか

（アルマ38：12も参照）。

生徒たちに，パンフレット『若人のために』から抜粋した次の

文を読ませる。

わたしたちが舌を制しないと，だれに影響を及ぼすことになる

かを深く考えさせる。クラス全体でヤコブ3：1－10を読み，各節

の意味について話し合う。黒板に馬のくつわ，船の舵，マッチ，

毒を入れた瓶の絵を描き，上記の聖句について話し合うときに，

生徒たちに見させる。マタイ15：10－20を読んで，相互参照し，

この聖句が舌に関するヤコブの教えとどのように関連づけられる

かを考える。以下の質問をする。

わたしたちが話す言葉はどこから出てきますか。

舌を制することは，わたしたちの心の中にあるものに影響を

与えるでしょうか。もし与えるとすれば，どのような影響を

与えるでしょうか。

舌を制することは，完全になろうと努力するわたしたちの力

にどのような影響を与えるでしょうか。

モーサヤ4：3 0を読み，舌に関してベニヤミン王がどのような

勧告を与えているか確認する。わたしたちはどうして自分自身の

言葉に注意しなければならないのでしょうか。アルマ1 2：1 4を読

主にとって不快なものです。それらはあなたの霊を傷つけ，

堕落させるものです。……

うわさ話も有害なものです。うわさ話とは，陰で人のこ

とを悪く言ったり，人の秘密を話したりすることです。う

わさ話は人を傷つけ，苦しみを与えます。主はわたしたち

に，互いに愛し合うように命じておられます。この戒めに

従う人は，優しい言葉を口にし，人々の良い点について話

すようにします。」（『若人のために』1 0－1 1）

「あなたの言葉遣いや話し方そのものが，自分が伝えた

いと思っている事柄について，多くを物語るということを

忘れないでください。ですから，周囲の人を強め，高める

言葉遣いをする必要があります。神聖なものを冒涜するよ

うな言葉，みだらな言葉，下品でいかがわしい冗談などは，

毒
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んで，その答えを探させる。不適切な言葉はそれを語る人を罪あ

りとするので，自分の言葉に注意しなければならないということ

を証する。人々に祝福を与え，自らを完成させるための手段とし

て舌を制するように生徒たちを促す。

ヤコブ4：4－1 0。この世的なものを受け入れる人は，神の敵

となる。（25－30分）

「神にかかわる事柄」と書いた紙を一つのいすの背に貼る。ま

た「この世のもの」と書いた紙を一つのいすの背に貼る。この二

つのいすを隣り合わせに間を空けずに並べ，同時に両方のいすに

座ることが可能かどうか，生徒たちに質問する。一人の生徒に，

同時に二つのいすに座らせてみる。その生徒をいすから立たせ，

両腕を開いたくらいの間隔に二つのいすを並べ直す。その状態で

も，同時に二つのいすに座ることができるかどうか，その生徒に

質問する。そして，片方のいすに座らせる。

以下の質問をする。

今の活動はどのようなことを表していると思いますか。

俗的な世界と神の王国の両方に身を置こうとしたら，わたし

たちと神の関係はどうなるでしょうか。

「神にかかわる事柄」を捨てて「この世のもの」を選んだら，

わたしたちの生活の中にどのような問題が生じるでしょうか。

ヤコブ4：4－1 0を読み，神の友となるにはどうしたらよいかを

教えている語句を探させる。モーサヤ3：1 9を相互参照し，この

聖句はどのような意味で，ヤコブの教えのもう一つの証と言える

のかについて話し合う。

ヤコブ1：1 2－1 3を読む。神はわたしたちが直面する様々な誘

惑に対して責任があるのかどうかを，生徒たちに質問する。ヤコ

ブ1：1 4－1 6を読み，『イエスと使徒たちの生涯と教え』のヤコブ

の手紙1：1 4に関する注解（p . 4 6 1）を分かち合う。以下の質問を

する。

悪魔はどのようにして，わたしたちを罪に誘い込むのでしょ

うか。

主の再臨のときに，主の友達になりたいと思うのはなぜでし

ょうか。

ヤコブ5：7－2 0を読み，どうしたら神の友になるための備えがで

きるかを調べ，黒板に書き上げる。次のような事柄が考えられる。

耐え忍ぶ（7－8節）。

心を強くする（8節）。

互いに不平を言い合わない（9節）。

預言者たちを模範にする（10節）。

忍耐する（11節。ヤコブ1：2－4も参照）。

誓いをしない（12節）。

苦しみがあるときには祈る（13節）。

賛美歌を歌う（13節）。

長老を招き，祝福をしてもらう（14節）。

罪を告白する（16節）。

お互いのために祈る（16節）。

罪人を正しい道に引き戻す（20節）。

黒板に書かれた勧告に従うことは，再臨のときにイエス・キリ

ストの友になるための備えをするうえで，どのように役立つかを

生徒に質問する。生徒たちに，黒板に書き上げた項目の中から，

自分の弱点になっている事柄を一つ二つ選ばせ，その点でどのよ

うに改善を図るか，計画を立て紙に書かせる。ジョセフ・Ｂ・ワ

ースリン長老の次の勧告を読む。

この世的な事柄から遠ざかり，神の友となるよう，生徒たちを

促す。

「簡潔に言えばこうです。わたしたちを神に近づけない

ものは，いかなるものであれ，わたしたちを神から遠ざけ

ているのです。その中間はありません。霊性を落とすこと

なく犯せる小さな罪といった，中途半端なものは存在しま

せん。だからこそわたしたちは，自分の証のかがり火が罪

によって消されることのないように，悔い改め，毎日謙遜

な祈りを通してキリストのみもとへ行かなければならない

のです。」（『聖徒の道』1 9 9 3年1月号，4 2）
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著者とあて先：ペテロの第一の手紙は，先任使徒が小アジアの

5つの属州に向けて書き送ったものである（1ペテロ1：1参照；

『聖句ガイド』地図6，7，8参照も参照）。

歴史的背景：ペテロが生きていた時代のローマ帝国は，キリス

ト教も含めて，すべての宗教に対して寛容な態度を示していた。

教会は「全世界」（マルコ1 6：1 5）に福音を宣べ伝えるという神

聖な使命を帯びていた。そして，ローマ帝国の各地に福音のメッ

セージを広め始めた。福音は平和的な方法で伝えられたが，復活

された主が王の王として地上に来られるという教えは，ローマの

支配者たちにとって快いものではなかった。

紀元6 4年の大火で，ローマの大半が焼き尽くされた。皇帝ネロ

は家を失った人々を援助するために様々な働きをしたが，彼こそ

がこの惨事を引き起こした人物だったのである。ネロは自分への

非難をそらすために，クリスチャンたちに罪をなすりつけようと

した。やがて，憎しみと誤解が原因となり，帝国中に聖徒たちに

対する迫害が始まった。寛容さから敵意へのこの変化は，聖徒た

ちの間に大きな不安を引き起こした。ペテロが苦しみの中にある

聖徒たちに，忠実な者に約束された永遠の祝福を思い起こさせる

ためにこの手紙を書いたのは，ちょうどこのころであった。ペテ

ロはこの手紙を「バビロン」（1ペテロ5：1 3）から書き送った。

「バビロン」とはローマを指していると思われる（『聖句ガイド』

の「バビロン；バベル」pp.206－207参照）。

独自の内容：ペテロはこの手紙の中で，死者の救いに関して聖

書の中で最も明確な教えを幾つか述べている。

1ペテロ1－5章

はじめに

預言者ジョセフ・スミスはこう述べている。「ペテロはすべて

の使徒の中で，最も卓越した言葉の使い手であった。」（T e a c h i n g s

of the Prophet Joseph Smith，301）この卓越した言葉の使い方と，

その中に説かれている原則に注意しながら，1ペテロを読む。自分

の生活を変えようという気持ちを湧き立たせる言葉に印を付ける。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって1ペテロ

1－5章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

様々な信仰の試練を忠実に堪え忍ぶことは，救いを得るため

の助けとなる（1ペテロ1：3－1 1；4： 1 2－1 6参照；エテル

12：4－6も参照）。

神は聖徒たちに，この世的なものから遠ざかるように求めて

おられる（1ペテロ2：9－17参照；申命7：6；2コリント6：14，

17も参照）。

キリストは死者にも福音を宣べ伝えるための道を備えられ

た（1ペテロ3：1 8－2 0；4：6参照；教義と聖約1 3 8：1－3 2

も参照）。

教会の指導者は，愛と模範によって神の羊の群れを養わなけ

ればならない。また彼らを大牧者イエス・キリストの来臨に

備えさせる責任を持つ（1ペテロ5：1－4参照）。

わたしたちはへりくだって神を信頼することにより，永遠の

命に導かれる（1ペテロ5：5－1 1参照；2ペテロ1：1－1 0；モ

ーサヤ4：6－7も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』455－457，469－473

教え方の提案

1ペテロ1－5章について教える準備をするときに，以下の提案

の中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用

いる。

1ペテロ1：3－1 1。信仰の試練を忠実に堪え忍ぶこと

は，救いを得るための助けとなる。（30－35分）

黒板に錨の絵を描き，以下の質問をする。

錨はどのような目的で使われるでしょうか。

わたしたちは人生の中でどのような種類の錨を必要とするで

しょうか。

黒板に預言者ジョセフ・スミスの次の慰めの言葉を書く。

生徒たちに，「この希望」とはどのようなものかを考えさせ，

彼らの考えを黒板に書かせる。エテル1 2：4－6を読み，希望につ

いて述べた重要な言葉を確認させる。以下の質問事項について話

し合う。

神への信仰と確信がどのように確かな望みを与えてくれるの

でしょうか。

「たとえ雷鳴がとどろき，稲妻が走り，地が鳴動し，

戦争の脅威にさらされようと，この希望と知識はあらゆ

る試練と苦難と艱難の中にあって，その魂を支えること

だろう。」（Teachings of the Prophet Joseph Smith，298）

ペテロの第一の手紙

2 3 4
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1ペテロ1－5章

2 3 5

エテルはこのような望みを何にたとえているでしょうか。

預言者ジョセフ・スミスの言葉を見直して，これは象徴的なも

のとしても読めるということを話す。人生の中で，雷鳴がとどろ

き，稲妻が走り，地が鳴動し，戦争の脅威にさらされる経験があ

るとしたら，それは具体的にどのような場合にたとえられるかを，

生徒たちに提案してもらう。雷鳴，稲妻，地震，戦争にたとえら

れることとして生徒たちが提案した事柄を，預言者の言葉の中の

該当箇所に当てはめて読む。以下の質問をする。

輝かしい復活への確かな望みは，人生の中で様々な困難にぶ

つかったときに，どのような意味で錨となるでしょうか。

錨で自分自身をしっかりと固定させるにはどうしたらよいで

しょうか。

この希望が「あらゆる試練と苦難と艱難の中にあって，その

魂を支え」てくれるということへの理解は，どのように皆さ

んの勇気を奮い起こしてくれるでしょうか。

試練はわたしたちの錨にどのような働きかけをし，信仰を試

すでしょうか。

ペテロの第一の手紙の冒頭の「歴史的背景」（p . 2 3 4）を読み，

古代の聖徒たちが直面していた様々な試練について話し合う。次

の質問をする。「古代の聖徒たちが置かれていた環境は，彼らの

信仰の試しとなりました。それはなぜでしょうか。」ペテロが当

時の大管長として，聖徒たちに，苦しみにどう対処すべきかを勧

告していたことを説明する。以下の聖句ブロックを生徒たちに割

り当てる。1ペテロ1：3－1 1；2：1 9－2 5；3：8－1 7；4：1 2－1 9。

試練についてどのような教えが書かれているかを確かめさせ，強

い印象を受けた教えを書き留めさせる。それらの教えについて，

クラス全体で話し合う。

わたしたちは信仰を強めることにより，希望を得，その希望は

人生の数々の試練を耐えていくときに，自分を神につなぐ錨にな

る，ということを証する。1ペテロ1：7；2：2 1；3：1 7；4：1 2－

1 3を読む。最後に，信仰の試練を耐えることによって，生活を改

善する力がもたらされることを証する。

1ペテロ2：1－1 7。神は聖徒たちに，この世的なものから遠

ざかるように求めておられる。（20－25分）

黒板に「選ばれた者」「王にふさわしい者」「聖なる者」「特異

な者」という言葉を書く。生徒たちに，神の王座の前に立ってい

る自分の姿を想像させる。生徒たちに，黒板に書いたリストの中

から，自分を表現する言葉として，主に用いていただきたいと思

うものを選ばせる。「選ばれた者」という言葉を選んだ生徒に手

を挙げてもらう。それを選んだ理由を話してもらう。これをはほ

かの3つの言葉についても行う。

9節の「祭司の国」は，欽定訳聖書（英文）では「王である神

権者」となっており，「神につける民」は「特異な民」となって

いることを説明する。また，一般的に「特異」という言葉には

「特別な」「一風変わった」「見慣れない，聞き慣れない」などの

意味があることを説明する。1ペテロ2：9を読み，聖徒は「特異

な民」になるべきであるとの表現を通してペテロが伝えたいと思

ったのはどのようなことかを質問する｡次の質問をする｡「『特異

な民』という呼び方は，どのような点で聖徒にふさわしいものと

言えるでしょうか。」この言葉についてラッセル・M・ネルソン

長老の述べた次の言葉を読む｡

どうしたら神の「特別な所有物」になれるかについて話し合

う｡次の質問をする｡「何かを自分の所有物とするには，どのよう

なことをしなければならないでしょうか。」生徒たちに1コリント

7：2 3と使徒2 0：2 8を読ませ，わたしたちを神の特別な所有物と

するために，どのような代価が払われたかを確認する。次の質問

をする｡「イエス・キリストはわたしたちを特異な民，選ばれた

民，王にふさわしい民，聖なる民とするために非常に高価な代価

を払ってくださいました。ではそのことを理解したわたしたちは，

何をしなければならないでしょうか。」生徒たちを二つのグルー

プに分ける。片方のグループには1ペテロ1：1－5，1 3－2 5を，も

う一方のグループには1ペテロ2：1－1 7を割り当て，わたしたち

が神の特別な民であり続けるうえで役に立つ原則を探させる。生

徒たちが挙げるそれらの原則を黒板に書いていく。

パンフレット『若人のために』の「なぜ標準が必要なのでしょ

うか」の箇所（p.6）を読む。以下の点について話し合う。

主はどのような目的でわたしたちに標準をお授けになるので

しょうか。

主が定められた標準を守ることにより，わたしたちは世の

人々と異なった民になることができます。それはなぜでしょ

うか。

自分の行動や思いを，神の標準に照らして考えることは，わ

たしたちにどのように役立つでしょうか。

天の御父はわたしたちに，この世的な生き方をしている人々と

異なる特異な民になるように望んでおられる，ということを証す

る。福音の聖約と戒めに従った生き方を選ぶなら特異な民となり，

天から数え切れない祝福を受けるにふさわしい者になることがで

きる，ということを証する。

1ペテロ3：1 8－2 0；4：6。キリストは死者にも福音を宣

べ伝えるための道を備えられた。（25－30分）

一人の生徒に前の方に来てもらう。もう一人の生徒にクラスか

ら出てもらい，ドアを閉める。前の方に来てもらった生徒にジョ

セフ・スミスに関する事柄を簡単に，小さな声で話させる。部屋

の外にいた生徒を中に入れ，もう一人の生徒が話したことが聞こ

えたかどうか質問する。聞こえた理由，あるいは聞こえなかった

理由は何かを尋ねる。生徒たちに次の質問をする。「今行った活

動は，どのような点で霊界の状態に似ていると言えるでしょう

か。」霊界では義人は悪人から隔てられることを説明する（『イエ

スと使徒たちの生涯と教え』のルカ1 6：1 9－3 1に関する注解，

p.135参照）。 モーセ7：38を読み，以下の質問をする。

「洪水の中で」滅びたのはどのような人々でしょうか。

その人々が閉じ込められた「獄」とは何でしょうか。

「したがって，聖典の中の“p e c u l i a r”は『貴重な宝』

『作られたもの』『神に選ばれたもの』を表しています。主

の僕にとってこのような表現が使われているのは，最高の

賛辞なのです。」（『聖徒の道』1 9 9 5年7月号，3 7）
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1ペテロ3：1 8－2 0を読み，遺骸が墓の中に納められていた間，

イエスがどのようなことをされたかを確認する。ペテロが書き残

したのは，短くまとめた記録であることを説明する。第6代大管

長であったジョセフ・Ｆ・スミスは，このときにイエスがなされ

たことについて一つの示現を受けた。教義と聖約1 3 8：2 8－3 2を

読み，イエスがどうして「そのような短い時間内にその霊たちに

宣べ伝え」ることがおできになったのかを生徒たちに説明しても

らう。

生徒たちに1ペテロ4：6を読ませ，十二使徒定員会会員であっ

たマーク・Ｅ・ピーターセン長老の次の言葉を読む。

当時，十二使徒定員会会員の任にあったゴードン・Ｂ・ヒンク

レー長老は次のように教えている。

ジョセフ・フィールディング・スミス長老は次のように述べて

いる。

以下の質問事項について話し合う。

イエスが大きな淵に橋をかけ，霊の獄にいる人々に福音を宣

べ伝えるための道を備えられたのはなぜでしょうか。

「肉にあっては人として裁きを受け」と「霊にあっては神に

従って生き」とは，どういう意味でしょうか。

天の御父はわたしたちを愛しておられるがゆえに，すべての人

が福音のメッセージを学び，受け入れることができるように，救

いの計画を定められた。このことを証する。

1ペテロ5：1－1 1。わたしたちがへりくだって，勧告を心に

留め，天の御父に信頼するなら，教会の指導者はわたしたちをイ

エス・キリストの再臨と永遠の命に備えさせることができる。

（30－35分）

大管長会の写真を見せる。写真に写っている一人一人の名前を

挙げさせる。生徒たちに，パンフレット『若人のために』3－5ペ

ージの大管長会メッセージを順番に読んでもらう。次に，以下の

質問事項について話し合う。

大管長会は教会の若人について，どのように考えているでし

ょうか。

若人のためのこのパンフレットを出すために，大管長会が時間

や労力をかけたのには，どのような理由があると思いますか。

大管長会は教会の若人に対して，どのような希望を持ってい

ますか。

その望みをかなえるために，皆さんにはどのようなことがで

きますか。

教会の指導者には聖徒たちをイエス・キリストの再臨に備えさ

せる責任があるということが聖典に教えられていることを説明す

る。生徒たちと一緒に1ペテロ5：1－4を読み，その意味について

話し合う。

「神の羊の群れを牧しなさい」（2節）。

「群れの模範」となりなさい （3節）。

次の質問をする。「大牧者とはだれのことでしょうか。」1ペテ

ロ2：2 1を読み，わたしたちの生活に祝福を与えるために主が取

っておられる二つの方法を確認する。以下の質問をする。

イエスが模範を示してくださったことと，苦しみを受けてく

ださったことは，わたしたちが主の来臨に備えるうえで，ど

のように役立つでしょうか。

1ペテロ2：2 5を読む。わたしたちはどのような点で「羊のよ

うにさ迷」っていたと言えるでしょうか。

わたしたちはどうしたらイエスを自分の「たましいの牧者，

監督」とすることができるでしょうか。

「この大事業を始めたのは救い主であった。すなわち，

主は獄へ行ってそこに捕らわれていた人々に説き，彼らが

悔い改め，彼らのために亡くなったイエス・キリストの使

命を受け入れるなら，彼らが肉にあっては人として（言い

換えれば福音の原則に従って）裁きを受け，霊にあっては

神に従って生きられるようにされた。」（『救いの教義』第2

巻，1 2 2）

「死者の場合，彼らが肉において人間として裁きを受け

るには代理の業が必要であり，そのためには死者が実在し

たことを明らかにしなければなりません。そのために末日

聖徒イエス・キリスト教会の大規模な系図プログラムがあ

るのです。それは趣味のためではなく，神の永遠の目的を

達成するために設立されたのです。」（『聖徒の道』1 9 7 7年

1 0月号，4 9 8）

「イエスが言われたように，主は正者と死者双方の神で

あり，死者は実際に主にあって生きるのです。（ルカ2 0：

3 8参照）

しかし主の福音はただ一つです。生者も死者も主にあっ

て同じであるからには，ともに同じ福音の原則によって救

われるに違いないのです。主は決して人々を偏り見る御方

ではありません。」（『聖徒の道』1 9 7 6年8月号，3 2 6）
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ペテロは若い教会員にも勧告を与えている。1ペテロ5：5－1 1

を読んで，ペテロが若人へどのような勧告を与えているか確認す

る。若人が「大牧者」の来臨に自らを備えるうえで，この勧告が

どのように役立つかについて話し合う。

セミナリーに出席していない人，あるいは若い女性のクラス，

神権会に出ていない人の顔が思い浮かぶかどうか，生徒たちに質

問する。次の質問をする。「そのような人を心に留めることは，

なぜ大切なのでしょうか。」ゴードン・Ｂ・ヒンクレー大管長の

次の言葉を読む。

ヒンクレー大管長のこの勧告に従うために，具体的にどのよう

なことができるかを，生徒たちに質問する。

主とその教会は，終わりの時に神の御心を成し遂げるために，

若人を含めて，すべての人を必要としている。聖典とパンフレッ

ト『若人のために』を見せて，すべての神権時代の忠実な指導者

の勧告に進んで従うよう，生徒たちを促す。

「改宗者のますますの増加に伴い，わたしたちは，改宗

者が道を見いだせるように助けるため，これまで以上に大

きな努力を傾けなければなりません。改宗者のだれもが3

つのものを必要としています。それは友人と責任と『神の

善い言葉』（モロナイ6：4）による養いです。これらを提

供するのはわたしたちの務めであり，わたしたちに与えら

れた機会です。」（『聖徒の道』1 9 9 7年7月号，5 6）
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著者とあて先：この手紙は，ペテロが小アジアの忠実な聖徒た

ちに向けて書き送ったものである（2ペテロ1：1；3：1参照；1ペ

テロ1：1も参照）。

歴史的背景：ペテロはこの手紙を，ローマで紀元6 4年から6 7年

の間に書いたと思われる。外部からの迫害にどう対処するかを聖

徒たちに教えた第一の手紙に対して，この第二の手紙は，教会の

将来に脅威を与える内部の背教に注意を向けている。偽りの預言

者と教師が「滅びに至らせる異端をひそかに持ち込み，自分たち

をあがなって下さった主を否定して」いたのである（2ペテロ2：

1。『イエスと使徒たちの生涯と教え』「背景」p.476も参照）。

テーマ：この手紙の主要テーマは，どうしたらイエス・キリス

トについての知識を得られるかということである。この手紙は3

つの大きなセクションに分けることができる。最初のセクション

は，わたしたちは「神の性質にあずかる者」となり，「召しと選

びとを，確かなもの」とすることによって，主イエス・キリスト

についての知識が得られることを教えている（2ペテロ1章参照）。

第2のセクションは，イエス・キリストについての真実の知識を，

背教者が教えていた偽りの知識また異端の教えと比較対照してい

る（2ペテロ2章参照）。第3のセクションは，主が義人の住む地上

に栄光のうちに戻って来られるという真実の知識を得た人々にも

たらされる希望について述べている（2ペテロ3章参照）。 ペテロ

がこの手紙を書いたのは，忠実に福音に従い，主を知る知識の中

で成長することによって，召しと選びとを確かなものにするよう，

聖徒たちを励ますためであった。

2ペテロ1－3章

はじめに

ハロルド・Ｂ・リー大管長は次のように話している。「わたし

は新約聖書の諸書の中でも，ペテロの手紙が最もすばらしいと考

えています。霊感を与えてくれるものを何か得たいと思うとき，

わたしはペテロの手紙に立ち返ってきました。」（地区代表セミナ

ー，1 9 7 3年4月5日，2）この手紙を読んで得られる霊感に心を留

め，それを生徒たちに話す。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって2ペテロ

1－3章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

永遠の命を受け継ぐには，神聖な特質を伸ばさなければなら

ない（2ペテロ1：1－9参照）。

聖霊は，わたしたちが聖文を理解できるように助けてくださ

る（2ペテロ1：20－21参照）。

聖霊は，わたしたちが偽りの教師と教義を識別し，避けるこ

とができるように助けてくださる（2ペテロ2：1－2，9参照）。

わたしたちは福音を実践することにより，偽りの教義に欺か

れるのを避けることができる（2ペテロ2：1－19参照）。

背教する人には，福音の真理を学んだことのない人よりも大

きな責任を問われる（2ペテロ2：2 0－2 2参照；アルマ2 4：

30；教義と聖約82：3も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』474－481

教え方の提案

2ペテロ1－3章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

2ペテロ1：1－9。わたしたちは生涯，神聖な特質を伸ばすた

めの努力をしなければならない。それは永遠の命を受けるための

備えとなる。（20－25分）

生徒たちに以下の質問をする。

皆さんが，学校で達成したいと思う一番の目標は何ですか。

家庭での目標はどうですか。職業についての目標は何ですか。

一般的に，目標を達成するには，何をしなければならないで

しょうか。

ペテロは，天の御父のようになりたいという彼らの望みについ

て，聖徒たちに話した。生徒たちに2ペテロ1：1－4を読ませ，次

の質問をする。「ペテロは神に似た者となることについて説明す

るために，4節の中でどのような言葉を使っているでしょうか。」

デビッド・Ｏ・マッケイ大管長は「神の性質にあずかる者」とい

う言葉について，次のように述べている。

生徒たちに，マッケイ大管長が言いたかったのはどのようなこ

とだと思うか質問する。ペテロの勧告にどのように従えるか，具

体例を挙げさせる。

1本の木の絵を描く。木の実を表す8つの小さい円を描き足す。

その木の上に「神の性質」と書く。生徒たちに2ペテロ1：5－8を

読ませる。この聖句に書かれている8つの特質を，円の中に書き，

それぞれの特質について簡単に話し合う。エズラ・タフト・ベン

ソン大管長の次の言葉を読む。

「ペテロの挙げた徳は神の性質，すなわち救い主の持ち

たもう特質の一部です。救い主に似た者になろうとするの

ならば，わたしたちはこれらの徳を身に付けるよう努力し

なければなりません。」（『聖徒の道』1 9 8 7年1月号，5 1）

「〔ペテロ〕は，それは霊的なものに触れ，世俗のもの，

肉欲に打ち勝って，神の神聖な御霊にあずかることを意

味することを知っていた。」（Conference Report，1 9 6 1年

1 0月，9 0）

ペテロの第二の手紙

2 3 8
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2 3 9

2ペテロ1－3章

以下の質問事項について話し合うとよい。

2ペテロ1：5－8に書かれている特質は，だれの特質を述べた

ものだと思いますか。

わたしたちはだれに似た者となるように教えられていますか

（3ニーファイ27：27参照）。

わたしたちはこれらの特質を身に付ける努力をすることによ

って，さらに神に近づくことができます。それはなぜでしょ

うか。

これらの特質を身に付ける努力をすることは，わたしたちの

日々の選択にどのような影響を与えるでしょうか。

さらにキリストに似た者になるということは，日々積み重ねて

いくべき努力であることを証する。生徒たちに2ペテロ1：8をも

う一度読ませ，イエス・キリストを知る知識について実を結ぶこ

との必要性を強調する。次の質問をする。「救い主についての知

識をさらに深めることによって，どのような良い結果が得られる

でしょうか。」イエス・キリストについての知識を深めることに

より，わたしたちはさらにキリストの神聖な特質を身に付けられ

るようになることを強調する。

生徒たちに『聖句ガイド』「憐れみ」の項の定義（p . 2 5 4）を読

ませる。「神聖な助けや力」と「この力によって……祝福を受け，

永遠の命と昇栄を授かることができる」という言葉について説明

する必要が出てくるかもしれない。自分自身を変え，神の性質に

あずかるための力は，へりくだって神の恵みに頼ることによって

もたらされる，ということを説明する。生徒たちに，2ペテロ1：

9－1 0を読ませ，神聖な特質に欠ける人（9節）と，その特質を身

に付けるために熱心に努力する人（1 0節）には，どのような違い

があるかを確認する。これらの特質のすべてを簡単に身に付ける

ことができないとしても，落胆する必要はないことを生徒たちに

話す。完全ということについて述べたジョセフ・フィールディン

グ・スミス大管長の次の言葉を読む。

2ペテロ1：2 0－2 1。聖文を理解するには，御霊によって研

究しなければならない。（10－15分）

生徒たちが理解できない外国語で書かれた本を提示する。一人

の生徒にそれを読むように言う。生徒たちに標準聖典を見せ，こ

れまでに聖典が何語で出版されてきたかを質問する。ヘブライ語，

ギリシャ語，英語などの答えが考えられる。幾つか答えが出た後

で，2ニーファイ32：2－3を読み，以下の質問をする。

「天使の言葉」とはどのような言葉でしょうか。

天使は何の力によって語るのでしょうか。

キリストの御言葉は，何を通して読むことができるでしょうか。

2ペテロ1：2 0－2 1を読み，聖典は様々な言葉に翻訳されている

が，元々は聖霊の力によって預言者に啓示されたものである，と

いうことを説明する。一人の生徒に，十二使徒定員会会員の任に

あったデルバート・Ｌ・ステイプレー長老の次の言葉を読ませる。

聖文を正しく理解するには，どうして聖霊の助けが必要なのか

について話し合う。御霊の助けを得て聖文を研究するにはどうし

たらよいかということについて，生徒たち自身がこれまで学んで

きたことを分かち合わせる。

2ペテロ2：1－2 0。わたしたちは福音を実践すること

により，偽りの教義に欺かれるのを避けることができる。

（40－45分）

黒板に「背教－真理を顧みないこと」と書く。次の質問をする。

「この言葉は，過去，現在，未来のことに当てはまるでしょうか。

それはなぜでしょうか。」主がわたしたちに，どのようにして真

理から遠ざかっていくのかという点について警告してこられたこ

とを話す。サタンがペテロの時代と同じ方法で，今の時代のわた

したちをだまそうとしていることを，生徒たちに理解させる。そ

のことを説明するために，クラスを小人数のグループに分け，各

グループに紙を渡す。各グループに以下の聖句ブロックを一つか

二つ以上割り当て，サタンがわたしたちをだますのに用いる方法

を絵で描かせる。すべての聖句ブロックを用いる必要はない。

2ペテロ2：1－2

2ペテロ2：12－13

2ペテロ2：18－19

1ヨハネ2：9－11

ユダ1：4

ユダ1：16

ユダ1：19

各グループにそれぞれの絵を，ほかの生徒たちにも見させる。

それぞれの絵のもとになった聖句を読み，そこにどのような警告

がなされているかを説明する。

ペテロの時代の教会は背教に直面していたことを説明する。聖

徒たちはキリスト教徒でない人々からの迫害だけでなく，真理か

ら遠ざかり，教会の指導者を拒む人々による教会内部からの迫害

も受けていた。これらの背教者は，証を得て間もない新しい会員

たちにとっては，特に危険な存在であった（『イエスと使徒たち

の生涯と教え』「背景」p . 4 7 6参照）。現代に生きるわたしたちにも

「預言者が聖霊の力によって語っているならば，その聖

なる人々の教えを正しく解釈するためには聖霊が必要であ

る。したがって，神の御霊を持たない人々は，神にかかわ

る事柄を理解することはできない。」（Conference Report，

1 9 6 6年1 0月，1 1 3；１コリント2：1 0－1 1，1 4；2ニーファ

イ2 5：4も参照）

「山上の垂訓の中の，『それだから，あなたがたの天の

父が完全であられるように，あなたがたも完全な者となり

なさい』〔マタイ5：4 8〕という救い主の言葉は，明らかに，

多くの人がその適用を誤り，狭めてきた教えです。救い主

は，死すべき状態にある人間が，天の御父のように完全に

なるという偉大な目標に到達するのは不可能なことだと御

存じでした。しかし，この現世はその基を築くための場所

なのです。ですから，わたしたちはこの世だけでなく，来

るべき永遠の世においても引き続き，恵みに恵みを加えら

れていく必要があります。忠実なすべての人々にとって，

いつかその完全の域に達するのは，可能なことなのです。」

（Answers to Gospel Questions，第4巻，7 2）
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ペテロの第二の手紙

