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はじめに�

概 説� 本書のレッスンは教会のI
2

歳から17歳の若い女性を対象としている。一人一人の若い女性は，�

本書のレッスンを通して自分自身に対する主の計画をよく理解し，福音の原則に基づいた選択や�

行いができるようになる。�

M •ラッセル.バラード長老は次のように忠告している。「教師は補助的な資料を求める前に，�

聖文や公認の手引きを入念に研究するように強く求められています。教会公認の教材を十分に検�

討もせず，目をほかに移す教師が非常に多いようです。レッスンを行うときに聖文や手引き以外�

に補助的な資料の必要性を感じた場合は，まず教会発行の定期刊行物を使うことを考えるべきで�

す。」（『聖徒の道』1983年7月号，p. 119) 

単元別学習� 本書は以下の単元に分かれている。�

神の娘として生活する�

女性としての神聖な役割を果たす�

家庭生活に貢献する�

神権について学ぶ�

家族歴史と神殿活動について学ぶ�

伝道活動に参加する�

霊性を高める�

徳高い生活をする�

健康を維持する�

社会的，情緒的に成長する�

与えられているものを管理する�

指導力を養う�

各単元には閨連ある原則が詳しく説明されており，若い女性が理解し生活に応用できるように�

なっている。これらの単元を教えるときには，以下の点を考慮してクラスの若い女性の必要を評�

価する。�

今，どのような問題に直面しているだろう力、。�

そのテーマについて過去にどのようなレッスンを受けたことがあるだろうか。�

そのテーマについてすでにどのようなことを知っているだろうか。�

収められているレッスンの中で生徒の必要を最もよく満たすのはどれだろうか。�

生徒の必要を十分に考慮したら，レッスンのタイトルと目的をよく調べて，その必要をもっと�

もよく満たすレッスンを選ぶ。前もってよく計画すれば，レッスンをすべての単元にわたって教�

えることができるので，漏れのない，バランスの取れたカリキュラムを組めるであろう。�

参考資料� レッスンの準備には以下の資料を用いる。�

聖文——本コースのよりどころは聖文である。生徒に毎週各自の聖文を持参させる。�

レッスンでは常に聖文を利用するようにすべきである。時間が限られている場合や注意力を維�

持できないような場合は，最も効果的な聖句だけを用いるようにする。よく準備をすれば，聖文�

は教えるための力強い道具となる。�

クラスの若い女性はほとんど毎回のレッスンの間，自分の聖典を使って聖句を読むことが望ま�

しい。質問をしたり問題を提起したりして生徒を啓発する。読む箇所が分かるように参照聖句を�

黒板に書くとよい。普通は，聖句を読む前に質問をする。そうしないと，生徒は質問に答えるた�
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めに聖句を2度読まなければならなくなる。生徒は時�，聖典を開かずに自分の言葉で正しい答�

えを述べることがある。そのような場合は重ねて質問をし，聖文を読ませるようにする。例え�

ば，「パウロはそれをどう言っていますか」とか「この聖句からほかにどのようなことが分かり�

ますか」というような質問をする。�

若い女性に聖文を調べることに対して興味を持たせるには，まず教師自身が興味を持たなけれ�

ばならない。そのためには，レッスンの中で話し合う聖句についてよく調べ，祈り，深く考えて�

自分自身準備をする必要がある。�

『教師，その大いなる召し』（36123 300)は，どの教師にとっても非常に役立つ書物である。�

この書物には，レッスンの準備，霊的な教え，教授法（ロールプレインダ，バズセッション，質�

問，黒板を使った説明，実物を使ったレッスンなど）に閨する提案や，生徒を参加させるための�

提案が載っている。また，教室での生徒の態度の指導や教室の準備に閨するアイデア，そのほか�

教授法改善のための提案もたくさん載っているので，レッスンを準備し教える際に参考にする。�

『リアホナ』——『リアホナ』には，レッスンの内容を豊かにするうえで役立つ記事や物語が掲�

載されている。�

レッスンの構成� 各課の構成は以下のとおりである。�

1.目的——ここにはその課の目的すなわち，レッスンの結果として生徒に理解してもらいたい�

ことや行ってほしいことが述べられている。�

2.準備——ここには視覚資料や配付物，あらかじめ割り当てておく必要のあることなど，レッ�

スンを教えるのに必要なものが列挙されている。レッスンで使用する視覚資料のほとんど�

は，巻末にとじ込みになっている。番号が付いているものは，教会付属図書館に収録されて�

いる視覚資料であることを示す。巻末の視覚資料は本書から取り外さないようにする。配付�

物も巻末にとじ込んであるので，複写して生徒に配付する。ほとんどのレッスンで聖典とチ�

ヨークと黒板が必要である。�

3.レッスンの展開——左側の欄外にある表記は教え方を示すものであり，本文には教えるべき�

事柄が述べられている。したがって，その時�の生徒の必要を満たすのに最も適した資料と�

教え方を選んで教えるようにする。（場合によってはレッスンを何回かに分けて行ってもよ�

い。）�

レッスンの本文は以下のようになっている。�

a.導入。ここには，レッスンの始め方，生徒の注意や関心を引きつける方法が提案されて�

いる。�

b.小見出し。レッスンの各項には主概念が述べられている。テキストに示されている聖�

句，物語，引用文，活動を用いてそれぞれの項を教える。�

c.結び。ここではレッスンのまとめをし，教えた福音の原則について感想や証を述べさせ�

O o 

d.レッスンの応用。ここでは，学んだ原則を実生活に生かせるように，生徒に与える行動�

計画，課題，目標が具体的に提案されている。場合によっては，翌週のレッスンの冒頭�

に，経験したことを話し合う時間を取ってもよい。そのときは，「先週は� につ�

いて学びましたね。試してみましたか。どう思いましたか」と言うとよい。生徒の反応�

がないときは，「わたしも試してみました。そして，こんな経験をしました」と言うと�

よい。教師は実際の経験を話すことによって，原則を生活に応用する方法を教えること�

ができる。�

e.活動の提案。これはレッスンに関連した活動で，福音の原則をさらに強化し発展させる�

ために計画するとよい。�

レッスンの中の物語や事例は，レッスンで教えている福音の原則が日�の生活にどう応用でき�

るかを生徒に教えるためのものであるが，祈りをもって準備したり実際にレッスンを行ったりし�

ているときに，自分自身の経験や生徒がもっと身近に感じられるほかの事例などに替えた方がい�

いのではないかと思えることが出てくるであろう。そのようなときには，教えるべき福音の原則�
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に注目し，用いようとする経験談や事例がレツスンの目的にうたわれている福音の原則を支持す�

るものであることを確かめなければならない。�

レッスンは本書の順番どおりに教える必要はないが，年度末までには必ずすベてのトピックを�

網羅するようにする。�

若い女性を教える� あなたは若ぃ女性を教えてぃるのであり，単にレッスンを教えてぃるのではなぃ。そのことを�

心に留める。若ぃ女性が神の娘としての潜在能力を十分に発揮する手助けができるよう，霊感を�

祈り求める必要がある。�

効果的な教育には，若ぃ女性一人一人，その両親，家族を知ることが含まれる。若ぃ女性一人�

一人とその家族につぃて思ぃをはせる。そして，彼女たちを見るときには，天の御父がご覧にな�

るように見るよう心がける。また，一人一人をありのままの姿で受け入れ，福音の中で成長でき�

るように助ける。�

以下の事柄を自分に問ぃかけることによって，若ぃ女性一人一人を知る。�

參関心事，望み，才能，目標は何だろう力\ 

•教会，学校，職場で，また仲間の中で，どんな経験をし，どんな立場で生活してぃるだろう�

か。�

•どんな問題を抱えてぃるだろうか。�

•どう助けられるだろうか。�

若ぃ女性を助ける最善の方法は，福音を学んで実践できるように援助することである。マリオ�

ン . G •ロムニー副管長は次のように述べてぃる。「しかし，福音は聖文から学ぶだけでは十分で�

はありません。福音は実践しなくてはなりません。事実，福音の知識を身に付けることと福音を�

実践することとは相互依存の関係にあり，切り離せなぃものだからです。実践せずして福音を完�

全に身に付けることはできません。福音の知識は少しずつ身に付くものです。少し学んでは学ん�

だことを守り，また少し学んではそれを守るのです。ずっとこれの繰り返しです。このようにし�

て，わたしたちは福音を完全に知ることができるようになるのです。」("Records of Great 

Worth" Ensign「大いなる価値ある記録」『エンサイン』1980年9月号，p. 4 ) 

心身に障害のある会員救い主は障害を持った人への思いやりについてわたしたちに模範を示された。復活の後にニー�

を參加させるためにファイ人を訪れた主はこう述べておられる。�

「あなたがたの中に病気の者がいるか。彼らをここに連れて来なさい。足の不自由な者，目の�

見えない者，足の悪い者，手の不自由な者，らい病にかかっている者，体のまひしている者，耳�

の聞こえない者，あるいはどんなことでも苦しんでいる者がいるか。彼らをここに連れて来なさ�

い。癒してあげよう。わたしはあなたがたのことを哀れに思い，わたしの心は憐れみに満たされ�

ている。」（3�ニーフアイ17�： 7) 

教会の教室で教える者として，あなたは思いやりを示す理想的な立場にいる。もちろん専門的�

な援助を与えるための訓練は受けていないかもしれない力《，障害を持つ一人一人に教師としての�

閨心や理解を示すことはできるはずである。そして，できるだけ学習活動に参加させる。�

障害の内容は，学習能力の欠如，言語や話し方の問題，目や耳の障害，行動や社会性の問題，�

知的障害，体が自由に動かせないこと，慢性病など様�である。中には言語がよく理解できなか�

ったり，文化的な面で慣れなかったりする人もいることであろう。こうしたそれぞれの置かれた�

状況にかかわりなく，すべての人が愛され，受け入れられ，福音を学び，参加して達成感を味わ�

い，人に奉仕したいと望んでいる。�

障害を持つ人を教えるときには次に挙げる指針に従う。�

參障害を超えたところにあるその人個人を知る。自然に，親しく，優しく接する。�

參抱えている問題とともにその人の優れた点も知る。�

參生徒にクラスの仲間を尊敬する責任があることを教える。障害を持つ人を助けること�

は，クラス全体でキリストのような思いを経験する機会にもなる。�

眷両親や家族，場合によっては本人と話し合い，最もふさわしい教授法を見つける。�
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參障害を持つ生徒を朗読や祈りを通してレッスンに参iJロさせる前に，そうした参iJロの仕方をどう�

思うか尋ねてみる。一人一人が能力と才能を持っていることを強調し，各人が気持ちよく，し�

かも達成感をもって参iJ�ロできる方法を考える。�

•障害を持つ生徒の必要に合わせてレッスンの資料や物理的な環境を変える。�
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神の娘として生活ずる�



苐7課� 父なる神�

目 的� 父なる神への理解を深める。�

準 備 1.視覚資料1「最初の示現」（巻末に掲載）�

2 .任意——レッスンの2番目の部分に挙げた参照聖句とその内容を模造紙に書く 0 

3.—人の生徒に「高きに栄えて」（『賛美歌』180番）を独唱するように割り当てる。歌詞を読�

ませてもよい。�

4.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。�

レッスンの展開� 導 入�

次の物語は，父なる神の属性について理解しようとするとき，多くの人�が抱く共通の関心に�

ついて述べ’たものである。�

物 語� エブは黒人の青年で，1950年代のジョージアで育った。エブの生活は目まぐるしく変わり，長�

続きするものはほとんどなかった。しかしそんな中で，週に1度必ず行われることがあった。そ�

れは，エブの母親がたくさんいる子供を皆連れて教会に行くことだった。エブの父親は牧師だっ�

た。�

14歳のころ，エブは自分の教会の教えに疑問を持つようになった。特に，神についての説明に�

は混乱した。体も手足も感情もない神，同時にどこにでも存在し，特定の場所には存在しない�

神。彼はどうしてもそのような神を心に描くことはできなかった。エブはイエスに対してもう少�

しましな概念を抱いていた。なぜなら，イエスの絵を見たり，地上におけるイエスの業について�

『聖書』で読んでいたからだった。�

エブは聖歌隊で歌うことが好きだったが，だんだん教会に行くことが面倒になった。しかし，�

もっと重大なことは，とらえどころのない神に祈ることが面倒になったことである。しばらくし�

て，彼の生活はいろいろな面で，かつて受けた霊的な訓練から離れていった。�

それから歳月が流れて，エブは職場で二人のモルモンの宣教師に会った。かつての宗教的な生�

活が，心の底によみがえるようだった。宣教師たちがジョセフ•スミスの物語を話したとき，少�

年ジョセフがどの教会に加わるべきかについて悩んだことを聞いても，エブは驚かなかった。そ�

れは，自分が少年のころ経験した気持ちを思い出したからであった。�

視覚資料� 「最初の示現」の絵を見せる。�

宣教師たちはジョセフ•スミスの最初の示現の物語を紹介し，御父と御子が栄光に満ちた別個�

の御方として姿を現されたことを話した。エブはその示現が真実であることを知り，温かいすば�

らしい気持ちに満たされるのを感じた。�

ほどなくしてエブはバプテスマを受けた。神がどのような御方かを知り，自分が文字どおり神�

の子であることを知って，エブは人生の偉大な目的を見いだすことができたのだった。�

父なる神の属性について理解を深める�

話し合い� 鲁なぜエブは天の御父に祈ることが面倒になったのでしょうか。�

•ジョセフ•スミスの最初の示現の物語から，エブは何を学んだのでしょうか。�

•この話は，なぜエブにそれほど深い感銘を与えたのでしょうか。�

•わたしたちはどのようにして神のほんとうの属性を知りますか。�
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預言者のli，聖文，個人の啓示などを通して神の属性が分かることを，生徒に理解させる。�

教師の提示と聖句� 「神の属性を確実に知ることは，福音の第一原則である」とジョセフ•スミスは教えている�

{Teachings of the Prophet Joseph Smith『預言者ジョセフ•スミスの教え』ジョセフ•フィ一ル�

ディング•スミス編，p. 345)。 

ジョセフ.スミスが御父と御子にまみえた経験を述べていることを説明する。生徒にジョセ�

フ•スミス—歴史1：17と教義と聖約76�：19 —24を読んでもらう。�

父なる神の名前はエロヒムであり，神は全人類の霊の父であられる。また，イエス•キリスト�

の肉体の父であられる。�

次の大管長会の声明を読む。「永遠の父なる神，すなわち昇栄された御方の御名であり称号と�

してわたしたちがエロヒムと呼ぶ御方は，わたしたちの主であり救い主であるイエス•キリスト�

と人類の文字どおりの親である。」("The Father and the Son: A Doctrinal Exposition by the 

First Presidency and the Twelve" Improvement Era「御父と御^� 犬管長会と十二使徒会に�

よる教義の解説」『インプルーブメント•エラ』1916年8月号，p.934) 

地上の預言者に御父が自ら姿を現されたり，言葉をかけられたりすることはほとんどない。あ�

るとすれば，原則として御子イエス•キリストの神聖な権能について証されるときである。�

•いつ御父は御子について証されましたか。（ジョセフ•スミスの最初の示現のとき，キリストが�

バプテスマを受けられたとき，キリストが使徒たちの前で変貌されたとき，キリストが復活後�

ニーフアイ人に姿を現されたとき。）�

黒板と聖句� ジョセフ•スミスは父なる神の性質について次のように述べている。6つの点について述べな�

がら次の言葉を黒板に書く。1.永遠，2.憐れみ，3.不変，4.真実，5.偏りみない，�

6.愛。�

「第1に，父なる神は地球が創造される前から神であり，創造の後も神であった。�

第2に，憐れみ深く，愛情深く，怒るに遅く，優しさにあふれ，永遠の過去から永遠の未来に�

わたって存在する。�

第3に，神は不変であり，神にかかわるらとで変化し得るものはない。神は無限の過去から無�

限の未来にわたって同じであり，昨日も今日も，また永遠に同じである。その道は，変わること�

なく一筋である。�

第4に，父なる神は真実の神であり，偽ることがない。�

第5に，神は人を偏りみることがなく，神を畏れ義を行うすべての人を受け入れる。�

第6に，神は愛である。」{Lectures on Faith『信仰講話』N • B •ランドウォール編，P. 35) 