2 4 0

同じ敵が存在する。ゴードン・Ｂ・ヒンクレー大管長の次の言葉

を読む。

ペテロの時代の聖徒たちの体験について学ぶことにより，背教

に立ち向かうにはどうしたらよいかを知ることができる，というこ

とを生徒たちに理解させる。黒板に以下の聖句の引用表記を書く。

1ヨハネ2：4－5

1ヨハネ2：15

1ヨハネ3：9－10 （ジョセフ・スミス訳1ヨハネ3：9も参照）

1ヨハネ4：7－10

ユダ1：20

数人の生徒に，黒板に書いた聖句ブロックの一つを声に出して

読ませ，それぞれの聖句が背教を避けることについて，どのよう

に教えているかを確認する。各聖句を読み終えたら，そこに書か

れていた背教を避けるための方法を，黒板の該当する引用表記の

隣に書かせる。これらの聖句に書かれているとおりに福音を実践

することによって，サタンの欺きに対する力がどのように強めら

れるか，という点について話し合う。マービン・Ｊ・アシュトン

長老の次の勧告を読む。

わたしたちは福音を実践することにより，偽りの教義や策略を

識別し，避けられる，ということを証する。

2ペテロ2：2 0－2 2。福音が真実であることを知りながら，

証に背くよりは，むしろ真理を知らなかった方がよい。（1 5－

20分）

泥を入れた容器と，クッキー，パンなど手に取って食べられる

ものを盛った皿を2枚用意する。二人の生徒にクラスの前の方に

来てもらう。二人に，泥でボールを作らせる。次に二人に手をき

れいに洗わせる。そして，一人の生徒に，もう一度泥のボールを

作らせる。二人の前に食べ物を盛った皿を出し，食べるように勧

める。次の質問をする。「食べるのに適した状況にあるのはどち

らの生徒でしょうか。それはなぜでしょうか。」

一人の生徒を選び，2ペテロ2：2 0－2 2を読ませる。ほかの生徒

たちには，それを注意して聞きながら，その聖句が前の活動とど

のように関連づけられるかに気づいたら，すぐに手を挙げさせる。

次の質問をする。

手が汚れた生徒は，何にたとえられるでしょうか。

きれいな手の生徒は，何にたとえられるでしょうか。

悔い改めた後に罪に戻ると，前よりいっそう悪くなるのはな

ぜでしょうか。

ペテロが語りかけた相手は，福音を知っていた教会員であるこ

とを強調する。生徒たちにアルマ2 4：3 0と教義と聖約8 2：3を黙

読させる。これらの聖句がペテロの教えをどのように補強してい

るかを説明させる。スペンサー・Ｗ・キンボール大管長の次の警

告を読む。

最後に以下の質問事項について話し合う。

福音を聞いて，その後で罪に戻るより，最初から聞かない方

がよいのだとしたら，福音に耳を傾けないほうが賢明だとい

うことにならないでしょうか。

それでも福音を聞いて受け入れる方がよいと言えるものが何

かあるのでしょうか。

「救いに必要な儀式，すなわちバプテスマ，聖霊の賜物，

神殿の儀式，結び固めなどを受けた人は，交わした聖約に

従って生活しなければならない。また信仰をもって堪え忍

ばなければならない。監督，ステーク会長，その他の役職

にあってどんなにすばらしい奉仕活動を行ったとしても，

その後の生活でつまずいたり，『最後まで』正しい生活を

続けなければ，その人が以前にした立派な働きは帳消しに

なってしまうのである。事実，一度は神に仕えておきなが

ら，その後で背くような人は，ペテロが，『犬は自分の吐

いた物に帰り，豚は洗われても，また，どろの中にころが

って行く』（2ペテロ2：2 2）と言い表した部類に入るであ

ろう。」（『赦しの奇跡』1 2 9）

「現代には，不和，あつれきの種をまく人々が大勢いま

す。彼らは，一面だけの真実を語り，中傷することによっ

て，イエス・キリスト教会の会員たちを背教に導こうと努

めています。……イエス・キリストの福音に従って生活し

ようと固く決心している人々は，混乱させられたり，惑わ

されたり，迷いの道に引き込まれたりすることはありませ

ん。」（『聖徒の道』1 9 8 4年1月号，1 1 1。モーサヤ2 3：1 4も

参照）

「これが主の業であることが確かであるように，反対者

の出現も確実です。人を欺く詭弁
き べ ん

や巧みな計略で疑いを広

め，この業の立つ土台をひそかに損なおうとする者が，恐

らく少なからず現れるでしょう。彼らは短いながら日の目

を見ることもあるでしょう。短期間でも，疑い深い人，懐

疑的な人，批評家たちの喝采
かっさい

を浴びることもあるでしょう。

しかし，そのようなたぐいの人は過去もそうだったように，

やがて色あせ，忘れられてしまうでしょう。」（『聖徒の道』

1 9 9 4年7月号，6 1）
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著者：ヨハネはイエスが最初に選ばれた十二使徒の一人であ

り，ヨハネの第一，第二，第三の手紙を書いたと言い伝えられて

きた人物である。これらの手紙の中に，ヨハネの名は一度も出て

来ないが，彼がこの手紙の著者であることを示す，信憑性の高い

3つの手がかりがある。第1は，2世紀初頭の著述家たちが，これ

らの手紙の著者としてヨハネの名を挙げていることである。第2

は，これらの手紙には，ヨハネによる福音書に似た語彙，文体が

用いられている点である。第3は，著者自身が手紙の中で，自分

はイエスの肉体を目で見，手で触ったと述べていることである。

それは，確かに使徒に求められる条件であった（1ヨハネ1：1－

4；4：14参照）。

だれに向けて書かれたのか：1ヨハネがだれに向けて書かれた

ものであるかは，はっきりとは示されていない。しかしその内容

から，この手紙はヨハネが信徒に書き送ったものと判断される

（1ヨハネ1：3－4；2：1 2－1 4参照）。また，何か所かの聖徒たち

に書き送られたという可能性もある。書かれた場所と時期を特定

する証拠は皆無に等しい。ヨハネがエペソに長期滞在したという

言い伝えが正しいとすれば，この手紙は紀元7 0－1 0 0年の間に書

かれたと考えることができる。

歴史的背景：当時，聖徒たちの間には，だまし惑わす者たちが

現れていた。彼らが説いた偽りの教義は，グノーシス主義と呼ば

れるものである（『イエスと使徒たちの生涯と教え』のコロサイ

2：1 8－1 9に関する注解〔p . 3 8 7〕と，1ヨハネの「はじめに」

〔p . 4 8 3〕を参照）。 ヨハネは，救い主が肉体を取って来られたこ

とを力強く証することによって，グノーシス主義の偽りの教えを

正した（1ヨハネ1：1－2；4：2，14；5：6参照）。

1ヨハネ1－5章

はじめに

ヨハネは，グノーシス派の危険な教えから聖徒たちを守りたい

と願っていた。イエスが神の御子であられることに関して学んだ

教えを信じ，実践し続けるよう聖徒たちを励ますことにより，ヨ

ハネはグノーシス主義を論駁
ろんばく

した。エズラ・タフト・ベンソン大

管長は次のように教えている。

「神を第一に考えれば，ほかのすべてのものは正しい位置に落

ち着くか，またはわたしたちの生活の中から消えていくかのどち

らかです。主への愛は感情の欲求や時間の欲求，興味，物事の優

先順位をコントロールします。

わたしたちは生活の中で，神をすべてのものの頭とすべきで

す。」（『聖徒の道』1988年6月号，4）

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって1ヨハネ

1－5章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

神に対する知識と愛は，戒めを守るにつれて深まる（1ヨハネ

1：1－7；2：1－6；5：1－3参照；ヨハネ1 4：1 5，2 1，2 3；

15：10も参照）。

神への愛は，わたしたちが，互いに愛し，奉仕し合うときに

現れる（1ヨハネ3：1 0－1 8，2 3；4：7－1 0，2 0－2 1参照；ヨ

ハネ13：34－35；15：12－13も参照）。

「完全な愛は恐れをとり除く。」（1ヨハネ4：18）

聖徒とは，キリストを信じる信仰と神の戒めを守ることによ

り，神から生まれる人である（1ヨハネ5：1－4参照；アルマ

5：14－30も参照せよ）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』482－487

教え方の提案

1ヨハネ1－5章について教える準備をするときに，以下の提案

の中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用

いる。

1ヨハネ1：1－2：1 1。神の戒めを守ることにより，わたし

たちは神の光の中へ導かれる。（40－45分）

クラスルームの照明を消し，机の上に懐中電灯やクリスマス用

のイルミネーションなど集められる限りの電灯を並べて見せる

（火は用いない）。次の質問をする。「わたしたちがこのように光

に頼った生活をしているのは，なぜでしょうか。」

クラスルームの照明をつける。（それ以外の光源で十分な明る

さが確保できる場合は，その状態を続けるとよい。）黒板に「光」

と書く。生徒たちに，できるかぎり多くの光の特質を挙げさせ，

黒板に書き上げる。（例：光によって物が見える，生物に命を与

える，反射する，強さが様々に変わる。）

物理的な面での光の特質には，霊的な光の特質に当てはまるも

のもあるということを説明する。その二つを比較検討するのも有

益なことである。生徒たちを二つのグループに分ける。片方のグ

ループには1ヨハネ1：1－1 0を，もう一方のグループには1ヨハネ

2：1－1 1を割り当てる。生徒たちに割り当ての聖句を読ませ，光

に関連した語句を探させる。生徒たちが見つけた語句について

話し合う。光の霊的な特質と物理的な特質の類似点について話

し合う。

ヨハネの第一の手紙

2 4 1
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ヨハネの第一の手紙

2 4 2

黒板に以下の質問事項を書く。これらの項目を生徒たちに割り

当て，併記してある聖句を調べて，その答えを探させる。

上記の質問事項について，クラス全体で話し合う。（注意：マ

スター聖句に関する最初の質問への答えは，出エジプト3 3：1 1；

ルカ24：36－39；教義と聖約76：22－24である。）

最後に，以下の聖句の中に教えられている，光に関連した原則

について話し合うとよい。1ヨハネ1：7；マタイ5：1 4－1 6；3ニ

ーファイ1 8：1 6，2 4；教義と聖約8 8：6 7；9 3：3 6－3 7。これらの

各聖句を読んだ後，その次の参照聖句を余白に書き込むという方

法で，聖句チェーンを作るように提案する。全部の聖句を読んだ

ら，最後の聖句の余白に最初の聖句を記入して，聖句チェーンを

完成させる。

1ヨハネ2－5章。天の御父は，わたしたちが互いに愛し，仕

え合って御父への愛を示すときに，祝福を授けてくださる。

（35－40分）

赤い色の大きなハートの形を描く。その左側に，救い主の絵を

置く。右側には聖典と様々な人物の写真（家族，生徒たち，国の

指導者，預言者など）の写真を置く。これが何を表していると思

うか，生徒たちに質問する。（神への愛と人への愛の関係，など

の答えが考えられる。）

黒板に以下の表を書く。生徒たちに，表の中の聖句を一組選ん

で黙読させ，二つの質問に対する答えを探させる。

生徒たちが読み終わったら，それぞれの聖句から学んだことに

ついて話し合う。生徒たちにそれぞれの聖句から学んだことを発

表させ，それを表に書き込んでいく（あるいは，生徒たちに黒板

に直接書かせる）。ヨハネがそれぞれの組の聖句を通して，神を

愛することについて何を教えていると思うか，生徒たちの考えを

聞く。そして，生徒たちの答えを「二つを一つにまとめる」の欄

に記入する。（次のような答えが考えられる。キリストへの愛は，

キリストに従うときにさらに強くなる。人を愛さずに，神をほん

とうに愛することはできない。人を助けることによって救い主の

模範に従うときに，最もよく愛を表すことができる。）

生徒たちに1ヨハネ4：1 8－1 9を読ませ，その内容について深く

考えさせる。その後で，七十人の任にあったときのジェフリー・

Ｒ・ホランド長老の次の言葉を読む。

神に対するわたしたちの愛が強くなるにつれ，主はわたしたち

の確信をさらに強め，恐れを取り除いてくださる。

「人生にはある程度の恐れや失敗がつきものです。物事

が思ったようにうまくいかないことがよくあります。公私

にわたり，もうそれ以上進む力が自分にはないように思わ

れることもあります。時として，人々がわたしたちの期待

を裏切ったり，経済状況などの周りの事情がわたしたちを

窮地に追い込んだり，困難や悲しみのために大きな孤独感

に襲われることもあります。

しかし，このような逆境にあるとき，わたしたちを決し

て見捨てないものが一つあることを証します。それだけが，

あらゆる時代を超え苦難や罪を超越して存在するのです。

決して絶えることのないもの，それはキリストの純粋な愛

です。

……キリストの純粋な愛だけが最後までわたしたちを見

守ってくれるのです。キリストの愛は長く堪え忍び，親切

です。誇らず，容易に怒らない，それこそキリストの愛に

ほかなりません。キリスト御自身，そしてわたしたちがす

べてを忍び，すべてを信じ，すべてを望み，すべてに耐え

ることができるのは，キリストの純粋な愛によるのです。」

（『聖徒の道』1 9 9 0年1月，2 6）

1ヨハネ1：1－3。ヨハネは何を証したでしょうか。キ

リストの証人に関するマスター聖句にはどのような聖

句があるでしょうか。

1ヨハネ1：5－6。この聖句はマタイ6：2 4と，どのよ

うに関連づけることができるでしょうか。

1ヨハネ1：7。「光の中を歩く」とは，どういうことで

しょうか。わたしたちは，キリストの模範に従うこと

によって，どのように「すべての罪から……きよめ」

られるのでしょうか。

1ヨハネ1：8－2：1 （ジョセフ・スミス訳1ヨハネ2：

1参照）。罪を光のもとにさらす（告白する）ことは，

わたしたちをどのように悔い改めに備えさせてくれる

でしょうか。

1ヨハネ2：3－4。主に求められていることを実行しよ

うと熱心に努力するとき，皆さんは救い主に対してど

のような気持ちを感じますか。救い主の御言葉を軽ん

じている場合には，どのような気持ちを感じますか。

1ヨハネ2：5－6。救い主の御言葉に従った生き方は，

わたしたちの日々の生活の中で，キリストの模範をど

のように映し出すでしょうか。

1ヨハネ

神への愛 2：5 5：3
3：11，

23

4：20－

21

3：16－

18

4：9－

11

この聖句は愛につ

いて何を教えてい

るか

この聖句はわたし

にとって，どのよ

うな意味を持って

いるか

二つを一つにまと

める
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著者：ヨハネの第二の手紙の著者は，使徒ヨハネであると言

い伝えられている（ヨハネの第一の手紙の「著者」の項，p . 2 4 1

参照）。

だれに向けて書かれたのか：この手紙は「選ばれた婦人とその

子たち」へ書き送られたものである（1節）。これを，特定の人々

にあてたものと文字どおりに解すべきか，それとも比喩的に教会

の信徒たちを示したものと解すべきかは明らかではない（『イエ

スと使徒たちの生涯と教え』「（53－2）背景」pp.489－490参照）。

歴史的背景：ヨハネの第二の手紙とヨハネの第三の手紙の背景

は，第一の手紙の背景に類似している（ヨハネの第一の手紙の

「歴史的背景」参照）。第二の手紙と第三の手紙はローマ帝国内の

某地で，紀元8 5－9 5年ごろに書かれたと思われる（『イエスと使

徒たちの生涯と教え』「（5 3－1）手紙の書かれた場所と時」p . 4 8 9

参照）。

テーマ：当時の聖徒たちはよく，旅の途中の教会の指導者や教

師に，休む場所を与え，援助していた（3ヨハネ1：5，6参照）。

グノーシス主義の教えを広める，背教した偽りの教師たちも，教会

員たちのこのもてなしを利用していた。ヨハネはこの手紙を読む聖

徒たちに，識別の賜物を用いて，偽りの教師たちに援助を与える

行為を避け，異端の教えを助長することがないようにと訴えた。

2ヨハネ1章

はじめに

ブルース・Ｒ・マッコンキー長老は，ヨハネの第二，第三の手

紙は，ヨハネの肉親にあてられた個人的な書簡であった可能性が

あると考えていた（Doctrinal New Testament Commentary，第

3巻，4 0 9参照）。この手紙から，ヨハネが教会員全体に心をかけ，

同時に個々の会員にも配慮していたことが分かる。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって2ヨハネ1

章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

福音に従順な生き方は，ほかの人々に対してはもちろん，わ

たしたち自身にも喜びをもたらす（2ヨハネ1：1，4参照；3ヨ

ハネ1：1－4も参照）。

聖徒たちは，イエス・キリストを信じない人々と交わる際に，

よく注意する必要がある（2ヨハネ1：7－11参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』488－491，493－494

教え方の提案

2ヨハネ1章について教える準備をするときに，以下の提案を用

いるか，自分自身が考えた複数のアイデアを用いる。

2ヨハネ1：1，4；3ヨハネ1：4。福音に従った生き方をす

るとき，わたしたちはほかの人々に幸せをもたらすことができる。

（15－20分）

生徒たちを個人的に知っている友人，また親，教会指導者たち

に，その生徒が戒めを守る選択をするのを見るときに，どのよう

な気持ちを感じるかについて短い文章を書くよう，事前に依頼し

ておく。できれば生徒全員について，書いてもらうようにする。

生徒たちには見せないようにしておく。（戒めに従順な生活をし

ている青少年を一人選び，生徒たち自身に，その人について上記

の短い文を書かせる，という方法を取ってもよい。）レッスンが

始まる前に，黒板に次のように書いておく。「忠実な人とはどの

ような人でしょうか。」「その人の忠実さに影響を受けたのはだれ

でしょうか。」「その忠実さはほかの人々にどのような影響を与え

たでしょうか。」以下の質問をする。

戒めに従順な生活は，わたしたちに幸せをもたらします。そ

れはなぜでしょうか。

何か具体的な例を挙げてください。

皆さんの従順さは，周囲の人々にどのような影響を与えるで

しょうか。

生徒たちに2ヨハネ1：1，4と3ヨハネ1：4を読ませる。以下の

質問をする。

ヨハネは自分の「子供たち」について，どのような気持ちを

持っていたでしょうか。

彼らのどのような行いが，ヨハネに喜びを与えたでしょうか。

一人の生徒に，以下の聖句の中から一つを選んで，それを読ま

せる。

マタイ3：13，17

1ニーファイ3：6－8

アルマ38：3

モロナイ8：1－2

その生徒に，別の生徒を指名させ，読んだ聖句について，黒板

に書いた3つの質問に答えさせる。別の生徒に2番目の聖句を読ま

せ，読んだ聖句について，3つの質問に答えさせる。さらに別の

生徒を指名させ，全部の聖句について終えるまで続ける。生徒た

ちに，忠実さは他の人々に祝福をもたらすということについて，

考えを述べてもらう。生徒たちに，聖典に述べられているほかの

事例，あるいは身近な例を挙げさせる。

福音に従順な生活は，本人だけでなく，周囲の人々の生活にも

幸福をもたらすということを証する。最後に，生徒たちについて

書いてもらった文章を読む。自分の正しい選択がほかの人々にも

たらす喜びについて深く考え，忘れないように，生徒たちを促す。

ヨハネの第二の手紙

2 4 3
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著者：ヨハネの第三の手紙の著者は，使徒ヨハネであると言

い伝えられている（ヨハネの第一の手紙の「著者」の項，p . 2 4 1

参照）。

だれに向けて書かれたのか：この手紙は忠実な教会員ガイオへ

あてて書き送られたものである。キリストの教えを説く宣教師を

家に迎え入れ，必要なものを与えることは，当時の教会員の間に

よく見られた習慣であった。ヨハネは，ガイオが旅の途中の神の

僕たちに便宜を与え，キリストの大義のために，無私の献身をし

ていたことをたたえている。

歴史的背景：旅をして，聖徒たちを欺いていた偽りの教師たち

（ヨハネの第二の手紙の「テーマ」の項，p . 2 4 3参照）のほかにも

問題があった。キリストと聖徒に対する愛ではなく，個人的な野

心のために，教会での働きをしている指導者たちがいたのである。

デオテレペスもそのような過ちを犯していた指導者であった。彼

は，自分は使徒に勝る権能を持つと主張していたのである。

テーマ：ヨハネは，ガイオの忠実さをたたえ，励ましを与える

ためにこの手紙を書いた。そして，間接的にデオテレペスに警告

を与えることも，彼がこの手紙を書いた目的であった。

3ヨハネ1章

はじめに

ヨハネの時代の忠実な聖徒たちは，教会外からの迫害を受けた

ために，互いに警戒し合うようになった。ヨハネは，同じ業に務

める聖徒たちを援助する人々をたたえている。過去の時代の末日

聖徒も同じような状況を経験し，それを通して強められた。当時，

十二使徒定員会会員の任にあったハロルド・Ｂ・リー長老は次の

ように説明している。

「教会の初期の時代に，わたしたちは中傷と誤伝を経験し，そ

の苦難を切り抜けてきた。外部の敵のために追い出されたが，そ

れでもわたしたちは生き長らえてきた。暴徒に襲われ，追い立て

られ，命を奪われ，血が流された。しかし殉教者によってわたし

たちは強くされた。貧しい生活を経験したが，その試しによって

強さを得た。次いで，背教という内部からの裏切りを経験した。

これはわたしたちが経験したことの中で最も厳しい試練の一つで

ある。そして現在わたしたちは今一つの試し，詭弁
き べ ん

を経験してい

る。現在多くの能力ある人々が主の謙遜な預言者たちの言葉に耳

を傾けようとしない。そのことは，わたしたち聖徒への苦しみを

招いている。これは非常に厳しい試練である。」（“Sweet Are the

Uses of Adversity”，The Instructor，1965年6月号，217）

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって3ヨハネ1

章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

不正な支配は，わたしたちを御霊から遠ざける（3ヨハネ1：

9－11参照；教義と聖約121：34－39も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』489－491，494－495

教え方の提案

3ヨハネ1章について教える準備をするときに，以下の提案を用

いるか，自分自身が考えた複数のアイデアを用いる。

3ヨハネ1章。無私の奉仕は，わたしたちをさらに神に近づけ

る。ほかの人々に対して権威を乱用するなら，御霊から遠ざかる

結果となる。（10－15分）

黒板に次の表を書く。

生徒たちを二つのグループに分ける。各グループに，聖句ブロ

ックのうちの一つを読ませ，質問に対する答えを探させる。表の

空欄に，求められる答えを記入し，生徒たちが学んだことについ

て話し合う。モーサヤ2：1 7，教義と聖約1 2 1：3 7，3 9を読み，以

下の質問をする。

これらの聖句は，ガイオとデオテレペスにどのように関連づ

けられるでしょうか。

「不義な支配」をする人が多いのはなぜでしょうか。

生徒たちに，各自が知っている教会の指導者で，心からへりく

だって召しを果たしている人についての話をしてもらう。

ヨハネの第三の手紙

2 4 4

聖句 だれに
向けられた
教えか

彼は
何をしたか

ヨハネは喜んで
いるか，喜んで
いないか

その
理由は

3ヨハネ1：

1，3，5－6

3ヨハネ1：

9－11
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著者：ユダの手紙の著者は，自分自身について「イエス・キリ

ストの僕またヤコブの兄弟」（ユダ1：1）と述べている。このユ

ダがイエスの異父兄弟であったというのは，非常に確度の高い情

報である（マタイ1 3：5 5参照）。ユダがどのような職を受けてい

たかを示すものは何もない。しかし，この手紙自体が，ユダが教

会員に勧告を与える立場にいた人物であることを示している。

だれに向けて書かれたのか：他の公同書簡と同じように，ユダ

の手紙がだれにあてて書かれたものかは，何も明らかになってい

ない。ユダは「父なる神に愛され，イエス・キリストに守られて

いる召された人々へ」あてて書いたと記しているだけである（ユ

ダ1：1）。

独自の内容：新約聖書の中で最も短い書であるが，この手紙に

は，聖書のほかの書には見られない情報が載せられている。ユダ

は，「自分たちの第一の位を守ろうと」（欽定訳6節より和訳。ア

ブラハム3：2 6も参照）しなかった天使，また，モーセの死体に

関するミカエルとルシフェルの論争（9節），救い主の再臨に関す

るエノクの預言（1 4－1 5節。モーセ7：6 5－6 6も参照）などに言

及している。

テーマ：ユダは，背教が進むさなかにあっても信仰を守ること

に専心するように聖徒たちを励まし，また，禁じられた道へ誘お

うとしていた人々に注意するよう，警告を与えるためにこの手紙

を書いた（ユダ1：3－4参照）。ユダ1：4－9と2ペテロ2章は，そ

の表現において類似点がある。しかし，ペテロが将来の背教を預

言しているのに対し，ユダはその預言の成就に言及している（2

ペテロ2：1；ユダ1：4参照）。

ユダ1章

はじめに

ユダの手紙には，神が御自分に背く者たちにどのように対処さ

れるかを示すために，3つの例が挙げられている。（1）神に背い

たイスラエルの子らは，約束の地に入ることができなかった，（2）

自分の地位（第一の位）を守らなかった天使たちは追い出された，

そして（3）神からの警告を拒んだソドムとゴモラの住民は滅ぼ

された。ユダは背教者たちに，不信心な「すべての者にさばきを

行うため」に，いつか主がおいでになると警告した（ユダ1：4－

8，1 4－1 9参照）。彼は忠実な人々に，祈りと神への愛を通して信

仰を築くことにより，背教者にもたらされる破滅から救われると

約束した（ユダ1：20－25参照）。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもってユダ1章

を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則
わたしたちは主イエス・キリストに対する信仰を強めること