黒板または掲示物� 黒板の片側に参照聖句，もう一方の側に神の属性を書く。（または用意した模造紙をはる。）生�

徒たちに聖句を探させ，朗読させる。聖句とその聖句の示す神の属性を線で結ばせる。�

ヨハネ3�： 1 6 — ^ ^ わ た し た ち の 霊 の 父�

教義と聖約130�：� 愛�

へブル12�： \骨肉の体を持つ�

教義と聖約109�：� 不変�

モルモン9�： \天におられる�

わたしたちは御父の子供であり，相続人である�

引 用� わたしたちの末日の預言者が，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教え�

てきたことを説明する。�

次の引用をだれかに読ませる。�

「わたしが力説したいと思っている真理は，死すべき肉体を持つわたしたちが，実際，文字ど�

おり神の子である，ということである。もし人がこの真理を理解し，信じ，受け入れ，そして，�

3 



56し合し、�

聖句を使った�

日占し合し、�

聖句を使った�

eiしロし、�

引 用�

それに従って生活するなら，わたしたちの枯渴寸前の社会はいやされ，改革されるであろう。さ�

らに人もまた，この現世において平安を得，来世においては永遠の喜びを得るであろう。」（マリ�

オン• G •�ロムニー「人——神の子」『聖徒の道』1973年10月号，p.474) 

自分が神の子であると知ることによって生活がどう変わるか，例を幾つか考えるように言う。�

次のような質問をしてもよい。�

•自分が神の子であると知ることによって，自分自身に対する態度はどう変わりますか。�

眷人は皆神の子であると知ることによって，家族や友達に対する接し方はどう変わりますか。�

鲁自分には祈ることのできる御父がおられることを知らなかったとしたら，あなたの生活はどう�

なっていたでしょうか。�

わたしたちは，神がわたしたちの父であることを知ることにより平安と喜びを得，この世に生�

きている一人一人が大いなる価値を持った存在であることを理解できるようになる。�

一人の生徒にローマ8�：16 — 17を読ませる。�

次のことを説明する。この聖句を読むと，わたしたちが神の子供であり，したがって神の相続�

人であることが分かる。わたしたちは永遠の命を受け継ぐことができる。永遠の命とは，神が得�

ておられるような生活である。神は御自身が持っておられる知識や栄光を，わたしたちにも受け�

させてくださる。しかし，永遠の命を受けるために満たさなければならない条件も定められた。�

參その条件は何から知ることができますか。（聖文，近代の預言者の教え，両親の教え，教会の�

集会での教え。）�

その条件とは，神が与えられた戒めである。戒めは，この世において幸福を得，来るべき世に�

おいて永遠の命を得る方法を示している。�

神が得ておられる命以上にすばらしいものはないことを，生徒たちに理解させる。わたしたち�

はその命の一部である喜びや美しさを想像することさえできない。戒めは，要求されるすべての�

努力を払って守る価値がある。なぜなら，そうすることによってのみ，わたしたちは御父のよう�

になり，永遠の命を受け継ぐことができるからである。�

イエス•キリス卜について学ぶことにより，御父について学ぶ�

一人の生徒にヨハネ14: 7を読ませる。�

次のことを説明する。聖文の中には，御父の言葉や行いはほとんど記録されていない。御父に�

ついて学ぶ最良の方法は，御子イェス•キリストについて学ぶことである。�

イェス•キリストについて学べば御父について学べることを理解させるために，次の概念を提�

尔する。�

1.御父と御子は一つである。�

眷どのような点で御父と御子は一つなのでしょうか。�

御父と御子が目的において一つであることを，生徒たちに理解させる。御二方は別個の御�

方であるが，思いと行いにおいて完全に一致しておられるので，どちらかがどちらかの代わ�

りに語ることができる。キリストが語られ行われたことを学べば，御父が語られ行われたで�

あろうことを知ることができる（ヨハネ17�： 20 —23参照）。�

生徒たちは，聖文の中でどれがイェス•キリストの言葉で，どれが御父の言葉かをよく質�

問する。次の資料はそのような質問に答えるときに助けとなる。�

「神について，また主について述べているほとんどの聖句は，御父と御子をわざわざ区別して�

はいない。それは単に，その御方がどちらの神であっても何ら差異はないからである。御父と御�

子は一つである。同じ状況下において，どちらか御一方が語られ行われることは，別の御一方も�

語られ行われるのである。�

御子の語られることは御父の語られることであり，その言葉が御父の言葉であると解されるこ�

ともあるが，啓示が与えられる場合，聖霊の力による場合，普通それは御子の言葉である。」（ブ�
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第11課�

ルース.r •マッコンキー “Our Relationship with the Lord” Brigham Young University 1981-

82 Fireside and Devotional Speeches「主とわたしたちとの関係」『ブリガム•ヤング大学での説�

教』1982年3月2日）�

教師の提示 2.御父とイエスは同じようにわたしたちを愛しておられる。�

イエスは御自身の行われるすべてのことにおいて，永遠の愛を示しておられる。御父も同�

様にわたしたちを愛しておられる。イエスが地上においてユダヤ人やニーファイ人の間で行�

われた偉大な愛の業について読むとき，御父も同様の完全な愛でわたしたちを愛しておられ�

ることが分かる。キリストは，御父がわたしたちに抱いておられる偉大な愛を教えられた。�

一人の生徒にマタイ7�： 7—11を読んでもらう。御父はわたしたちをとても愛しておられ�

るので，わたしたちのためにならないことは決してなさらない。�

3.イエス•キリストは御父の救いの計画を実行された。�

救いの計画は御父の計画である。御父は前世においてそれをわたしたちに示され，それを�

実行するために御子イエス•キリストを選ばれた。キリストは地上に来て，悔い改めと神の�

戒めに対する従順を教えられ，その後，わたしたちの罪のために苦しまれた。そして復活さ�

れ，わたしたちが悔い改めることを条件に，御父のもとに帰ることができるようにしてくだ�

さった。イエス•キリストが推し進められた偉大な救いの計画について学ぶとき，御父がい�

かに賢明で愛に満ちておられるかが分かる。�

4.イエス•キリストは肉における御父の独り子であり，御父と同じように物事を考え，行われ�

る。ヨハネ1:14;へブル1：1�一3参照。�

5.わたしたちはイエス•キリストの御名によって御父に祈る。3�ニーフアイ18�：19 —21；2ニ�

一ファイ32�： 9参照。�

6.イエス•キリストは，模範によって御父のもとに帰る道を示された。ヨハネ14: 6 ; 2ニー�

ファイ31：16 —18参照。�

結 び�

神の娘である生徒たちは，神の属性に対する理解を深めなければばらない。御父についてより�

深く理解するとき，神の戒めを守りたいという望みと守る能力を増し，神の娘としての可能性を�

伸ばすことができる。�

歌� 一人の生徒に「高きに栄えて」（『賛美歌』180番）を歌ってもらうか，または全員で歌う。�

レツスンの麻用�

1.今週1週間，自分は神の子であり，ほかの人�は自分の兄弟姉妹であるという知識を念頭に�

置いて生活するように言う。その知識のために，自分自身の行いやほかの人に対する態度が�

どう変わったかを日記に書くように言う。�

2.ヨハネ17�： 3を覚えさせる。�
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救f]主を知る 

目 的� イエス•キリストを友とするように努力する。 

準 備 1.視覚資料
2

「戸をたたくイエス」（巻末に掲載） 

2.教室の前方にキリストの絵をはる。 

3.一人の生徒に，救い主への思いや救い主と自分との関係について述べさせる。 

4.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

レッスンの展開� 導 入�

物 語 次の物語を話す。 

「ある男の人が死んで復活した後，面接を受けるためにある部屋で待っていた。その人の前に 

はもう一人の人が順番を待っていた。扉が開き，前の人が面接の部屋に入って行くと，扉は閉め 

られた。面接の様子は，外で待っていた男の人にもよく聞こえた。面接する人はこう言った。 

『イエス•キリストについて知っていることを話してください。』�

『イエスはベツレヘムでマリヤから生まれ，33歳で世を去りました。また，亡くなる前の3年 

間は，御自身の教会を組織し，使徒を選んで教会を管理させ，福音を説いてわたしたちを導く業 

に携わられました。』 

面接している人はその話を遮り，『そう，ほんとうにそのとおりですが，キリストについて知 

っていることを話してほしいのです』と言った。 

『わたしたちが永遠の命を得られるようキリストは苦しみを受け，十字架にかけられました。 

そして3日後に復活され，わたしたちが御父のみもとに帰れるようにしてくださいました。』 

『そうです。そのとおりです。でもわたしはあなたに，イエス•キリストについて知っている 

ことを話してほしいのです。』その人は少し当惑したようだったが，続けてこう答えた。『イエス 

はジヨセフ•スミスを通して完全な福音をこの世に回復し，御自分の教会をこの世に組織されま 

した。また，わたしたちが死者を贖う業を行えるよう，神殿を与えてくださいました。さらに， 

わたしたちが自分の家族と強いきずなで結ばれるよう，家族の祈りと家庭の夕べを与えてくださ 

いました。そして，救いと昇栄に必要な個人の儀式を与えてくださいました。』 

面接している人は再び話を中断して言った。『あなたが答えたことはすべて真実です。』それか 

ら，面接している人はその人に部屋を去るように言った。その人が部屋を出ると，待っていた男 

の人が中に入った。その人は面接している人に近づくとひざまずき，『わが主よ，わが神よ』と 

叫んだ。」 

わたしたちは皆キUス卜を知ることができる�

話し合い 自分の状態について考え，心の中で次の質問に答えるように言う。時間を1分与えて考えさせ 

なo 

參あなたは今主とお会いしたら，その方が主であると分かるほど救い主についてよく知っていま 

すか。 

各自の気持ちをクラスで話し合う。救い主を知るために救い主を見る必要はないことを理解さ 

せる。義人は主の御心にかなう方法で主の御心にかなうときに主を見る（教義と聖約93:1参 

照）と約束されてはいるが，トマスには「見ないで信ずる者は，さいわいである」（ヨハネ20: 

29)と言われた。 
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視覚資料を使った�

話し合い�

聖 句�

物 語�

「戸をたたくイエス」の絵を見せる。�

•この絵でおかしなところはどこですか。（扉に取っ手がない。）�

•キリストに入っていただくにはどうしなければなりませんか。（扉を開けなければならない。）�

黒板に3�ニーファイ9�：14と書き，そこを開くように言う。その聖句を読んで話し合う。�

キリストは，すべての人がみもとに来るように招いておられる。しかし，招きに応じるかどう�

かは，わたしたち自身が決めなければならない。�

メルビン.J •バラード長老の経験を読む。バラード長老は，真剣な態度でみもとに来る人だ�

けが受けることのできる喜びを見いだした。�

「今，2年前のことを思い出しています。そのときわたしは，救い主がほんとうに十字架上で�

亡くなられ，復活されたのだという証を得たのです。わたしはその出来事を決して忘れないでし�

ょう。今晩わたしは，自慢する気持ちからではなく心からの感謝をもって，若い兄弟姉妹の皆さ�

んにその経験をお話ししたいと思います。わたしは主が生きておられることを知っています。ま�

た，御子を通してこそ救いを見いだすことができること，人類のためにささげられた聖なる犠牲�

を忘れてはならないことを知っています。この犠牲はわたしたちが主のみもとに行き，義とされ�

る準備ができるよう，霊的な成長の手段として与えられたものなのです。�

わたしはフォートベック•インディアン居留地で，数人の兄弟たちとインディアンの人たちに�

伝道していました。そのとき，わたしはその地での業に関する問題について決断を下すために主�

の助けを求め，わたしたちの業は主の御心にかなっているという証を主御自身から得たのです。�

ある晚のこと，わたしは夢を見ました。神聖な神殿の建物の中にいる夢でした。祈りと喜びのひ�

とときが過ぎると，ある部屋に入って栄えある御方にお会いする特権が与えられると知らされま�

した。その部屋に入ると，かつて目にしたことのないような輝きに満ちた御方，すなわち永遠の�

世界におられると心に描いていたその御方が，ひときわ高い壇上に座っておられるのが見えまし�

た。わたしが近づいて行くとその御方は立ち上がり，両手を広げながらわたしの方に進んで来ら�

れました。そして，ほほえみながら，優しくわたしの名前を呼ばれました。この先百万年生きた�

としても，あのほほえみは決して忘れないでしょう。その御方はわたしを腕に抱いてロづけし，�

しっかりと胸に抱き締め，それから祝福してくださいました。骨の髄まで溶けてしまうような思�

いでした。祝福が終わると，わたしはその御方の足もとにひざまずき，涙とロづけの雨を浴びせ�

ました。世の贖い主であるその御方の足には，釘の跡がありました。万物を手中に収めておられ�

る御方の前に出て，その愛と慈悲と祝福を受けたときの気持ちは，もしあの気持ちをもう一度味�

わうことができるなら，そのために自分のすべてを，自分がこうありたいと願うすべてをささげ�

ようと思うほどのものでした。」{Melvin J Ballard ： Crusader for Righteousness『メルヒン• 

J •バラード——義の戦士』pp.138 —139) 

聖文と預言者はキ1
Jス卜のちとに来る方法を教える�

•使徒にならなければ，キリストの友になることができませんか。また，完全でなければなりま�

せんか。�

引 用� 一人の生徒に次の文を読ませる。�

「主はわたしたちにそのままで来るように望んでおられる。主の前に行くために完全である必�

要はない。地上におられたとき，イエスは取税人や罪人と交際された。なぜ彼らと交際するのか�

という弟子たちの質問に対して，主は美しくも簡潔な言葉で語られた。『丈夫な人には医者はい�

らない。いるのは病人である。』（マルコ2�：17)主に近づく前に自分で不完全なところを直すこ�

とは求められていないのである。主は，不完全なままで主の前に来るように求めておられる。そ�

うすれば主は，わたしたちが不完全な点に打ち勝つことができるように助けてくださるのであ�

る。主はわたしたちを愛し，わたしたちが罪に打ち勝つように望んでおられる。また，わたした�

ちが選択の自由を行使するとき，助けてくださる。わたしたちは悔い改めの過程を踏み，弱点を�

7 



克服するよう心を尽くして努力すべきである。」（ジョセフ.F •スミス『福音の教義』第1巻，�

教師用手引き，p.51) 

聖句と黒板� わたしたち皆が救い主を知ることができることを強調する。主はわたしたちに完全であること�

を求めておられるのではなく，完全になるよう努力することを求めておられる。� 、�

參スミス大管長の言葉によれば，救い主に近づくためには何をしなければならないでしょうか。�

黒板に「主に近づくには」と書き，その下に生徒たちの答えを書く。（書き方はこの項の最後�

にある。) 

イエスはヨハネ5�：14で別のことを求めておられる。この聖句を読み，印を付けさせる。イエ�

スが求めておられることを黒板に書き加える。�

引 用�

sfiしaレ〜�

「あなたにわたしが命じることを行う」とはどのような意味か理解させるために，次の引用文�

を読む。�

「若人の皆さん，あなたがたは最もすばらしい時代に生を受けている。純潔を守りなさい。す�

ベての人を主のもとへ導く高い標準を守りなさい。聖文にある真理を学び，心を満たしなさい。�

両親に従い，神に従順でありなさい。天の聖歌隊に耳を傾け，天の歌を歌いなさい。俗悪で下品�

なサタンの音楽を避けなさい。サタンは肉感的なリズムであなたを捕らえ，ついには地獄へ引き�

ずり落とそうとしている。イエス•キリストとのきずなを強め，誘惑に打ち勝ちなさい。このき�

ずなほどあなたに大いなる喜びと幸せをもたらすものはないであろう。」（ウィリアム• R •ブラ�

ッドフォード「キリストの模範に従っているだろうか」『聖徒の道』1976年8月号，p.414) 

ブラッドフォード長老の勧告について話し合う。この実際的な提案が，生徒が戒めに従って生�

活するうえで役に立つことを理解させる。戒めを守り，現代の預言者の助言に従うことによっ�

て，わたしたちは救い主により近づくことができる。�

聖 句� 黒板に教義と聖約88�： 62 — 63と書き，この箇所を開けるように言う。�

•救い主は，主の友となるためにほかに何をするように求めておられますか。�

參どのように「近づき」「求め」たらよいでしょうか。この二つの言葉を黒板に書く。�

まとめ� 黒板に挙げられた事柄を行うよう努力するときに救い主に近づくことができることを強調す�

る。今年のレツスンは，さらに深くイエス•キリストを理解し，主の友となれるように助けるた�

めのものである。そのことを指摘する。�

救い主に近づくには�

1.不完全さを克J!艮する力を主に求める。�

2.悔い改めて弱点を克服する。�

3.すべての戒めに従うことによりキリストが�

命じられたことを行う。�

4.近づき，求める。�

結 び�

引 用� 次の二つの引用文を読んでレッスンを結ぶ。�

「キリストを伴侶としなさい。そうすればキリストはあなたに近づき，あなたのもっとも親し�

い友となってくださるであろう。キリスト以上にすばらしい友はいない。」（「キリストの模範に�

従っているだろうか」p. 414) 

「わたしは，主であり救い主であられるイエス•キリスト力《，わたしたちの友であることを証�
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第11課�

する。あるときは戒めや叱責により，またあるときはメッセージや啓示，励まし，忍耐により，�

主は毎日そのことを証明しておられる。主は確かにわたしたちの手を取って導いてくださる力《，�

わたしたちが自ら主の言葉と道を踏み行って成長するように望んでおられる。」（マービン• J • 

アシュトン，Ensign『エンサイン』1973年1月号，p. 43) 

証� 前もって割り当てておいた生徒に，救い主に対する気持ちを述べてもらう。ほかの生徒たちに�

もその機会を与える。�

教師も，救い主に対して抱いている愛について証する。これからの1年，贖い主に近づくため�

に一生懸命努力するように言う。このコースを受けることによって，さらに勇気が得られること�

を強調する。生徒は聖典を持参し，過去と現在の預言者を通して語られた救い主の言葉を研究す�

る。聖文を研究し，罪と欠点を悔い改め，戒めに従って生活する生徒は，イエス•キリストとの�

関係を確立し，それをさらに堅固なものとすることができる。また，これまで以上に心を込めて�

祈るようになり，いっそうの平安を得ることだろう。�
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第 3課 曰々福音[こ従う 

目 的� 若い女性一人一人が曰�の生活で主を近く感じるようになる。�

準 備 視覚資料3「イエス•キリスト」（巻末に掲載）�

任意——教義と聖約19�： 23を書いた紙�

任意——「愛」「祈り」「奉仕」「従順」「勉強」「労働」と書いたカード�
きよ 

任意——「現世はもちろんのこと，来世においても平安と幸福を得る確かな道は，今日も，�

明日も，明後日も，毎日主に仕えることである」と書いたしおり（人数分）�

6人の生徒に次のテーマを割り当て，それによって主を身近に感じた経験を話させる。��

愛，�祈り，�奉仕，�従順，（5)聖文の勉強，（6)労働。クラスの人数が6人以下であ�

れば，テーマの数を減らしてもよい。�

一人の生徒に「われに来よ」（『賛美歌』66番)，「絶えず頼り主求む」（『賛美歌』53番)，また�

は同じ内容の賛美歌を歌うように割り当てる。あるいは歌詞を読ませてもよい。�

物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。�

レッスンの展開� 導 入�

視覚資料，掲示物，� 「イエス•キリスト」の絵と，教義と聖約19�： 23の聖句を書いた紙をはる。聖句について話し�

話し合い� 合う。キリストについて学び，キリストのように生活して平安を味わうことの大切さを強調す�

る。この聖句に印を付けさせる。レッスンの間この聖句を心に留めるように言う。�

曰常生活で主を身近に感じる能力を高める�

黒板を使った� 日常生活において主を身近に感じるためには，曰�キリストに近づく努力をしなければならな�

話し合い� い。�

參日常生活の中で今まで以上に主を身近に感じるために，どんなことができますか。�

生徒たちの答えを黒板に書く。次のような答えが出ればよい。ほかの人により多くの愛を示�

す，聖文を読む，もっと心から祈る，もっと奉仕をする。�

生徒たちに自分の考えを述べさせた後，数人の生徒に次の指導者の言葉を読ませる。その言葉�

の中には，日常生活において主を身近に感じるためにしなければならないことが幾つか書かれて�

いる。まず引用文を読ませ，その後，割り当ててある生徒にその引用文を通じて主を身近に感じ�

た経験を話させる。�

言葉を書いた紙� 生徒に引用文を読ませながら，適切な言葉を書いた紙をはる。その言葉を黒板に書いてもよ�

い。�

愛——「神の子供たちは愛される必要もあります力れ人を愛することも必要です。……わたし�

たちには命の続くかぎり，なくなることのない二つの大きなチャレンジがあります。それは主を�

選び，互いに愛し合うということです。そうすれば必ずやこの世で，またついには来るべき王国�

で主を知るようになるでしょう。」（マリオン•ノヽンクス「喜んで神を受け入れる」『聖徒の道』�

1980年 9�月号，pp. 46—47) 

祈り——「心からの祈りは，幸福で実り多い生活の中心になるものです。祈りは信仰を強めま�

す。祈りは奇跡を起こす準備です。祈りは永遠の幸福への門を開きます。」（H •バーク•ピー夕�

一ソン，Conference Report『大会報告』1973年10月，p.13) 

奉仕——「積極的に無私の精神をもつて人�に仕えることは，最もすばらしい徳の一つです。�
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それは選択できることではなく義務であり，神聖な戒めなのです。…… 

ですから兄弟の愛をもって，要求に決して疲れず，忍耐強く，たゆまず，惜しみなく互いに仕�

え合いましょう。」（エズラ•タフト•ベンソン“Your Charge" New Era「あなたの責任」『ニ�

ューエラ』1979年9月号，p.44) 

従順——「わたしたちはほんとうの喜びと永遠に続く幸福を得たいと望んでいる。したがって，�

わたしたちはこれを共通の目標とすることができる。そして，この目標を達成する唯一の方法�

は，神のすべての戒めに対して従順であることである。…… 

この神権時代の最初の預言者は，『主から命じられたらそれを行う』という鉄則の下に生活し�

ていた。これがわたしたち一人一人のモットーとなり，習慣となるようにへりくだり祈るもので�

ある。」（デルバート• L •ステイプレー「従順のもたらす祝福」『聖徒の道』1978年2月号，pp. 

25, 29) 

勉強——「教会の指導者の勧告に従って聖文を読み，心に深く考えるとき，様�な恩恵や祝福�

がある。…… 

神を知り，神と人間との関係を理解することを教えている書物を，聖文の書庫の中から取り出�

して読む以上に効果的な時間の使い方が，一体どこにあるだろうか。」（ハワード.W•ハンター�

「聖文を読む」『聖徒の道』1980年3月号，p. 87) 

労働——「精力的な目的ある行動は，容易に打ち砕かれない健康，称賛に値する達成，呵責を�

受けることのない良心，快眠につながります。労働は人間にとって常に楽しいものでした。どう�

か皆さんが，頭脳と，精神と，自らの手をもって働くことに心からの敬意を抱くことができます�

ように。」（「あなたの責任」p. 44) 

話し合い� 生徒に引用文を読ませ，経験を話してもらった後，次の質問をする。�

參毎日主を身近に感じるのが難しいのはなぜでしょうか。生徒たちに自分の場合はどうか考えさ�

せる。�

次のことを思い起こさせる。主を身近に感じるには，生活の中で上に挙げた6つを常に心がけ�

なければならない。日曜日だけ，または時�正しい生活をするだけでは十分ではない。�

引 用� 次の引用文を読ませる。「現世はもちろんのこと，来世においても平安と幸福を得る確かな道�

は，今日も，そして毎日主に仕えることである。」（マリオン.G •ロムニー「今日，主に仕えな�

さい」『聖徒の道』1980年2月号，p.2) 

しおり� 用意したしおりを生徒たちに配る。毎日目につく場所に置いておくように提案する。�

福音に従つて生活するとき，S曰のチヤレンジによ<対処できるよう主は助けて<ださる�

話し合い� 參主に近く生活すれば，問題をすべて取り除くことができるでしょうか。�

福音に従って生活していたとしても，生活には常にチャレンジが伴うことについて話し合う。�

しかし，福音は問題を解決するための指針を与えてくれる。また，主に近く生活していれば慰め�

や平安を得ることができ，恐怖や不安を感じることなく問題に立ち向かうことができる。�

參毎日出遭う問題やチャレンジにはどのようなものがありますか。生徒たちの答えを黒板に書�

<o 

わたしたちの出遭うチャレンジの程度は様�である。簡単でささいなものもある力^そのよう�

なチャレンジも正しく対処しないと，誤解，失望，怒りを引き起こすもとになりかねない。比較�

的大きくて深刻な問題もある。そのような問題は，普通毎日起きるわけではない。しかし，その�

影響は後�までも及び，毎日の煩いのもとになる。�

黒板に書いた問題の中から2，3の問題を選ばせる。選んだ問題を上の方に横に並べて書き直�

す。すでに話し合った6つの原則（愛，祈り，奉仕，従順，勉強，労働）を用いてチャレンジに�

立ち向かう方法を挙げさせる。生徒たちの答えを該当する問題の下に書く。�
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事例研究� これから比較的難しい問題について話すことを，生徒たちに伝える。その事例は，生徒や生徒�

の友達が出遭う可能性のあるものである。事例を聞き，その問題を解決するために福音の原則を�

どう用いたらよいかを考えさせる。�

1.あなたの友達は家族の問題についてとても悩んでいましたが，これまであなたに何も話した�

ことはありませんでした。彼女の姉がたばこを吸い始め，悪い影響を与える友達と一日の犬�

半を過ごすようになっています。それに，両親はしばしば口論をするようになり，今ではあ�

からさまに離婚を口にしています。彼女は，どうしてこのような問題が自分の家族の中に起�

こったのかと悩み，福音の真理にさえ疑問を持ち始めました。そのことを打ち明けた彼女�

は，あなたからの助言を求めています。彼女がこのチャレンジを処理できるよう，あなたな�

らどんなことを教えてあげられますか。�

2.不注意と悪い決断のために，あなたは自分で問題を作ってしまいました。学期が終わるころ�

になっても，試験の準備などまったくできていません。困り果てたあなたは，友達から答案�

を見せてもらう約束をしてしまいました。カンニングなんてあなたらしくもありません。試�

験が終わり，あなたは自分のしたことにぼう然としてしまいました。試験は満点に近い成績�

でしたが，あなたの心は罪悪感と恥ずかしさでいっぱいです。あなたはカンニングをしたこ�

とを悔やんでいます。でも，そのことを話したら皆が驚いて自分を軽蔑するだろうと思う�

と，どうしたらよいか分からなくなってしまいました。あなたはどうすべきでしようか。�

3.あなたは，最近よく声をかけてくれる教会員でない男子生徒に心を引かれています。彼は成�

績も良く，服装も道徳的な面もきちんとしています。しかし，彼は時�たばこを吸ったりお�

酒を飲んだりしています。あなたはどうすべきでしよう力、�

聖句を使った�

話し合い�

一人の生徒に教義と聖約58�： 2 — 4を読ませる。�

主は問題をなくすとは約束されなかった。約束されたのは，問題を解決できるように助けてく�

ださるということである。主に従いながら問題を解決していけば，天の王国においてすばらしい�

報いを受けることができる。�

結 び�

「われに来よ」（『賛美歌』66番）か「絶えず頼り主求む」（『賛美歌』53香）を歌ってもらう。�

歌詞を読んでもらってもよい。同じ内容であればほかの賛美歌でもよい。�

レッスンの応用�

1.これからの1週間，毎日の計画を立てるときに，その日主を身近に感じることのできるよう�

な活動を一つ入れるように提案する。レッスン中の6つの原則を用いて，活動を選ぶように�

してもよい。�

2.これからの1週間，日�の問題に出遭うとき，レッスンで採り上げた問題に従って問題を処�

理する努力をするように提案する。問題を解決するときに，どんな点で今までより効果的に�

解決できたか，後で評価させる。�
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女性どしでの神聖な役割を果たず�



はんりよ 

永遠の伴侶となる準備 第4課�

目 的� 永遠の伴侶となるために，今どのような面で準備できるかを理解する。�

準 備 1.紙と鉛筆（人数分）�

2.任意一結婚の準備の各分野を示す，展示用のテーブル。展示は聖文，日記，缶詰，裁縫，�

菜園の道具を含める。�

3.物語，聖句，弓丨用文などの発表を割り当てる。�

レッスンの展開� すべての若い女性が結婚の準備をすべきである�

物 語� 次の物語を話す。�

「大学1年生の最初の夏休みが来て，百合は帰省した。百合は大きな荷物を持って玄閨の戸を�

開けると，お母さんが台所から手を拭き拭き出て来た。台所から御飯の炊けるいいにおいがして�

いた。百合は『家庭って何ていいんだろう』と思った。�

その晩，百合はお母さんと一緒に茶碗を洗いながら，大学生になって学んだたくさんのことを�

興奮しながら話した。『ねえ，お母さん，わたしまだ結婚する準備はできていないわ。突然家を�

離れて5人の赤の他人と生活してごらんなさいよ。そりゃあ，たくさんのことを学ぶわ。自分自�

身についても，自分の性格についても，それから家事のことについてもね。わたし，家事なんて�

全然だめ。こんなことなら，お母さんがどんなふうに洗濯をしたり，料理をしたり，家計のやり�

繰りをしたりしているのか，よく見ておくんだったわ。そうしたら寮生活ももっと楽だったと思�

うの。でも，せめてもの幸いは，わたしの場合結婚して一から始めるわけじゃなくて，寮で同室�

の寮生たちをだんなさんの代わりにして練習できるってことよ。�

わたし頑張って，帰ったらいつか幸福な家庭を作れるように準備するわ。もっと忍耐強くなっ�

て，人の気持ちに敏感にならなくちゃいけないみたい。それに，相談したくてもお母さんやお父�

さんがいなかったから，天のお父様に頼らなくちゃいけないことが分かったわ。それからね，わ�

たし，聖文を勉強して，人に福音を教えられるようになりたいって，今まで以上に強く思うよう�

になったの。わたし，お母さんからできるだけたくさん吸収するつもりよ。』」�

話し合い� 參百合は大学の寮で，自分自身についてどんなことを学びましたか。また，どんな面で自分は欠�

け，準備ができていないと思いましたか。�

教師の提示� 現代の女性が様�な役割を果たしていることを説明する。しかし，ほとんどすべての女性が人�

生において，いつか果たさなければならない役割がある。その役割とは何だと思うか生徒たちに�

尋ねる（妻)。この役割をどう果たすかは，生徒自身の幸福や周囲の人�の幸福に大きな影響を�

与える。�

引 用� スペンサー.W•キンボール大管長は，この役割がもたらす喜びについて次のように述べてい�

る。「若い女性の皆さんは，結婚と子供の養育についてよく計画し，準備する必要があります。�

これはあなたが神から頂いた権利であり，最大にして最高の幸福に通じる道なのです。」（「女性�

の特権と責任」『聖徒の道』1979年2月号，p.148) 