により，信仰の弱い人々を助けるための備えをすることがで

きる（ユダ1：20－23参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』491－496

教え方の提案

ユダ1章について教える準備をするときに，以下の提案を用い

るか，自分自身が考えた複数のアイデアを用いる。

ユダ1章。わたしたちは信仰の弱い人を助けることができる。

（10－15分）

生徒たちを5つのグループに分ける。各グループに以下の聖句

ブロックの一つを読ませ，それを各自の言葉でまとめ，紙に書

かせる。ユダ1：1－4；1：5－1 1；1：1 2－1 6；1：1 7－1 9；1：

20－25。

一人の生徒に，各グループが書いた紙を集めて，順番に読ませ

る。もう一人の生徒に，ユダの手紙の概要を，手短に述べさせる

（ユダ1章の「はじめに」を参照）。

一つのいすと一つの机を隣り合わせて並べる。一人の生徒にい

すの上に立たせ，もう一人の生徒はそのいすの隣の床に立たせる。

別の生徒が机に上がるのを助けるとしたら，どちらの生徒の方が

助けやすい状況にあると思うか，生徒たちに質問する。高い所に

いる人の方が，低い所にいる人を助けやすい立場にあるのはなぜ

かを質問する。ユダは，聖徒たちは背教者の教えから信仰を守る

ために助け合わなければならない，ということを理解していた。

生徒たちにユダ1：2 0－2 1を読ませ，忠実な聖徒に対してどのよ

うな勧告が与えられているかを確認させる。ユダ1：2 2－2 3を読

む。次の質問をする。「この勧告がユダ1：2 0－2 1の勧告の前では

なく，その後に与えられているのはなぜでしょうか。」当時，十

二使徒定員会会員の任にあったゴードン・Ｂ・ヒンクレー長老の

次の言葉を読む。

福音の原則と標準に従った生活をするという点で，ほかの人の

助けによって，さらに高いレベルに引き上げられた経験を具体的

に話してもらう。

「わたしたちの生活による模範は，言葉を尽くして説く

以上に，大きな影響を及ぼすものである。わたしたちが他

の人々を引き上げたいと望むなら，わたしたち自身が一段

高い所に立っていなければならないのである。」（『聖徒の

道』1 9 7 6年2月号，6 6）

ユダの手紙

2 4 5
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わたしたちの生き方は，誘惑と戦い，福音のメッセージを受け

入れるよう，ほかの人々に影響を与える場合があるということを

説明する。ヒンクレー大管長は次のように話している。

生徒たちに，自分が持っている特質で，もっと強化すれば，ほ

かの人々をより高いレベルに引き上げ得る力になる特質につい

て，日記に書かせる。

「教会が今日ほど優れた評価を得た時代はかつてありま

せんでした。それはひとえに兄弟姉妹の皆さんのおかげで

す。人々のわたしたちに対する大方の意見は，わたしたち

個人との直接のかかわり合いから生まれるからです。皆さ

んの親切や人々への思いやり，生活の中での善き模範が，

末日聖徒への人々の意見となって反映されているのです。」

（『聖徒の道』1 9 9 8年1月号，4）

ユダの手紙

2 4 6
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「黙示」と訳されているギリシヤ語のA p o c a l y p s eという言葉に

は，「啓示」また「現す」「明かす」「示す」などの意味がある。

ヨハネは黙示録の中で，イエス・キリストから示現を通して示さ

れた「すぐにも起るべき」（黙示1：1）数々の出来事を記録して

いる。黙示録が書かれた目的は，「この預言の言葉を……聞いて，

その中に書かれていることを守る者たち」（3節）に祝福を与える

ことであった。

預言者ジョセフ・スミスは，「黙示録は神によって書くように

命じられた書物の中で最も分かりやすいものの一つである 」

（Teachings of the Prophet Joseph Smith，290）と述べている。

黙示録には，必ずしも分かりやすいとは言えない比喩的表現や象

徴が多いが，そのテーマは簡潔で読む者の心を鼓舞させるもので

ある。ある末日聖徒の教育者は次のように書いている。「わたし

たちは，昔の聖徒たちと同じように，用心し，備えることができ

る。また，いかなる形の悪に対しても，絶えず油断なく，警戒す

ることができる。そして，天の神が見守り，人間のもろもろの事

柄を治めておられること，神の正義と寛容な憐れみが聖徒たちを

解放し，報いてくださる，という事実の中に慰めを見いだすこと

ができる。」（ロバート・L・ミレット，“Revelation of John

Offers Recurring Lessons，Doctrinal Refrains and Hope，”

Church News，1995年12月23日付，10）さらに詳細な事柄につい

ては，『イエスと使徒たちの生涯と教え』「勝利を得る教会につい

てのヨハネの証」（pp.499－503）を参照せよ。

著者：ゼベダイの子であり，イエス・キリストの愛された弟子

であったヨハネが（マタイ4：2 1－2 2参照）この書の著者である

（1ニーファイ1 4：1 8－2 7参照；『聖句ガイド』「ヨハネ（ゼベダ

イの子）」pp. 277－279も参照）。

だれに向けて書かれたのか：黙示録は小アジアにある教会の7

つの支部にあてて書かれたものである（黙示2－3章参照）。しか

し，黙示録のメッセージは，それらの支部の教会員だけに向けら

れたものではない。預言者ジョセフ・スミスは，「ヨハネは将来

に起こることだけを見たのである」（T e a c h i n g s，2 8 9）と述べて

いる。したがって，黙示録は末日に生きる聖徒たちにとっても，

興味深い内容となっている。主はモロナイに，末日のイスラエル

が悔い改めて，自らの聖約を思い起こすときに，「わたしが僕ヨ

ハネに書き記させたわたしの啓示は，すべての民の目に明らかに

される」（エテル4：16。14－17節参照）と啓示された。

歴史的背景：ヨハネの黙示録は，聖徒たちに対して激しい迫害

がなされていた時代に書かれた。この迫害は，ネロ（在位：紀元

5 4－6 8年）とドミティアヌス（在位：紀元8 1－9 6年）が統治した

時代のローマによって加えられたと思われる。特にドミティアヌ

スは，帝国が認めた以外の神を礼拝する人々を迫害した。そして，

彼の統治下には，それに従わない多くの人々が処刑され，流罪に

処せられた。ヨハネは，ローマ帝国の流刑地パトモスで黙示録を

書いた。彼は当時，「神の言とイエスのあかしとのゆえに」ここ

へ流罪となっていたのである（黙示1：9参照。『イエスと使徒た

ちの生涯と教え』「はじめに」pp. 507－508も参照）。

当時の教会は外部からの迫害に加えて，内部の背教という苦難

を抱えていた。パウロは，「狂暴なおおかみが，あなたがたの中

に入り込んできて，容赦なく群れを荒すようになる」（使徒2 0：

29）と述べた。 紀元1世紀末には，パウロの預言したことは成就

していた。ヨハネの手紙と黙示録2－3章に書かれている，偽りの

教師と教義に関する警告の声は，当時の教会において背教がどこ

まで浸透していたかを示している（『聖句ガイド』「ヨハネ（ゼベ

ダイの子）－ヨハネの手紙」p. 278参照）。

テーマ：黙示録のメッセージは，聖典の諸書と同じである。こ

の地上において最終的に神が悪魔に対して勝利を得られること，

すなわち，善が悪に，また聖徒が迫害者に，神の王国が人とサタ

ンの王国に対して永遠の勝利を収めることを教えているのである

（『聖句ガイド』「黙示録（ヨハネの）」p p . 2 6 0－2 6 1参照）。ヨハネ

は，この世の誘惑を克服するすべての人々に向けて，この希望の

メッセージを記録している（黙示2：7，1 1，1 7，2 6；3：5，1 2，

21参照）。

黙示1－3章

はじめに

黙示録は二つのセクションに分けられる。一つはヨハネの時代

に関する示現であり（第1－3章），もう一つは将来の出来事に関

する示現である（第4－2 2章）。黙示録の冒頭に記録されているの

は，ヨハネが安息日に受けた示現である。この示現の中で，イエ

ス・キリストがアジアの「七つの教会」（黙示1：1 1）を表す7つ

の燭台の間に，栄光をまとって御姿を示された。ヨハネの時代の

聖徒たちは，背教と迫害による苦しみを受けていたが，主が自分

たちとともに立っておられる御姿の中に，慰めを得ることができ

た。第2－3章において，主は7つの教会に，その長所と短所を示

され，また，悔い改め，世に打ち勝つことによって将来へ備える

ように勧められた。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって黙示1－3

章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

わたしたちが神の啓示を心に留めるなら，神はわたしたちがそ

のみもとへ戻ることができるよう導きを与えてくださる（黙

示1：1－3参照；黙示22：7；1ニーファイ10：17－19も参照）。

イエス・キリストが無数の聖徒を伴って地上に戻って来られ

るとき，「すべての人の目」は主を仰ぎ見，邪悪な者たちは悲

しむ（黙示1：7参照；1テサロニケ4：1 4－1 8；ユダ1： 1 4－

16；教義と聖約88：95－98；101：23－24も参照）。

わたしたちはイエス・キリストの力を通して，この世に打ち

勝ち，神性を得るという祝福にあずかることができる（黙示

2：2－3，7，1 0－1 1，1 7，2 6－2 8；3：5，8，1 1－1 2，2 1参

照；黙示5：1 0；7：9－1 7；2 1：7；教義と聖約1 0 1：3 5－3 8も

参照）。

ヨハネの黙示録

2 4 7
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天の御父は御自分の子供たちを愛しておられるがゆえに，彼

らが悔い改められるように懲らしめを与えてくださる（黙示

2：4－5，1 4－1 6，2 0－2 3；3：2－3，1 9参照；ヒラマン1 5：

3；教義と聖約95：1－3も参照）。

補助資料
『イエスと使徒たちの生涯と教え』506－515

教え方の提案

黙示1－3章について教える準備をするときに，以下の提案の中

から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

『「新約聖書」ビデオ』プレゼンテーション2 1「黙示録を

理解するために」（7分4 8秒）は，黙示録を教えるのに活

用することができる。（『「新約聖書」メディアガイド』に載せら

れている教授法の提案を参照する。）

黙示1：1，9－1 1。主は前世において，使徒ヨハネに黙示録

を書くように任命された。（15－20分）

生徒たちに以下の質問をする。

主はわたしたち一人一人について，どれほど深く御存じなの

でしょうか。

主はどのようにして将来の出来事を示すことがおできになる

のでしょうか（2ニーファイ9：20参照）。

1ニーファイ1 4：1 8－2 2を読み，生徒たちに，ニーファイが示

現の中で見た人物がどのようなことをする人なのか説明させる。

1ニーファイ1 4：2 4－2 7を読み，この人物の名前を確認する。次

の質問をする。「この使徒が書いた終わりの時に関する記録はど

こにあるでしょうか。」主は実際に黙示録が記される何世紀も前

に，ニーファイにこの記録について告げられた，ということを指

摘する。次の質問をする。「これらの事実は，黙示録の重要性に

ついて，何を教えてくれるでしょうか。」

黙示録を研究することの重要性を証する。黙示1：1を読み，そ

れをジョセフ・スミス訳の内容と比較する。ジョセフ・スミスに

よってなされた変更点について話し合う。黙示1：9－1 1を読む。

1ニーファイ14：24－27を見直し，以下の質問をする。

ニーファイが受けた示現は，黙示録を通してどのように成就

したでしょうか。（イエスは使徒ヨハネに黙示録を書くように

命じられた。 1ニーファイ14：25；黙示1：11参照）

わたしたちは，どうしたら神から託されている使命を成し遂

げられるようにすることができるでしょうか。

神から託されている使命をよく果たせるよう，適切なときに，

祝福師の祝福を受けるよう，生徒たちを促す。

黙示1－2 2章。黙示録が最も強調しているのは，終わりの時

とイエス・キリストの再臨である。（10－15分）

顕微鏡と虫眼鏡（あるいは，その絵）を生徒たちに見せる。以

下の質問をする。

顕微鏡と虫眼鏡では，見え方がどのように違うでしょうか。

小さなところまで詳細に見えることには，どのような利点が

あるでしょうか。

実際よりも大きく見えることには，どのような利点があるで

しょうか。

今日のレッスンでは，黙示録の「部分的拡大像」を見ていくと

いうことを生徒たちに話す。

付録「黙示録の強調点」の図（p . 2 8 8）のトランスペアレンシー

を作るか，それを黒板に書く。この図を生徒たちと一緒に見なが

ら，5番目までの封印（アダムからヨハネの時代までの地球の歴

史を象徴している）は1 1節にまとめられているが，最後の二つの

封印（世の終わりに至る今の時代を象徴している）には2 7 3の節

が当てられていることを指摘する。ジョセフ・スミス訳黙示1：3

を読み，以下の質問をする｡

黙示録は聖徒たちをどのような出来事に備えさせるために書

かれたのでしょうか。

そのことは，黙示録が現代のわたしたちにとっていかに重要

性を持つものかということについて，何を教えているでしょ

うか。

主はわたしたちが黙示録を手にすることができるように，非常

な配慮をされたということを生徒たちに話す。注意深く黙示録を

研究するように促す。

注意：黙示録を研究し，教えるための助けとして，『イエスと

使徒たちの生涯と教え』「黙示録」（pp. 244－2 4 5）のより詳細な

概要を参照せよ。

黙示1：1－3。わたしたちが神の啓示を心に留めるなら，神

はわたしたちがそのみもとへ戻ることができるよう導きを与えて

くださる。（15－20分）

ヨハネは，読者がこの預言と啓示の書から祝福を得るのに役立

つ幾つかの原則を含めている。生徒たちがそれらの原則を理解し

て祝福を得られるように助けるために，黒板に幾つもの方向に分

かれた1本の道を描く。生徒たちに，今別れ道に立ち，どの方向へ

進むかを考えている状況にあると想定させる。以下の質問をする｡

この絵と人生には，どのような共通点があるでしょうか。

皆さんなら，自分が進むべき方向をどのようにして決めま

すか。

最も良い選択をするための助けを，どこに求めることができ

るでしょうか。

一人の生徒に，預言者ジョセフ・スミスの次の言葉を読ませる。

以下の質問をする｡

聖霊はわたしたちが人生の中で進むべき道を選ぶのをどのよ

うに助けてくださるでしょうか。

聖霊は最終的にわたしたちをどこへ導いてくださるでしょう

か。（生徒たちにこの質問に対する答えを見つけるために『聖

句ガイド』「啓示」の項〔pp.93－94〕の第1段落を読ませる。）

神は聖霊による啓示を通して，わたしたちに進むべき道を示

したいと考えておられます。では，わたしたちにはどのよう

な責任があるでしょうか。

「啓示を受けずに，聖霊を受けられる人はだれもいな

い。啓示を与えるのは，聖霊だからである。」（History of

the Church，第6巻，58）

ヨハネの黙示録

2 4 8
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生徒たちにジョセフ・スミス訳黙示1：1－3を読ませ，次の質

問をする｡「この聖句によると，どうしたらこの啓示の言葉を通

して祝福を受けることができるでしょうか。」黒板に答えを書き，

それが生徒たちにどう当てはまるかを話し合う｡次のような答え

が考えられる。

預言の言葉を読む。

預言の言葉を聞く。

預言の言葉を理解する。

預言の言葉を守る（従う）。

この聖句の中で，ヨハネは黙示録の中の言葉について述べてい

るが，その原則はすべての啓示に当てはまる，ということを説明

する。わたしたちは聖典の言葉と自分が受けた祝福師の祝福を読

む必要がある。また，生ける預言者の語る言葉と御霊のささやき

に耳を傾けなければならない。そして，それらの言葉について深

く考え，自分の生活にどう当てはまるかを考え，それに従わなけ

ればならない。

最後に，ジェームズ・E・ファウスト長老の次の言葉を読む｡

黙示1：4，8，1 9。ヨハネは，過去のこと，現在のこと，将

来起こることを書くように命じられた｡（5－10分）

この箇所のレッスンの提案は，黙示1－2 2章（p . 2 4 8■）を教え

るための提案として用いることもできる。それは黙示録の部分的

拡大像の別の見方を提示している。

生徒たちに，過去，現在，未来を表す具体的な物を見せる。過

去を表す物としては，日記，古い写真などを用意するとよい。ま

た，現在を表す物としては，有効期限内の運転免許証，新聞，カ

レンダー，未来を表すものとしては，植物の種，結婚式の招待状，

祝福師の祝福，伝道に出るための申請書などを用意するとよい。

生徒たちの一緒にそれらの物をよく調べて，一つ一つが過去，現

在，未来のどれを表しているかを質問する。

黒板に「過去」「現在」「未来」と書く。一人の生徒に教義と聖

約9 3：2 4を読ませる。次の質問をする｡「これはどのような点で，

真理とは何かをよく言い表していると言えるでしょうか。」過去，

現在，未来について知ることには，どのような利点があるかを話

し合う｡

黙示1：4，8を読む。この聖句は，イエス・キリストについて

わたしたちに何を教えているでしょうか。（イエス・キリスト

は，昔も今も存在し，やがて来るべき御方である。また，イ

エス・キリストは初めであり終わりである。）

この聖句は何を意味していると思いますか。（イエスは地球を

創造された，イエスは今わたしたちを導き支えておられる，

イエスは栄光のうちにまた地上に来られるなどの答えが考え

られる。）

1 9節を読む。ヨハネが過去，現在，未来の事柄を書いたこと

には，どのような意義があるでしょうか。

キリストは初めであり終わりである。したがってキリストを理

解するには過去，現在，将来のことを理解する必要がある，とい

う点を指摘する。黙示録は，過去，現在，将来の，それぞれの時

期から幾つかの出来事を採り上げて，記録している。下記の表の

3つの時期に関する聖句を読むとよい。（「現在」の欄の聖句に書

かれているのは，ヨハネの時代にあった出来事であり，「未来」

の欄の聖句には，今の時代とこれから後に起こる出来事が書かれ

ていることを指摘する。）

黙示1：4－2 0。黙示録の様々な象徴を理解すると，その教え

の意味が明らかになる｡（20－25分）

新聞や雑誌などから切り抜いた会社や商品のシンボルマークを

用意する。それを生徒たちに見せ，短い時間で，それらが何のシ

ンボルであるかを，幾つ言い当てられるか確かめる。

何度も見たり，使ったりしているシンボルはすぐに分かるとい

うことを説明する。聖書に出て来る人々は象徴的な表現によく通

じていた。ヨハネが受けた示現の中には，比喩的表現や象徴が数

多く見受けられる。ユダヤ人たちが用いていたそのような表現法

に親しむと，黙示録への理解を深めることができるようになる

（『イエスと使徒たちの生涯と教え』「（5 4－7）黙示1：1 3－1 6 ヨ

ハネの用いた表象」pp.509－510参照）。

黒板に大きく「7」の字を書く。次の質問をする。7という数字

を，どのような所で見ることがありますか。（1週間の日数，この

世の存続期間の7区分。）イスラエルの文化において，7という数

字は，完成あるいは完全を表すものであったことを説明する。以

下の質問をする｡

この意味は，1週間の日数と，どのように関係しているでしょ

うか。

それは創造の期間の区分と，どのように関係しているでしょ

うか。

それは地球の歴史と，どのように関係しているでしょうか。

7という数字が，黙示録には何度も出て来ることを指摘する。

黒板に書いた「7」の字の周りに，順不同に以下の9つの言葉を書

き足す。「教会」「霊」「星」「燭台」「封印」「御使」「ラッパ」「鉢」

「頭」。これらの象徴はすべて意味を持ち，ヨハネの示現の理解に

重要なものであることを説明する。以下の活動のどちらか，ある

いは両方を行うとよい。

「教会員は，日常生活の様々な決定も含めて，生活のあ

らゆる面において御霊の勧めを受けることができます（教

義と聖約4 2：6 1参照）。したがって，『だれを伴侶に選ぶべ

きか』『どの職業に就くべきか』『どこに住居を定めたらよ

いか』『どう生きるべきか』など，重要な決定を下すのに，

全能の神の霊感を求めなくてどうしてよいものでしょう

か。」（『聖徒の道』1 9 8 0年9月号，1 7）

黙示1－3章

2 4 9

過去 現在 未来

黙示6：1－8；1 2：7－

11

黙示1－3章；6：9－

1 1；1 2：1－6，1 2－

17

黙示4－5章；6：1 2－

1 7；7－1 1章；1 3－2 2

章
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工作用紙を使って，「霊」と書いた人の形，王冠，ギリシャ文

字のアルファ（A）とオメガ（Ω），燭台，星，剣，鍵の形を

作る。それらを生徒たちに渡し，次に黙示1章の中からシンボ

ルを探させ，『聖句ガイド』などを用いてその意味を調べさせ

る。生徒たちがそれを終えたら，結果を発表してもらう。

下記の表を配付資料として作成する。ただし「解釈」の欄は

空白にしておく。生徒たちを幾つかのグループに分ける。聖

典の中から，それぞれの象徴が載っている箇所を確認させて，

印を付けさせ，相互参照させる。そして，配付資料の「解釈」

の欄に記入させる。生徒たちが記入した内容を確認する。

最後に次の文を読む。

生徒たちに，黙示録は単に読むだけでなく，「見る」ように促

す。（黙示録における象徴の使用に関するさらに詳細な情報につ

いては『イエスと使徒たちの生涯と教え』「勝利を得る教会につ

いてのヨハネの証」pp.499－503を参照せよ。）

黙示1：4－2 0。黙示録はイエス・キリストの使命を証するも

のである。（10－15分）

レッスンが始まる前に，黒板に数人の歴史上の人物の名前と称

号を書いておく（獅子心王リチャード，アレクサンドロス大王，

正直者エイブ〔エイブラハム・リンカーン〕など）。次の質問を

する｡「称号や尊称などはその人物について，どのようなことを

わたしたちに伝えるでしょうか。」黒板に救い主の絵を貼る。生

徒たちに黙示1：4－2 0を拾い読みさせ，イエス・キリストを説明

するために用いられている語句を探させる。（「忠実な証人」〔5節〕，

「アルパであり，オメガである」〔8節〕，「人の子」〔1 3節〕，「死ん

だことはあるが……生きている者」〔1 8節〕などの答えが考えら

れる。）生徒たちが探した結果を，絵の隣に書き上げる。次の質

問をする｡「これらの呼び名は，救い主の使命についてどのよう

なことを教えているでしょうか。」

「象徴は時代を超えた，万人に通じる言語である。神は

御自身の福音を教え，御子を証するために，知恵をもって

この言語を選ばれた。それは聖典の言葉，啓示の言葉，御

霊の言葉，信仰の言葉である。あらゆる時代の聖徒たちに

共通する言葉である。」（ジョセフ・フィールディング・マ

ッコンキー，Gospel Symbolism〔1 9 8 5年〕，1）

ヨハネの黙示録

2 5 0

霊

黙示1章の中に見られる象徴

節 象徴 解釈 参考聖句

4 7つの霊 アジアの7つの教会を管理する

僕すなわち指導者

ジョセフ・スミス訳

黙示1：4

6 御国の民

と祭司

日の栄えの王国を受け継いだ

人々の状態

教義と聖約7 6：5 1－

59

8 アルパと

オメガ

ギリシャ語アルファベットの

最初と最後の文字。イエス・

キリストの永遠性を表す。

『聖句ガイド』「アル

パとオメガ」の項，

p. 19

12 7つの

燭台

福音の光を掲げる7つの教会 黙示1：2 0；3ニーフ

ァイ18：24

16－

17

右手 聖約の手，承認と誉れを与え

るための挙手

使徒7： 5 5；ヘブル

1：3，13

16 7つの星 7つの教会の管理役員を示す別

の象徴

ジョセフ・スミス訳

黙示1：2 0〔英文〕（訳

注：「天使」が「僕」

に変更されている）

16 鋭いもろ刃

のつるぎ

悪人に裁きを下し，罪のない

人々を救う神の言葉

ヘブル4：12

18 死と黄泉

との鍵

霊と肉体の死の扉を開く鍵 2ニーファイ9：1 0－

13
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黙示録は，サタンを打ち負かし，神の子らを救うというイエ