聖句を使った� 次の聖句を若い女性と一緒に読んで話し合う。創世2�：18, 24;1コリント11：11；モーセ�

話し合い 3�：18，21 — 24。結婚が神によって定められたものであることを生徒たちに理解させる。�



話し合し、� 多くの女性が，将来要求されることにほとんど何の準備もしないまま，この責任を引き受け�

る。黒板に，「霊的な準備」「家政面での準備」と書く。ほかにも準備しなければならない分野は�

あるが，本課ではこの二つの分野だけを話し合う。�

參それぞれの分野で，若い女性はどのような準備ができるでしょうか。生徒の答えを黒板に書�
く。 

引 用� スペンサー.w•キンボール大管長は次のように語っている。「若い女性の皆さんに申し上げた�

い。皆さんは，外見的には服装や身なりを整え，知的には様�な分野の知識を得て，霊的には御�

霊のささやきに敏感になり，また，情緒的には誠実で徳高い人となることで魅力的な人となれる�

ようできる限りの努力をすべきである。」("Marriage Is Honorable" Speeches of the Year, 1973 

「誉れある結婚」『年度講話，1973年』pp.261 —262) 

若い女性は結婚する時点で，すべての面では熟達していないかもしれない。しかし，準備すれ�

ばそれだけ結婚生活を幸福に送ることができ，大きな問題に遭わずに済む。�

沽 動� 紙と鉛筆を配る。話し合いの間，それぞれの分野で自分がもっと準備する必要があると感じた�

事柄をリストにするように言う。�

霊的な準備�

教師の提示� 霊的に準備していれば，結婚生活の問題をうまく処理することができる。女性が聖文の勉強，�

祈り，断食，日記をつけるなどの良い習慣を伸ばすことは大切なことである。エズラ•タフト• 

ベンソン大管長はこのことをさらに強調し，教会の女性たちに次のような助言をしている。�

弓 |用� 「若い女性の皆さんにお勧めしたいことがあります。……『モルモン書』は皆さんの生活を変�

え，この時代の様�な悪に立ち向かう力を与えてくれることでしょう。またほかの本では得られ�

ない霊的な力を得ることができます。人生のチャレンジに備えるうえで，最も大切な書物となる�

でしょう。若い女14で，『モルモン書』を知り，愛する人，また何度も読み，それが真実である�

ことに対して強い証を持ち，その教えを実践する人は，悪魔のはかりごとに負けず，主の手の中�

にあって，力強い働き人となることでしょう。」（「教会の若い女性の皆さんに」『聖徒の道』1987 

年1月号，pp. 89-90) 

話し合い� 參『モルモン書』はあなたの生活にどんな祝福をもたらしましたか。結婚して子供ができたとき，�

聖文の学習はどんな祝福をもたらすでしょうか。�

物 語� 次の物語は，ある若い女性の霊的な準備が結婚したときにどう役立ったかを示している。�

武と香織は，結婚式の日に神殿の儀式執行者から賢明な助言を受けた。「けんかもすることで�

しょう。お互いの意思の疎通をよく図ってください。同意できない点や問題について祈ってくだ�

さい。互いに赦し合ってください。利己的にならずに，互いに仕え合うようにしてください。」�

二人はその助言に感謝したが，そのときは自分たちには必要のないものに思われた。しかし，�

結婚してしばらくたったとき，二人は最初の口論をした。香織の夢のシャボン玉は壊れた。結婚�

前，口論することがあるなどとは想像することもできなかった。二人の関係は理想的だと思って�

いたのである。言い争っているうちに，二人は言うべきでないことまでロに出し，武は怒って家�

を出て行ってしまった。�

香織は心にこんな痛みを感じたことはなかった。結婚前には優しい両親や友達がいて，問題が�

あるときには相談することができた。しかし，今香織はほんとうに一人だった。香織は涙ながら�

にひざまずき，自分の心の内を天の御父に語りかけた。香織は，武と自分の心が和らいで，家庭�

に一致が戻ってくるようにと祈った。�

祈り終わると，香織はどんなチャレンジに遭っても，この結婚を永遠に続くものにしたいと思�

った。主の助けを求めるなら，二人はこの問題を解決できるはずである。やがて武が帰って来�

1 5 



た。二人は優しくあいさつを交わし，互いに謝った。そして，ともにひざまずいて祈ったのであ�

o 

話し合い� 拳香織は，結婚前にどのような準備をしましたか。香織の霊的な準備は，良い妻となるためにど�

のように役立ちましたか。香織が祈りもせず，態度も変えなかったら，口論の結果はどうなっ�

ていたでしようカゝ。神殿結婚は二人にどのような影響を与えましたか。�

家政面での準備�

次のことを説明する。伝道中のある若い男性は，家を離れ何がいちばん懐かしいかと尋ねられ�

ると，ためらうことなく「母の手料理です」と答えた。また，学業のために家を離れているある�

若い女性は同じ質問にこう答えた。「母が作ってくれた家庭の中の楽しい雰囲気です。家の中は�

いつもきちんとしていて，母の手作りの飾りつけがしてあるんです。自分の家なんだという感じ�

がして，わたしたちにとって特別な所なんだなって思うんです。」また，父親になったばかりの�

ある兄弟は，奥さんが最初の出産のために入院して家を空けたとき，何がいちばん困ったかと尋�

ねられてこう答えました。「彼女は家を居心地よい場所にするためにいろいろなことをしてくれ�

ていたんですが，わたしはその全部に気づいていたわけではなかったんですね。赤ん坊をわたし�

たちの家庭に迎えた今，妻が家政の技術を身に付けていてくれたことに感謝しています。家政の�

技術は家族の世話や家の管理に必要ですからね。」�

參上の3人は何をいちばん懐かしく感じましたか。（家政の技術）家政の技術が結婚生活を維持�

し家庭を管理していくうえでなぜ重要なのでしょうか。�

スペンサー.W.キンボール大管長の夫人であるカミラ•キンボール姉妹は，主婦に必要な技�

術について次のように語っている。�

「弁解でもするように，『わたしはただの主婦です』と言う女性は，自分の仕事の大切さや複�

雑さを十分認識していないのです。主婦として成功するには，限りない愛と忍耐，無私の精神，�

辛抱という資質が必要なのです。�

女性は，子供の教育，心理学，社会学，経営学，栄養学，育児にたけていなければなりませ�

ん。」("A Woman's Preparation" Ensign「女性の準備」『エンサイン』1977年3月号，p. 58) 

•キンボール姉妹は，女性はどのような面の準備をしなければならないと言っていますか。妻と�

しての責任を果たすうえで準備となる家政の面で，あなたは今，どのようなことをしています�

力、�

結 び�

教師の提示� かつてある人が，「待っている時間はない。準備する時間があるだけだ」と言った。この助言�

は結婚に特によく当てはまる。待っている暇に準備をすればよいのに，わたしたちは結婚する機�

会をただ待っているだけのことが多い。準備ができている若い女性は，ふさわしい若い男性にと�

って多くの面で魅力的である。�

生徒たちはそれぞれ異なった時期に結婚の機会を得るであろう。しかし，本課で採り上げた面�

で準備ができていれば，幸福に満ちた実りある結婚の機会が訪れるであろう。�

レツスンの®用�

作ったリストを家に持って帰り，日記に挟んでおくか，度�見える所に置いておくように言�

う。リストの中からどれか一つを選び，1週間それをするようにチャレンジする。また，自分の�

リストを検討し，2，3の事柄を選んでずっとそれを行っていくようにチャレンジする。�

教師の提示�

：：�
話し合い�
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家庭に霊的な雰囲気を作る� 第5課�

目 的� 家庭に霊的な雰囲気を作るよう努力する。�

準 備 1.紙と鉛筆（人数分）�

2.何人かの生徒に，家から思い出の品を持って来て説明するように言う。�

3.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。�

レッスンの展開� 導 入�

書く活動� 紙と鉛筆を配る。左端に1から8までの番号を書くように言う。教師が言葉を読み上げるので�

連想した言葉を一つかニつ書くように言う。次のリストを読む。�

1.家庭�

2.ほほえみ�

3.乱雑�

4.神殿�

5.寝室�

6 .暗ぃ�

7.音楽�

8.両親�

話し合い� ほかの生徒たちと答えを比べさせ，次のことを話し合う。�

•どの言葉を聞いたときよい気持ちがしましたか。それはなぜですか。�

•どの言葉を聞いたとき嫌な気持ちがしましたか。それはなぜですか。�

參わたしたちの周囲にある以上のような言葉は，どんな雰囲気を作りますか。�

若い女性は家庭に雰H気を作る�

黒 板� 家庭の中の雰囲気を決める要素はいろいろあることを説明する。本課ではその中から二つの要�

素について話し合う。�物質的な環境と，�そこにいる人の態度である。この二つを黒板に書�

<o 

物質的な環境 

書く活動� 家を出たとき自分の部屋（または自分が責任を持っている場所）がどうなっていたかを思い出�

すように言う。その様子を表すために，最初に頭に浮かんだ言葉を4つ紙の右側に書くように言�
ぅ。�

物 語� 次の物語を話す。この話はあるステーク会長の妻が語ったものである。�

「ステーク大会の間，リグランド•リチャーズ長老がわたしどもの家に滞在されました。リチ�

ャーズ長老を部屋に案内するとき，わたしは以前にその部屋を使っていた人たちのことを考えま�

した。�

時には，問題を抱えた10代の人たちがわたしどもと一緒に住んでいて，自分たちの気性や気質�

に合うように部屋を飾りつけていたこともありました。また，時にはドアを開けると，どう猛な�

顔つきの動物や，モーターバイクに乗った荒�しい男や，髪の毛を振り乱したロックスターがポ�

スターの中からじっとこちらをにらんでいたりして，ぞっとするようなこともありました。そこ�
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は決して居心地よい部屋ではありませんでした。�

最近，わたしどもの娘が二人この部屋を使うようになり，自分たちの好みに合わせて飾りつけ�

をしました。ドアを開けますと，主の使徒に使っていただくにふさわしい部屋になっていまし�

聖句を使った�

5dし•し、�

信仰箇条第13節と教義と聖約90�：18を読むように言う。�

>怠惰と不潔を遠ざけることは，なぜ大切なのだと思いますか。�

自分の部屋を描写するのに用いた言葉に注目するように言う。�

•その言葉はあなたの家の霊性を示していますか。�

態 度 

一人の人の態度が家族全体に影響を与えることを話す。�

•あなたの態度は，家の人全員の気持ちにどう影響しますか。�

物 語� 次の物語を話す。�

悦子さんのお母さんは，ワードの若い女性会長会と長時間計画会をした後，午後になって帰宅�

しました。お母さんは疲れていて，家庭の平和な雰囲気を望んでいました。ところが，悦子さん�

はお母さんが帰って来る早�，金切り声でかみつくようにこう言いました。�

「お母さんたら，一体どこに行ってたの。いつもなら，わたしたちが帰って来るころには家に�

いるじゃない。勝はチビたちをいじめているし，わたしはおなかがすいているし，お母さんが直�

してくれるって言ってた服は見当たらないし！わたし，もう2，3分で幸江のところに行かな�

くちゃならないのよ。」�

お母さんはため息をついて，こう尋ねました。「バスケットボールの試合はどうなったの。」�

「散�よ。37対34で負けたわ。でもわたしたちが悪いんじゃないのよ。審判が2，3回間違った�

判定をしたのよ。」�

e舌しmiし、� 眷悦子さんは，家庭の雰囲気にどんな影響を与えましたか。�

參どうしたら良い影響を与えることができたでしょうか。�

家庭の霊性を高めたか，または低くしたような経験があるか尋ねる。あればそれを話すように�

曰19 o 

教師の提示� 次のことを説明する。自分が今，家庭をどう考えているか，家庭の中でどのような態度をとつ�

ているかが，一生を通じて自分の作る家庭に影響を与える。生徒たちは，自分の家庭の霊性を高�

めることもできれば落とすこともできる。�

生 徒� 割り当てておいた生徒に家から持って来た物を出して説明してもらう。�

霊的な家庭環境を作るには，準備と努力が必要である�

引用と話し合い� 次のデビッド•〇•マッケイ大管長の言葉を読む。「霊性とは，自己を征服しているという意識，�

永遠なる神と交流しているという意識である。」{Conference Report『大会報告』1949年4月，p. 

17) 

家庭をもっと霊的な所とするには態度や習慣を改めなければならないことを説明する。�

物語と話し合い� 次の物語を紹介する。�

「学生時代，とても元気でまるで太陽のようなルームメートがいた。彼女は毎朝わたしたちの�

心を明るくしてくれた。わたしは目が覚めてすぐにユーモアのセンスを発揮することなどできな�

い人間だったから，彼女のそういう行為は到底理解できなかった。�

ある日わたしは彼女に，どうして朝からそんなに楽しそうなのかと尋ねた。わたしは彼女の返�

事を忘れることができない。彼女はこう答えたのである。『子供のころは朝とても不機嫌で，周�
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りの人を嫌な気持ちにさせていたの。ある曰，母がわたしを部屋の隅に連れて行って，こう言っ�

たわ。「その態度を変えないと，未来のだんな様や子供たちが不幸になりますよ。」わたし，ガー�

ンときちやったの。�

わたしの不機嫌のせいで未来の家族を不幸にしたくなかったから，わたし，態度を変えること�

にしたの。それから6か月，毎朝無理やり起きて，努めて元気そうにしたわ。最初は難しかっ�

た。もう，全力を使い果たしちゃったわ。でも，6か月を過ぎるころには，元気そうなふりをす�

る必要はなくなったわ。』�

わたしは，自分もやってみようと思った。確かに大変だったが，何か月かたつうちに機嫌よく�

元気に目を覚ましている自分に気がついた。今わたしは結婚して，まだ若い主婦だが，自分の態�

度が家庭の霊的雰囲気に与える影響を目の当たりにしている。」�

•この若い女性の初めのころの態度は，どんな悪い影響を与えていましたか。�

•彼女はどのように変わりましたか。�

教師の提示� 霊性を落とすような習慣や態度を変えるのは，容易なことではないが，それによって家庭にも�

たらされる愛や喜びを考えれば努力する価値があることを強調する。人生において価値のあるこ�

とは何であれ，計画と，準備と，達成のための努力を要する。�

話し合い� 參否定的な態度を変えることはなぜ大切なのですか。�

參どうしたら態度を変えることができますか。�

生徒たちの答えをまとめて黒板に書く。次のようなリストができればよい。�

1.変わろうと決意する。�

2.祈りにより主の助けを求める。�

3.変わるために努力する。�

教師の提示� 現在自分が持っている，家庭の中の霊性の向上に貢献しない習慣や態度を，紙に書くように言�

う。 

自分の態度や行いを変えるために一生懸命努力をすることにより，家庭の霊性を増すようにチ�

ャレンジする。主の御霊を招くことのできる，きちんと掃除の行き届いた物的環境を維持すれ�

ば，それがもっと容易にできることを説明する。今から始めるならば，また主の助けを求めるな�

らば，家の中のほかの人が何をしていたとしても，自分の霊性を増すことができることを強調す�

るo 

自分の家庭の霊性を増すために，ほかに今できることを書くように言う。�

結 び�

教師の提示� 家庭をより霊的な場所にするとき，現在だけではなく永遠にわたって幸福と喜びが増すことを�

証する。�

レツスンの麻用�

家庭の中で霊性を下げる可能性のあるものを取り除いていく過程を日記につけるように言う。�

第11課�
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女性としての教える責任 

目 的 自分の教える責任を理解し，果たす。 

準 備 1.視覚資料4「子供を祝福するイエス」，視覚資料5「船上から教えるイエス」，視覚資料6 

「山上の垂訓」（巻末に掲載） 

2.レツスンの2番目の項で採り上げる，キリストの教え方の5つの特徴について発表するよう 

生徒たちに割り当てる。割り当てを受けた生徒は，参照聖句を用いてキリストがその方法を 

どのように用いられたかを理解し，発表する。 

3.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

レツスンの展開 

聖句と話し合い�

わたしたちには人生を通じて教える機会がある�

3人の生徒に，教義と聖約88: 77，118;モーサヤ4 ：14 —15を読ませる。 

參だれかを教えるとは，どのような意味ですか。 

參教えることはなぜ大切なのですか。 

次のことを強調する。正しく教えれば，その人がそれまで持っていなかった知識や技術を与え 

ることができ，その人は自分やほかの人の生活を進歩させることができる。わたしたちは必要な 

ことのほとんどをほかの人から，すなわちほかの人の言葉や模範から学ぶ。 

參どのような意味で女性は教師ですか。話し合わせる。 

次のことを説明する。人生を通じて，生徒たちには教える機会がたくさんある。生徒たちは現 

在，家庭や学校の中で，近所の人，友達，同僚の間で，地域社会で，また教会の責任を通して教 

えている。また，未来の家族の中でも教える。 

友達と話すとき，だれかに助言するとき，子供の生活に影響を与えるとき，女性は教えている 

のである。女性は毎日，言葉，態度，行い，模範によって教えている。�

引 用� ボイド• K•パッカー長老は次のように述べている。「わたしたちのする多くのことは，だれか 

に何かを教えている。子供に靴のひもの結び方を教え，……娘に新しい料理の作り方を教え，教 

会で話をし，証を述べ，指導者会の司会をし，そしてもちろんクラスで教えること，それはすべ 

て教えることである。わたしたちは常に教えているのである。」{Teach Ye Diligently『熱心に教 

えなさい』p.2) 

黒 板�

5舌しtlし* 

黒板に「常に教える」と書く。 

過去24時間の間に，言葉，態度，行い，模範などによって，どのように人を教えたかを考える 

ように言う。自分がしたことを具体的に挙げるように言う。 

參人を教えるための最も重要な場所はどこですか。 

引 用�

物 語�

デビッド•〇•マッケイ大管長の次の言葉を読む。「家庭は子供が人生のレッスン——真理，信 

用，徳，克己，さらに教育の価値，正直な働き，人生の目的と特権——を学ぶ最初の，そして， 

最も効果的な場所です。子供を育て教えるのに，家庭に代わる場所はありません。そして，いか 

なる成功も家庭での失敗を償うことはできないのです。」（『家庭の夕べ』1968 —69年，p.iii) 

母親の教えがひどい苦しみの中にある息子を救った話を紹介する。 

第6課�
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フランク•クロフト長老は教会初期の時代に合衆国南部で宣教師として働いた。ところが，彼�

が福音を宣べ伝えた場所には，彼の教えに対して反感を抱いている人�がいた。ある日，武装し�

た集団が来て彼を捕らえ，森に連れて行った。そして上半身裸にすると，腕と体を木に縛りつけ�

た。血が流れるまで背中にむちを浴びせるつもりだった。�

クロフト長老は暴徒のなすがままになっていた。ところがそのとき，ポケットから手紙が落ち�

た。ユ夕に住んでいる母親からの手紙だった。クロフト長老が前に暴徒から攻撃を受けているこ�

とについて両親にあてて書いた手紙に，母親が返事をくれたのである。手紙にはこうあった。�

「愛する息子よ，救い主の次の言葉を思い出してください。『義のために迫害されてきた人た�

ちは，さいわいである，天国は彼らのものである。』また『わたしのために人�があなたがたを�

ののしり，また迫害し，あなたがたに対し偽って様�の悪口を言う時には，あなたがたは，さい�

わいである。喜び，よろこべ。天においてあなたがたの受ける報いは大きい。あなたがたより前�

の預言者たちも，同じように迫害されたのである。』それに，十字架の上で世の人の罪のために�

苦しんでおられたイエスの，この不滅の言葉も忘れてはなりません。『父よ，彼らをおゆるしく�

ださい。彼らは何をしているのか，わからずにいるのです。』確かに，あなたがた長老を迫害し�

ている人たちは，自分が何をしているのか分からないのです。分かっていればそんなことはしな�

いでしょう。いつかどこかで彼らは事の次第が分かり，自分たちが行ったことを悔やむでしょ�

う。そして，あなたがたが行っている栄光ある業に敬意を払うのです。ですから，忍耐してくだ�

さい。迫害しあらゆる悪口雑言を口にする人�を愛してください。そうすれば主はあなたがたを�

祝福してあなたがたを彼らの目から見て偉大な存在とし，あなたがたの伝道の業は栄光と実りに�

満ちたものとなるでしょう。」�

その手紙を暴徒の指導者が拾い上げ，読み始めた。目つきも顔つきも陰険そのもので，同情心�

のかけらもないような人物である。クロフト長老は目を閉じて，むちが飛ぶのを待った。まぶた�

には，家のことや愛する母親の姿が浮かんできた。それから何分かして目を開けると，暴徒の指�

導者は近くの切り株に腰をおろし，その手紙を読んでいた。見ると，顔つきが前とまったく違っ�

ている。「彼の顔からは陰険さが消え，目には涙がにじんでいた。全人格が変化したようだった。�

彼は数行か一段落か読んだのだろう。彼は座って物思いにふけっていた。長老の心の奥には希望�

があった。母親の美しい手紙がその男の心の琴線に触れるという確信である。�

やがてその男が立ってロを開いた。『おまえはいい母親を持ったな。おれにも優しいおふくろ�

がいたよ。』それから仲間にこう言った。『このモルモンの母親の手紙を読んでしまったからにや�

あ，もう仕事はできねえ。逃がしてやった方がいい。』こうしてクロフト長老は解放された。」�

(アーサー• M •リチャードソン，The Life and Ministry of John Morgan『ジョン.モーガンの�

生涯と働き』pp.267 —268) 

話し合い •この母親はどのような形で息子を教えたでしょうか。�

•息子にこれほどまでの愛と力を与えられるようになるのに，この母親は何をしてきたと思いま�

すか。�

參女性としての教える責任について，この母親から何を学ぶことができますか。�

生徒に，教えるという責任は今いる家庭の中だけでなく将来の自分自身の家庭でも果たさなけ�

ればならないことを説明する。�

イエス•キリス卜は教師としてのわたしたちの模範である�

教師の提示� 良い教師になるために，現在準備をする方法はたくさんある。�

眷最も偉大な教師はだれですか。�

視覚資料� 人�を教えておられるキリストの絵を掲示し，イェスは最も偉大な教師であると説明する。わ�

たしたちは，イェスの方法を研究しその模範に従うことにより，多くのことを学ぶことができ�

るO 

あらかじめ割り当てておいた生徒たちに，イエスの教え方の特徴を発表させ，自分が研究した�

21 



聖句にはその特徴について何と書かれていたかを話すように言う。�

生徒たちが発表し終わつたら，その特徴をまとめて簡単に黒板に書く。�

聖句と話し合い 1.イエスは教える人�を愛しておられたので，人�はその愛を感じた。3�ニーフアイ17: 3 — 

10参照。（とても人�を愛しておられたので，人�がもうしばらくともにいてほしいと願っ�

ていることを知ったとき，そこにとどまられ，病人を癒された。人�はとてもイエスを愛し�

ていたので，イエスを礼拝した。）�

2.人�がよく知っている物語や例を使って話されたので，人�はその教えを理解し応用するこ�

とができた。ルカ15: 3—10参照。（羊飼いや家を掃除する女のたとえ話をされ，罪人が悔�

い改めるとき神がどれほど喜ばれるかを示された。）�

3.人�が教えを必要としているときに教えられた。御自分に都合のよいときまで待つように，�

とは言われなかった。ルカ9�：10-11参照。（イエスと使徒たちは彼らだけになれる場所に�

行ったが，人�がついて来たとき，イエスは人�に帰って出直してくるようにとは言われな�

かった。イエスは人�を教え，癒された。）�

4.聖文をよく知っておられ，人�を教えるために自らを備えておられた。マタイ4�：1—11参�

照。（イエスは荒野に行き，長い間断食をして御父と交わられた。悪魔が来て誘惑したとき，�

聖文が教えていることを知っておられたので誘惑に打ち勝つことができた。）�

5.人�を教えることができるよう，また御自分が教えている人�を祝福してくださるよう，�

度�御父に祈られた。3�ニーフアイ17�：14 —17参照。（御父に祈りをささげ，人�を祝福し�

てくださるように願うイエスの言葉がとても神聖なものだったので，人�はそれを書き表す�

ことができなかった。）�

事例研究� 生徒たちもイエスの模範に従うことにより，人�を教え人�の生活を変える手助けをすること�

ができる。�

ここで事例研究を行う。各事例に登場する少女たちは，皆教える機会を持っている。この項の�

前に学んだキリストの生活の特徴のうち，どれを使うことができるか考えさせる。�

一人一人に事例を提示して考えてもらい，次にクラスで話し合う。�

しんせき� じゆり�

親戚一同が集まったとき，小百合さんはいとこの樹里さんに会いました。樹里さんは教会員で�

はありません。二人は文通を始め，よい友達になりました。最近樹里さんは小百合さんの信仰に�

ついて教えてほしいと，手紙を書いてきました。�

事例2 

梨香さんは，弟に数学の勉強を教えてあげるようにと言われました。でも弟は単なる数字の羅�

列なんて自分にとっては何の意味もないと言います。�

事例3 

愛子さんは扶助協会の訪問教師に召されました。ある担当の姉妹は「うちに遊びにいらっしゃ�

い。レッスンなんていいじやないの」と言います。�

事例4 

淳子さんはお父さんから，家庭の夕べで悔い改めについてレッスンをするように言われまし�

た。淳子さんには，3人の妹とおばあちゃんがいます。�

結 び�

引 用� わたしたちの最も重要な教える責任について，スペンサー.W•キンボール大管長は次のよう�

に教えている。�

「ニーフアイの次の言葉が思い出されます。『わたしたちはキリストのことを話し，キリスト�

のことを喜び，キリストのことを説教し，キリストのことを預言し，……どこに罪の赦しを求め�

ればよいかを，わたしたちの子孫に知らせる……。』（2�ニーフアイ25�： 26)主とその教えが，導�

きや正しい模範，助けを与えてくれる大きな源であることを理解したならば，一人一人の内に何�
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と大きな力が宿ることでしょう。これこそわたしたちが家庭の中で教えるべき最も重要な目標な�

のです。」（「家庭にあって福音を学ぶ」『聖徒の道』1982年8月号，pp.3 — 4) 

レツスンの)®用�

今週1週間，キリストの教授法の中の幾つかを使ってみるように言う。今週自分が教える場合�

のことを考えさせてもよい。�

2
3 



第7課� 人生の目的�

目 的� 人生の目的を知って果たすように努力する。�

準 備 1.本課の2番目の項にある，人生の目的を学ぶ4つの方法の複写（人数分) 

2.入手できれば「幸福の探求」のビデオを見せてもよい。�

3.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。�

レッスンの展開� 人生には目的がある�

引 用� 時にはだれでも自分は取るに足りない存在だと考え，人生はほんとうにそれほど重要なものだ�

ろうかといぶかしく思うことがある。ゴードン• B •ヒンクレー長老は，わたしたちは一人残ら�

ず主の永遠の計画の中にあって重要であり，主はこの神権時代に生まれてきたわたしたち一人一�

人に対して目的を持っておられることを再認識している。�

「神は……皆さん一人一人を，その偉大な御計画において……何か重要なことのために選ばれ�

たのだとわたしは信じている。神は皆さんを愛しておられ，皆さん一人一人のために推し進める�

べき計画を持っておられる。」{Ensign『エンサイン』1973年1月号，p. 91) 

教師の提示� 世界の人口と末日聖徒の数を比較してみるとき，末日聖徒は取るに足りない存在のように思え�

るかもしれない。また，主の再臨に備えるという神聖な責任は，聖徒たちの人数が少ないことを�

考えれば，あまりにも大きな仕事のように思える。しかしわたしたちは，なすべき業について次�

のような励ましを受けている。�

引 用� 「約6,000年間，主は皆さんを主の再臨の前に生まれるように取っておかれました。過去のす�

ベての神権時代は背教に流されました。でも，わたしたちの時代は違います。……この最後の機�

会のために，主は最も強い子供たちを取っておかれました。その子供たちは王国を雄�しく支え�

ていくでしょう。皆さんが生を受けたのはそのような時代です。皆さんは神にまみえるために備�

えられた世代だからです。�

預言者たちはあらゆる時代を通して，時間という回廊からわたしたちの時代を待ち望んできま�

した。何十億というこの世を去った人�，そしてまだこの世に生を受けていない人�力れわたし�

たちに目を向けています。もう間違わないようにしましょう。皆さんは特別な時代に生きている�

のです。わたしたちの時代のように短い期間に忠実な人�が多く求められる時代は，いまだかつ�

てありませんでした。」（エズラ•タフト•ベンソン“In His Steps" Speeches of the Year，1979 

「主の足跡に従って」『年度講話，1979年』p.59) 

教師の提示� 生まれる前，わたしたちは長い間御父とともに住んでいた。わたしたちの強さや弱さ，好きな�

もの，嫌いなもの，信仰と証の強さ，才能や能力，物の感じ方など，御父はわたしたちのことを�

何でも知っておられる。また，わたしたちがもっともよく成長するために，末日における神の王�

国の建設のために，わたしたち一人一人がこれらの特質をどのように使うことができるかも御存�

じである。�

弓I用 H •バーク•ピーターソン監督は，次のように述べている。�

「天の御父が何の仕事も与えることなく，その子供を偶然にこの世に送られたと考えられるだ�

ろうか。�

24 



愛する友人の皆さん，皆さんは高貴な世代である。皆さんは特別な目的のためにこの時代に地�

上に来るよう，天にとどめておかれた。ほんの何人かではなく，皆さん全員がそうである。皆さ�

ん一人一人には，ほかの人にはできないこと，皆さんにしかできないことがある。……もし神に�

頼ってそれを行うならば，御父は生涯皆さんとともにいて，霊感を与え，この世における皆さん�

の特別な使命が分かるようにしてくださるであろう。」(「目的ある人生」『聖徒の道』1980年6月�

号，pp. 32 — 33，下線付加）�

聖句と話し合い�

主の御心を知れば人生に方向性が生まれる�

全員で箴言3�： 5 — 6を読み，印を付ける。�

參この聖句の中で，わたしたちはどうするように言われていますか。どうすれば主はわたしたち�

の道をまっすぐにしてくださいますか。�

參人生における自分の特別な目的が何か，どうしたら知ることができますか。�

黒 板� 生徒たちの答えを黒板に書く。次の点が出なければ書き加える。�

1.個人の祈り 

わたしたちは個人の祈りの中で御父と話をし，わたしたちがこの地上にいる間御父がわたした�

ちに何をさせようとしておられるかを理解できるよう，助けを求めることができる。スペンサ�

一.W•キンボール犬管長は次のように助言している。「たとえ祈りの終わりに時間を取って祈り�

の答えに耳を傾けたとしても，また救い主が祈られたように『しかし，わたしの思いではなく，�

みこころが成るようにしてください』（ルカ22 : 42)と常に祈ったとしても，わたしたちにとっ�

て支障となるものは何もないはずである。」（「わたしたちに今必要なのは聴く耳を持つことであ�

る」『聖徒の道』1980年3月号，p.3) 