ス・キリストの使命を証するものである，ということを強調する。

生徒たちに，これから黙示録を研究していくときに，この証が真

実であることを示す証拠を探すように促す（注意：生徒用学習ガ

イド，黙示1章の活動Aをここで行ってもよい）。

黙示2－3章。主はわたしたちを愛しておられるがゆえに，わ

たしたちが悔い改められるよう，懲らしめを与えてくださる。ま

たわたしたちが悔い改めるときに，主はわたしたちがこの世に打

ち勝ち，救いの祝福にあずかれるよう，助けを下さる｡（3 5－

40分）

ヨハネが黙示録に記録されている示現を受けたころは，キリス

トの弟子としての信仰を貫くのは困難な時代であった（『イエス

と使徒たちの生涯と教え』「はじめに」 pp. 507－508参照）。激し

い迫害と偽りの教えが，教会員たちの信仰に戦いを挑んでいた。

主は第2－3章の中で，過ちを犯す人が多くいるが，悔い改めて，

この世的なものに打ち勝つなら，救いの祝福にあずかれるという

約束をしておられる。

黙示2－3章はアジアの7つの町に住む教会にあてられたもので

あることを説明する。主はヨハネに彼らの長所と欠点を明らかに

し，教会の7つの支部に手紙を書き送るよう，ヨハネに命じられ

た。生徒たちを7つのグループに分け，各グループに7つの教会の

うちの一つを「訪問する」割り当てを与える。各グループに，付

録（p . 2 8 3）の地中海世界の地図のコピーを渡すか，オーバーヘッ

ドプロジェクターで提示する。地図で，割り当てられた町の位置

を確認する。付録（p p . 2 8 6－2 8 7）の表「アジヤにある7つの教会

（黙示2－3章）」のコピーを渡し，割り当てられた町の欄の空欄に

適切な語句を記入させる。生徒たちに，学んだことを発表させる。

特に，それぞれの教会が行っていた正しい事柄，また犯していた

過ち，主から与えられた懲らしめがどのようなものだったかを発

表してもらう。

生徒たちに以下の質問をする｡

だれかから懲らしめを受けたら，どう思うのが普通でしょ

うか。

わたしたちを愛しておられる主が，わたしたちに懲らしめを

お与えになるのはなぜでしょうか。

教義と聖約9 5：1を読み，懲らしめがわたしたちの悔い改めと

罪の赦しにどのように役立つかについて話し合う｡

生徒たちに以下の質問をする｡

主はどのような方法でわたしたちに懲らしめをお与えになる

でしょうか。（御霊，聖典，教会の指導者，親などを通して。）

この聖句は，主の懲らしめに対する皆さんの考え方に何か変

化を与えたでしょうか。

この世に打ち勝ち，最後まで堪え忍ぶ人には，どのような祝

福が与えられるでしょうか。

黙示1：6と教義と聖約7 6：5 3－5 7を読み，信仰に忠実な行いが

どのような結果をもたらすか確認する。イエス・キリストの弟子

としての決意を固くするよう生徒たちにチャレンジする。次の引

用文を読む。

黙示4－5章

はじめに

黙示録第4章は，ヨハネが未来の出来事に関して受けた示現で

始まる。ヨハネは開いた門が天にあるのを見て，「ここに上って

きなさい」と言われ，霊の目をもって神の計画の一端を見るよう

に勧められた。そしてヨハネは神の御座，日の栄えの状態の地球，

そして，神と小羊を賛美する多くの生き物と人を見たのである。

それは，あらゆる神権時代の忠実な神の子供たちのすべてが目指

す祝福された状態である。これが可能になったのは，「ユダ族の

しし」（黙示5：5）であるイエス・キリストが「その血によって

……人々をあがない」（9節），わたしたちが神のために「王，ま

た祭司」（欽定訳1 0節より和訳）となれるようにしてくださった

からである。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって黙示4－5

章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

天の御父は万物の創造主であり，日の栄えの王国に救われた

人はすべて，御父を礼拝する（黙示4章；5：1 3－1 4参照；イ

ザヤ6：2－3；教義と聖約88：104も参照）。

この地球には，アダムの堕落から福千年の終わりまで，7千年

間の現世の存在がある。その後，地球は日の栄えの王国とな

り，イエス・キリストの贖いを通して昇栄した多くの神の息

子，娘が住む所になる（黙示5：1，9－1 1参照；黙示7：9－

10；教義と聖約77：6－7，12も参照）。

すべての被造物は，わたしたちを神の王国に贖うために殺さ

れた神の小羊をたたえるようになる（黙示5：8－1 4参照；イ

ザヤ45：22－23も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』516－518

「主はこの世において，御自分の民に懲らしめをお与え

になる場合があるが，その懲らしめも，彼らが主を心に留

め，従うならば，慈悲と憐れみによって和らげられる（教

義と聖約1 0 1：2－9；3ニーファイ2 2：8－1 0）。神の怒りを

免れる人々の中には，悔い改めて戒めを守り，避け所とな

る『シオンの地とそのステークに集合』し，来るべき裁き

の時に備えるすべての人が含まれる（教義と聖約1 1 5：6。

アルマ1 2：3 3－3 7；1 3：3 0；教義と聖約8 8：7 6－8 8；9 8：

2 2と比較）。神の怒りでさえ，人ために与えられるものであ

る。神は，御自分が愛する者たちに，懲らしめを与えられ

るのである（教義と聖約9 5：1。ヘブル1 2：6－1 1と比較）。」

（“Wrath of God，”Encyclopedia of Mormonism，第4巻，

1 5 9 8）

黙示4－5章

2 5 1
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教え方の提案

黙示4－5章について教える準備をするときに，以下の提案の中

から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

黙示4章。天の御父は万物の創造主であり，日の栄えの王国に

救われた人はすべて，御父を礼拝する｡（20－25分）

黙示録第4章以後のほとんどは，ヨハネの時代から見た将来の

出来事に関する記録である。生徒たちに第4章を理解させるため

の助けとして，賛美歌「神は造り主」（3 4番）を歌うか，その歌

詞を読むようにしてもよい。第4章では，この賛美歌のメッセー

ジが成就するときについて学ぶということを話す。下記の表を配

付資料として生徒たちに渡す。ただし「説明」の欄には何も書か

ないでおく。生徒たちに聖典に印を付けさせ，個人あるいはグル

ープで空欄に適切な説明を書き込ませる。

生徒たちが表を完成させたら，彼らが学んだ事柄について話し

合う｡必要に応じて，以下の質問をする。

ヨハネは天において，何を「見せてあげよう」と言われたで

しょうか（黙示4：1参照）。

ヨハネが見た御座には，だれが座っておられたでしょうか。

ヨハネの時代の聖徒たちにとって，福音に忠実に生きて世を

去った人々が神の御座の前で冠を受けていることを知るのは

非常に大切なことでした。それはなぜでしょうか。

それを知るのは今の時代の聖徒たちにとっても重要なことで

す。それはなぜでしょうか。

生徒たちに黙示4：8－1 1を読ませ，ヨハネが見た生き物が何を

していたか確認させる。次のような質問をする。

8節に書かれている生き物の語ったことから，何を学ぶことが

できるでしょうか。

神に栄光，誉れを帰し，感謝することが大切なのは，なぜで

しょうか（9節参照）。

どうしたら神のみもとで永遠に暮らすための備えをもっとよ

くすることができるでしょうか。

1 1節には，神を礼拝する理由として，どのようなことが挙げ

られているでしょうか。

神を尊び，礼拝するための方法を幾つか挙げてください。（生

徒たちの答えについて話し合う｡）

わたしたちは，進んで神の御心に従うとき，神を真に礼拝する，

ということを証する。

黙示5章。この地球には，アダムの堕落から福千年の終わりま

で，7千年間の現世の存在がある。すべての被造物は，わたした

ちを神の王国に贖うために殺された神の小羊をたたえるようにな

る。（20－25分）

最初の示現の絵（『福音の視覚資料セット』4 0 3）を生徒たちに

見せる。以下の質問をする。

わたしたちはこの絵に描かれているだれを礼拝するのでしょうか。

わたしたちは，なぜ御父を礼拝するのでしょうか。（一つの理

由が黙示4：11に示されている。）

わたしたちは，なぜ御子を礼拝するのでしょうか。

今日のレッスンでは，イエス・キリストを礼拝する理由につい

て詳細に話し合うことを，生徒たちに伝える。

以下の質問リストのコピーを配付資料として渡す。聖典を用い

て，できるだけ多くの質問について，答えを見つけさせる。

黙示5章

1. 1節に書かれている巻き物には，どのような教えが含まれてい

るでしょうか。

2. 地球の現世としての存続期間はどのくらいでしょうか。

3. 5節に出ている巻き物を開いて読める唯一の人はだれでしょう

か。

4. 預言者ジョセフ・スミスは6節の数字の部分をどのように変え

ているでしょうか。

5. この節に出てくる神の霊は何を表しているでしょうか。

6. 8節に出てくる生き物は，実際の生物なのでしょうか（黙示

4：8も参照）。

7. イエス・キリストはどうして，封印された巻き物を開くこと

がおできになったのでしょうか。

8. ヨハネは，どれくらい多くの天使たちが大声で小羊を賛美し

ているのを見たでしょうか（11節参照）。

9. ほかにだれが小羊を賛美したでしょうか。

答えは以下のとおりである。

1. 現世の存在の間のこの地球に関する「神の御心と奥義と業」

（教義と聖約77：6参照）。

2. 七千年（教義と聖約77：6参照）。

3. イエス・キリスト（黙示22：16参照）。

4. ジョセフ・スミスは「七」の数字を「十二」に変えた（ジョ

セフ・スミス訳黙示5：6参照）。

5. 十二使徒（ジョセフ・スミス訳黙示5：6参照）。

6. 黙示4：8においてヨハネはそれらを象徴的に描いているが，

それらは，実際の生き物である（教義と聖約77：2－4参照）。

7. 贖いの犠牲によって（9節参照）。

ヨハネの黙示録

2 5 2

黙示4章

ヨハネが見たもの 相互参照聖句 説明

ガラスの海（6節参照） 教義と聖約 7 7：1；

130：6－9

栄光化された状態の地

球

神の御座

（2－3節参照）

教義と聖約137：1－4 天において神が座して

おられる王座

冠をかぶった 2 4人の

長老（4節参照）

教義と聖約77：5 7つの教会に属する忠

実な長老たち

神の7つの霊

（5節参照）

ジョセフ・スミス訳

黙示1：4；4：5〔英文〕

（訳注：「神の七つの

霊」が「神の七人の僕」

に変更されている）

7つの教会を管理する

僕

4つの生き物

（6－7節参照）

教義と聖約77：2－3 栄光化された生き物の

階級を表す実際の生物

多くの目と6つの翼

（8節参照）

教義と聖約77：4 その生き物が備えてい

た大いなる知識と動

き，行動する力
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8. 「万の幾万倍，千の幾千倍」（11節）。

9. 「すべての造られたもの」（13節）。

相互参照をしながら，答えを確認し，誤りがあれば訂正する。

生徒たちに，答えを聖典の余白に書き込ませる。以下の質問事項

について話し合う。

黙示5章が演劇の台本だとしたら，その主役はだれでしょうか。

その人は主役にふさわしいどのような行いをするでしょうか。

これまで学んできたことの中から，わたしたちがイエス・キ

リストを礼拝する理由を挙げてください。

一人の生徒にゴードン・B・ヒンクレー大管長の次の言葉を読

ませる。

黙示6－7章

はじめに

黙示6－7章において，イエス・キリストは7つの封印された巻

き物を開かれる。一つの封印が解かれる度に，ヨハネは，地球の

各千年期の出来事を示す表象を見る。第6章には，最初の6つの封

印が解かれる様子が記録されている。第7章には，地の忠実な

人々を7番目の封印の災いに備えさせる様子が記録されている。

福音と神権の儀式の回復を通して，あらゆる国民のうちから出て

きた聖徒たちが，御座と小羊との前に立つことができる。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって黙示6－7

章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

ヨハネは示現の中で，地球の現世の最初の6千年における重要

な出来事の表象を見る。その示現の中には，戦争，もろもろ

の罪悪，破壊，飢饉，死，キリストの弟子たちの殺害，終わ

りの時の様々なしるし，そして回復などについて記録されて

いる（黙示6：1－7：4参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』518－521

教え方の提案

黙示6－7章について教える準備をするときに，以下の提案の中

から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

黙示6章。ヨハネは示現の中で，地球の現世の最初の6千

年における重要な出来事の表象を見る。（15－20分）

（注意：最初の5つの封印にあまり多くの時間をかけないよう

にする。ヨハネの黙示録は，最初の5つの封印についてわずかに

1 1の節を充てているだけである。黙示録の多くの部分は，末日の出

来事との関連性という点においてわたしたちにとってより多くの意

義がある，6番目と7番目の封印に関する記述に充てられている。）

生徒たちに以下の表のコピーを配付資料として渡す。ただし

「解釈」の欄は未記入の状態にしておく。生徒たちに「ヨハネが

見たもの」の欄に，各封印が解かれたときに，ヨハネが見たもの

や象徴を書き上げさせる。生徒たちが書き終えたら，クラス全体

で「解釈」の欄に記入していく。様々な細部が何を表していると

思うか質問する（解釈の例が下記の表の中に書かれている）。『イ

エスと使徒たちの生涯と教え』（p p . 5 1 8－5 2 0）に書かれているブ

ルース・R・マッコンキー長老の解釈を読む，あるいは下記の要

約を活用する。

「神の御子イエス・キリストに対する証を強めてくださ

い。主こそ，この偉大な業の隅石です。主が神性を有し，

実在される御方であることを，厳粛に証します。主こそこ

の世のあらゆる罪のために，犠牲としてささげられた傷の

ない小羊なのです。主の苦しみがあったからこそ，恵みに

より，永遠の命にあずかれるようになったのです。主こそ

わたしの教師であり，模範であり，友人であり，世の贖い

主としてわたしの礼拝する救い主なのです。」（『聖徒の道』

1 9 9 3年1月号，6 1）

黙示6－7章

2 5 3

黙示6章－最初の6つの封印

封　印 ヨハネが見たもの 解　釈

第1の封印

（2節参照）

白い馬＝勝利

弓＝戦争

冠＝勝利を得る者

マッコンキー長老は，この聖句はエノク

の時代を描いたものであり，馬に乗って

いるのはエノクであるという解釈をして

いる（『イエスと使徒たちの生涯と教え』

p.518参照）。

第2の封印

（3－4節参

照）

赤い馬＝流血

つるぎ＝戦争と破壊

マッコンキー長老は，この聖句は罪悪が

地を覆った，ノアの時代を描いたもので

あるという解釈をしている（『イエスと使

徒たちの生涯と教え』p.519参照）。

第3の封印

（5－6節参

照）

黒い馬＝飢饉

はかり＝食糧の高騰した状態

マッコンキー長老は，この聖句は飢饉で

多くの人々が死んだアブラハムの時代を

描いたものであるという解釈をしている

（『イエスと使徒たちの生涯と教え』p . 5 1 9

参照）。

第4の封印

（7－8節参

照）

青白い馬＝死体の色

死と黄泉＝邪悪な者たちに死をもたらし

た罪悪

マッコンキー長老はこう述べている。「こ

れは，偉大な王国や国々の戦争ならびに

反逆が，〔イスラエル〕を何度も苦しめ，

侵した千年間である。」（『イエスと使徒た

ちの生涯と教え』p . 5 1 9）これらの国には，

バビロン，ペルシャ，ギリシャ，ローマ

などが含まれる。
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黙示7章。福音の真理と神権の権能の回復は，わたしたち

が第7の封印の時代に起こる様々な出来事に備える助けと

なる。（20－25分）

「封印」をした7つの箱を用意し，1から7の番号を書いておく。

それぞれの箱の中に，箱の番号に対応する説明を書いた紙を入れ

ておく。（6番目の封印には二つの説明があることに注意する。）

1. エノクとシオン

2. 戦争，罪悪，洪水

3. 飢饉と死

4. 様々な帝国と侵略国家

5. キリスト教徒の殉教

6. 終わりの時のしるしとしての自然災害。

福音と神殿の祝福の回復。

7. バビロンの滅亡，栄光のうちに来臨されるイエス・キリスト，

縛られるサタン，救い主と一つになる義人たち，平和が地を

覆う福千年，少しの間解き放たれるサタン，最後の大戦争，

最後の裁き，日の栄えの状態になる地球。

生徒たちに見えるように，箱をクラスルームの前に置く。最初

の5つの箱を開けて，説明文を読むことによって，それぞれの封

印の時代に起きる出来事を確認する。6番目の箱を開ける。ただ

し，最初の説明（自然災害について）だけを読む。生徒たちに黙

示7：1－4を読ませ，次の質問をする。「1節に出てくる，地の四

隅に立っている4人の天使は何をすると書かれているでしょう

か。」（教義と聖約77：8参照）

ウィルフォード・ウッドラフ大管長の次の言葉を読む。

以下の質問をする。

黙示7：2に出てくる，生ける神の印を持っている天使はだれ

でしょうか。（エライアスの役割を受け，イスラエルの諸部族

を集め，印を押すヨハネ自身。教義と聖約77：9，14参照）

この天使は何を命じているでしょうか。（神の僕らに印を押し

てしまうまでは，地と海と木とを損なってはならない。）

4節の，印を押された1 4万4 , 0 0 0人は，どのような人々でしょ

うか（黙示7：5－8；教義と聖約77：11参照）。

今の時代のわたしたちはどのようにして印を押されるのでし

ょうか。（神殿で完結する福音の儀式をすべて受け，戒めを守

ることによって。）

6番目の箱の二つ目の説明を読む。人々をイエス・キリストの

再臨に備えさせるには，福音と神権が回復される必要があったこ

とを証する。ハワード・W・ハンター大管長の次の言葉を読む。

生徒たちに以下の質問をする。

自分自身はもとより，家族，友人，周囲の人々をイエス・キ

リストの再臨に備えさせるために，わたしたちはどのような

役割を果たすことができるでしょうか。

黙示7：9－1 0，1 3－1 4を読む。この聖句によると，小羊の血

によってどれほど多くの人々が衣を白くされ，神の前に立て

るようになるのでしょうか。（数え切れないほど多くの人々が

日の栄えを受けるようになることを証する。）

生徒たちに，戒めに従い，神殿のすべての儀式を受けることに

より，主の再臨に備えるよう促す。一人の生徒に，ハンター長老

の次の勧告を読ませる。

生徒たちに教義と聖約1 0 9：2 2－2 6，3 5を読ませる。わたした

ちがこの世に打ち勝ち，天の力を受けるうえで，神権の儀式がど

のように役立つと思うか質問する。

（注意：7番目の箱は，黙示8：5－1 3；9章；1 1章を教えるとき

に開ける。）

「皆さん一人一人がふさわしい状態で神殿に参入するよ

う，あるいは，聖なる宮に参入して自身の儀式と聖約を受

けられる日に向けて努力するようお勧めします。

神殿の意義と美しさ，そこで得られる平安を，皆さんが

日々の暮らしの中でもっと身近に感じられますように。そ

うして，福千年，すなわち，あの約束された時を迎えるこ

とができますように。」（『聖徒の道』1 9 9 5年1月号，9 7）

「福音を宣べ伝え，聖徒を完全な者とし，死者を贖うた

めに払われるあらゆる努力は，聖なる神殿と関連していま

す。なぜなら，神殿の諸儀式は非常に重要なものであり，

儀式がなければ神のみもとに戻ることはできないからで

す。」（『聖徒の道』1 9 9 5年1月号，9 7）

にはこれらの事柄が記されているからである。」（D i s c o u r s e s

of Wilford Woodruff，G・ホーマー・ダラム選，〔1946年〕，

230）

「神は麦と毒麦がともに刈り倒されることのないように，

長い間殺戮
さつりく

の天使をとどめておかれた。しかし，わたしは

今皆さんに申し上げたい。かの天使たちはすでに天の門を

出て世の人々の頭上に立ち，裁きを下す日を待っている。

そして今日のこの日から，裁きは下されるであろう。現在

災害や苦難がこの世に増している。それはこのことを表し

ている。このことを覚え，これらの事柄をよく考えてみて

いただきたい。もし皆さんが自分の義務を果たし，またわ

たしが自分の義務を果たすならば，わたしたちは守られる

であろう。そして苦難を経験しても，平和と安全な中に過

ごせるであろう。聖典と啓示を読んでいただきたい。そこ

ヨハネの黙示録

2 5 4

第5の封印

（9－ 1 1節参

照）

祭壇＝犠牲の象徴

殺された人々＝殉教者（信仰のために殺

された教会員）

マッコンキー長老は，この聖句は非常に

多くのクリスチャンが命を失った，ヨハ

ネの時代の迫害を描いたものであるとい

う解釈をしている（『イエスと使徒たちの

生涯と教え』pp.519－520参照）。

第6の封印

（1 2－1 7節

参照）

終わりの時のしるしとして多くの災害が

採り上げられている。

マッコンキー長老は，この聖句は今の時

代と，イエスが自ら地球を治められる福

千年の先駈けとなる様々な出来事を描い

たものであるという解釈をしている（『イ

エスと使徒たちの生涯と教え』p.520参照）。
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黙示8－11章

はじめに

第7の封印は「天に静けさがあった」ときに解かれた（黙示8：

1）。ヨハネは「聖徒たちの祈」（4節）を象徴する香を持つ天使を

見た。その後に，7人の天使がラッパを吹き鳴らし，破壊と戦争

の災いがあった。ヨハネは，多くの警告がなされたにもかかわら

ず，多くの人々が「自分の手で造ったものについて，悔い改めよ

うと」しなかった（黙示9：2 0）と記録している。ヨハネは，イ

エス・キリストの再臨に先立ってイスラエルの部族の集合を助け

る自分自身の働きも見た。ヨハネはまた，エルサレムの通りで殺

される二人の預言者を見た。この二人の預言者は3日半後によみ

がえり，天に上った。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって黙示8－

11章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

神は，イエス・キリストの福千年の統治に備えて，邪悪な者

たちのうえに破壊と戦争の災いを注がれる（黙示8：5－1 3；9

章；11章参照；黙示16章；教義と聖約88：92－110も参照）。

黙示者ヨハネは，終わりの時にイスラエルの部族の集合を助

ける務めに予任されていた（黙示1 0：1－2，8－1 1参照；教義

と聖約77：14も参照）。

主の再臨の前に，エルサレムで二人の預言者が福音のために

命を奪われる。しかし，この二人の預言者は3日半後によみが

えり，天に上る（黙示1 1：3－1 2参照；ゼカリヤ4：1 1－1 4；

教義と聖約77：15も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』521－522

教え方の提案

黙示8－1 1章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

黙示8－1 4章。終わりの時に，主の子供たちは，邪悪な世界か

ら解放してくださるようにと，主に祈る。主は御自分の子供たち

を愛し，御心に従って彼らの祈りにこたえられる。（20－25分）

次の質問をする。「比喩とは何でしょうか。」（比喩とは，物事

を説明するのに，他の物事を借りて表現すること。すなわち，

たとえること。例：「信仰は種のようなもの。」）黒板に「信仰は

＿＿＿＿＿＿＿＿＿のようなもの」と書く。生徒たちに，空欄に

入れる適切な言葉を挙げさせる。

生徒たちに黙示8：1－4を読ませ，比喩的表現を探させる。次

の質問をする。

祈りと香の煙にはどのような共通点があるでしょうか。

この聖句の中で，聖徒たちは何を祈り求めているでしょうか。

3人の生徒に，黙示6：9－1 0；教義と聖約8 7：6－7；教義と聖

約133：38－41を読ませる。次の質問をする。

終わりの時に，聖徒たちは何を祈り求めるでしょうか。（主が

裁きを行うために地上に来て，苦しみから解放してくださり，

罪悪が一掃されること。）

モルモン8：2 0を読む。この聖句は，人を裁くこと，また迫害

する者に報復することについて，わたしたちに何を教えてい

るでしょうか。（報復は主の御手にゆだねなければならない。）

黙示8－1 4章を生徒たちに割り当て，主が聖徒たちの祈りにど

のようにこたえられるかを，短時間で調べさせる。その結果を黒

板に書き上げる。賛美歌「来ませ，王の王」（2 9番）の歌詞を読

むか，実際に歌う。この賛美歌と末日に聖徒たちがささげる祈り

に，どのような共通点があるかについて話し合う。生徒たちに，

もしまだしていなければ，地上に来て罪悪を終わらせるよう主に

求めている多くの人々の祈りに，自分自身の祈りを添えるように

勧める。

黙示8：5－1 3；9章；1 1章。イエス・キリストの再臨

の前に，主は邪悪な者たちに，様々な災いと戦争を下さ

れる。（35－40分）

（注意：この箇所のレッスンの提案は，黙示7章への提案から

の続きである。）

黙示7章のレッスンで用いた7つの箱を生徒たちに見せる。付録

「黙示録の強調点」（p . 2 8 8）の表をオーバーヘッドトランスペアレ

ンシーにして生徒たちに見せるか，黒板に書く。次の質問をする。

黙示録の中で，最初の6つの封印に関連する記述があるのは，

幾つの節でしょうか。（25節）

第7の封印に関連する記述があるのは，幾つの節でしょうか。

（259節）

第7の封印に関する聖句がこれほど多いのには，どのような理

由があると思いますか。

7番目の箱を開き，説明文を読む。（「バビロンの滅亡，栄光の

うちに来臨されるイエス・キリスト，縛られるサタン，救い主と

一つになる義人たち，平和が地を覆う福千年，少しの間解き放た

れるサタン，最後の大戦争，最後の裁き，日の栄えの状態になる

地球。」）まだ現実になっていないことが非常に多くあるが，ヨハ

ネが第7の封印の時代の出来事についてこれほど多くの事柄を書

いたのは不思議ではない，ということを指摘する。

付録「第7の封印の第7のラッパ」（p . 2 8 9）のコピーを生徒たち

に渡し，聖典を用い，個人あるいはグループで，質問への答えを

見つけさせる。生徒たちの答えを，クラス全体で検討する（次の

表を参照せよ）。

黙示8－11章

2 5 5
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答　え

1. 木の3分の1が焼け，すべての青草も焼けてしまった。

2. 海の3分の1は血となり，海の中の造られた生き物の3分

の1は死に，舟の3分の1が壊された。

3. A.苦よもぎ。B.水が苦くなった。

4. 太陽，月，星

5. サタン

6. 飛行機，戦車，大砲などの近代的な兵器を描写したと

も考えられる。

7. 2億人

8. 3分の1

9. メルキゼデク神権を持つ二人の預言者

10. A，B，C.

11. この二人の預言者は殺されるが，3日半後によみがえっ

て，天に上った。

12. 誤

13. キリストの国

14. B，D.

黙示1 0：1－3，8－1 1。黙示者ヨハネは，終わりの時にイ

スラエルの部族の集合を助ける務めに予任されていた。（1 5－

20分）

黒板の左側に「甘い」と書き，その反対側に「苦い」と書く。

次の質問をする｡「『甘い』という状態と『苦い』という状態が，

一つのものの中に同時に存在することはあり得るでしょうか。」

生徒たちに幾つかの物，あるいは写真を見せ，どのような意味で，

それらのものの中に「甘い」と「苦い」が同時に存在していると

言えるかを説明させる。次のようなものを提示するとよい。

袋いっぱいのキャンディー。（キャンディーは甘い味がするが，

食べすぎると体の具合が悪くなる。）

赤ちゃんのいる家族の写真（『福音の視覚資料セット』6 1 6）。

（家族は喜びの源ともなるが，悲しみの種ともなる。）

伝道中の宣教師の写真（『福音の視覚資料セット』6 1 2）。（伝

道活動には福音を教える喜びもあるが，つらい経験をしたり，

がっかりすることもある。）

必要に応じて，教会の指導者の一人に，その責任は自分以外の

人の選択によって，喜びともなれば，つらい経験にもなるという

ことを話してもらう。

生徒たちに黙示1 0：1－3を読ませ，その天使が手に何を持って

いたか確認する。黙示10：8－11を読み，以下の質問をする。

天から聞こえてきた声は，ヨハネに何をするように命じたで

しょうか。

その天使はヨハネに，小さな巻き物をどうするように命じた

でしょうか。

それはどのような味がしたでしょうか。

その巻き物は何を表していると思いますか。

1 1節は，その巻き物がどのような意義を持つものかというこ

とについて，どのような手がかりを与えているでしょうか。

（ヨハネは多くの国々に対して再び預言するように命じられ

た。）

生徒たちに教義と聖約77：14を読ませ，以下の質問をする。

この聖句は，ヨハネはどのような使命を持っていたと教えて

いるでしょうか。

そのことは，ヨハネが予任されていたことをどのように示し

ているでしょうか。

教義と聖約7：1－2を読む。この使命はどのような意味で，ヨ

ハネにとって甘いものだったでしょうか。（ヨハネの一番の望

みは，人々をキリストのみもとへ導くことであった。）

この使命はどのような意味で，ヨハネにとって苦いものだっ

たと言えるでしょうか。（「主の御言葉が伝えられる人々に約

束された裁きと災いは，ヨハネを失望させ，悲しませた。」

〔ブルース・R・マッコンキー，Doctrinal New Testament

Commentary，第3巻，507〕）

最後に，賛美歌「わが神，わが王」（87番）を歌うか歌詞を読

む。生徒たちに，福音を甘く感じた経験があれば，それを話して

もらう。

黙示12－14章

はじめに

黙示1 2－1 4章は，第7の封印の時代に関する示現の展開を一時

休めている。イエス・キリストが悪魔の王国に最終的な勝利をお

収めになる次第を明らかにする前に，主はヨハネに，善と悪の戦

いの歴史を示された。その歴史は，第7の封印の時代の様々な出

来事で完結を見る。第1 2章の中で，ヨハネは天での戦い，天の御

父の霊の子供の3分の1がルシフェルに従って放逐される様子，そ

して地上において継続される戦いを見る。またヨハネは1 3章の中

で，政治的，宗教的に邪悪な意図を持つ王国が全世界に興り

（7－8節参照），サタンの支配が人の子らに広まるのを目撃する。

最後にヨハネは第1 4章の中で，信じる人々を邪悪な者たちの滅亡

に備えさせるために，真理と神権の力が回復されるのを見る

（6－7節参照）。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって黙示1 2－

14章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

天で始まった戦いは，今も続いている。主は，わたしたちが

この戦いで敗者となることがないように，様々な手段を用意

しておられる（黙示1 2：3－1 7参照；教義と聖約7 6：2 5－2 9；

1ヨハネ1：6－7も参照）。

サタンはしるしと不思議を通して人々を欺く力を持っている

（黙示13章参照；教義と聖約52：14も参照）。

ヨハネの黙示録

2 5 6
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神は終わりの時に，地上の人々を主の来臨に備えさせるため