5舌し•し、� •自分の意志と主の御心とが合わないことがありますか。どのようなときか答えさせる。�

眷そのようなときには，どうすればよいでしょうか。�

2.研究と瞑想 

教師の提示� 主に心を向けながら聖文を読むならば，主がわたしたちに何を望んでおられるかを理解するこ�

とができる。聖文には，わたしたち全員が従うべき戒めが書かれている。しかし，自分が置かれ�

た様�な立場に対する答えを見いだすためにも，そこに書かれている助言を度�用いることがで�

きる。�

聖句と話し合い� 次のことを説明する。多くの聖句は，そこに書かれていることを読めば，主がわたしたちに何�

をするように望んでおられるかが分かる。聖文に登場する人�は今の時代の人ではないが，主が�

その人�に与えられた助言はわたしたちにも適用できる。教義と聖約第121章は，ジョセフ•スミ�

スが深刻な窮乏の時代にリパティ一の監獄でささげた祈りであることを話す。�

主の答えの一部を含んでいる7節と8節を読む。�

•ジョセフ•スミスの祈りに対するこの答えについて考えるとき，今日主はわたしたちに何をす�

るように望んでおられるか分かりますか。�

3.聖霊の賜物 

教会員であるわたしたちは皆，聖霊の賜物を受ける。主がわたしたちにこの地上で何をするよ�

うに望んでおられるかを理解するうえで，聖霊は偉大な指針の一つである。聖霊は一生を通じて�

わたしたちを励まし，わたしたちに指示を与えてくださる。�

引 用� 「静かな細い声の導きを受けてください。確認のときに，権威ある人があなたの頭に手を置い�

てこう言ったことを思い出してください。『聖霊を受けよ。』心を，魂の奥底を開いて，真理を証�

するその特別な声の響きを感じ取ってください。預言者イザヤはこう約束しています。『「これは�

道だ，これに歩め」と言う言葉を耳に聞く。』（イザヤ30: 21)」（トーマス• S •モンソン“ The 
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Lighthouse of the Lord" New Era「主の灯台」『ニューエラ』1980年 7�月号，p.19) 

話し合い� 聖霊の導きを受けた経験を話してもらう。自分の経験を話してもよい。�

4.神権の祝福 

教師の提示� 助けや指示が必要なときには，父親，ホームティーチャー，そのほか資格のある神権指導者に�

祝福を頼むことができる。主は，その人�が導きと理解の言葉を語ることができるように霊感を�

与えられる。�

5.祝福師の祝福 

次のことを説明する。ふさわしい教会員は，祝福師の祝福を受けることができる。祝福師の祝�

福とは，わたしたち個人に対する主の指示である。祝福師の祝福の中では，この世から永遠にわ�

たって，御父がわたしたちのために準備しておられる多くの祝福について述べられる。誠実で忠�

実な生活をするならば，その祝福はわたしたちのものとなる。祝福師の祝福の中では，御霊の賜�

物が告げられることがよくある。自分の御霊の賜物について知っていれば，人生の目的を見極め�

る助けとなる（教義と聖約46�：10 —12参照)。御父はわたしたちを試す悪の影響を知っておられ�

るので，それを避けるよう警告されることもある。約束された祝福，御霊の賜物，警告などを知�

っていれば，人生の正しい航路をより賢明に決定することができる。�

物 語� 淳子さんは徹さんに結婚を申し込まれて困っていた。彼らは1年ほど前からつき合っていて，�

愛し合ってもいた。淳子さんは人生でいちばん幸せな日は，徹さんに結婚を申し込まれる日だろ�

うと思っていた。しかしその曰が来ると，淳子さんは不安になった。彼女は彼にはっきりとした�

返事をせず，明日気持ちを伝えると約束した。何が心配だったのだろうか。徹さんは長老であっ�

たし，淳子さんが望むなら神殿で結婚しようと言った。彼は仕事の都合で教会の責任をしばらく�

果たすことができなかったが，結婚したら転職すると約束した。�

淳子さんは祝福師の祝福に結婚相手に関することが書いてあるのを思い出し，それを取り出す�

とすぐに読み始めた。「結婚を申し込まれる曰が来るだろう。あなたを望む人�の中からふさわ�

しい人を選ぶ知恵を得ることができるよう熱心に祈りなさい。そうすることによって，主が認め�

られる人が分かるだろう。その人は心身ともに清く，聖なる神権を持ち，あなたを神殿に連れて�

行き，神殿で永遠にあなたがその人に，そしてその人があなたに結び固められることを強く望む�

だろう。」淳子さんは徹さんがこれらの条件のすべてを満たしてはいないことを知った。そして�

徹さんは主が認められる人ではないことを知ったのである。�

引 用� トーマス• S •モンソン長老は次のように述べている。「祝福師の祝福から助けが得られます。�

そこには，あなたの永遠の可能性という書物から取った数章が収められているのです。あなたの�

祝福を何回も読んでください。注意深く研究してください。警告の言葉から導きを受けてくださ�

い。その約束を受けるにふさわしい生活をしてください。」（「主の灯台」P.19) 

与えられた指示に従ろのはわたしたちの責任である�

教師の提示� 次のことを説明する。本課では，これまで指示を求め導きを受ける方法について話し合ってき�

た。しかし，わたしたちは自分の受ける指示に従って行動するという責任を引き受けなければな�

らない。主がどうすべきか教えてくださるのを，ただ待っていることはできない。ジョン�

グローバーグ長老は，自分の人生の道筋を決めようと努力した経験について話している。�

引 用� 「以前にわたしは，実業界で働くべきか，教師になるべきヵゝ，それとも芸術家か何かになろう�

か思いあぐねたことがあります。わたしはできる限りの情報を集めたうえで一つの道を選びまし�

た。そのときに気づいたのは，その決定が誤っていたり，あるいは確実に誤った道にわたしを導�

いたりするのであれば（必ずしもそれが悪いものでなくとも，わたしにとって適切なものでなけ�

れば)，主は必ずわたしの立場に立って『その道はよくない，その道を歩んではならない。その�
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道はあなたのためにはならない』と教えてくださるということです。�

わたしには，選ぶことのできる道が2，3ありました。どれも正しい道で，経験や富が得られ�

るものであり，主がわたしに果たさせようとしておられる使命を果たすことのできると思われる�

ものでした。主はわたしたちが成長しなければならないことを御存じですから，一般には『扉を�

開けてその方向に12ヤード行きなさい。それから右に曲がって2マイル行きなさい……』という�

ふうにはおっしゃいません。しかし，もし間違った道を歩み始めれば，わたしたちが確かに感じ�

ることのできる方法でそれを教えてくださいます。わたしはこのことをはっきりと知っていま�

す。ですから，『わたしは心が燃えるまではその道を歩まない』と言うのではなく，『自分の道筋�

が間違っていると感じないかぎりその道を行く，しかしもし間違っていると感じたら，その道は�

歩まない』と言おうではありませんか。間違った道筋をすべて取り除くならば，皆さんはすぐに�

も，自分が行くべき方向に歩んでいることに気づき，次のような確信を得ることができるでしょ�

う。『そうだ，わたしは正しい方向に歩んでいる。わたしは御父が望まれる方向に進んでいる。�

なぜなら，御父がわたしに望んでおられない道ではないのだから。』皆さんはそのことを確かに�

知ることができます。それは成長の過程，御父がわたしたちのために考えておられることを成し�

遂げる一過程なのです。」("What Is Your Mission" Speeches of the Year，1979「あなたの使命」�

『年度講話，1980年』pp. 97 — 98) 

話し合い� 參自分の人生に決断を下すことに閨して，わたしたちにはどのような責任がありますか。グロー�

バーグ長老は，自分が正しい方向に歩んでいるか間違った方向に歩んでいるかを，どのように�

して知りましたか。�

考えさせるための� 自分の人生に責任を持つには，自分の役割を果たすことが必要である。心の中で次の質問に答�

質問� えるように言う。�

1.最後に導きを求めて断食し，熱心に祈ったのはいつだろうか。�

2.祈りの後，わたしは主の答えに耳を傾けるだろうか。�

3.祝福師の祝福を受けただろうか。もし受けていれば，最後に読んでからどのくらいたつだろ�

うヵゝ。物事を決めるときに祝福師の祝福を指針として活用しているだろうか。�

4.自分の人生に対する主の御心を知ろうとするとき，具体的に導きを求めているだろうか。�

5.御霊の導きが得られるような，ふさわしい生活をしているだろうか。�

6.自分を正しい方向に導くような決定を下し，目標を定めているだろうか。�

7.わたしの毎曰の行いは主に喜ばれるものだろうか。�

結 び�

引 用� 教会の若人に向けてグローバーグ長老は次のように提案している。「人生において少なくとも�

次の3つを再確認してください。第1に，天におられる父なる神は，わたしたちすべての者がこ�

の地上にいる間に行うべき使命を準備しておられること，第2に，わたしたちはこの人生におい�

て，今ここでその使命を知ることができること，第3に，わたしたちはその使命を果たせるこ�

と，そして，自分が天父の喜びたもうことをしていると，この人生において今ここで知り，確信�

を持つことができることです。この3つはすべてとても重要であり真実です。」（「あなたの使命」�

p. 92) 

レツスンの]®用�

人生の目的を知るための5つの方法を複写して生徒に配る。それらの方法についてよく考えて�

自分の人生の目的をもっと深く知るように励ます。�
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第8課� 永遠の家族�

目 的� わたしたちが永遠に家族として住めるよう主が一つの方法を備えてくださったことを理解す�

る。また，その祝福を得たいという望みを持つようになる。�

準 備 1.視覚資料7「神殿の前に立つ家族」（巻末に掲載）�

2.紙と鉛筆（人数分）�

3.物語，聖句，弓丨用文などの発表を割り当てる。�

注意——自分一人だけが教会員の生徒や問題のある家族の生徒がいるときは，気持ちを逆なで�

しないようにする。�

レッスンの展開 

引 用�

家族は神の計画の基本となる単位である�

次の文を読む。�

「この福音の目的は，実に，主にあって一つに結ばれた男女に永遠の家族を得させることであ�

る。日の栄えの結婚は，この世で知ることのできる最大の喜びと幸福を得，来るべき世では永遠�

の命を受けるためにわたしたちは備えるものである。�

多くの人�がすでに語っていることであるが，もう一度申し上げたい。モルモニズムと呼ばれ�

るものは，まさにこの世を天国に，人を神にする律法と真理の体系である。」（ブルース’R •マ�

ッコンキー「モルモニズム」『聖徒の道』1980年3月号，p.77) 

黒板を1史つ厂こ 

56しロレ、�

本課では，どうしたら家族を永遠に続くものにすることができるかに焦点を当てることを話�

す。�

黒板に次の絵を書く。�

以前に学んだ次の事柄を復習する。�

1.天において，わたしたちは神の計画を学んだ。それは，地上に来て，家族として住むという�

計画である。�

2.地上での生活は，わたしたちが進歩して，天の父母のようになるのにふさわしいか否かを判�

3〇 

前世�

地上�



黒板を使った�

話し合い�

断される試しの期間である。�

3.神の計画によると，忠実でふさわしければ，さらに大きな祝福を受けることができる。しか�

しそうでないと，来世では限られた所しか受け継ぐことができない。�

4.忠実でふさわしいことを証明すれば，わたしたちの家族は結び固められ，永遠に続く。これ�

が，家族として永遠にともに住むために備えられた神の計画である。�

黒板に次のような絵を描き足す。�

自分の聖文を使って次の質問に答えてもらう。�

參来世における家族生活について，どんなことが分かりますか。（教義と聖約132�：19 —20参照。�

神殿で結び固めを受け，ふさわしい生活をする人は，昇栄して家族と永遠に住むことができ�

る。）�

參家族が引き続きともに住めるのは，どの王国のどの階級ですか（教義と聖約131:1 —4参照)。�

黒板の絵を完成する。神が家族を組織されたとき，それが永遠に存続するよう計画されたこと�

を強調する。しかし，わたしたちがふさわしくなければ，その祝福にあずかることはできない。�

神の計画どおり，家族が永遠に存続するためには，日の栄えの王国の最高の階級に行くにふさわ�

しくなければならない。黒板の絵は，日の栄えの王国の最高の階級でのみ家族がともに住めるこ�

とを示している。�

前世�

地上�

前世�

地上�

日の栄え�

月の栄え�

星の栄え�

3ェ�



永遠に家族として生活する祝福は，主の神殿でしか得ることができない�

聖句朗読と話し合い� 教義と聖約132�：13 — 20を読んで聞かせ，それについて話し合う。�

參この聖句によると，永遠の結び固めの聖約を交わすには，どなたの権能が必要ですか（教義と�

聖約132�：13—14参照)。�

•永遠の結婚の聖約を交わすには，どこに行って結婚しなければなりませんか。�

•主の神殿以外の所で結婚した二人は，来世でどうなりますか（教義と聖約132�：15—17参照)。�

この世で神殿結婚をする機会のなかった人はどうなるでしょうか。（神殿の結び固めが死者の�

ために行われる。）�

參来世で家族として暮らさない人�は，どのような状態に置かれますか（教義と聖約132�：18 — 

20参照)。�

視覚資料� 「神殿の前に立つ家族」の視覚資料を見せる。�

曰の栄えの最高の階級に達した人は家族として生活し，神�のようになることを理解させる。�

今から永遠の家族となる準備をしなければならない�

引用と話し合い� 次の文を読んで話し合う�

「日の栄えの律法に従えなければ，日の栄えを受けることはできない。月の栄えの律法に従え�

なければ，月の栄えを受けることはできない。また，星の栄えの律法に従えなければ，星の栄え�

を受けることはできない。そのような人�は，栄えの王国ではない王国に住まなければならな�

い。これは，神が与えたもうた啓示に述べられていることである。」（ウィルフォード•ウッドラ�

フ，Journal of Discourses�『説教集』12�： 278) 