に，御自分の僕たちを通して，福音を回復される（黙示1 4：

6－7参照；教義と聖約133：16－19，36－40も参照）。

イエス・キリストに忠実に従う人々は，いつかその働きを休

む時が来る。彼らの義にかなった行いは，主に覚えられる

（黙示1 4：8－1 3参照；マタイ1 1：2 8－3 0；アルマ4 0：1 1－1 2

も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』522－523

教え方の提案

黙示1 2－1 4章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

黙示1 2：3－1 3。天で始まった戦いは，今も続いている。主

は，わたしたちがこの戦いで敗者となることがないように，様々

な手段を用意しておられる。（30－35分）

黒板に「戦争」と書く。以下の質問事項の幾つかについて話し

合うことにより，わたしたちは霊的な戦いのさなかにあるという

ことを理解できるように，生徒たちを助ける。

戦争に行ったことのある人をだれか知っていますか。その人

はどのような経験をしましたか。

戦争に行く人はどのような気持ちを抱くと思いますか。

エペソ6：1 2を読む。この聖句は，わたしたちはどのような戦

いをしていると教えていますか。

この霊的な戦いでいちばん困難なことは何だと思いますか。

黙示1 2－1 4章において，主は末日の数々の出来事に関する説明

を途中で休められた，ということを生徒たちに説明する。イエ

ス・キリストが悪魔の王国に最終的な勝利をお収めになる次第を

明らかにする前に，主はヨハネに，善と悪の戦いの歴史を示され

た。その歴史は，第7の封印の時代の様々な出来事で完結を見る。

幾つかの象徴の意味を理解することによって，黙示1 2－1 4章の理

解が促されることを説明する。下記の表のコピーを配付資料とし

て生徒たちに渡すか，黒板に書く。ただし，「意味」の欄は未記

入の状態にしておく。相互参照聖句の内容を確かめながら，クラ

ス全体で象徴の意味について考える。

生徒たちと一緒に黙示1 2：1－6を読み，以下の点について話し

合う。

初期の教会の使命は，イエス・キリストが統治される神の王

国の到来に備えをすることであった（1－2節参照）。

サタンと彼に従う者たちは，神の王国を滅ぼそうと躍起にな

っている（3－4節参照）。

教会が背教に陥ったときに，神の王国は天に引き上げられた

（5－6節参照）。

黙示1 2：7－9を読んで，次の質問をする。「この聖句に書かれ

ているのは何の戦いでしょうか。」（天での戦い）生徒たちに，彼

らも前世において神の霊の子供として，この戦いに加わったこと

を話す。生徒たちに，黙示1 2：1 1を読ませ，次の質問をする。

「主の側についた霊たちに，この戦いで勝利を得させたのは何で

しょうか。」黒板に生徒たちの答えを書き，それについて話し合

う。次のような答えが考えられる。

キリストの贖罪に対する信仰（「小羊の血」）。

信仰を証する意志（「彼らのあかしの言葉」）。

現世の生涯を積極的に生きる気持ち，また，場合によっては，

義のためには死をもいとわない気持ち（「死に至るまでもその

いのちを惜しまなかった」）。

天での戦いに始まり，教会初期の迫害の時代を通して継続した

争いは，今も続いている，ということを生徒たちに話す。教義と

聖約76：28－29を読み，以下の質問をする。

天での戦いのときにわたしたちを助けた上記の原則は，今の

時代のわたしたちにどのように役立つでしょうか。

どうしたらイエス・キリストへの証を強めることができるで

しょうか。

どうしたら証を強め，サタンに打ち勝てるかを生徒たちに理解

させるために，ロバート・D・ヘイルズ長老の次の言葉を読む。

黙示1 3章。サタンはしるしと不思議を通して人々を欺く力を

持っている。（20－25分）

生徒たちに以下の質問をする。

神の子供の中で，義を装いながら，偽りを教えたいと最も強

く望んだのは，だれだと思いますか。

サタンがわたしたちを悪の道に引き入れようとするのはなぜ

でしょうか。

「証は，与えられた召しを喜んで果たそうとするときに

しばしば得られます。また，従順になろうと決心したとき

に得られます。人を励まし，助け，力づけようとするとき

に得られます。祈りをささげ，聖文を研究し，それを生活

に応用しようとするときに得られます。状況はそれぞれ異

なりますが，わたしたち一人一人は生活の中で，神が生き

ておられ，イエスがキリストであられるという知識を授け

られる時を経験します。人生の中で真理の証を求めようと

することほど大きな探求の旅はありません。」（『聖徒の道』

1 9 9 5年1月号，2 4）

黙示12－14章

2 5 7

黙示12章

象　徴 相互参照聖句 意　味

女（1，6節参照） ジョセフ・スミス訳黙示

12：7；教義と聖約5：14

キリストの教会

12の星（1節参照） ジョセフ・スミス訳黙示

5：6

十二使徒

「すべての国民を治

めるべき」男の子

（2，5節参照）

ジョセフ・スミス訳黙示

1 2：3；教義と聖約 6 5：

5－6

自ら地球を統治さ

れるキリスト

龍（3，9節参照） 教義と聖約88：110 サタンすなわちル

シフェル

鉄のつえ（5節参照） 1ニーファイ11：25 神の言葉

荒野へ逃げて行く女

（6節参照）

アモス8：1 1；教義と聖約

86：1－3

大背教の時代に失

われた教会

龍に掃き寄せられ

た，天の星の3分の1

（4節参照）

教義と聖約29：36－38 サタンが霊の3分の

1を掃き寄せた
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次の言葉を読むか，黒板に書く。

サタンの働きの目的は，わたしたちを真理から遠ざけることに

よって，神の業を滅ぼすことであると生徒たちに話す。わたした

ちはヨハネの示現を研究することにより，サタンの働きについて

学び，その欺きに打ち勝つことができる。黙示1 3：1－4を読み，

ブルース・R・マッコンキー長老の次の言葉を読む。

以下の質問をする。

黙示13：1に書かれている獣は何を表しているのでしょうか。

これらの王国はだれから，その力と権威を受けたのでしょう

か。（龍，すなわちサタン。黙示12：9参照）

人々がこの龍や獣を礼拝するのはなぜでしょうか。

この獣がこれから世の中で大きな力を振るうようになることを

説明する。黙示13：7－8を読む。

この聖句には，獣はだれに勝つと書かれているでしょうか。

この獣を拝まないのは，どのような人々でしょうか。

「小羊のいのちの書」に名を記されるとは，どういうことで

しょうか。どうしたらこの書に名前を記されるのでしょうか

（アルマ5：57－58参照）。

サタンが地上の人々に対して，それほど強大な力を持っている

理由を理解するために，黙示1 3：1 1－1 8を読む。その聖句を読み

ながら，生徒たちと以下の質問事項について話し合う。

1 1節に書かれている2番目の獣が「小羊のような角」を持ち

「龍のように物を言った」という事実から，どのような結論を

出すことができるでしょうか。（見かけと実体が異なる。）

この獣は神の力をどのように模倣しているでしょうか。

これらの奇跡は地上に住む人々にどのような影響を及ぼすで

しょうか。（その奇跡は人々を欺く。14節参照）

1 4節に書かれている最初の獣の像を作る行為は，何を表して

いるでしょうか。（その獣を礼拝する。）

この獣の王国で物の売り買いをするには，何が必要だったで

しょうか。

注意：この獣が何かは明らかにされていないので，6 6 6という

数字について話し合ったとしても，推測の域を出ることはでき

ず，あまり意味はない。その代わりに次のような質問について

話し合う。

サタンに従う者たちは，自分自身の体のどこに印を付けてい

たでしょうか（イザヤ3：9；アルマ3：13－19参照）。

アルマ3 4：3 5を読む。どのようなことをすると，サタンに支

配されるようになるでしょうか。

主に従う人々も印を付けられるのでしょうか（黙示7：3；

14：1参照）。

どうしたら主の印を受けることができるでしょうか（モーサ

ヤ5：7－12，15参照）。

マービン・J・アシュトン長老の次の言葉を読むとよい。

サタンは大きな力を持っているが，主の力はそれよりも偉大で

あるということを証する。

黙示1 4：6－7（マスター聖句）。福音は，地上の人々を

主の来臨に備えさせるために，終わりの時に，神の天使

たちを通して回復された。（15－20分）

生徒たちに，モロナイの像がある神殿の写真を見せる。できれ

ば地元の神殿の写真がよい。黙示1 4：6－7を読み，次の質問をす

る。「この聖句の中に書かれている天使はだれだと思いますか。」

写真の中の天使モロナイ像を指して，次の質問をする。「現代の

多くの神殿にモロナイ像が据えられているのには，どのような理

由があると思いますか。」

一人の生徒にゴードン・B・ヒンクレー大管長の次の言葉を読

ませる。

生徒たちに，ジョセフ・スミスの部屋に現れたモロナイの絵

（ジョセフ・スミス－歴史1：2 9－4 7）（『福音の視覚資料セット』

4 0 4）を見せる。ジョセフ・スミス－歴史1：2 9－3 4に書かれてい

るモロナイの訪れの話を述べる。その後で，以下の質問事項につ

いて話し合う。

「黙示者ヨハネは，『わたしは，もうひとりの御使が中

空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者，すなわち，あらゆる

国民，部族，国語，民族に宣べ伝えるために，永遠の福音

をたずさえてき』た（黙示1 4：6）と言っています。この

御使いはすでに地を訪れています。その名はモロナイです。

モロナイの声は，主イエス・キリストが実際に生きておら

れることについてのもう一つの証であり，ちりの中から出

た言葉のように語りかけています。」（『聖徒の道』1 9 9 6年1

月号，7 6）

「イエス・キリストの福音は人々を義にかなった生活と

永遠の命に導くために神が定められた規範です。福音を知

っているわたしたちは目標を決定し，何を最も優先すべき

かを判断することができます。サタンとそれに従う者たち

は，絶えずわたしたちを欺き，何とかして彼らの方式に従

わせようと誘惑します。もしわたしたちが安心して毎日を

過ごし，昇栄と永遠に続く幸福を得たいと望むなら，光と

真理に満ちた救い主の計画に添った生活をしなければなり

ません。救いはすべて救い主の力によってもたらされるの

です。」（『聖徒の道』1 9 9 1年1月号，2 1）

「ヨハネがここで見ているのは天上の獣である。それは，

『地上のもろもろの王国に似て』いる（ジョセフ・スミス訳

黙示1 3：1〔英文〕）。すなわち，その獣は，地上の様々な王

国の象徴として，また，その国々が聖徒と義の業にどのよう

な対し方をするのかを示すために用いられているのである。」

（Doctrinal New Testament Commentary，第3巻，5 2 0）

「神の王国が建てられると，悪魔は必ず，神に対抗して，

まったく同じときに自分の王国を建てる。」（Teachings of

the Prophet Joseph Smith，3 6 5）

ヨハネの黙示録
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モロナイは地上に何をもたらすように定められていたでしょ

うか（教義と聖約27：5；133：36－37参照）。

主は，ジョセフ・スミスがこの業を成し遂げるのを助けるた

めの道具として，何を備えられたでしょうか。（ウリムとトン

ミム。教義と聖約2 0：8－1 0；ジョセフ・スミス－歴史1：3 5

参照）

福音のメッセージを人々に広めることが重要とされるのはな

ぜでしょうか。（神の裁きの時が来たから。教義と聖約1 3 3：

38－40参照）

福音は，イエス・キリストの再臨の前に起こる神の裁きに対

して，人々にどう備えさせているでしょうか。

モロナイは世の人々を救うために，どのような働きをしたで

しょうか。

モロナイが始めたこの業の成就を助けるために，わたしたち

には今何ができるでしょうか。

福音は「あらゆる国民，部族，国語，民族に」宣べ伝えられな

ければならない（黙示1 4：6）ということを説明する。次の質問

をする。

皆さんの友人や家族は，どのような所で福音を宣べ伝えてき

ましたか。（場所と言語を書き上げる。）

福音はあらゆる国語，民族に宣べ伝えられてきたと思いま

すか。

一人の生徒にヒンクレー大管長の次の言葉を読ませる。

生徒たちに，天使モロナイ像の持つ意味を心に留め，やがて時

が来たら伝道の召しを果たすために備えをするよう励ます。

黙示1 4：8－1 3。イエス・キリストに忠実に従う人々は，い

つかその働きを休む時が来る。彼らの義にかなった行いは，主に

覚えられる。（10－15分）

黒板に「休み」という言葉を書く。学校でのつらい授業を終え

て家に帰って来たとき，どのようなことをして休みを取るか，一

人か二人の生徒に話してもらう。次の質問をする｡「その休みを

取っているときの気持ちは，どのような言葉で表現できますか。」

生徒たちに黙示1 4：8－1 3を読ませ，「休み」という言葉が出て

来る箇所に印を付けさせる。以下の質問をする｡

「休み」という言葉は何度出ていますか。（2度。1 1，1 3節参

照）

邪悪な人々の休みと，聖徒の休みには，どのような違いがあ

るでしょうか。

聖徒に約束されている休みを得るために，自分から進んで何

をしたいと思いますか。

生徒たちにアルマ3 4：3 4－3 5とモーサヤ5：1 5を読ませる。以

下の質問をする｡

どのようなことをすると，悪魔の「印」を押されるのでしょ

うか。

どのようなことをすれば，主の「印」を受けることができる

でしょうか。

わたしたちは，日々の選択を通して，自分自身の永遠の報いを

決めるということを証する。最後にあらゆる労苦からの休みをも

たらす選択をするよう，生徒たちを促す。一人の生徒にジョセ

フ・F・スミス大管長の次の言葉を読ませる。

黙示15－16章

はじめに

黙示1 5－1 6章には，悪魔の王国が終わりを迎える前に起きる

数々の出来事が描かれている。ヨハネは第1 5章の中で，地上に

「最後の七つの災害」（1節）を注ぐ備えをしている7人の天使と，

日の栄えの中にいる聖徒たちが，正しい裁きをなさる神を賛美し

ている様子を見た。黙示1 6章には，奇跡を行い，地上の人々を欺

くために偽りの教義を教え続ける偽預言者のほかに，病気，戦争，

その他の災いなどが記録されている（1 3－1 4節参照）。このよう

な苦しみと破壊があるにもかかわらず，多くの人々は「自分の行

いを悔い改めなかった。」（1 1節）最後に，「事はすでに成った」

（17節）と宣言する声が天からあった。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって黙示1 5－

16章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

自ら交わした聖約を守り，主の来臨を待ち望む聖徒たちは，

主が邪悪な人々に裁きを下されるときに，祝福され，守られ

る（黙示1 6章参照；1ニーファイ2 2：1 4－1 9，2 8；教義と聖約

106：4－5；ジョセフ・スミス－マタイ1：37，46－50も参照）。

「昔の預言者は『神の安息に入る』ことについて述べて

います。これはどういう意味でしょうか。それは神の知識

と愛を知ることだとわたしは思います。すなわち，わたし

たちが正しい道を歩んでいるのであり，間違ったものを追

求しているのでなく，人々の悪巧みによって起こる様々な

教えの風に吹きまわされたり，もてあそばれたりしている

のではないことを理解できるほど，神の目的と計画に対し

て信仰を持つことです。……あらゆる疑いや恐れがなくな

るまで神を信じる信仰が高められた人は，『神の安息』に

入った人です。……疑い，恐れ，危険に対する不安，世の

宗教上の混乱，あちらこちらから起こる叫び……とは無縁

の安息です。」（Gospel Doctrine，5 8）

「わたしたちはまだあらゆる国民，部族，国語，民族に

福音をもたらしてはいません。しかしこれまでに残してき

た足跡はすばらしいものです。許可の得られたすべての所

に出かけて行っています。神がその舵
かじ

を取られ，その神聖

な御心と力により門戸は開かれていきます。わたしはその

ことについて，強い確信を持っています。」（『聖徒の道』

1 9 9 6年6月号，7 6）

黙示15－16章
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補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』523－524

教え方の提案

黙示1 5－1 6章について教える準備をするときに，以下の提案を

用いるか，自分自身が考えた複数のアイデアを用いる。

黙示1 6章。自ら交わした聖約を守り，主の来臨を待ち望む聖

徒たちは，主が邪悪な人々に裁きを下されるときに，祝福され，

守られる。（25－30分）

生徒たちに，治療法の分からない病気が地上に広まり，3人に1

人が死んだという状況を想像させる。その病気があらゆる国で同

時に発生し，1週間のうちに数え切れない死者が出た状況を想像

する。次の質問をする｡「その災いを切り抜け，神の祝福にあず

かる方法があるとしたら，皆さんはそれがどのようなものか知り

たいと思いますか。」

この質問を念頭に置いて，黙示1 6章を研究するよう，生徒たち

に勧める。

ヨハネは黙示1 5章の中でも，救われた聖徒たちが日の栄えの世

界で神を賛美する様子を見た，ということを説明する（「ガラス

の海」2節。教義と聖約7 7：1も参照）。ヨハネはまた，災いが入

った鉢を持っている7人の別の天使を見た。そして大きな声があ

り，その天使たちはこう命じた。「さあ行って，神の激しい怒り

の七つの鉢を，地に傾けよ」（黙示16：1）。

黒板に7つの鉢（ボウル）の絵を描き，それぞれに1から7の番

号を付ける（あるいは，黒板に番号を書くだけにしてもよい）。

生徒たちに黙示1 6：2－4，8－1 2，1 6－2 1を読ませ，それぞれの

災いが何を象徴していると思うか述べさせる。生徒たちが述べた

ことを，該当する鉢あるいは番号の下に書く。神はわたしたちに，

罪に応じた結果を受けさせられる。それは，わたしたちが悔い改

めが必要なことを確信できるようにするためである。次の質問を

する｡

人々が悔い改めたかどうかについて，ヨハネはどのようなこ

とを述べているでしょうか（9，11節参照）。

皆さんがこの時代にいたら，どのような生活をすると思いま

すか。

これらの災いを逃れられる人はいると思いますか。

1ニーファイ2 2：1 4－1 9，2 8を読んで，以下の質問事項の幾つ

か，あるいはすべてについて話し合う｡

主はどのような人々を滅ぼされるのでしょうか。

主が邪悪な人々を滅ぼされるのには，どのような理由がある

のでしょうか。

義にかなった人々はどのように守られるのでしょうか。

主によって安全に暮らすために必要なのは，どのような事柄

でしょうか。

義人が守られるという約束は確かなものであるが，それでも苦

しみを味わうことがある，ということを生徒たちに理解させるた

めに，預言者ジョセフ・スミスの次の言葉を読む｡

生徒たちに黙示1 6：1 5を読ませ，次の質問をする｡「この聖句

の中から，主の守りという祝福を受ける人々について述べている

語句を二つ挙げてください。」（「目をさまし」，「着物を身に着け

ている」。）この二つを見出しとして，黒板に二つの欄を設ける。

「目をさまし」の欄に「ジョセフ・スミス－マタイ1：37，46－50」

「モーサヤ4：3 0」と書く。「着物を身に着けている」の欄には「2

ニーファイ9：1 4」「教義と聖約3 6：6；1 0 9：7 2－7 6」と書く。生

徒たちを二つのグループに分け，各グループに一つの欄を割り当

てる。それらの参照聖句を調べさせ，それがどのような意味を持

つかを考えさせる。生徒たちが出した考えの中から適切なものを

黒板に書き上げ，その内容について話し合う｡

主は御自分の民を愛し，終わりの時に，たとえ恐ろしい災いの

中にあっても，守ってくださるということを証する。生徒たちに，

衣を清く保ち，備えができるように目を覚まして，神との聖約を

守るように促す。また信仰を強め，主の約束してくださったすべ

てのことを信じるように勧める。

黙示17－19章

はじめに

主は末日のイスラエルに，次のように宣言しておられる。「あ

なたがたは……バビロンから，霊のバビロンである悪の中から出

なさい。……

……突如として滅びが〔あなたがたを〕襲うことのないために

……。」（教義と聖約1 3 3：1 4－1 5）黙示1 7章の中で，ヨハネはサ

タンの力の象徴であるバビロンが地上に広がるのを見た。そして，

バビロンが「一瞬にして」（黙示1 8：1 9）滅んでいくのを目撃し

た。バビロンの罪悪にあずかった者たちは，バビロンの滅亡を嘆

き悲しんだが，義人はそれを喜んだ（11－24節参照）。 続けてヨ

ハネは，長く待ち望まれていた「小羊の婚姻」の準備を見た。

「花嫁〔教会〕はその用意をしたからである。」（黙示1 9：7）小羊

は「王の王，主の主」として現れたもうた（16節）。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって黙示1 7－

19章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

この世の罪悪を象徴するバビロンは，イエス・キリストの再

臨のときに滅ぼされる。バビロンから離れるようにとの神の

「聖徒はすべての裁きを免れ，一方，邪悪な者は苦し

みを受ける，というのは誤った考えである。なぜなら，

肉体を得たすべての人間は何らかの苦しみを受けなけれ

ばならず，「義人もほとんど免れられない」からである。

それでも，聖徒の多く免れられるであろう。正しい者は

信仰によって生きるからである。肉体の弱さから，義人

の多くは病いにかかり，疫病などにさいなまれるが，そ

れでも彼らは神の王国に救われる。」（History of the

Church，4：11）

ヨハネの黙示録
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戒めに従うなら，わたしたちはこの世の罪にあずかることも，

バビロンを滅ぼす災害に巻き込まれることもない（黙示1 8

章；教義と聖約133：1－15参照）。

終わりの時に，花婿（イエス・キリスト）の来臨に自らを備

える人々は，義の衣をまとい，小羊の婚宴に招かれる（黙示

19：5－9参照；教義と聖約58：8－12も参照）。

小羊に戦いを挑む者はすべて，イエス・キリストが「天の軍

勢」（黙示1 9：1 4）とともにおいでになるときに滅ぼされる

（黙示19：11－21；教義と聖約133：46－51も参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』524－530

教え方の提案

黙示1 7－1 9章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。

黙示1 7：1－6，1 4；1 8：1－1 8。この世の罪悪を象徴す

るバビロンは，イエス・キリストの再臨のときに滅ぼされる。バ

ビロンから離れるようにとの神の戒めに従うなら，わたしたちは

この世の罪にあずかることも，バビロンを滅ぼす災害に巻き込ま

れることもない。（25－30分）

生徒たちに，賛美歌「悩めるイスラエル」（6番）の1節目の歌

詞を読ませる。以下の質問をする。

この賛美歌に出て来る「バビロン」は，何を表していると思

いますか。

バビロンとシオンは，どのように違いますか。

バビロンは，どのように倒れていきますか。

黙示1 7－1 8章の中で，ヨハネがバビロンの崩壊を見たことを説

明する。生徒たちに黙示1 7：1－4を読ませ，ヨハネがこの聖句の

中で見た女について説明をさせる。以下の質問をする｡

この女と獣はどのような関係にあったでしょうか。

黙示1 2：1－4を読む。この女と獣の関係は，黙示1 7章に出て

くる女と獣の関係と比べて，どのように違うでしょうか。

この邪悪な女に関する表象とシンボルを理解するための助けと

して，『イエスと使徒たちの生涯と教え』の黙示1 7：1に関する注

解（p.524）を読む。

主が黙示録のこの部分に関して，説明を与えておられることを

生徒たちに話す。ニーファイは同じような示現を見，それを記録

に残している。生徒たちに，黙示1 7：5－6と1ニーファイ1 4：9－

12を相互参照させる。以下の質問をする｡

ニーファイが書いている二人の女は何を表しているでしょう

か。（神の小羊の教会と悪魔の教会）

この二つの教会どこで見ることができるでしょうか。（地上の

あらゆる所）

生徒たちに，黙示1 7：1 4と1ニーファイ1 4：1 3－1 7を読んで相

互参照させ，次に，以下の質問事項について話し合う｡

悪魔の教会の目的は何でしょうか。（イエス・キリストに戦い

を挑むこと）

悪魔の教会の勝利を阻止するのは何でしょうか。（小羊の力）

神の聖徒が小羊の力を身にまとうには，何が必要でしょうか。（義）

悪魔の教会は最後にどうなるでしょうか。（滅びる）

神と悪魔の両方の教会が存在する時代には，一つの危険がある

ということを，生徒たちに話す。一人の生徒に七十人定員会会員

のカーロス・E・エイシー長老の次の言葉を読ませる。

以下の質問をする｡

片方の足をバビロン（この世）に置き，もう片方の足をシオン

（教会）に置くということの具体例を幾つか挙げてください。

バビロンとシオンの両方に足を置くことが不可能なのはなぜ

でしょうか。

ボイド・K・パッカー長老は次のように教えている。

黙示18：1－4を読み，以下の質問をする｡

主はわたしたちに，どうすることを望んでおられるでしょ

うか。

わたしたちがバビロンから「離れ去る」べき理由として，こ

の天使は二つのことを挙げています。どのようなことでしょ

うか。（世の罪とやがて来る災いから逃れるため）

黙示1 8：5－8を読み，次の質問をする｡「バビロンと，その罪

にあずかる者に対して，主はどのような報いをされるのでしょう

か。」（生徒たちの答えについて話し合う。）

生徒たちに，バビロンの最後を念頭に置きながら，エイシー長

老の次の質問について深く考えさせる。

次の質問をする｡「バビロンの崩壊に対する，邪悪な者と義人

の反応には，どのような違いがあるでしょうか。」（黙示1 8：1 1－

1 8，2 0参照）バビロンは世の人々が執着心を募らせていた富を供

給していた，ということを指摘する。次の質問をする｡「邪悪な

者たちとともにバビロンが滅びるのを嘆くことがないようにする

には，どうしたらよいでしょうか。」生徒たちに教義と聖約1 2 1：

「正しすぎるということがあるのでしょうか。キリスト

に近づきすぎているということがあるのでしょうか。そん

なことはあり得ません。『バランスの取れた人』ならば，

善と悪のはざまをうまく歩めるのでしょうか。そんなこと

はできないのです。一歩一歩がぐらついて，ついには神の

戒めの前につまずき，破滅を招くのです。」（『聖徒の道』

1 9 9 2年7月号，4 6）

「教会と世の中との距離は，次第に広がっていくでし

ょう。

中には，道を外れて背教し，聖約を破り，贖いの計画を

自分の考えに置き換えてしまう人もいるでしょう。」（『聖

徒の道』1 9 9 4年7月号，2 3）

「末日聖徒の間で，ある悪質な偽りが横行しており，若

い人たちに悪影響を与えています。『バランスの取れた人

ならば，忠実すぎることのないように心を配るべきである』

というのです。このような偽りは，『二心の者』として片

方の足をバビロンに，もう片方の足をシオンに置いても幸

せに暮らせるという錯覚を起こさせるものです。（ヤコブ

の手紙1：8参照）。」（『聖徒の道』1 9 9 2年7月号，4 5）

黙示17－19章

2 6 1
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ヨハネの黙示録

2 6 2

3 4－3 5を読ませ，その教えがこのレッスンとどのように関連づけ

られるかを考えさせる。生徒たちに，バビロンから「離れ去る」

ためになすべきことを紙に書かせる。最後に，賛美歌「悩めるイ

スラエル」（6番）の3節目の歌詞を読むか，歌うとよい。

黙示1 9：5－2 1。終わりの時に，花婿（イエス・キリスト）

の来臨に自らを備える人々は，義の衣をまとい，小羊の婚宴に招

かれる。小羊に戦いを挑む者はすべて滅ぼされる。（25－30分）

再臨の絵（『福音の視覚資料セット』2 3 8）を見せ，次の質問を

する｡「皆さんは，主が来られる日を待ち望んでいますか。」ヨハ

ネは地上のすべての悪が行き着く先を見た，ということを説明す

る。生徒たちに黙示1 9：1 1－1 6を読ませる。次の質問をする｡

「再臨に関するこの説明と絵には，どのような共通点があるでし

ょうか。」以下の点について話し合う｡

ヨハネが見た白い馬は，王の王，悪を征服する者としてキリ

ストが地上に戻られることを象徴している（『イエスと使徒た

ちの生涯と教え』の黙示19：11－16に関する注解，p.530参照）。

キリストは赤い衣をまとって現れ，一人，酒ぶねを踏まれる。

これは贖罪と邪悪な者たちへの裁きの象徴である（教義と聖

約133：46－51参照）。

キリストは「鉄のつえ」すなわち神の言葉をもって地を統治

される（ジョセフ・スミス訳黙示1 9：1 5；1ニーファイ1 1：2 5

参照）。

地元の料理を載せたメニューを作る。あるいは，地元のレスト

ランから，メニューを借りてくる。生徒たちにそのメニューを見

せ，裕福な親戚から食事に招かれたという状況を想定させる。

自分の好きな場所でこの食事が食べられるとしたら，皆さん

はどこへ行きますか。

メニューにどのような料理を加えてほしいと思いますか。

黒板に「小羊の婚宴」と「神の大宴会」という二つの欄を作る。

生徒たちに黙示1 9：5－1 0を読ませ，小羊の婚宴の詳細を確認さ

せる。以下の質問事項について話し合い，その答えを「小羊の婚

宴」の欄に記入する。

天も喜び楽しむというこの婚宴の花婿はだれでしょうか。（小

羊すなわちキリスト。7節参照。『イエスと使徒たちの生涯と

教え』の黙示19：7－9に関する注解，p.529も参照）

「用意をした」と書かれている花嫁はだれのことでしょうか。

（聖徒たち）

この婚宴に出席するためには，どのような衣が必要でしょう

か。（汚れがない麻布の衣。8節参照）

この衣は何を象徴しているでしょうか。（聖徒たちの正しい行

い。8節参照）

ヨハネは，この婚宴に招かれた人々について，何と書くよう

に求められたでしょうか。（「小羊の婚宴に招かれた者は，さ

いわいである。」9節）

イエス・キリストに対する証は，小羊の婚宴に出席する備え

をするうえで，どのような助けとなるでしょうか。（義にかな

った行いをするように促してくれる，などの答えが考えられる。）

生徒たちに黙示1 9：1 7－2 1を読ませ，神の大宴会の詳細を確認

させる。以下の質問事項について話し合い，その答えを「神の大

宴会」の欄に記入させる。

神の大宴会に招かれるのはだれでしょうか。（空を飛んでいる

鳥。17節；教義と聖約29：18－20参照）

メニューには何が載っているでしょうか。（地上の邪悪な人々。

20節参照）

ジョセフ・スミス訳1 8節（英文）は「また，小羊と戦う，す

べての自由人と奴隷との肉，小さき者と大いなる者との肉を

くらえ」となっています。邪悪な者たちがメニューに載せら

れたのは，彼らがどのようなことをしたためだと思いますか。

（彼らは小羊と戦った。）

鳥がどれほど食べたかは，どの語句に表れているでしょうか。

メニューに載せられるよりは，メニューを読む方がよい，とい

うことを生徒たちに指摘する。主の来臨に自らを備える人は，小

羊の婚宴に招かれるということを証する。生徒たちに，アルマ

5：2 7－2 8を黙読させ，小羊の婚宴で聖徒たちが着る白い衣にふ

さわしくなるにはどうしたらよいかを確認させる。

黙示20－22章

はじめに

邪悪な者たちが滅び，サタンがつながれた後，地球は主の千年

の統治の間，休息を得る。しかし福千年が終わり，最後の時が来

る前に，サタンは「その獄から解放され」（黙示 2 0：7），再び

人々を惑わすようになる（8節参照）。ヨハネは，最後の悪魔の軍

勢の滅亡と，神のすべての子供に対する最後の裁きを見た（黙示

2 0：9－1 3参照）。またヨハネは，キリストがアジアの7つの教会

に与えたのと同じメッセージを発せられるのを聞いた。それは

「勝利を得る者は，これらのものを受け継ぐであろう」（黙示2 1：

7）というメッセージである。最後にヨハネは，勝利を得た聖徒

たちが日の栄えの輝きの中で，地上に住む様子を見た（黙示2 2章

参照）。

レッスンの準備を始める前に，祈りの気持ちをもって黙示2 0－

22章を研究し，以下の原則について深く考える。

学び取るべき重要な福音の原則

福千年の間，サタンはつながれ，人々を誘惑したり，だます力

を失う（黙示2 0：1－3参照；1ニーファイ2 2：2 4－2 6も参照）。

裁きのときに，死者はその行いに応じて裁かれる（黙示2 0：

12－13参照；アルマ11：43－44も参照）。

戒めを守り，キリストのもとへ来る人々だけが，日の栄えの

中に住めるようになる（黙示21：23－27；22：12－17参照）。

補助資料

『イエスと使徒たちの生涯と教え』530－536

教え方の提案

黙示2 0－2 2章について教える準備をするときに，以下の提案の

中から適したものを選ぶか，自分自身が考えたアイデアを用いる。
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黙示2 0－2 2章。福千年の間，またその後に起こる数々

の出来事は，天の御父の救いの計画の一部である。

（25－30分）

ヨハネは，地球の最後を見，自身の記録が世に現されることを

主から示された，数少ない預言者の一人である（1ニーファイ

1 4：2 4－2 7参照）。ヨハネが見た数々の出来事を教えるために，

2 6 4ページの表のコピーを配付資料として生徒たちに渡し，その

内容について話し合うとよい。あるいは，参照聖句だけを記入し

た，同じような表を作り，個人またはグループで，生徒たちに記

入させてもよい。生徒たちの答えに誤りがあれば，2 6 4ページの

表をガイドとして，クラス全体で訂正する。黙示2 0－2 2章に書か

れている様々な出来事に強い興味を感じるようになるかもしれな

い。必要に応じて，配付資料やその他の資料は用いずに，福千年

と世の終わりについて聖句の教えを見直したり，話し合ったりす

ることによって楽しい内容のレッスンにしてもよい。

一人の生徒にエズラ・タフト・ベンソン大管長の次の言葉を読

ませる。

生徒たちに黙示2 2：2 0を読ませる。次の質問をする｡「ベンソ

ン大管長の言葉を参考にして考えると，ヨハネが黙示録の最後に

『主イエスよ，きたりませ』という祈りの言葉を書いたのには，

どのような理由があると思いますか。」

黙示2 0：1－3。福千年の間，サタンはつながれ，人々を誘惑

したり，だます力を失う｡（10－15分）

ロープを1本用意する。一人の生徒に，自発的に前に出て来て

もらい，ロープで縛る。以下の質問をする｡

この人の自由は，縛られることによって，どのような影響を

受けるでしょうか。

人を縛ってもよしとされるのは，どのような状況のときでし

ょうか。

生徒たちに黙示2 0：1－3を読ませ，ヨハネが記録した，同じよ

うな状況を確認する。以下の質問をする｡

この聖句に出てくる「つなぎおかれた」者とはだれのことで

しょうか。

サタンはどのくらい長い間，つながれるのでしょうか。

サタンは何ができなくなるのでしょうか。

サタンは物理的な意味で，ロープにつながれるのでしょうか。

そうでないとすれば，サタンはどのようにつながれるのでし

ょうか。

生徒たちに1ニーファイ2 2：2 6を読ませ，サタンの力がどのよ

うにして制限されるのかを確認する。生徒たちがこの原則を理解

できるように，以下の点について話し合う｡

キリストが栄光のうちに地上に戻って来られるときに，邪悪

な者たちは滅ぼされ，義人だけが救われる（マラキ4：1；教

義と聖約35：21；38：8参照）。

わたしたちは，悔い改めとイエス・キリストの贖いの力によ

って，義の状態になることができる（1ニーファイ2 2：2 8；ア

ルマ24：10参照）。

一人の生徒に当時十二使徒定員会会員であったスペンサー・

W・キンボール長老の次の言葉を読ませる。

次の質問をする｡「どうしたら自分の生活の中で，サタンを縛

ることができるでしょうか。」

黙示2 0：1 2－1 3（マスター聖句）。最後の裁きのとき

には，すべての人がその行いに応じて裁かれる｡（1 0－

15分）

裁判官が使うような小槌を用意するか，その絵を黒板に描く。

生徒たちに黙示2 0：1 2－1 3を読ませ，この聖句と黒板の絵にどの

ような関係があるか考えさせる。以下の質問をする｡

邪悪な生活をしていた人々にとって，この日はどのような日

となるでしょうか。

義にかなった生活をしていた人々の場合はどうでしょうか。

生徒たちを3つのグループに分け，以下の聖句ブロックのうち

の一つを読むように割り当てる。ヨハネ5：2 2，2 5－2 9；アルマ

5：1 5－1 6；1 1：4 3－4 4；教義と聖約1 2 8：6－7。最後の裁きに

ついて学んだことを発表させ，それについてクラス全体で話し

合う｡

生徒たちに，裁きの日を楽しい日とするために，何ができるか

を考えさせる。

黙示2 2：1 2－1 7。戒めを守り，キリストのもとへ来

る人々だけが，日の栄えの中に住めるようになる。

（10－15分）

ヨハネは，わたしたちがキリストの再臨に備え，神が忠実な

人々のために用意しておられる祝福にあずかれるように助けるた

めに，それにふさわしいメッセージで，黙示録を締めくくってい

る，ということを生徒たちに話す。

黒板に以下の引用文を書く。ただし，「従順」の箇所は空白に

しておく。

「従順は天の第一の律法である。」（ジョセフ・F・スミ

ス，Journal of Discourses，第1 6巻，2 4 7－2 4 8）

「一つの家庭でサタンが縛られるとき，そして一人の人

の生活の中でサタンが縛られるとき，福千年はすでにその

家庭，その人の生活の中で始まっているのである。」（T h e

Teachings of Spencer W.Kimball，1 7 2）

「遠からず，この地球が清められることを，証いたし

ます。キリストなるイエスが再び地上に来られます。そ

のときキリストは，権能と大いなる栄光をもって敵を打

ち滅ぼし，この地球を統治されるのです。」（『聖徒の道』

1989年2月号，91）

黙示20－22章

2 6 3
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ヨハネの黙示録

2 6 4

福千年の間 福千年の最後 福千年の後

サタンは千年の間つながれ，諸国民

を惑わすことができない（黙示2 0：

1－3；1ニーファイ22：26－28参照）。

サタンは獄から解放され，再び諸国

民を惑わす。サタンは神と戦うために，

諸国民を召集する。（黙示2 0：7－8；

教義と聖約88：110－111参照）

地球は日の栄えの状態になる。神の

聖なる都が地上に建てられる。（黙示

2 1：1－3；2 2：1－2参照；『イエスと

使徒たちの生涯と教え』の黙示2 1：1

と2 1：2－3に関する注解，p p . 5 3 1－

532も参照）

義人が第一の復活のときによみがえ

る（黙示2 0：4－6；モーサヤ1 5：2 1－

23；教義と聖約88：96－98参照）。

サタンの軍勢が聖徒たちの陣営を包

囲する。神は火を下し，サタンの軍勢

を滅ぼされる。サタンと邪悪な者たち

は，火と硫黄の池に投げ込まれる。

（黙示 2 0：9－ 1 0；教義と聖約 8 8：

1 1 2－1 1 4参照；『イエスと使徒たちの

生涯と教え』の黙示2 0：7－1 0に関す

る注解，p.531も参照）

義にかなった聖徒たちは日の栄えの

輝きの中で，神とともに暮らす（イザ

ヤ6 0：1 9－2 1；黙示 2 1：4－7；2 2：

3－5参照）。

「平和な千年の間，主の大いなる業

が神殿で行われる。人々は神殿に行っ

てすでに死んだ人のために働く。彼ら

は，自分の救いに必要な儀式を，地上

で死すべき体を持つ人が執行してくれ

るのを待っている。」（ジョセフ・フィ

ールディング・スミス『救いの教義』

第3巻，5 4。イザヤ2：2－5；教義と聖

約128：15も参照）

第一の復活にあずからなかった人々

がよみがえり，裁きを受ける。邪悪な

者たちは第二の死を受ける。（黙示

2 0：1 1－1 5；ヒラマン1 4：1 7－1 9；教

義と聖約6 3：1 7；『イエスと使徒たち

の生涯と教え』の黙示2 0：1 2と2 0：1 4

に関する注解， p.531も参照）

昇栄した人々は神々として統治する

（教義と聖約1 3 2：2 0参照）。「日の栄え

のうちにあって統治する人は，その統

治の範囲において，すべて神なのであ

る。」（ジョセフ・スミス，T e a c h i n g s

of the Prophet Joseph Smith，374）
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生徒たちに，空白の箇所に入る適切な言葉を提案させる。根拠

となる聖句を挙げて，その言葉を提案した理由を説明させる。空

白の箇所に「従順」と書き入れ，次の質問をする。「どうして，

従順が天の第一の律法と言われるのでしょうか。」（教義と聖約

130：20－21参照）

一人の生徒にラッセル・M・ネルソン長老が語った次の話を読

ませる。

以下の項目の幾つかを質問する。

天の御父はわたしたちに，どこを最終目的地とするように望

んでおられるでしょうか。

わたしたちをその目的地に到達させるために，神はどのよう

な「ボート」を備えておられるでしょうか。

ボートから出るようにという誘惑は，どのような形で来るで

しょうか。

従順であることは，安全に目的地に到達するうえでどのよう

に役立つでしょうか。

黙示2 2：1 7を読み，救い主がわたしたち一人一人にどのような

招きの言葉をかけておられるかを確認する。キリストのもとへ来

るよう，生徒たちに促す。最後に，今年セミナリーで学んだ事柄

で，従順になり，「ボートにとどまる」うえで助けとなることを

分かち合うよう生徒たちに勧める。

「結婚初期のミネアポリスに住んでいたころの話ですが，

ある日の午後，時間ができたので，2歳になる娘と遊ぶこ

とにしました。わたしたちはミネソタのある美しい湖を訪

れ，小さなボートを借りました。そして岸からかなり離れ

た所までこいで行き，オールを置いて穏やかな景色を楽し

んでいました。すると突然，娘が片足をボートから出して

こう言うのです。『パパ，降りる時間だよ。』

わたしたちはとっさに娘をつかまえ，説明しました。

『あのね，まだ降りる時間じゃないんだよ。無事に岸に着

くまでは降りちゃいけないんだよ。』娘は，岸に着く前に

降りれば大変なことになると何度も言われて，ようやく納

得しました。

子供たちがそのような危険を冒すのは，単に親が持って

いる知恵を身に付けていないからです。天の御父の子供で

あるわたしたちも同じように，御父の望んでおられる終着

点に到達する前に，愚かにも『ボートから出よう』と考え

ることがあります。……

神からの祝福が得られるかどうかは常に，その祝福がか

かわる律法に従順かどうかに左右されます。先ほどの我が

家の話に当てはめてみましょう。わたしたちはまず，主と

ともに『ボートに乗る』必要があります。それから，主と

一緒にボートにとどまらなければなりません。こうして，

決められた時が来るまで『ボートから降りる』ことをしな

ければ，主の王国に着き，高く上げられて永遠の命を得る

ことができます。」（『聖徒の道』1 9 9 7年7月号，8 1）

黙示20－22章
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マスター聖句一覧表

2 6 6

モルモン書

1ニーファイ3：7

1ニーファイ19：23

2ニーファイ2：25

2ニーファイ2：27

2ニーファイ9：28－29

2ニーファイ28：7－9

2ニーファイ32：3

2ニーファイ32：8－9

ヤコブ2：18－19

モーサヤ2：17

モーサヤ3：19

モーサヤ4：30

アルマ32：21

アルマ34：32－34

アルマ37：6－7

アルマ37：35

アルマ41：10

ヒラマン5：12

3ニーファイ11：29

3ニーファイ27：27

エテル12：6

エテル12：27

モロナイ7：16－17

モロナイ7：45

モロナイ10：4－5

旧約聖書

モーセ1：39

モーセ7：18

アブラハム3：22－23

創世1：26－27

創世39：9

出エジプト20：3－17

出エジプト33：11

レビ19：18

申命7：3－4

ヨシュア1：8

ヨシュア24：15

サムエル上16：7

ヨブ19：25－26

詩篇24：3－4

箴言3：5－6

イザヤ1：18

イザヤ29：13－24

イザヤ53：3－5

イザヤ55：8－9

エレミヤ16：16

エゼキエル37：15－17

ダニエル2：44－45

アモス3：7

マラキ3：8－10

マラキ4：5－6

新約聖書

マタイ5：14－16

マタイ6：24

マタイ16：15－19

マタイ25：40

ルカ24：36－39

ヨハネ3：5

ヨハネ7：17

ヨハネ10：16

ヨハネ14：15

ヨハネ17：3

使徒7：55－56

ローマ1：16

1コリント10：13

1コリント15：20－22

1コリント15：29

1コリント15：40－42

エペソ4：11－14

2テサロニケ2：1－3

2テモテ3：1－5

2テモテ3：16－17

ヘブル5：4

ヤコブ1：5－6

ヤコブ2：17－18

黙示14：6－7

黙示20：12－13

教義と聖約

ジョセフ・スミス－歴史1：1 5－2 0

教義と聖約1：37－38

教義と聖約8：2－3

教義と聖約10：5

教義と聖約14：7

教義と聖約18：10，15－16

教義と聖約19：16－19

教義と聖約25：12

教義と聖約58：26－27

教義と聖約58：42－43

教義と聖約59：9－10

教義と聖約64：9－11

教義と聖約64：23

教義と聖約76：22－24

教義と聖約82：3

教義と聖約82：10

教義と聖約84：33－39

教義と聖約88：123－124

教義と聖約89：18－21

教義と聖約121：34－36

教義と聖約130：18－19

教義と聖約130：20－21

教義と聖約130：22－23

教義と聖約131：1－4

教義と聖約137：7－10
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偉大な幸福の計画

はじめに

十二使徒定員会会員のボイド・K・パッカー長老は，1 9 9 3年に，

教会教育システムの教師たちに向けて，各年度の初めには，コー

スで学ぶ内容の概要に加えて，救いの計画の全体像を教えるべき

であると話している。

「『幸福の計画』の全体像を簡潔にまとめたものが最初に示さ

れ，また度々確認できるなら，それは生徒たちにとって非常に価

値あるものとなるでしょう。

皆さんに一つの課題を差し上げたいと思います。……皆さんへ

の課題は，幸福の計画，すなわち救いの計画の梗概
こうがい

あるいは全体

像をまとめたものを準備することです。一つの基本構造としてそ

れを計画してください。生徒たちはその上に，皆さんから学ぶ真

理を系統立てていくことができます。

皆さんは最初にそれを，簡単な仕事だと考えるかもしれません。

しかし，わたしは断言します。それは，それほど簡単なものでは

ありません。簡潔に分かりやすくするのは，かなり難しいことな

のです。最初は，あまりに多くのものを盛り込もうという誘惑を

感じることでしょう。この計画の全容を見れば，福音の真理のす

べてが含まれているのです。……

これは，教師としての皆さんの仕事の中で，最も難しいものと

なるかもしれません。そして最も報いある仕事になるのは確かな

ことです。

皆さんが作る幸福の計画の概要は，聖典の真理の全容が簡単に

把握できるものでなければなりません。そうすれば，生徒たちが，

その計画について自分で確認することができます。……

その手始めとして，幸福の計画の骨組みを示したいと思います。

しかし，皆さんは自分で肉付けをする必要があります。

偉大な幸福の計画，すなわち贖いの計画，救いの計画の基本的

な構成要素は以下のとおりです。

前世

霊の創造

選択の自由

天での戦い

物質的な創造

堕落と死すべき状態

イエス・キリストの福音の原則と儀式

（第一の原則：主イエス・キリストを信じる信仰，

悔い改め，バプテスマ……）

贖罪

墓を超える命

霊界

復活」

（The Great Plan of Happiness〔教義と聖約／教会歴史に関する

シンポジウムにおける宗教教育者への講話，ブリガム・ヤング大

学， 1 9 9 3年8月 1 0日〕，2－3；または， Charge to Religious

Educators，第3版〔1994年〕，113－114）

以下の情報は，教師が偉大な幸福の計画への理解を深め，自分

自身の概要を作るのを援助するためのものである。教師は救いの

計画について，パッカー長老が薦めている簡単な概要以上のもの

を教えたいという誘惑を受けるかもしれない。しかし，救いの計

画の詳細については，新約聖書を研究するコースの中で論じてい

くということを念頭に置いて，その誘惑に負けないようにする必

要がある。今年度のコースを教えていく中で，自分が作った救い

の計画の概要を，何度も活用するとよい。

救いの計画は3幕物の演劇にたとえられる

1 9 9 5年のファイヤサイドにおけるヤングアダルトへの講話の中

で，十二使徒定員会会長代理のボイド・K・パッカー長老は次の

ように述べている。

「誕生から死に至る現世の生涯の歩みは，永遠の律法に従った

ものであり，啓示の中で偉大な幸福の計画と述べられている一つ

の計画に添って進むものです。わたしが皆さんの心に植え付けた

い一つの概念，一つの真理は，こうです。この計画には3つの部

分があります。皆さんはその中の，2番目すなわち真ん中の部分

にいます。皆さんはその中で，誘惑，試練によって試されるでし

ょう。ことによると，悲劇によって試される場合もあります。そ

のことを理解してください。そうすれば人生の意味をさらによく

わきまえ，疑い，失望，落胆などの病に立ち向かうことができる

ようになります。

3つに区分される贖いの計画は，3幕物の壮大な演劇にたとえる

ことができます。第1幕のタイトルは『前世』です。聖典はそれ

を第一の位と呼んでいます（ユダ1：6；アブラハム3：2 6，2 8参

照）。第2幕は，誕生から復活の時までを扱う『第二の位』です。

そして第3幕は『死後の生活』あるいは『永遠の命』と呼ばれて

います。

現世におけるわたしたちは，第2幕のカーテンが開くのととも

に，舞台に上がった役者のような存在です。第1幕のことは忘れ

ています。この作品は，数多くの筋がからみ合って，登場人物の

だれとだれがどういう関係にあり，何と何がどう絡み合い，だれ

がヒーローで，だれが悪役であるか，ということを判断するのが

決して簡単ではありません。また，わたしたち自身が単なる観客

ではないために，なおいっそう複雑になっています。」（The Play

and the Plan〔ヤングアダルトへの講話，1995年5月7日〕，1－2）

前世

この世に生を受ける前のわたしたちは，天の御父と一緒に住ん

でいた（ヨブ3 8：4－7；エレミヤ1：5；アブラハム3：2 1－2 3参

照）。天の御父は栄光化された，完全無欠の，日の栄えの状態に

ある御方である（教義と聖約1 3 0：2 2参照）。預言者ジョセフ・ス

ミスは次のように教えている。「神御自身は，かつては今のわたし

たちのようであり，今は昇栄された人となり，かなたの天の王座に

座っておられる。」（Teachings of the Prophet Joseph Smith，345）

天の御父はわたしたちの霊の体の父親である（民数1 6：2 2；使

徒1 7：2 9；ヘブル1 2：9；モーセ3：5参照）。御父はすべての神聖

な特質と喜びに満ちた御方であり，御自分のすべての子供たちが，

御自身に似た者となることを望んでおられる（マタイ5：4 8；2ニ

ーファイ9：18；モーセ1：39参照）。
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霊の創造

アブラハムは，天の御父のすべての子供たちが，「英知」すな

わち世界が存在する前に組織された霊として存在していた様子を

見た（アブラハム3：1 8－2 3参照）。パッカー長老はこう教えてい

る。「男も女も，人の霊は永遠です（教義と聖約9 3：2 9－3 1参

照；ジョセフ・スミス，Teachings of the Prophet Joseph Smith

……，1 5 8，2 0 8も参照）。わたしたちは皆，神の息子，娘であり，

前世においては神の霊の子供として生きていました（民数1 6：

2 2；ヘブル1 2：9；教義と聖約7 6：2 4参照）。各人の霊は，男も女

も，現世の人間としての存在に似た存在でした（教義と聖約7 7：

2；1 3 2：6 3；モーセ6：9－1 0；アブラハム4：2 7参照）。すべての

人は，天の両親の形に創造されているのです。」（The Play and

the Plan，3）

『家族──世界への宣言』の中で，大管長会は次のように述べ

ている。「すべての人は，男性も女性も，神の形に創造されてい

ます。人は皆，天の両親から愛されている霊の息子，娘です。し

たがって，人は皆，神の属性と神聖な行く末とを受け継いでいま

す。そして性別は，人の前世，現世および永遠の状態と目的にと

って必須の特性なのです。」（『聖徒の道』1 9 9 6年6月号，1 0；教義

と聖約29：31－32；モーセ3：5；『旧約聖書： 創世－サムエル下』

〔宗教コース301，生徒用資料，1981年〕17－18参照）

選択の自由

「1. 人は皆，神聖な律法の支配下にあります。その律法に従順で

あれば，祝福を授けられます。しかし，不従順であれば，苦

しみと罰を受けることになります。

2. 人は皆，善悪を自由に選択できるという神聖な賜物を持って

います。人は何を，どこで，どのように礼拝するかを，自分

で判断することができます。しかし，日の栄えの律法を学び，

それに従わなければ，昇栄することはできません。

3. 人は善悪の知識を得，第三者からの感化を受けて初めて，自

分自身で行動するという選択ができるのです。」（“B a s i c

Doctrine，”Charge to Religious Educators，第3版〔1994年〕，

85）

神に似た者となるためには，自由意志を適切に用いることが不

可欠である（2ニーファイ2：1 4－1 6参照）。しかし，選択する自

由を与えれば，それに伴って幾つかの結果が生じてくる。選択の

自由は，わたしたちの成長にとって必要不可欠なものではあるが，

当然のことながら，わたしたちは，いつも正しい選択をするとは

限らない。使徒パウロが書いているように，「すべての人は罪を

犯したため，神の栄光を受けられなくなって」（ローマ3：2 3）い

る。このような結果になるのは，前世の会議において御父が御自

身の子供たちに示された計画の中でも想定されたことであり，そ

れに対する備えもなされた。

天上での会議と戦い

わたしたちは前世において御父から霊の体を頂いたことによ

り，さらに御父に似た者となったが，それでもなお，多くの必須

の特質に欠けていた。御父は栄光化された肉体を持つ，昇栄され

た完全な御方だが，わたしたちはそうではなかった。御父は天上

で大会議を開き，御自身の子供たちをそこに召集し，わたしたち

が神に似た者となれるように助けるための計画を示された（モー

セ4：1－4；アブラハム3：22－27参照）。

パッカー長老は次のように話している。

「この神々の会議において，天の御父の計画が支持されました

（アルマ34：9参照；Teachings〔of the Prophet Joseph Smith〕，

3 4 9－3 5 0も参照）。この計画には，神の子供たちが肉体を受け，

戒めに従うかどうかを試される場所として，地球が創造されるこ

とも含まれていました（モーセ6：3－1 0，2 2，5 9；アブラハム

3：2 4－2 5；4：2 6－2 7参照）。すべての霊たちは，前世において

学び，従順であることを示す機会を与えられていました。そして，

一人一人に選択の自由が与えられていたのです（アルマ1 3：3－5

参照）。

天上において大きな会議が召集されました（T e a c h i n g s，3 4 9－

3 5 0，3 5 7参照）。神の計画では，御父の御心が果たされるために，

救い主そして贖い主として，一人の人が遣わされる必要がありま

した。永遠の御父の長子であったエホバが，自ら申し出られ，選

ばれました（モーセ4：1－2；アブラハム3：19，22－27参照）。

多くの霊はこの選びを支持しました。しかし，これに背く者が

あり，天で戦いが起こりました。御父の計画に対して反抗したサ

タンと彼に従う者たちは，追放され，肉体を受ける権利を拒まれ

ました（黙示1 2：7－1 3；教義と聖約2 9：3 6；7 6：2 8；モーセ4：

3参照）。

第一の位を守った人々（皆さんもその中に入ります）は肉体を

与えられ，第二の位として備えられた地球に住むことを許されま

した（アブラハム3：2 6参照）。そして一人一人が，いつ，どの地

に生まれるかを定められたのです（申命32：8；使徒17：26参照）。

預言者となるように予任された人々もいました（アルマ1 3：7－

9；アブラハム3：2 3参照；T e a c h i n g s，3 6 5も参照）。」（The Play

and the Plan，3；『聖句ガイド』の「天での戦い」の項，p.179

も参照）

物質的なものの創造

地球とその上にある万物の物質的な創造は，わたしたちが神に

似た者となれるようにするために，欠かすことのできないもう一

つのステップである（モーセ1：3 3－3 9；アブラハム3：2 4－2 6参

照）。神が地球を創造されたとき，それは「非常に良かった」（モ

ーセ2：3 1）。そして，美しく豊かな場所だった（創世1－2章；モ

ーセ2章；3：7－2 5；アブラハム4－5章参照；教義と聖約5 9：

16－20；『旧約聖書： 創世－サムエル下』11－23 も参照）。

パッカー長老は次のように教えている。「こうして地球が創造

されました（アブラハム5：4参照）。アダムとエバは，このパラ

ダイスの状態の中に置かれた最初の男と女でした（モーセ1：

3 4；3：7；4：2 6；6：3－1 0，2 2，5 9参照）。二人は永遠の結婚の

きずなで結ばれ，戒めを授けられました（モーセ3：23－25参照）。

彼らはまったく汚れのない状態で，罪を知りませんでした（2ニ

ーファイ2：23参照）。」（The Play and the Plan，3）

堕落と死すべき状態

アダムとエバの堕落は，偉大な幸福の計画の次のステップであ

る。堕落は霊の死と肉体の死を含めて，死すべき状態をもたらし

た（2ニーファイ2：1 9－2 5；アルマ4 2：1－1 0参照）。死すべき状

態の，地上における生活は，神に似た者となるうえで必要不可欠

のものであった。それはわたしたちに，肉体を得，また，神の勧

偉大な幸福の計画
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告に従うかサタンの誘惑に従うかの選択の自由を持つことによ

り，成長と学習を続ける機会をもたらしている（アルマ4 2：1－

1 2；教義と聖約2 9：3 6－4 3；モーセ5：9－1 2参照）。わたしたち

は自らの選択を通して，自分自身が忠実な者であることを立証す

るのである（アブラハム3：2 5参照；『旧約聖書：創世－サムエ

ル下』26－30も参照）。

パッカー長老は，人間の永遠の存在を3幕の劇にたとえた話

（p .2 6 7参照）の中で，わたしたちの死すべき状態について，次の

ような勧告を与えている。

「この永遠の計画の中で，わたしたちの前世すなわち第1幕の

記憶は，幕で覆われています。第2幕の開始とともに現世に来た

わたしたちには，第1幕の記憶がないのですから，今行われてい

ることがなかなか理解できないとしても，少しも不思議ではあり

ません。

記憶がないことによって，わたしたちはまったく白紙の状態か

らスタートすることができます。それは，試しとして，理想的な

状況です。わたしたち一人一人の自由意志を保障し，選択の自由

を与えているのです。多くのことを，信仰だけで選択していかな

ければなりません。それでも，わたしたちには，自分たちの前世

における生活と，不死不滅の両親の子供であることを知らせる，

静かにささやく声があります。

皆さんは生まれたときには汚れのない存在でした。なぜなら

『人の霊は皆，初めに罪がなかった』（教義と聖約9 3：3 8）からで

す。また，皆さんには生まれながらにして善悪の観念があります。

そのことの理由について，モルモン書の聖文は，『人は善悪をわ

きまえることを十分に教えられている』（2ニーファイ2：5）と述

べています。……

もし皆さんが第2幕において，平安無事と無上の喜びだけを見

いだそうとするなら，必ず挫折
ざ せ つ

を味わうことでしょう。また，今

起きていることの意味も，世の中が今のような状態であることを

許されている理由も，ほとんど理解できないでしょう。

このことを覚えておいてください。『それからは，みんな，い

つまでも幸せに暮らしました』という言葉が，第2幕に書かれる

ことは決してありません。この言葉は，すべての謎
なぞ

が解き明かさ

れ，すべてのことが望ましい状態になる第3幕に来るものです。

……

この壮大なドラマの全容を把握するようになるまでは，人々の

中にある様々な不公平な状況を理解することは，あまりできない

でしょう。ほんとうに何もないような状況で生まれている人がい

る一方で，非常に多くのものに恵まれた状況で生まれてくる人も

います。貧困や心身の障害，苦しみや悲しみの中に生まれてくる

人たちがいます。あまりにも早い死を経験する人もいます。あど

けない子供が命を落とすことさえあります。情け容赦のない自然

の猛威や，人間同士の残忍な行いもあります。最近わたしたちは，

そのようなことをよく目にしています。

神が何らかの意図をもって，そのようなことを引き起こしてお

られる，などと考えることのないようにしてください。皆さんが

神の計画と，そのすべての目的を理解するなら，これらの事柄で

さえ，慈悲深い天の御父を証するのです。

この偉大な劇，長い時の流れを描くドラマの脚本と言えるもの

があります。……

皆さんすでに御存じだと思いますが，その脚本とは聖典，神の

啓示です。これを読んでください。研究してください。……

聖典は真理を伝えるものです。皆さんは聖典を通して，3幕の

すべてについて十分に学び，人生の中で忍耐と導きを得ることが

できます。聖典は次のことを明らかにしています。『あなたがた

も初めに父とともにおり，御霊すなわち真理の御霊であった。

真理とは，現在あるとおりの，過去にあったとおりの，また未

来にあるとおりの，物事についての知識である。』（教義と聖約

93：23－24）

それが，第1幕，第2幕，第3幕です。」（The Play and the

Plany，2）

教会の使命と，福音の原則と儀式

アダムとエバの堕落は失敗でもなければ，思いがけない出来事

でもない。もし二人が死すべき状態になることを選択しなかった

ら，彼ら自身だけでなく，天の御父のほかの子供たちも，成長し

て神に似た者となることができなかった（2ニーファイ2：2 2－2 5

参照）。堕落はこの計画に欠かせない要素だったが，幾つか望ま

しくない結果ももたらした。そしてわたしたちはその影響から救

い出される必要がある（『旧約聖書： 創世－サムエル下』の創世

3：19に関する注解，p.29参照）。

イエス・キリストの福音は全人類に，彼らが自らの意志に応じ

て，神の前に救われ，神に似た者となるための道を示している

（2ニーファイ3 1：1 0－2 1；モーサヤ3：1 9；アルマ7：1 4－1 6；3

ニーファイ2 7：1 3－2 2；モーセ5：9；信仰箇条1：4参照。『旧約

聖書： 創世－サムエル下』の創世4：1に関する注解，p p . 3 9－4 0

も参照）。この計画に従うことを拒み，キリストの贖罪を受け入

れないなら，わたしたちは罪を贖われて完全になることはできな

い（モーサヤ2：3 6－3 9；4：1－1 2；アルマ1 1：4 0－4 1；教義と

聖約29：43－44参照）。

どの神権時代においても，地上の神の子供たちに福音を教える

ために，預言者が遣わされてきた。世の人々に福音を宣言し，聖

徒たちを完全な者とし，死者を贖うことによって，すべての人々

をキリストのもとへ導くために，この終わりの時にイエス・キリ

ストの教会が設立された（アモス3：7；エペソ4：1 1－1 5；教義

と聖約1：4－23；138章；信仰箇条1：5－6参照）。

贖罪

アダムの堕落があったために，わたしたちは皆死（肉体の死）

を受け，神の前から絶たれて，自分自身の力では神のもとへ戻れ

なくなり（霊の死），苦しみ，罪，悲しみの世界に住んでいる。

しかし，キリストの贖罪によってすべての人が復活し，不死不滅

の肉体を受け，肉体の死を克服できるようになった。また，贖罪

により，全人類が堕落から贖われて，裁きに備えて復活した状態

で，神の前に戻れるようになった。これによって，最初の霊の死

が克服された（2ニーファイ9：1 5，2 1－2 2；ヒラマン1 4：1 6－

18；『聖句ガイド』「贖い；贖う」 p.8 ，「死（第二の）」「死（肉

体の）」「死（霊の）」 p p . 1 1 3－1 1 4参照）。わたしたちは贖罪を通

して，悔い改めを条件に，自分自身の罪を清められ，堕落した状

態からさらに神に近い状態へと変わっていくことができる（2ニ

ーファイ2：5－1 0；9：4－1 4，1 9－2 7；アルマ7：1 1－1 3；1 2：

3 2－3 4；3 4：8－1 6；4 2：1 1－2 8；教義と聖約1 9：1 6－1 9；信仰

箇条1：3参照；「天上での会議と戦い」 p.268も参照）。

通常の人間には，復活をもたらしたり，全人類の罪を贖うなど

ということはできるものではない。それができるのは，死に打ち
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勝つ力を持ち，罪のない生き方がもたらす力を持っている人だけ

だった。それには，神の犠牲が必要であった（ヨハネ1 0：1 7－

18；アルマ34：9－14；教義と聖約45：4参照）。

墓を超える命

霊界

肉体の死とは，肉体と霊が分離することである。天の御父の子

供たちが死ぬと，例外なく，その霊は霊界へ行って復活の時を待

つ。霊界では，福音を受け入れて戒めに従った人々と，そうしな

かった人々は分けられている。パッカー長老は次のように説明し

ている。「そこは，義人にとっては幸福な場所であり，パラダイ

スです。しかし，邪悪な人々にとっては，惨めな場所です（2ニ

ーファイ9：1 0－1 6；アルマ4 0：7－ 1 4参照）。どちらの状態の

人々も学び続け，また，自分の行いに対しては責任を求められま

す（教義と聖約138：10－22参照）。」（The Play and the Plan，3）

霊界に関するさらに詳細な情報については，教義と聖約1 3 8章を

参照する。そこには，今も霊界で続いている業について，ジョセ

フ・F・スミス大管長に授けられた驚くべき示現が記録されている。

裁き

御父がその計画を示し，地球の創造を提案されたのには，御自

身の子供たちを「試し」彼らが戒めを守るかどうかを見る，とい

う目的があった（アブラハム3：2 5参照）。わたしたちは預言者ジ

ョセフ・スミスを通して，人は行いだけではなく，心の中で思う

ことによっても裁かれる，ということを示されている（アルマ

41：3－6；教義と聖約137：9参照）。

裁きと復活には密接な関係があり，最終的な裁きのある部分は，

わたしたちが復活するときに起こる。滅びの子を除いて，すべて

の人は完全な体をもって復活する。ただし，その栄光は人によっ

て様々である。すべての人が，自分が受け継ぐ王国，すなわち，

日の栄え，月の栄え，星の栄えの王国のいずれかにふさわしい体

で復活するのである。滅びの子も復活はするが，彼らはどの段階

の栄光も授けられない。彼らは外の暗闇に追放される（1コリン

ト15：35，39－42；教義と聖約88：28－32参照）。

パッカー長老は次のように話している。

「すべてのことが平等に取り扱われた後に，裁きが下されます

（モーサヤ3：18参照；Teachings，218－219も参照）。一人一人が，

それぞれの順番に従って復活します（1コリント15：21－23参照）。

しかし，どのような栄光を受けるかは，御父の計画に定められた

律法と儀式に対する従順の度合いによって決まります（1コリン

ト15：40－42参照）。

悔い改めを通して清くなった人々は，永遠の命を授けられ神の

前へ戻ることができます。彼らは『神の相続人……キリストと共

同の相続人』として昇栄するのです（ローマ8：1 7；教義と聖約

76：94－95；84：35；132：19－20；Teachings，374も参照）。

この計画を知らずに現世の生涯を送る人々のための用意もなさ

れています。『律法がないところには罰がない。また罰のないと

ころには罪の宣告もない。……それは贖罪のゆえである。彼らは

イスラエルの聖者の力によって救われているからである。』（2ニ

ーファイ9：25）

この神聖な死者の贖いの業がなければ，御父の計画は不完全な

ものであり，まったく不公平なものとなってしまいます。神殿の

儀式を受けるには，それにふさわしい備えをしなければなりませ

んが，エンダウメントや永遠の結婚の結び固めなどの，それらの

儀式はすべて，備えをするにふさわしい価値のあるものです。神

殿の儀式を受けるふさわしさを失わせるようなことは一切しない

でください。さもないと，この永遠のドラマの第3幕では，今あ

なたが受けているよりも，自由がなくなることでしょう。」（T h e

Play and the Plan，3－4）

復活

義人であるかないかを問わず，この地上に生を受けた人はだれ

でも，不死不滅の肉体をもって，いつか復活することになる。こ

れはキリストの贖罪によってもたらされる賜物である（1コリン

ト15：19－ 22；2ニーファイ9：6－15，19－22参照）。すべての人

が同時に復活するのではない。「各自はそれぞれの順序に従わな

ければならない」のです（1コリント1 5：2 3。モーサヤ1 5：2 0－

26；アルマ40：1－2；教義と聖約76：15－17も参照）。
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新約聖書と旧約聖書の中間時代

記録された最後の預言者

イスラエルの民の多くは，長年にわたって，預言者たちを拒み，

あざけり，迫害し，彼らに戦いを挑み，反抗していた。旧約聖書

時代のイスラエルの真の預言者で，記録の中にその名が出てくる

最後の人物はマラキである。マラキの後の時代のイスラエル人た

ちにできたのは，かつて自分たちに祝福を与えた預言者を懐かし

むことだけであった。

神はイスラエルに対して，聖なる民，御自分の宝になってほし

いと望んでおられた（出エジプト1 9：5－6参照）。そして彼らに，

富と栄光と力を約束しておられた。

「わたしはシオンの糧食を豊かに祝福し，食物をもってをその

貧しい者を飽かせる。

またわたしはその祭司たちに救を着せる。その聖徒たちは声高

らかに喜び呼ばわるであろう。」（詩篇132：15－16）

神はイスラエルが約束の地の町々に住めるよう，清めたいと強

く願っておられた。イスラエルはシオンになるように求められて

いた。主はそのシオンにおいて，そこを永遠に御自分の住まいに

しようと宣言された（詩篇1 3 2：1 3－1 4参照）。マラキがその務め

を終えた（紀元前4 3 0年ころ）後のイスラエルは，律法学者たち

の得た知識が啓示よりも重視される時代に入ってしまった。祭司

やレビ人の中には，以前と変わらず神権を尊ぶ人々もいたが，ユ

ダヤ人の宗教，社会生活，政治の中には，腐敗と堕落が入り込ん

できていた。それは人々が，預言者の失われたことを嘆き悲しみ，

権威ある者の声を切望していた時代だった。そして彼らは，今は

亡き預言者たちの言葉を集め，保存し，書写する仕事を始めたの

であった。

律法学者の起こり

バビロンの捕囚から聖地に戻った（紀元前5 3 7年ころ）ユダヤ

人の社会には，数多くの変化が起きていた。その一つが，律法学

者の活躍である。彼らはもともとは，高い教育を受けていた人々

で，記録の作成，聖典の書写を仕事として生計を立てていた人々

だった。彼らは，聖文を熱心に研究していた。一つの目的はその

意味を理解するためであり，もう一つは，書写上の誤りを発見す

るためであった。律法学者たちは，増え続ける会堂に聖典の写本

を供給し，また律法について教える教師にもなった。イスラエル

に預言者がいた時代の律法学者たちは，聖典の書写を行い，律法

を教えるという立場にとどまっていた。しかし，イスラエルに預

言者の声が聞かれなくなると，このモーセの律法の専門家たちは，

その穴を埋め始めるようになったのである。

そのような律法学者の一人であったエズラは，捕囚の民の一部

を約束の地へ連れ帰り，また，イスラエルの民に「定めとおきて」

とを教えた（エズラ7：1 0。ネヘミヤ8：9－1 2も参照）。彼はネヘ

ミヤとともに，祭司やレビ人にだけでなく，イスラエルの民全体

にモーセの律法を徐々に教えていった。民が集って聖文を学ぶこ

の新たな動きは，ユダヤ人の生活の中に起きた最も顕著な変化の

一つだった。

律法学者たちがこのように勢いをつける大きな要因となったの

は，人々の共通語がヘブル語からアラム語に変わったことにあっ

た。この二つの言語はもともとは密接な関係を持つものだったが，

アラム語だけしか話せないユダヤ人たちにとっては，聖文を理解

するのは易しいことではなかった。このために，人々は聖文を理

解するのに，学者たちに頼らざるを得なかったのである。この学

者たちの間には，解釈上の相違があったり，人々に異なる見解を

教えたりすることがあったが，それは決して驚くようなことでは

なかった。

ユダヤのギリシャ化

紀元前4世紀の終わりごろに，ギリシャという新興勢力が台頭

してきた。マケドニア王フィリップがギリシャの半島地域全体を

統一し，ペルシャの覇権に立ち向かう備えを始めたのである。紀

元前3 3 4年に，フィリップの子アレクサンドロスは，ペルシャを

攻撃し，これを打ち破った。彼はその後も矢継ぎ早に中東全域を

攻め，目の前に現れる国々を残らず征服していった。ユダヤもそ

の一つだった。アレクサンドロスの後には，商人，職人，労働者

などギリシャ人の移民がやって来た。彼らはギリシャの征服地に

対し，自分たちの文化を押しつけることにきわめて熱心であった。

数年後にアレクサンドロスは亡くなるが，ギリシャの影響は何世

紀にもわたって，ユダヤの地に浸透していった。

ギリシャ人国家の支配下にあったユダヤ

アレクサンドロスが亡くなった（紀元前3 2 3年）後は，彼の指

揮下にあった4人の将軍が，大帝国の支配権を巡って戦いをした。

セレウコスはシリヤと中東の北部地域を手に入れ，プトレマイオ

スはエジプトを手中にした。ユダヤは互いに張り合うこの2国に

挟まれる場所に位置していた。その後の何年かの間にユダヤを支

配する国は幾度も変わり，ユダヤの人口は激減した。そして紀元

前3 0 2年に，ユダヤは最終的にエジプトのプトレマイオス朝の支

配下に入った。この支配は1 0 0年続いた。紀元前1 9 8年にはセレウ

コス朝がユダヤを征服し，属国とした。

この時代に，ユダヤの人口は回復を続けた。多くのユダヤ人が，

ユダヤ国外に移り住んだ。例えば，エジプトのアレクサンドリヤ

の町には大きなユダヤ人の共同体ができるほどだった。また，バ

ビロンなど，ほかの国の町々にも大きな共同体ができた。ディア

スポラ（ユダヤ国外への散住）のユダヤ人は，その人口において，

ユダヤ本国のユダヤ人をしのいでいた。

セレウコス朝のアンティオコス・エピファネスは，紀元前1 7 5

年に王位に就くと，ユダヤ人の宗教に対する長年の方針の見直し

を図った。彼の目には，ユダヤ人の宗教は，偏狭で迷信に満ちた

ものとしか映らなかったのである。彼はギリシャの宗教を押しつ

けることによって，ユダヤ人の宗教を破壊しようとした。紀元前

1 6 9年に，彼の命令の下に，神殿内の財物が略奪された。またそ

の直後には，エルサレムの城壁が打ち壊され，神聖を汚された神

殿があった丘近くに建てられた要塞
ようさい

には駐屯兵が配置されるよう

になった。そして，細々と続けられていた神殿における礼拝も，

間もなく中止されてしまった。安息日の行事，様々な祭，割礼の

儀式も禁じられ，それを破った者は死刑に処せられた。また，モ

ーセの律法で汚れた生き物とされ，ユダヤ人に忌み嫌われていた

豚が，アンティオコスの軍隊が監視する中，いけにえとしてささ

げられるということまであった。ユダヤ人はゼウスや他の神々の

偶像を礼拝するように強制された。

2 7 1
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ハスモン家とマカベア家の反乱

ユダヤ教を踏みにじろうとするアンティオコスの動きは，さら

に容赦のないものになっていった。それに対してユダヤ人は，従

順に従うことをせず，抵抗の意志を固め，アンティオコスとギリ

シャ兵たちへの憎悪は火のように広がっていった。紀元前1 6 7年

に，モデインという小さな村で，シリヤ兵が住民を集め，老祭司

マッタティアに，異教の神にいけにえをささげるようにと命じた。

従わなければ殺すと脅かされたにもかかわらず，マッタティアは

それを拒んだ。すると，別の祭司が進み出て，兵の命じるとおり

にすることを申し出た。この軟弱な祭司が小刀を振り上げたとき，

マッタティアは剣を手に取り，その祭司とシリヤの役人を殺した。

マッタティアと彼の5人の息子たちは山中に逃れ，ユダヤ全土に

結集の呼びかけをした（1マカバイ2：1－3 0参照）。こうして反乱

が始まった。戦いは全土に広がり，ユダヤ人は憎むべきシリヤ人

に反旗を翻し，各地から支援が寄せられるようになった。アンテ

ィオコスが事の重大さに気づいたときは，すでにユダヤ全国民が

自由を求めて戦いを始めていたのである。

モーセの律法を守り通そうとした祭司マッタティアに対して，

ユダヤ人は彼の家族を支援した。この家族がハスモン家である。

マッタティアは反乱が始まって間もなく亡くなったが，息子のユ

ダが父の遺志を継いだ。ユダは軍事的な天才で，数は多いが装備

の貧弱な兵士たちに，神を信じ，自分たちの大義を信じるよう，

繰り返し熱心に説いた。彼は自分たちの2倍から4倍もある規模の

敵軍を，次から次へと打ち破った。

紀元前1 6 5年までには，エルサレムを奪還し，神殿の汚れを取

り除き，エホバを礼拝する場として再奉献した。ユダヤは，それ

までの4 0 0年以上にわたる外国の支配から独立を勝ち取ったので

ある。マッタティアの息子がユダ・マカベアであったところから，

ハスモン家の反乱は，マカベア家の反乱としてさらに広く知られ

ている。マカベアは「槌
つち

」を意味する言葉である。しかし，マッ

タティアとその子供たちが困難な戦いを通して得た勝利も長くは

続かなかった。ハスモン家の子孫たちは，自分たちを解放してく

ださったのは主であるということを，瞬く間に忘れてしまったの

である。サウル，ダビデ，ソロモンの場合と同じように，この新

しい王家に属する人々も，宮廷が持つ権力と栄光によって堕落し

てしまった。マカベア家の子供や孫たちは，例に漏れず，政治の

世界で堕落していき，わずか1 0 0年後の紀元前6 3年には，ローマ

の将軍ポンペイウスによって征服されてしまった。

パリサイ人とサドカイ人

紀元前2世紀に，ユダヤ人の間に二つの重要なグループが起こ

った。パリサイ人とサドカイ人である。パリサイ人はユダヤ教の

儀式とトーラー（モーセの五書）の研究を推し進めた。彼らの中

には，ユダヤ人の生活に忍び込んでいたギリシャの影響という汚

れを遠ざけ，自分たちの律法の解釈に厳格に従うとの誓願を立て

ている人々もいた。彼らは自分たちの宗教の源泉としてトーラー

の正統性を主張するにとどまらず，新たな状況に古い律法を適合

させるために，様々な拡大解釈を付け加えた。この解釈は，多く

が記憶と口伝えによって受け継がれていったために，口伝律法と

呼ばれるようになった。パリサイ人は自由意志と宿命論の組み合

わせ，また，復活，来るべき世において報いと罰という形で表れ

る裁きなどを信じていた。

パリサイ人は，モーセの律法を守ることにはことのほか熱心だ

った。ギリシャの影響に対抗するために，律法の厳格な遵守に心

を向けたのである。偽りの教えというこの世の汚れから自分自身

を遠ざけようとする様々な行いのために，彼らは「ペルシーム」

と呼ばれた。これは「分離した者」を意味するヘブル語である。

パリサイ人という呼び名は，このペルシームをギリシャ文字に字

訳したものである。古くからユダヤ教の価値観が忘れられていく

ことへの危機感が高まる中で，パリサイ人は人気を博し，ユダヤ

人の大多数の宗教観を代表する存在にまでなった。

パリサイ人は庶民からの出身者が多いのに比べ，サドカイ人は

祭司，商人，貴族など上流階級出身者がおもであった。「サドカ

イ」という名は，ダビデ王の時代の大祭司ザドクに由来するもの

と思われる。エゼキエルは神殿を管理する務めを果たすザドクの

一門について言及している（エゼキエル4 0：4 6；4 3：1 9；4 4：

1 0－1 5参照）。ザドクの子孫は，紀元前2 0 0年ごろまで，神殿で務

める人々の階層制を管理する立場にいた。「サドカイ」という呼

び名は，ザドクの家系に対して共感を持つ人々を指す言葉として

用いられていたと考えられる。

サドカイ人は，全体的には保守的な人々で，パリサイ人と異な

り，トーラーに基づくものを除いて，口伝律法には拘束力はない

と考えていた。彼らは神殿でささげる犠牲を重視し，天使や復活

の教えは否定していた。サドカイ人は，一般的にはギリシャ文化

を受け入れていた富裕な階層の人々を代表していた。したがって，

一般民衆の間では人気がなかった。

エッセネ派

エッセネ派は，一般社会からまったく隔絶した生活を営んで，

宗教的な汚れを避けることを実践していた。この名は「敬虔な者」

を意味すると考えられる。このグループに対する関心は，1 9 4 0年

代後半のクムラン遺跡での発見によって一気に高まった。この遺

跡で，死海文書として知られる記録が見つかったのである。それ

はこのグループに属する人々が書いたものと考えられている。こ

のクムランに住んでいた人々は，この世からの厳格な隔絶を信じ

ていた。彼らは「義の指導者」に従っていた。この指導者は，啓

示を受ける人と信じられていた。彼らは共同体としての掟
おきて

を守り，

モーセの律法に厳格に従い，聖文の研究に没頭していた。そして，

メシヤが間もなく来て，闇の子らに対する最後の戦いにおいて，

自分たちを率いてくださると信じていた。

ローマの支配下のユダヤ

ローマの将軍ポンペイゥスはユダヤを征服したときに，ハスモ

ン家の一人を傀儡
かいらい

王として立てた。ところが，このユダヤ王の顧

問の地位にあったアンティパテルという人物がローマにうまく取

り入って，わずかな間に権力の座に就いてしまった。アンティパ

テルは，ユダヤ人から忌み嫌われていたイドマヤ人だった。彼は

パルティアとの戦いに手を焼いていたローマを助けることによ

り，自分の権力を強固なものにした。当時，パルティア人は東方

から盛んにローマの権益を脅かしていたのである。この結果，ア

ンティパテルは自分の息子にユダヤ王国の王位を継承させる権利

を得た。こうして，ユダヤ人の歴史に大きな影響を及ぼすヘロデ

大王の登場の舞台が整ったのである。ヘロデ大王は残忍で邪悪な

人物だった（イエスを亡き者とするために，幼児殺害を命じたの

はこのヘロデである）。しかし，行政官としては優れた人物であ

った。彼は問題の多い属州として有名なユダヤをうまく治め，ロ

新約聖書と旧約聖書の中間時代
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ーマに完全な忠誠を尽くしたために，ローマの役人たちを満足さ

せた。ユダヤ人が，サンヒドリンを通して与えられていた政治的

な支配権は，非常に限られたものだった。サンヒドリンは宗教と

政治の執行機関であり，古くから7 1人の男性によって構成され，

大祭司が管理していた。

ヘロデはギリシャ・ローマ文化の支持者であり，それをユダヤ

に再び浸透させた。ギリシャ化の動きと関連して，彼は属州のこ

こかしこで大規模な建築事業を推し進めた。ユダヤ人の人気を得

ようとして，神殿の丘で手の込んだ拡張を始め，最終的には，古

代の代表的な不思議の一つと称される神殿の工事を行ったのであ

る。この建築工事はキリスト在世中にも進行していた。ヘロデ大

王はイエスの降誕後間もなく亡くなり，ローマはその王国をヘロ

デの3人の息子に分割して治めさせた。ピリポはガリラヤの北部

と東部を，ヘロデ・アンティパスはガリラヤとペレアを，そして

アケラオはユダヤ，サマリヤ，イドマヤを治めた。しかしアケラ

オは不手際のために，西暦6年にローマから退けられてしまった。

そして彼の領地は，ローマの一属州となって，ローマが任命する

知事の管轄下に入った。

ヘロデ党と熱心党

ユダヤ人の中には，ヘロデ・アンティパスの統治に満足し，彼

に対する支持を人々に訴えるグループがあった。そのために彼ら

は，ヘロデ党と呼ばれた。ヘロデ党の人々は，ヘロデ・アンティ

パスが権力の座に就いたことを，当時人々の間に広まっていたあ

る種のメシヤ待望観を満たすものと考えた。彼らは自分たちの考

えを広めるとともに，現状の転覆を考えるような人々には反対の

意志を示した。この政治的な党派が，パリサイ人たちのグループ

と手を組んでイエスに反対したのは（マタイ2 2：1 6参照），自分

たちの政治信念にとって，イエスが危険な人物であると判断した

からである。

ヘロデ党と対立する立場にあったのが熱心党である。彼らは異

邦人による支配と影響に反対し，ユダヤの自由を勝ち取ることを

切望していた。熱心党の一部の人々は，ローマを打倒するためな

ら，暴力も肯定されると考えていた。西暦6年に彼らが起こした

反乱は，ローマに代わって対処したヘロデ・アンティパスによっ

て鎮圧された。イエスの死後のユダヤにおいてローマに対する暴

動を指導したのは，おもにこの熱心党だった。そして，それが西

暦70年のエルサレム滅亡につながっていったのである。

まとめ

新約聖書と旧約聖書の中間時代には，神殿での儀式は中断され

ることがしばしばあった。しかし，総体的に見ると，儀式は継続

的に行われていたのである。祭司たちは大きな祭壇の上で適切な

犠牲をささげていた。また聖所の祭壇において，祭司が香をたい

ている間に，人々は日々祈りをささげ続けていた。そんなある日，

ザカリヤという名の祭司が，務めを終えて聖所から戻って来るは

ずの時間になっても，姿を現さなかった。人々はいぶかしく思っ

た。そのとき謙遜で年老いたザカリヤは天使を前にして立ってい

た。「あなたの祈が聞き入れられたのだ。あなたの妻エリサベツ

は男の子を産むであろう。……

彼はエリヤの霊と力とをもって，みまえに先立って行き……整

えられた民を主に備えるであろう。」（ルカ1：1 3，1 7）この子供

が長じてバプテスマのヨハネとなったのである。その名はヘブル

語で「神の賜物」という意味である。イスラエルに再び預言者が

与えられるようになった。それは，神の御子またメシヤとして，

地上に来られるエホバのために道を備える先駆けとなる人物であ

り，ユダの民が長く待ち望んでいた人物だったのである。（補足

資料として『旧約聖書：列王上－マラキ』〔宗教コース3 0 2，生徒

用資料〕の特別講座K，387－393を参照するとよい。）

新約聖書と旧約聖書の中間時代
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生まれつき目が見えなかった人

2 7 4

聖句に書かれている事柄 両親目が見えなかった人パリサイ人

1．「イエスというかたが，どろをつくって，わたしの目に塗り，『…

…洗え』と言われました。それで，行って洗うと，見えるように

なりました。」（ヨハネ9：11）

2．「その人は神からきた人ではない。安息日を守っていないのだか

ら。」（16節）

3．「罪のある人が，どうしてそのようなしるしを行うことができよ

うか。」（16節）

4．「預言者だと思います。」（17節）

5．「これが，生れつき盲人であったと，おまえたちの言っているむ

すこか。それではどうして，いま目が見えるのか。」（1 9節。彼ら

はこの男が生まれつき目が見えなかったことを信じていなかっ

た。）

6．「これがわたしどものむすこであること，また生れつき盲人であ

ったことは存じています。」（20節）

7．「両親はユダヤ人たちを恐れていた」（22節）。

8．「あの人〔イエス〕が罪人であることは，わたしたちにはわかって

いる。」（24節）

9．「そのことはもう話してあげたのに，聞いてくれませんでした。」

（27節）

1 0．「おまえはあれ〔イエス〕の弟子だが，わたしたちはモーセの弟

子だ。」（28節）

1 1．「わたしの目をあけて下さったのに，そのかたがどこからきたか，

ご存じない」（30節）。

1 2．「もしあのかたが神からきた人でなかったら，何一つできなかっ

たはずです。」（33節）

13．「主よ，信じます。」（38節）

14．「わたしたちも盲人なのでしょうか。」（40節）
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勝利の入城

2 7 5

聖句 意味

「まだだれも乗ったことのないろばの子が

つないである」（ルカ1 9：3 0。3 0－3 5節

参照。ゼカリヤ9：9；マタイ2 1：2－7；

マルコ1 1：2－7；ヨハネ1 2：1 4－1 5も参

照）

「イエスは，平和のしるしとしてろばに乗って，群衆がホサナと叫ぶ歓呼の声

に迎えられた。イエスは決して完全な武装で美しく飾り立てた立派な馬に乗り，

角笛の響きとラッパの吹奏の中を進まれたのではない。……文献によれば，ろ

ばは，『ユダヤの王者であることを表す古代の象徴』であり，ろばに乗ってい

る者は，平和な巡行の典型であった。」（ジェームズ・Ｅ・タルメージ『キリス

ト・イエス』502－503）

「人々は自分たちの上着を道に敷いた。」

（ルカ1 9：3 6。マタイ2 1：8；マルコ1：8も

参照せよ）

「イエスがこの日一日中，民の願いに御自分を任せ，また王者にふさわしい気品を

もって民の尊敬を受け入れておられた真の目的は，知能に限りのあるわたしたち

には十分理解できないかもしれない。このことが何ら思いがけない，または偶然

の出来事ではなく，またイエスが前もって考えておられた目的なしに利用された

ことでもないことは明らかである。イエスはこれから起こることと御自分がしな

ければならないことを予知しておられた。このときの盛んな行列は無意味なもの

ではなく，王が王の都へ実際に入られることであり，王の王である御方の宮，神

殿へ入る盛儀であった。」（『キリスト・イエス』502）

「これほど異例の敬意を受けたのは，王か征服者だけであった。（列王下9：1 3）

このエルサレムへの勝利の入城のどこを見ても，普通なら王や偉大な統治者に

しか示されない称賛や敬意を，イエスの方が許したり，求めたりされたとは思

われない。」（ブルース・Ｒ・マッコンキー， Doctrinal New Testament

Commentary，全3巻，〔1966－73年〕，第1巻，578）

「しゅろの枝を手にとり，迎えに出て行っ

た。」（ヨハネ 1 2：1 3。マタイ2 1：8；マル

コ11：8参照）

賛美，そして救いと解放を求める歓呼の叫びの中で，弟子たちが勝利と凱旋の

しるしとして，イエスの進む道にしゅろの枝を敷いたことが書かれている。こ

の劇的な場面はそれ自体が，将来のある出来事を前もって示しているのである。

そのときには，『あらゆる国民，部族，民族，国語のうちから，数えきれない

ほどの大ぜいの群衆が，白い衣を身にまとい，しゅろの枝を手に持って，御座

と小羊との前に立ち』，『救は，御座にいますわれらの神と小羊からきたる』と

大 声 で 叫 ぶ の で あ る 。（黙示7：9－ 1 0）」（ Doctrinal New Testament

Commentary，第1巻，578）

「ダビデの子に，ホサナ。主の御名によっ

てきたる者に，祝福あれ。」（マタイ2 1：9。

マルコ1 1：9－1 0；ルカ1 9：3 8；ヨハネ

12：13参照）

「霊に感じて発せられたこれほどの称揚，崇敬，崇拝の歓呼を受けた人はほか

にいなかった。またそれに値する人もいなかった。ここには，主が聖なる神の

御子であられることを証する大群集の姿が描かれている。彼らは簡潔な言葉

で，ダビデの子，イスラエルの解放者，救い主にして贖い主である御方，約束

のメシヤ，神の御子として，イエスを歓呼して迎えている。しかも彼らは，ホ

サナという神聖な表現を用い，また，救いと勝利を約束のダビデの子に帰する

メシヤに関する預言から引用し，自分自身の意志によって，それをしているの

である。

ホサナという言葉には，『今，救ってください』あるいは『どうか，お救い

ください』『救いたまえ』という意味がある。また，この言葉はメシヤに関す

る預言から取ったものである。その預言は，メシヤの来臨の日にイスラエルの

民がこのような懇願の言葉を口にすることを予告していた〔詩篇1 1 8：2 2－2 6

参照〕。」（Doctrinal New Testament Commentary，第1巻，578－579）

「もしこの人たちが黙れば，石が叫ぶであ

ろう。」（ルカ19：40。ヨハネ12：19も参照）
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過越の祭の5日前

過越の祭の4日前 21：17－18 11：12

過越の祭の6日前

2 7 6

救い主の生涯の最後の週

出来事 ヨハネルカマルコマタイ場所 末日の啓示

ベタニヤ，

ベテパゲ

12：1

マルタとマリヤの接待 ベタニヤ 12：2

マリヤから油を塗られるイエス ベタニヤ 12：3

ユダの異議 ベタニヤ 12：4－8

イエスとラザロを見るために多く

の人が押し寄せる

ベタニヤ？ 12：9

ラザロを殺そうとするはかりごと エルサレム 12：10－11

12：12

預言が成就する オリブ山 21：1－5 11：1－6 19：28－34

勝利の入城 エルサレム 21：6－11 11：7－11 19：35－38 12：12－18

パリサイ人たちが不快感を示す エルサレム 19：39－40 12：19

イエスがエルサレムへの嘆きの言

葉を語られる

エルサレムの近く 19：41－44

イエスへの面会を求めるギリシャ

人たち

エルサレム 12：20－22

説教：イエスは御父から遣わされた エルサレム 12：23－50

両替人が追い出される エルサレム 21：12－16 11：15－19 19：45－48

のろわれたいちじくの木が枯れる ベタニヤの近く 21：18－22 1 1：1 2－1 4，

20－26

13：6－9参照

祭司たちがイエスの権威に疑義を

唱える

神殿 21：23－46 11：27－33 20：1－8

たとえ：二人の息子 神殿 21：28－32

たとえ：邪悪な農夫たち 神殿 21：33－46 12：1－12 20：9－20

たとえ： 王子のための婚宴 神殿 22：1－14 1 4：1－2 4参照

カイザルへの税金：パリサイ人と

ヘロデ党

神殿 22：15－22 12：13－17 20：21－26

結婚，7人の夫：サドカイ人 神殿 22：23－33 12：18－27 20：27－38

いちばん大切な戒め：パリサイ人 神殿 22：34－40 12：28－31 10：25－37

イエスに一言も答えられなかった

パリサイ人

神殿 22：41－46 12：35－37 20：39－44

やもめがささげたさい銭 神殿 12：41－44 21：1－4

偽善を告発されるイエス 神殿 23：1－36 12：38－40 11：37－54；

18：9－14；

20：45－47

出来事 ヨハネルカマルコマタイ場所 末日の啓示
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過越の祭の前日の夜

過越の祭の2日前

過越の祭の3日前

救い主の生涯の最後の週

2 7 7

出来事 ヨハネルカマルコマタイ場所 末日の啓示

エルサレムに対するイエスの嘆き エルサレムの近く 23：37－39 13：34－35

説教：再臨のしるし オリブ山 24章 13章 12：37－48；

17：20－37；

21：5－38

ジョセフ・ス

ミス－マタイ1

章

たとえ：10人のおとめ オリブ山 25：1－13 1 2：3 5－3 6参

照

教義と聖約

45：56－59

たとえ：タラント オリブ山 25：14－30

たとえ：羊とやぎ オリブ山 25：31－46

（この日については行動や説教に関

する記述がない）

26：2 14：1

過越の祭の日に十字架につけられ

るというイエスの預言

エルサレムの

近く

26：2

カヤパ邸でのはかりごと エルサレム 26：3－5 14：1－2

パリサイ人シモンの家での食事 ベタニヤ 26：6 14：3 7：36

ある女がイエスに香油を注ぐ ベタニヤ 26：7－13 14：3－9 7：37－50

イエスを裏切るユダのはかりごと エルサレム 26：14－16 14：10－11 22：1－6

除酵祭の第1日 エルサレム 26：17－19 14：12－16 22：7－13

エルサレム 26：20 14：17 22：13－14 13：1－2

「あなたがたのうちのひとりが，わ

たしを裏切ろうとしている」

エルサレム 26：21－24 14：18－21 22：21－23 13：18－22

裏切り者が指摘される エルサレム 26：25 13：23－30

聖餐の儀式が定められる エルサレム 26：26－29 14：22－25 22：15－20

イエスが弟子たちの足を洗われる エルサレム 13：2－5

ペテロの異議 エルサレム 13：6－12 ジョセフ・スミス訳

ヨハネ13：10－11

イエスの手本 エルサレム 13：13－17

新しい戒め エルサレム 13：31－35

イエスが弟子たちを慰められる エルサレム 14：1－15

別の慰め主 エルサレム 14：16－31

まことのぶどうの木 エルサレム 15：1－8

互いに愛し合いなさい エルサレム 15：9－17

この世から受ける憎しみ エルサレム 15：18－25

真理の御霊が証をする エルサレム 15：26－27

使徒たちへの警告 エルサレム 16：1－6

慰め主 エルサレム 16：7－16
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十字架の刑

次の日の朝

2 7 8

救い主の生涯の最後の週

出来事 ヨハネルカマルコマタイ場所 末日の啓示

反対のもの：喜びと悲しみ エルサレム 16：17－30

預言：羊の群れが散らされる エルサレム 26：31－32 14：27 16：31－33

イエスの執り成しの祈り エルサレム 17章

ゲツセマネの園に入る オリブ山 26：30 14：26 22：39 18：1

ペテロ：「あなたが立ち直ったと

きには……」

エルサレム 22：31－32

預言：「鶏が鳴く前に」 エルサレム 26：33－35 14：29－31 22：33－34 13：36－38

「彼は罪人のひとりに数えられた」 エルサレム 22：35－38

イエスの苦しみと祈り ゲツセマネ 26：36－46 14：32－42 22：40－46 2 ニ ー フ ァ イ 9 ：

2 1－2 2；モーサヤ

3：5－ 1 2；教義 と

聖約19：1－24

ユダの裏切り ゲツセマネ 26：47－50 14：43－46 22：47－48 18：2－3

イエスを捕らえに来た者たちが地に倒れる ゲツセマネ 18：4－9

ペテロが剣でイエスを守ろうとする ゲツセマネ 26：51－54 14：47 22：49－53 18：10－11

弟子たちがイエスを見捨てて逃げ去る ゲツセマネ 26：56 14：50

イエスが捕らえられる ゲツセマネ 26：55－57 14：46－52 22：52－54 18：12

大祭司の審問 カヤパ邸 26：57－68 14：53－65 22：54 1 8：1 3，1 9－2 4

ペテロの否定 カヤパ邸 26：69－75 14：66－72 22：55－62 1 8：1 5－1 8，

25－27

兵士たちがイエスをあざける カヤパ邸 22：63－65

エルサレム 27：1 15：1 22：66 18：28

カヤパの審問 エルサレム 27：1 15：1 22：66－71 18：24， 28

ピラトの審問 エルサレム 2 7：2，1 1－1 4 15：1－5 23：1－6 18：28－38

ユダの後悔と死 神殿 27：3－10

ヘロデの審問 エルサレム 23：7－10

ヘロデと兵士たちがイエスをあざける エルサレム 23：11－12

ピラトの2度目の審問 アントニアの塔 27：15－31 15：6－15 23：11－17

殺人罪の囚人が釈放される エルサレム 2 7：1 5－2 1，2 6 15：6－15 23：18－25 18：39－40

罪なきイエスの血 エルサレム 27：24－25 2 3 ：4， 1 4 ，

22参照

19：4参照

イエスが打たれ，あざけられる エルサレム 27：27－31 15：15－20 19：1－12

イエスがゴルゴタへ連れて行かれる エルサレムの近く 27：32－34 15：20－23 23：26－31 19：13－17

カルバリ 27：35－44 15：24－33 23：32－43 19：18－22 ヒラマン1 4：2 0－

2 7；3ニーファイ

8：5－22；10：9

兵士たちがイエスの着物をくじで

分ける

エルサレム近

くのカルバリ

27：35 15：24 23：34 19：23－24
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8日後：イエスがトマスに御姿を示される

夕方：イエスが弟子たちに御姿を示される

週の初めの日：地震，天使が墓を

開く

イエスの埋葬

イエス・キリストの死

救い主の生涯の最後の週

2 7 9

しるし：ユダヤ人の王 エルサレム近くのカルバリ 27：37 15：26 23：38 19：19－22

出来事 ヨハネルカマルコマタイ場所 末日の啓示

闇：3－9時 エルサレム 27：45 15：33－36 23：44－45

イエスが母マリヤの世話をヨハネに託される カルバリ 19：25－27

カルバリ 27：46－50 15：37 23：46 19：28－30

地震：神殿の幕が裂ける エルサレム 27：51－53 15：38 23：45

やりで貫かれる カルバリ 19：31－34

過越に関する預言が成就する カルバリ 19：35－37

十字架の近くでその光景を見ていた人々 カルバリ 27：54－56 15：39－41 23：47－49

エルサレムの近く 27：57－61 15：42－47 23：50－56 19：38－42

祭司長やパリサイ人たちが墓の石

に封印をする

エルサレムの近く 27：62－66

十二使徒に託された偉大な使命 ガリラヤの山 28：16－20 16：15－18 モルモン9：22－24

エルサレムの

近く

28：1－2 24：1－2 ジョセフ・スミス

訳マタイ28：1－2

マグダラのマリヤが開かれた墓に

やって来る

エルサレムの

近く

20：1－2

ペテロとヨハネが墓に走ってやって来る エルサレムの近く 24：12， 24 20：3－10

「女よ，なぜ泣いているのか」 エルサレムの近く 20：11－13

「わたしにさわってはいけない」 エルサレムの近く 20：14－17

弟子たちは報告を聞くが信じようとしない エルサレムの近く 16：10－11 24：9－11 20：18

二人のマリヤが墓にやって来る エルサレムの近く 28：1 16：1－4 23：55; 24：3

天使：「イエスは死人の中からよ

みがえられた」

エルサレムの

近く

28：2－8 16：5－8 24：4－8

女たちがイエスに会う エルサレムの近く 28：9－10 16：9

祭司長たちが兵卒たちに口止めの金を与える エルサレムの近く 28：11－15

イエスが二人の弟子に御姿を示される エマオ 16：12 24：13－32

二人が弟子がほかの人々に話すが，彼らは信じない エルサレム 16：13 24：33－35

エルサレム 16：14 24：36－49 20：19－23

留守にしていたトマスは信じようとしない エルサレム 20：24－25

エルサレム 20：26－29

ヨハネによる福音書が書かれた目的 20：30－31

ペテロ：「わたしは漁に行くのだ」 ガリラヤの海 21：1－19

ペテロがヨハネのことをイエスに尋ねる エルサレム 21：20－22

ヨハネについての証 エルサレム 21：23－25 3ニーファイ 2 8：

6；教義と聖約7章

昇天，宣言 エルサレムの近く 16：19－20 24：50－53
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1. マタイ26：57－68；27：1－2

2. ヨハネ18：28－38

3. ルカ23：7－12

4. ヨハネ18：39－19：16

5. マタイ27：31－32

6. マルコ15：22－28

7. マタイ27：39－44

8. ルカ23：44－45

9.ルカ23：34, 43；ヨハネ19：

2 6－2 7；マタイ2 7：4 6；ヨハネ

1 9：2 8；ルカ 2 3：4 6；ヨハネ

19：30

10. ルカ23：44－46

11. マタイ27：50－51

12. ヨハネ19：31－37

13. マルコ 1 5：4 2－4 7；ヨハネ1 9：

38－42

2 8 0

キリストの生涯の最後の日
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出エジプトとヨハネ6章

2 8 1

イスラエルの出エジプト 新たな出エジプト

神は紅海に沿う荒れ野にイスラエルの子らを導かれた（出

エジプト13：18参照）。

（ヨハネ6：1－2）

モーセが「神の山ホレブにきた。」（出エジプト3：1。1 2

節；19：1－3も参照）

（ヨハネ6：3，15）

エホバが数多くのしるしと不思議を行われた（出エジプト

7：3。出エジプト7－11章も参照）。

（ヨハネ6：2，26，30）

主が過越の祭を定められた（出エジプト12章参照）。 （ヨハネ6：4）

神はイスラエルにマナすなわち「天から〔の〕パン」を与

えられた（出エジプト16：4。3－35節；申命8：3参照）。

（ヨハネ6：5－14，31－58）

主は人々に，毎日必要な分だけを集め，無駄を出さないよ

うに命じられた（出エジプト 16：16－30参照）。

（ヨハネ6：12）

主はモーセのような一人の預言者を立てると約束された

（申命18：15－18参照）。

（ヨハネ6：14）

主は紅海を分けてイスラエルを救われた。彼らは乾いた地

を歩いて進んだ（出エジプト1 4章参照）。この記述は暗闇と

風を強調している（20－21節参照）。

（ヨハネ6：16－21）

イスラエルは主に対して不平を鳴らした（出エジプト1 5：

24；16：8；17：3；民数11：4－6参照）。

（ヨハネ6：43，61，66）

預言者たちが出エジプトの意義について証した（出エジプ

ト1 4：3 1－1 5：2 1；民数2 0：1 2；申命4：3 3，3 5；6章；

2 6：5－9；イザヤ5 1：9－1 6；5 2：1－6；1ニーファイ1 7

章；2ニーファイ25：20参照；教義と聖約136：22も参照）。

（ヨハネ6：66－69）
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ペテロの生涯の出来事

2 8 2

____ 1．使徒2：14－40 A．ペテロは捕らえられるが，天使によって救い出される。再び神殿で教えを宣

べ伝えるが，再び捕らえられる。

____ 2．使徒3：1－11 B．ユダヤ人の指導者がペテロに教えを宣べ伝えるのをやめるように言う。ペテ

ロは大胆にイエス・キリストを証する。

____ 3．使徒3：12－26 C．ペテロが清い動物と汚れた動物の示現を受ける。この示現によって福音が全

世界に広められるようになる。

____ 4．使徒4：1－22 D．ペテロが神殿の門の所で足の不自由な男を癒す。

____ 5．使徒5：1－11 E．ペテロは奉献の律法の聖約を破ったある夫婦を非難した。その夫婦は二人と

も死んだ。

____ 6．使徒5：12－16 F．ペテロとヨハネは聖霊の賜物を授けるためにサマリヤへ向かった。ペテロは，

金で神権を買おうとしたシモンを叱責
しっせき

した。

____ 7．使徒5：17－42 G．ペテロはペンテコステの日に，記録に残されている最初の公開説教をした。

____ 8．使徒8：14－25 H．アイネヤとドルカスを死の床から起き上がらせた。

____ 9．使徒9：32－41 I．ペテロは記録に残されている二つ目の説教をし，ユダヤ人の指導者たちに，

悔い改めて，自分たちが殺したイエス・キリストを信じるように呼びかけた。

____ 10．使徒10章 J．ペテロの力は非常に尊ばれ，人々はペテロの影が自分にかかるようにし，そ

れによって病を癒された。
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2 8 3

新約聖書時代の地中海世界
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2 8 4

使徒パウロの伝道

旅 同僚 町／国 重要な出来事 書かれた手紙

（注意：表記の年数は概算によるものです）

最初の伝道の旅（西暦

4 7－4 9年）。使徒 1 3－

1 4章。『聖句ガイド』

地図6参照

バルナバ，ヨハネ・マ

ルコ（使徒1 3：2，5，

13参照）

シリヤのアンテオケと

セルキヤ。クプロ島の

サラミスとパポス。ガ

ラテヤのアンテオケ ，

イコニオム，ルステラ，

デルベ

魔術師エルマとの対

決。安息日の宣教と癒

し。迫害とアンテオケ

からの追放。石で打た

れ，死んだと思われる。

起き上がって，再び宣

べ伝える

不明

エルサレムにおける協

議（西暦 4 9－5 0年）。

使徒 1 5章。ガラテヤ

2：1－10

バルナバ，テトス（使

徒1 5：2。ガラテヤ2：

3参照）

エルサレム 異邦人への福音伝道の

指導者として教会指導

者から認められる

不明

2回目の伝道の旅（西

暦 5 0 － 5 3 年）。使徒

1 5：3 6－1 8：2 2。『聖

句ガイド』地図6参照

シラス（使徒1 5：4 0参

照）， テ モ テ （ 使 徒

1 6：1－3参照），ルカ

（使徒16：10参照）

シリヤのアンテオケ 。

ガラテヤのタルソ，デ

ルベ，イコニオム，ル

ステラ，アンテオケ。

トロアス。マケドニヤ

のピリピ,テサロニケ,

ベレヤ。ギリシャのア

テネとコリント。リュ

ディアのエペソ。エル

サレム

示現の中で，マケドニ

ヤで教えるように命じ

られる。ピリピで女か

ら悪霊を追い出す。シ

ラスとともに鞭打た

れ，投獄される。獄吏

を改宗させる。アレオ

パゴスの評議所で宣べ

伝える

1 テ サ ロ ニ ケ （ 西 暦

5 0－5 1年）。2テサロニ

ケ（西暦5 0－5 1年）。

どちらの手紙もコリン

ト か ら 発 信 さ れ た

（『聖句ガイド』「パウ

ロの手紙」2 0 1－2 0 3参

照）

3回目の伝道の旅（西

暦 5 4 － 5 8 年）。使徒

1 8：2 3－2 1：1 5。『聖

句ガイド』地図7参照

テモテ，エラスト（使

徒1 9：2 2参照）。マケ

ドニヤ人のガイオ，ア

リスタルコ（使徒1 9：

2 9参照）。ソパテロ，

セクンド，デルベ人ガ

イオ，テキコ，トロピ

モ（使徒2 0：4参照）。

ルカ（使徒2 0：5－6参

照）

スリヤのアンテオケ 。

ガラテヤのタルソ，イ

コニオム,アンテオケ。

エペソ，トロアス。マ

ケドニヤのピリピ，テ

サロニケ,ベレヤ。コリ

ント。ミレト，パタラ。

ツロ，カイザリヤ，エ

ルサレム

按手によって聖霊を授

ける。神がパウロを通

して特別な奇跡を行わ

れる。アルテミス崇拝

者からの攻撃。ユテコ

をよみがえらせる。自

分が捕らえられ，死ぬ

ことを予告する

失われた手紙（1コリ

ント5：9参照），コリ

ント人への第一の手紙

（西暦5 5年，エペソか

ら発信），コリント人

への第二の手紙（西暦

5 6年，マケドニヤから

発信），ガラテヤ人へ

の手紙（西暦5 6年，マ

ケドニヤから発信），

ローマ人への手紙（西

暦5 7年，コリントから

発信）
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使徒パウロの伝道

2 8 5

旅 同僚 町／国 重要な出来事 書かれた手紙

エルサレムにおける捕

縛とカイザリヤでの獄

中生活（西暦 5 8－5 9

年）。使徒 2 1 ： 1 6 －

26：32

不明 エルサレムとカイザリ

ヤ

迫害，逮捕，拘禁。自

分自身の改宗談。アナ

ニヤとサンヒドリンに

よる尋問。主の現れ。

ペリクス，フェストと

アグリッパ王に対する

弁明。カイザルへの上

訴

不明

ローマへの旅（西暦

5 9－6 0年）。使徒 2 7：

1－2 8：1 6。『聖句ガイ

ド』地図8参照

アリスタルコ，ルカ

（使徒27：2参照）

カイザリヤとシドン 。

クレテ島，マルタ島,シ

シリー島。アッピア街

道でポテオリからロー

マへ

ローマへの危険に満ち

た航海。天使の現れ。

危険を預言する。マル

タ島での難破。まむし

にかまれるが，害を受

けない

不明

ローマにおける最初の

獄中生活（借家での監

禁。西暦 6 0－6 2年）。

使徒28：16－31

エパフロデト（ピリピ

4：1 8参照），エペフラ

ス（ピレモン1：2 3参

照），テモテ（ピリピ

1 ： 1 参 照 ），テキコ

（エペソ6： 2 1参照），

ユスト（コロサイ4 ：

11参照）

ローマ 番兵としてローマの兵

士が一日中監視する 。

多くの訪問者に宣べ伝

える

ピリピ，コロサイ，エ

ペソ，ピレモン，ヘブ

ル。これらの手紙はす

べて西暦6 0－6 2年の間

にローマから発信

2度の獄中生活の合間

の時期（西暦62－65年）

不明 アジヤ，マケドニヤ，

クレテ。またスペイン

にも行ったと思われる

（『聖句ガイド』「パウ

ロ」の項，201参照）

神権指導者たちに手紙

で勧告を伝える

1テモテ（西暦 6 4年，

マケドニヤから発信），

テトス（西暦6 5年，エ

ペソから発信）

ローマにおける2回目

の獄中生活（西暦65年）

ルカ（2テモテ4：1 1参

照）

ローマ 2テモテの中で最後の

証を書く

2テモテ（西暦 6 5年，

ローマから発信）
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2 8 6

アジヤにある7つの教会（黙示2－3章）

町 キリストに
関する描写

正しい行い 悪い行い 主の懲らしめ 主の約束

エペソ

（2：1－7）

「右の手に七つの星

を持つ者〔7つの教

会の指導者たち〕」

（2：1）

「わたしは，あなたの

＿＿＿＿＿と

＿＿＿＿＿と

＿＿＿＿＿とを

知っている」（2：2。

2－3，6節参照）

「あなたは初めの愛

〔キリスト〕から離

れ て し ま っ た 」

（2：4）

「悔い改めて初めの

＿＿＿＿＿を行いな

さい」（2：5）

「勝利を得る者に

は，＿＿＿＿＿＿に

ある＿＿＿＿＿＿を

食べることをゆる

そう」（2：7）

スミルナ

（2：8－11）

「＿＿＿＿＿であり，

＿＿＿＿＿＿である者，

死んだことはある

が生き返った者 」

（2：8）

「わたしは，あなた

の苦難や，貧しさ

を 知 っ て い る 」

（2：9）

記述なし 「恐れてはならない

……死に至るまで

＿＿＿＿＿であれ」

（2：10）

そうすれば，＿＿

＿＿＿＿を与えよう。

……勝利を得る者

は，＿＿＿＿＿＿に

よって滅ぼされる

ことはない」（2 ：

10－11）

ペルガモ

（2：12－17）

「鋭いもろ刃のつる

ぎを持っているか

た」（2：12）

「あなたは，わたし

の＿＿＿＿を堅く持

ちつづけ……わた

しに対する＿＿＿＿

を捨てなかった 」

（2：13）

偽りの教師を受け

入れて，偽りの教

義 に 従 っ て い る

人々がいた（2：

14－15参照）。

「悔い改めなさい」

（2：16）

「勝利を得る者に

は，隠されている

マナを与えよう 」

（2：17）

マナ，あるいは 命

のパンはイエス ・

キリストを象徴し

ている（ヨハネ6：

31－35，48参照）。

テアテラ

（2：18－29）

「＿＿＿＿＿＿炎の

ような目と＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿のよう

な足とを持った神

の子」（2：18）

「わたしは，あなた

の＿＿＿＿＿＿と，

あなたの＿＿＿＿と

信仰と＿＿＿＿＿＿

と忍耐とを知ってい

る」（2：19）

偽りの教義が広ま

るのをそのままに

放置し，不品行の

罪 を 犯 し て い る

人々がいた（2：

20－23参照）。

「わたしは，あなた

がたひとりびとり

のわざに応じて報

いよう」（2：23）

「勝利を得る者……

には，諸国民を支

配する権威を授け

る。

「彼は＿＿＿＿＿＿の

＿＿＿＿＿＿をもっ

て……彼らを治め

るであろう」（ジョ

セフ・スミス訳2：

26－27）
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アジヤにある7つの教会（黙示2－3章）

2 8 7

町 キリストに
関する描写

正しい行い 悪い行い 主の懲らしめ 主の約束

サルデス

（3：1－6）

「神の七人の僕であ

る七つの星を持つ

かた」（ジョセフ・

スミス訳3：1）

「サルデスにはその

＿＿＿を汚さない

〔霊的な汚れに染ま

らない〕人が，数

人いる」（3：4）

「わたしは，あなた

のわざが，わたし

の神のみまえに完

全であるとは見て

いない」（3：2）

「それを守りとお

し，かつ悔い改め

なさい。もし＿＿

＿＿＿＿＿＿なら，

わたしは＿＿＿＿＿

のように〔不意に〕

来 る で あ ろ う 」

（3：3）

「勝利を得る者は，

このように

＿＿＿＿＿＿＿＿＿

を着せられるので

ある。わたしは，

その名をいのちの

書から消すような

ことを，決してし

ない。また，わた

しの父と御使たち

の前で，その名を

言いあらわそう 」

（3：5）

ヒラデルヒヤ

（3：7－13）

「聖なる者，まこと

なる者，

＿＿＿＿＿＿＿＿＿

を持つ者」（3：7）

「わたしの言葉を守

り，わたしの名を

否 ま な か っ た 」

（3：8。10節も参照）

「ユダヤ人と自称し

てはいるが，その

実ユダヤ人でなく

て，偽る者たち」

は「＿＿＿＿＿＿＿

の会堂に属する者」

になる（3：9）

「自分の持っている

ものを堅く守って

いなさい」（3：11）

彼らは神の聖所に

おける＿＿＿＿＿＿

となり，神の名と，

新しいエルサレム

の名を書きつけら

れる（3：1 2－1 3参

照）

ラオデキヤ

（3：14－22）

「＿＿＿＿＿＿＿＿，

忠実な，まことの

証人，神に造られ

たものの根源であ

るかた」（3：14）

記述なし 彼らは「冷たくも

なく，熱くもな」

く，「なまぬるい」

（3：15－16）

キリストから「金」

（天で得られる宝）

を買い，

＿＿＿＿＿＿＿＿＿

を身に着け（清く

なり），目薬を買い

なさい（霊的に見

えるようになるた

めに。3：18参照）

「だれでもわたしの

声を聞いて戸をあ

けるなら，わたし

はその中にはいっ

て……

勝利を得る者には，

わたしと共にわた

しの座につかせよ

う」（3：20－21）
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黙示録の強調点

2 8 8

堕落の前
の出来事

第1の
封印

第2の
封印

第3の
封印

第4の
封印

第5の
封印

第6の
封印

第7の
封印

地球が
日の栄えの
王国になる

黙　示　録

6節：

天での戦い

（12：7－12）

11節：

第1－5の封印

（6：1－11）

14節：

第6の封印

（6：12－7：8）

211節：

第7の封印が解かれたときからイエス・キ

リストの再臨まで（8－19章）

6節：

福千年

（20：1－6）

9節：

最後の戦い

と裁き

（20：7－15）

33節：

日の栄えの状態

の地球

（21：1－22：6）

ジェラルド・N・ランド, “The Book of Revelation－Three Keys for Making It a Book of Revelation,”

A Symposium on the New Testament（1980年），120より翻案。
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2 8 9

1．第1の天使がラッパを吹き鳴らしたときに降ってきた

雹と火によって，どのような結果が生じたでしょうか

（黙示8：7参照）。

2．第2の天使がラッパを吹き鳴らしたとき，どのような

ことが起こったでしょうか（黙示8：8－9参照）。

3．第3の天使がラッパを吹き鳴らしたとき，一つの星が

空から落ちてきました（黙示8：10－11参照）。

A．その星の名は何と言ったでしょうか。

B．その星はどのようなことを引き起こしたでしょ

うか。

4．第4のラッパが鳴った後，3つのものが暗くなったと書

かれています。その3つとは何でしょうか（黙示8：1 2

参照）。

5．第5の天使によって開かれた底知れぬ所の穴から何が

出て来たでしょうか（黙示9：1－3参照）。

6．黙示9：7－1 0の中で，ヨハネは何について説明してい

ると思いますか。

7．第6のラッパが鳴った後のこの大きな戦争に，どれほ

どの数の兵士が従軍したでしょうか（黙示9：16参照）。

8．この戦いで，人間の何分の1が殺されたでしょうか

（黙示9：18参照）。

9．黙示1 1：3に出てくる二人の証人は，どのような人で

しょうか（教義と聖約77：15参照）。

10．この二人の預言者はエルサレムでどれくらいの期間宣

べ伝えたでしょうか（黙示11：2－3参照）。 正しい答

えを◯で囲みなさい。

A．約3年半

B．1,260日

C．42か月

11．務めを果たした後の，この二人の預言者にどのような

ことが起こったでしょうか（黙示11：7－12参照）。

12．正／誤。第7の天使がラッパを吹き鳴らす直前に，

大きな竜巻が起こり全地を撃った（黙示1 1：1 3－1 4

参照）。

13．第7のラッパが吹き鳴らされた後，この世の王国はだ

れのものになるでしょうか（黙示11：15参照）。

14．地上の王国がイエス・キリストの王国になる前に起こ

る二つの出来事は，次のうちのどれでしょうか（黙示

11：19参照）。

A．暴風

B．雹

C．洪水

D．地震

第7の封印の第7のラッパ
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