參永遠の命を受ける準備を今からすることは，なぜ大切なのですか。�

現在その祝福を得るに十分な正しい生活をしていなければ，永遠に家族とともに住むことはで�

きないことを理解させる。わたしたちは自分が行く準備のできた王国で，永遠に暮らすことにな�

る。日の栄えの王国に行くという祝福を受けるためには，どのような努力でもする価値がある。�

証� 永遠の家族となるためには，必要な神殿の儀式を受けることや地上での家族生活において日の�

栄えの律法に従って生活することが大切であることについて，自分の気持ちと証を述べる。�

レツスンのI®用�

紙と鉛筆を配る。本課で，来世での生活について大切なことを数多く学んだことを思い起こさ�

せる。永遠の家族を持つ資格を身に付けるうえで妨害するものを一つ考えさせる。�

紙に「わたしは� をやめます」と書き，空所にやめようと決心したことを書き込むように言�

う。次のようなことが挙げられればよい。�

1.家ですぐに怒ること�

2.自分の家族のことを後回しにして，自分の興味や願望を第一に考えること�

3.すぐに両親に対して腹を立てること�

生徒が書き終えたら，各自が永遠の家族の一員となるために，しなければならないことを考え�

るように言う。�

次に「わたしは—を始めます」と書き，空所に始めようと決心したことを書くように言う。�

次のようなことが挙げられればよい。�

1.両親にもっと愛と尊敬を示すこと�

2.自分の兄弟を愛し，親切にすること�

3.もっと家の手伝いをすること�

4.もっと惜しみなく自分をささげること�

ここで自分が定めた目標を達成するよう，また永遠の家族生活を営む祝福を得るために，今か�

らできる限りのことをして準備するよう励ます。�

3
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家族の一致をはぐくむ 

目 的� 自分の家族の一致を図るように働きかける。�

準 備 1.紙と鉛筆（人数分）�

2.先端をほぐしたロープ（人数分)。このロープは実物を使ったレッスンで使う。また，最後�

に生徒たちに配る。麻ひもか毛糸でもよい。何本かの繊維をよったもので，一本一本が簡単�

に引き抜けるものでなければならない。事前に練習しておくこと。�

3.レッスンの3番目の項の事例の複写（人数分）�

4.物語，聖句，弓丨用文などの発表を割り当てる。�

注意——家庭に問題のある生徒の気持ちや必要に十分配慮する。�

導 入�

一人の生徒にロープを渡す。切る以外の方法でロープの形をなくすように言う。繊維を1度に�

1本ずつ引き抜き，ロープをほぐして見せる。�

次のように説明する。家族もこのロープと同じようなものである。皆が一致しているときは強�

く，そう簡単にはばらばらにならない。しかし，一人一人が一致しなければ家族は弱くなり，簡�

単にばらばらになる。家族が一致していれば，家族の全員が益を得る。�

家族の一致は主の計画の一部である�

教師の提示� 家族としての生活のひながたは，地球の創造の前に確立されていた。わたしたちはかつて天の�

家族の一員であり，地上の家族の一員として地球にやって来た。聖文は，主がわたしたちに一致�

するよう望んでおられることを証している。次の聖句を読んで，話し合う。�

1 . 3 ニーファィ11:29 

2.教義と聖約38: 27 (最後の文）�

3. 4 ニーフアイ1：15—16 

參家族が一致していることは，なぜそれほど大切なのですか。（各人が昇栄を得られるよう，ま�

た自分のものを主の業のためにささげられるよう助け合うことが最もよくできる場所だから。）�

態度と行いにより家族の一致を促す�

次のことを説明する。すべての家族が一致しているわけではない。クラスの中にも，家族がも�

っとお互いに愛を感じ，家族の中に争いが少なくなればいいと思っている生徒がいるであろう。�

互いに愛し合っているように思われる家族でも，一致するためにもっと努力する必要がある場合�

がよくある。�

御父はすべての家族を愛しておられ，どの家族にも一致した家族生活から得られる喜びを味わ�

ってほしいと願っておられる。家族の中のだれであっても，家族全体の愛と和を増し加える方法�

はたくさんある。�

これから聖文中の物語を話すことを説明する。この物語は，たった一人でも家族の一致に貢献�

できることを示している。�

ェニーファィ
1 6
 ：

1 7
—32の，ニーフアイと折れた矢の物語を話す。それから次の質問をし，答�

えが書かれている箇所を読ませる。�

レッスンの展開 

実物を使った�

話し合い�

教師の提示�

教師の提示�

聖文からの物語と�

話し合い�
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參ニーフアイの兄たちは，どんな態度をとりましたか（20節)。兄たちの態度は，ほかの家族の 

気持ちにどんな影響を与えましたか。 

參ニーフアイの父親は，どのような態度をとりましたか（20節)。 

• ニーフアイは，この問題をどのように解決しようとしましたか（22 — 23節)。ニーフアイの態 

度は父親や兄たち，そのほかの家族の者にどのような影響を与えましたか。 

參ニーフアイは，家族の一致にどんな影響力を持っていましたか。 

次の質問をして，話し合いを続ける。 

參不平不満を言うことは，家族の一致にどのような影響を与えますか。 

參個人のわがままは，家族の一致にどのような影響を与えますか。 

•若い女性の中でレーマンのような夕イプの人は，どのような態度をとる人ですか。ニーフアイ 

のようなタイプの人は，どのような態度をとる人ですか。 

物 語 次の物語を紹介する。 

亜紀子の家族はいつもけんかばかりしていた。亜紀子は，相手のあら探しばかりする家族にう 

んざりだった。 

ある日のこと，父親から亜紀子に話があった。家計が苦しくなってきているというのだ。気づ 

かなかったことだが，亜紀子の態度そのものも家族同士の争いの原因になっているという。そう�

いえば亜紀子は，食事の後片付けにも文句を言うし，何か欲しい物があると，いつも母親にお金 

をせびっていた。そしてお金がないと，大声で文句を言うのだった。 

父親は，母親がどれだけ自分を犠牲にしているかを話し始めた。自分の洋服などとても買えな 

いし，菜園でとれた野菜を売って得たお金もすベて生活費に回していた。また眼鏡を買うお金も 

ないので，本や新聞も読めないとのことだった。 

この父親の話を聞いた亜紀子は，自分の考えや行動を改めたいと思うようになった。文句ばか 

り言うのではなく，時には小さい妹の面倒を見てあげて，母親が少しは父親と話ができるように 

してあげようと思った。また，もっと進んで手伝いをし，きょうだいげんかはやめようと決心し 

た。 

そのことがあってから，家族の中に変化が現れていることに亜紀子は気づいた。きょうだいも�

みんな進んで手伝いをするし，けんかもなくなったのである。そして家族の夕べも和気あいあい 

とできるようになった。 

それから数か月間，亜紀子は近所の子供たちにピアノを教え始めた。そしてお金をためて母親 

にクリスマスプレゼントを買い，ツリーの下に置いた。中味は眼鏡だった。眼鏡の度数は父親に 

頼んでこっそり調べてもらった。このようにして，亜紀子は家族のために大きな貢献をしたので 

あ匀
0 

教師の提示 日々の家族生活の中には，家族のだれかと一緒に，またはだれかのために何かをする機会がた 

くさんある。時には，ほかの人の必要を満たすために，自分の都合を後回しにして何かをしなけ 

ればならないこともある。 

家族で変わるために自分に何ができるか生徒に尋ねる。 

事例と話し合い 次の事例を書いた紙を配る。一人ずつ自分に配られた事例を読み，そのような場合に自分が家 

族の一致のためにできることを挙げるように言う。 

1.お兄さんがたばこを吸い始めました。両親は，あなたに何とかならないものかと相談しま 

す。あなたはお兄さんの悪い習慣に戸惑いを感じています。 

2.あなたのお兄さんは今伝道中ですが，家族からの仕送りを受けています。 

3.あなたのお母さんは日中家にいません。弟や妹は学校から帰って来ると，よくけんかをしま 

す。 

4.あなたの妹は障害児で，特別な助けが必要です。 

5.あなたのお父さんは預言者の勧告に従って，今年の春，庭に畑を作りました。 

34 



第11課�

6.あなたの家の家庭の夕べには，あなたも含めてだれも期待していません。だれもレツスンに�

参加したがりませんし，終わるとみんなさっさと自分の部屋に引き揚げてしまいます。�

結 び�

モーサヤ書の中に，わたしたちがバプテスマのときに交わした一つの聖約が述べられている。�

それは，「重荷が軽くなるように，互いに重荷を負い合うことを望み，また，悲しむ者とともに�

悲しみ慰めの要る者を慰めることを望〔む〕」（モーサヤ18: 8 — 9)である。�

•この聖約は，わたしたちの家族にどのように当てはまりますか。�

引 用� 答えを与えるために，次の引用文を読む。�

「もっと自己をささげるようにしてはどうだろうか。…… 

……家の中でもっとにこにこするというような簡単なことかもしれない。�

もっと元気よく話すようにしてはどうだろうか。それとも，もっと頻繁に『どうぞ』と『あり�

がとう』を言うようにしてはどうだろうか。�

1曰に1度，だれかを褒める機会を見つけ，その反応を見るようにしてはどうだろうか。�

今晩夕食のテーブルで快活に振る舞うように決意し，ほかの人が何をしようと何を言おうと快�

活な態度をとるようにしてはどうだろうか。あなたはどのくらいの間，家族全体を高めることが�

できるだろう力、」（H •バーク•ピーターソン，Conference Report『大会報告』1972年10月，pp. 

148 — 149) 

レツスンの]®用�

これからの1週間，家族の一致を深めることを行うように決意させる。紙と鉛筆を配り，自分�

が決意したことを書くように言う。先をほぐしたロープを配り，自分にも家族を一致させ，強め�

る手助けができることを思い起こさせる。�
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第丨0課� 楽し门家族の活動�

目 的� 楽しい家族の活動を行う方法を見いだす。�

準 備 1.紙と給筆（人数分）�

2.「家族のお楽しみ袋」と書いた紙か布の袋�

3.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。�

レッスンの展開� 導 入�

活 動� 「家族のお楽しみ袋」を見せる。家族はよく一緒に働くし，また家族各人にはそれぞれ仕事の�

分担があるが，家族みんなで楽しいことをして遊ぶことも大切である。家族みんなでしたいと思�

う活動を，紙に書くように言う。（家族で海岸を散歩する，ゲームをする，好きなお弁当を作っ�

て旅行に出かけるなど，様�な案が出るであろう。）自分の案を書いた紙を「家族のお楽しみ袋」�

に入れさせる。�

若い女性は家族で楽しいことをするための手助けができる�

教師の提示� 「家族のお楽しみ袋」から紙を1枚取り出し，書いてあることを読む。いろいろな案があるこ�

とを説明し，一つ一つについてどう思うか話し合わせる。生徒たちは，家族で出した案に家族み�

んなが参加して楽しめるよう助けることができるし，またそうすべきである。�

•家族の活動をもっと楽しいものにするには，どうしたらよいだろうか。話し合わせる。次の点�

を強調する。�

1.家族の活動は，家族一人一人に自分の特別な興味と能力を示す機会を与えるものでなければ�

ならない。一家族の中にも，水泳が好きな子もいれば，絵画鑑賞が好きな子，昆虫採集が好�

きな子もいる。したがって，まず家族で水泳に行ったら，次は美術館に行き，その次は昆虫�

採集に出かけるというようにする。�

家族一人一人の趣味や関心事が妥当なものであって，互いに趣味を認め合い，趣味に参カロ�

し合えば，互いに対する愛と理解が深まる。時には，幼児，老人，病人などに合わせて活動�

を計画することもできる。例えば，体力作り計画を実行しようと決めたら，両親はある一定�

の距離を歩くこと，6歳の子供は200メートル走ること，15歳の子供は2キロ走ることから�

始めるようにすればよい。家族各人は，自分の進歩の記録をつけることができる。各人が自�

分の決めた段階に達したら，家族全員でそれを祝う。こうすれば，各人が自分の目標にチャ�

レンジすることができ，各人の進歩が家族全体の楽しみとなる。�

2.家族の活動に参加するときには，互いに支持し合う姿勢で積極的に参加することが大切であ�

る。建設的でない批判は，参加の楽しみを台なしにする。批判は人を傷つけ，復警心を起こ�

させる。褒め言葉や感謝の言葉は愛を表し，人をよい気持ちにさせ，自信を持たせる。�

10代の子供たちの態度や意見は，家族の活動のムードを決めるものである。家族の活動の�

ときに，どうしたら弟や妹，そして両親を元気づけたり励ましたりすることができるか，生�

徒たちに尋ねる。�

3.家族の活動のために予定を組むには，犠牲を払い，計画を立て，優先順位を変えなければな�

らない。大管長会が次のように勧告していることを話す。「若人は家庭で過ごす時間や家族�

の活動に参加する時間を持てるよう，学校やそのほかの家庭外での活動を調整すべきです。」�

(「大管長会メッセージ」『家庭の夕べ』1981年，p. iv) 

眷年長の子供がたまにしか家族の活動に参加しなかったら，ほかの家族にどんな印象を与え�
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るカゝ，生徒たちに話し合わせる。�

事例研究と話し合い� 次のような問題が起きたとき，家族に愛と思いやりを示すためにどんな解決策が考えられるか�

話し合わせる。�

a.家庭の夕べのとき幸子さんの家族は，土曜日の夕方，弟の誕生日とバプテスマのお祝いに一�

緒に食事をしようと計画しました。おじいちゃんとおばあちゃん，それに親戚の人も招待し�

ました。ところが，食事に行く当日，友達からパーティーに行こうという電話がかかってき�

ました。幸子さんはパーティーに参加して友達と一緒に過ごしたくてたまりません。�

b.真理子さんは夜ずっとアルバイトをしていて，その週は1日しか休みがありませんでした。�

真理子さんのお父さんは，その日に家族でお祭り見物に行こうと言いました。でも真理子さ�

んは親友と一緒に映画に行くことにしていました。�

教師の提示と�

話し合い�

4.家族の活動は，あまりお金をかけずに行うことができる。家族の活動というと，普段あまり�

行わないお金のかかるものを考えがちである。しかし，もっと現実的になって創意工夫を凝�

らす必要がある。�

家族のだれかが，家族の活動として食事に出かけたいと考えているとしよう。そのために�

は計画を立て，貯金をするだろう。しかし計画や貯金がうまくいかない場合，その思いを実�

現させるために家族はどんなことができるだろうか。�

生徒たちに案を出させる。家をレストラン風に飾りつけてはどうだろうか。家族全員をこ�

の計画に参加させるには，どのような方法があるだろうか。（手作りのメニューを作る，テ�

一ブルをきちんと整える，全員で食事を作る，家族のだれかがディナーショーをする，など�

の案が出ればよい。）�

參このような家族の夕食会は，家族にとってすばらしい思い出となるでしようか。それはな�

ぜですか。�

黒板を使った�

話し合い�

簡単な活動，手の込んだ活動�

次の聖句を黒板に書く。「小さな，簡単なことによって犬いなることが成し遂げられるのであ�

る。」（アルマ37�： 6) 

「家族のお楽しみ袋」に入っている幾つかの比較的簡単な提案を実行するための方法を挙げさ�

せる。�

または，�

あまり準備しなくてもよい活動を挙げさせる。こうした活動は気が向いたときに行うものであ�

ることを指摘する。初雪の日に外で遊ぶ，ゲームをする，菜園の種まきをする，近所のお年寄り�

を訪れる，など。�

または，�

前もって計画する必要のある活動や少し手の込んだ活動，例えば家族で何か新しいことを学�

ぶ，何かを作る，食糧貯蔵計画を始める，家族の奉仕計画，家族旅行，親族の集いなどを挙げる�

ように言う。こうした計画は，いつ，どのように提案したらよいだろうか。計画を活動の一部に�

盛り込むにはどうしたらよいだろう力、�

物 語� 時には，簡単な家族の活動が手の込んだものになり，長続きするものになることもある。�

オーストリアのある家族は，100年以上も前の糸車を持っている。彼らは糸紡ぎに魅せられて�

しまった。父親でさえも，たった1日で紡ぎ方を覚えた。今では暇があると家族全員が糸車を回�

し，美しい手編みの服を作る。皆が糸を紡いでいる間，娘の一人はよくギターで弾き語りをす�

る。この活動は，単に家族の自給自足を助けただけではなく，教会員でない友達の心をも引きつ�

けた（リチャード.M.�ロムニー “A Close-knit Family” New Era「毛糸を紡ぐ家族」『聖徒の�

道』1979年11月号，pp. 32 — 35参照)。�
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教師の提示� 家族の活動は，家族の伝統になることもある。家族が特別なことを思い出したり，祝ったりす�

るのを助けるような大がかりな計画を立てる，すなわち伝統を打ち立てることもできる。家族の�

モットーや好きな聖句をししゅうした家族もあれば，家族の写真を特別な方法で飾っている家族�

もある。また，祖父母の生涯の物語をつづった写真入りの小冊子を作った家族もある。先祖の誕�

生日に当たる日にその先祖について話すことで，その先祖についていろいろと学んでいる家族も�

ある。�

話し合い� 黒板の聖句（アルマ37: 6)に注目させる。�

眷簡単な家族の活動から，どんな大きなことが出てきますか。（家族の一致，伝統，家族の犬が�

かりな計画，才能が伸びること。）�

結 び�

引 用� 大管長会は，家族でともに時を過ごすことについて，幾つか具体的な勧告をしている。「度��

触れ合いの時間を持ち，日�の生活の中の問題を一緒に考え，うれしいことがあったときはそれ�

を分かち合うようにしてください。家族の一人一人が自分の責任を果たして幸せな家庭を築ける�

よに，割り当てや活動の計画は一緒に進めてください。わたしたちは次のことを約束します。皆�

さんが家庭の夕べを開き，家族の祈りを欠かさず，一緒に歌い，聖文を読み，読んだ事柄につい�

て語り合い，互いに証を分かち合うならば，家庭内の愛と一致はさらに強まることでしょう。」�

(『家庭の夕べ』1980年，p.v) 

思い出に残る活動ができるよう家族を助けるならば，生徒たちの家庭の中に「愛と一致」が深�

まるという大管長会の約束を強調する。楽しい活動ができるよう家族を助けるために，生徒たち�

は多くのことができる。�

レツスンの®i用�

今週1週間，家族の活動の計画を助けるか，家族全員が参加できる活動を提案するように言�

活動の提案�

週曰に，自分の家族のための「お楽しみ袋」を作る活動を行う。�
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親族の輪を広ぴる�

目 的� 親族の輪を広げ，新たに輪に加わった人との閨係を深める。�

準 備 1.「わたしはだれでしょう」の複写と鉛筆（人数分）�

2.親族の写真をはる。�

3.� 二人の生徒に，親類縁者との閨係を強めるために自分の家族が行っている方法を発表するよ�

う割り当てる。�

4.�二人の生徒に，ルツとナオミ（ルツ1-4章)，エテロとモーセ（出エジプト18: 7 -27) 

の物語を簡単に話すよう割り当てる。�

5.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。�

レッスンの展開 

用 紙�

導 入�

「わたしはだれでしょう」の用紙の空欄を埋めるように言う。�

わたしはだれでしよう�

空欄にできるだけ大勢の人の名前を書いてください。�

わたしは —� の娘です。�

わたしは� の姉です。�

わたしは� の妹です。�

わたしは� の義理の姉です。�

わたしは� の義理の妹です。�

わたしは� の孫です。�

わたしは� のめいです。�

わたしは� のいとこです。�

わたしは� のおばです。�

教師の提示� 家族は，基本的には両親と子供で構成されるが，大きく考えれば，祖父母，おじ，おば，ぃと�

こ，兄弟や姉妹の配偶者，おぃ，めぃも家族である。このような人�を親族と呼ぶ。彼らは親族�

の輪を大きくしてくれる。�

話し合い� 何人の親族の名前を書くことができたか，数えるように言う。たぃてぃの人には大勢の親族が�

おり，生徒たちはその人�と永遠に親族関係をはぐくむことができることを指摘する。�

わたしたちは親族との関係を強めなければならない�

教師の提示� 聖文には，親族が強固な関係を築き，互いに深い愛と思いやりを示し合った例がたくさん述べ�

られている。その一例が，兄弟たちにエジプトへ売られたヨセフである。ヨセフはエジプトの宰�

相になり，かって彼を欺いた兄弟たちが助けを求めて彼の前にやって来た。兄弟たちはエジプト�

の宰相が，何年も前に自分たちが売りとばした弟だとは気がっかなかった。復謦することは造�

作もなかったが，ヨセフは兄弟たちばかりカゝ，その妻，息子，娘，父のすべての子孫を助けると�

約束した（創世45章；47:11-12参照)。彼は，自分の親族全員に対して大きな祝福を与えるこ�

とができた。�

生徒の提示� 前もって割り当ててある生徒に，ルツとナオミ（ノレツ1—4章)，ェテロとモーセ（出ェジプ�
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ト18: 7-27)の物語を紹介してもらう。�

•主はわたしたちが親族にどう接することを望んでおられるでしょうか。この人�の模範からど�

のようなことを学ぶことができますか。�

引 用� わたしたちはこの末日にも，親族と親しい関係を築いていくように勧告されている。スペンザ�

一.W•キンボール大管長は，次のように述べている。「わたしたちは，子供が親戚の人たちを知�

るように努めるべきです。親戚の人たちについて話し，手紙を書くように努め，訪問したり集ま�

りに加わったりする必要があります。」（「家族に流れる海流」『聖徒の道』1984年6月号，p.5) 

話し合い� 參わたしたちが親族について知ることは，なぜ大切なのだと思いますか。�

次の点を強調する。�親族から愛されれば，安心感と帰属意識が得られる。�わたしたちに�

は親族を助ける責任がある。また必要なときには助けを与えることができるよう，彼らがどうい�

う問題を抱えているかを知っていなければならない。�親族と協力すれば家族の歴史をよく調�

ベることができ，親族の名前を神殿の儀式のために提出することができる。�

親類縁者との関係を強める方法はた<さんある�

親族との関係を強めたいとは思っても，「忙しいので」「遠くて」「あまり楽しくもないし」な�

どと言い訳をしがちである。しかし，ちょっと工夫をし時間を割けば，すばらしい思い出となる�

ようなことを親戚の人�と一緒に行うことができる。�

前もって割り当てを与えておいた二人の生徒に，自分の家族力《行っている親族との関係を強め�

る方法を話させる。�

參そのほかにも，親族との関係を強める方法がありますか。�

次のような答えが出ればよい。正月などに親族の親睦会を行う，年賀状，暑中見舞い，慶弔を�

知らせる手紙，一緒に家族の歴史を調べる，親族の連絡網を作る，パプテスマ会や結婚披露宴な�

どに招待する，ほかの親族と協力して困っている親族を助ける，非常時や危急時に援助する。�

親族との関係を強める一っの方法は，親族が一緒に楽しめるレクリエ一ション活動を計画する�

ことである。ピクニックや誕生会，休日を一緒に過ごす，互いに訪問し合う，などが挙げられる。�

眷今まで親族とどんな活動をしましたか。�

また，次の少女とおばあさんの物語のように，手紙で親族との関係を強めることもできる。�

由希さんは，おばあちゃんの誕生日に何か特別なものをプレゼントしようと思 つしレ、3；し7こ0  

由希さんは中学3年生のときまでおばあちゃんの家の近くに住んでいましたが，引っ越しをした�

ので，前のようにはおばあちゃんに会えなくなってしまったのです。そこで，由希さんは手紙を�

書くことにしました。手紙には，おばあちゃんと一緒に過ごした楽しかったときのことなどを書�

きました。愛と感謝の言葉も書きました。おばあちゃんはとても喜んで，うれし泣きしました。�

おばあちゃんは由希さんに，その手紙がおばあちゃんにとってどんなに大切かを何度となく話し�

ました。おばあちゃんは何度もその手紙を読み返し，複写をして何人かの親族に送りました。�

おばあちゃんは，どうしてそのように感じ，そのようにしたのでしょうか。由希さんのおばあ�

ちゃんが味わったような気持ちや，祖父母とお互いに近くにいるような気持ちは，どうしたら味�

わえるでしょうか。�

親族の関係を維持することにより，お互いに益を受ける�

教師の提示� 長い間家や家族や親族から遠く離れて生活していると，ほとんどの人は親族の強い関係から得�

られるたくさんの利点に気づく。しかし，いつも親族が身近にいると，そのありがたみが分から�

ない。�

教師の提示�

生徒の提示�

5占しロし、�

物 語�

5占しロし、�
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第11課�

活動と話し合い� クラスの生徒の何人かは，学業や就職のために何年か後には家を離れる。家や親族から遠く離�

れて生活するときのことを想像するように言う。親族と一緒に暮らしていたときのことで，何を�

いちばん懐かしく思い出すと思うか挙げるように言う。（次のような答えが出ればよい。家族の�

夕食，いとことの友情，生まれたばかりのおいやめいを抱いたこと，大好きなおばさんと話した�

こと，おばあちゃんの元気そうな笑顔や手料理，ゲーム，パーティー，お祝いごと。）�

住んでいる場所の遠い近いを問わず，親族と交流を深めることを大切なものとして考えなけれ�

ばならない。�

教師の提示� ボーン•J•フヱザーストーン長老は，自分の曾祖母がおばに与えた大きな影響について述べ�

ている。�

「わたしには，ベリル•ホリンドレイクという優しいおばがいます。彼女が3歳か4歳のころ，�

わたしの曾祖母（おばのフヱザーストーン家の祖母）はよくおばをひざに抱いて，救い主につい�

ての美しい物語を話してくれたのだそうです。また，曽祖母は救い主が遭った試練について，�

人�が主を打ちたたき，のろい，つばきを吐きかけた次第を，また引っ張っていって無理やり十�

字架につけ，残酷にもその手に太い釘を打ち込んだ次第を話してくれたのだそうです。彼女は言�

いました。『わたしが全身全霊を尽くして救い主を愛することを学んだのは，おばあちゃんのひ�

ざの上でしたよ。』」、Confemnce Report『大会報告』1974年10月，p. 39) 

參親族はあなたの福音への証を強めてくれましたか。どのように強めてくれましたか。�

結 び�

親族があるということは，ほんとうに大きな祝福であることを思い出させる。わたしたちは指�

導者の勧告に従い，親族との関係を強めるために時間を割き，努力をするべきである。親類縁者�

との関係は，わたしたちの生活を豊かにし，慰めや強さを与えてくれる。�

レツスンの)®用�

親類縁者の中から親しくなりたいと思う人を一人選び，本課で話し合った方法を使ってその人�

との関係を強めるように言う。�
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神権につf]て学ぶ 



第丨2課� 神権の祝福�

目 的� 神権と神権の力を通して得られる祝福について理解を深める。�

準 備 1.視覚資料8「準備のできた聖餐のテーブル」，視覚資料9「パプテスマを受ける少女」，視覚�

資料10「確認を受けている少女」（巻末に掲載）�

2.レッスン中の神権の円の一覧表�

3.担当副監督の承認を得て，一人の生徒の父親かメルキゼデク神権者に，自分の神権を通して�

ほかの人�を祝福するために自分の神権をどのように行使してきたかについても話してもら�

う。 

4.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。�

レッスンの展開� 導 入�

參神権とは何ですか。�

引 用� 次の文を読むか自分の言葉で話す。�

「神権は神の権威と権能である。時の始めから神とともに存在し，永遠にわたって存在し続け�

る（教義と聖約84�：17参照)。神は神権によって創造し，養い，治め，また贖いと昇栄の業を行�

われる。�

神は教会のふさわしい男性会員に，啓示と権威ある僕の按手により，神権の権能を授けられる�

(信仰箇条1：5�；へブル5�：1，4参照)。この神権を受けた人は，人類家族の救いのために，�

神の御名によって行動することができる。すなわち神権を通して，福音を宣べ伝え，救いの儀式�

を執行し，地上における神の王国を管理する権限を授かるのである。」（『メルキゼデク神権指導�

者手引き』P.1) 

神権にはア•ン神権とメルキゼテク神権がある�

參教会のニつの神権の名前は何ですか。�

•そのニつの神権の違いは何ですか。�

聖句を使った� 生徒に教義と聖約107:1，6 —8を読ませる。�

話し合い� 參アロン神権の職にはどのようなものがありますか。�

アロン神権の職が執事，教師，祭司，監督であることを説明する。しかし，監督はメルキゼデ�

ク神権者から召される。メルキゼデク神権者は下位の神権のすべての職を行う権能を有している�

からである（教義と聖約68�：14-15�；107�：14—17参照)。�

參アロン神権者はどのような責任を持っているでしようか。�

生徒に教義と聖約第13章を読ませる。�

アロン神権者は聖餐のパスをし，断食献金を集め，監督を助けてワードの会員を見守る。祭司�

は聖餐を祝福し，新会員のためにバプテスマを施す。�

•�メルキゼデク神権の職にはどのようなものがありますか。�

教師の提示� メルキゼデク神権の職が長老，大祭司，祝福師，七十人，使徒であることを説明する。この神�

権を持つ人�は，教会の霊的な祝福を管理する権能を持つ（教義と聖約107:18参照)。メルキゼ�

デク神権者は，管理者の指示により，バプテスマを施し，聖霊の賜物を授け，男性を神権の職に�
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聖任し，神殿で結び固めの儀式を執行することができる。また病人のiしをはじめとするそのほ�

かの儀式を行うことができる。メルキゼデク神権者はアロン神権のすべての職を執行できる。�

メルキゼデク神権を受ける資格のある人は，神権の誓詞と聖約と呼ばれる神聖な義務を負う。�

教義と聖約84�： 33 —44を読んで話し合う。下の表を黒板に書く。�

神権の誓詞と聖約�

神から神権者への約束�

1.神の御霊により聖められる。�

2.肉体が再新される。�

3.王国の民となり神の選民となる。�

4.御父と御子を受ける。�

5.御父が持っておられるすべてのものを受け，神となる。�

神権者から神への約束�

神権を受け，それを尊んで大いなるものとする。�

參神権者は主に何を約束しますか。�

參神権の誓詞と聖約を尊ぶ神権者に，主は何を約束されますか。�

鲁忠実な者には「父が持っておられるすべて」を授けられるとはどういうことですか。（永遠の�

命を与えること。）�

5占し•レ〜�

黒板と視覚資料�

男性も女性も神権を通して大きな祝福が得られる�

神権者は神権の聖約を尊ぶときに，ほかの人�に大きな祝福を授けられることを説明する。�

次の質問をする。教会のすべての女性が受けることのできる神権の祝福には，どのようなもの�

がありますか。神権の儀式の視覚資料を適当なときに見せる。�

生徒の答えを黒板に書く。すべての生徒が話し合いに参画できるよう心を配る。答えは以下の�

ものを含むはずである。罪の赦しを得るためのパプテスマ，確認と聖霊の賜物の授与，聖餐，神�

殿のエンダウメント，神殿結婚，死者のための神殿の儀式，子供の命名と祝福，父親の祝福，病�

人への癒し，祝福師の祝福，教会の奉仕の業への任命，ホームティーチャーの訪問，監督会の個�

人面接。�

わたしたちの生活の中のほとんどの大切な祝福が神権を通して与えられることを理解させる。�

掲示物� 神権について記した模造紙を掲示する。この円は御父が教会員に神権の祝福を与えられる様��

な方法を示している。�
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御父は全人類を祝福される�

家族に神権者がいなくても，神権の祝福は教会のすべての女性に与えられる。ここまでのレツ�

スンで提起されたすベての祝福は，上の表の円の中の資格ある神権者を通してもたらされる。�

神権の力を通して大きな祝福を受けたある若い女性の話を紹介する。�

ジェーン•スナイダー•リチャーズは1823年にアメリカで生まれた。彼女の兄ロバートは病気�

で死にかけていたが，『新約聖書』の水に沈めるバプテスマの部分を読み，その儀式ができる人�

を知りたいと祈った。彼はその答えとして，「ジョン.E•ページ」という名前が心の中にはっき�

りとささやかれるのを感じる。そのジョン• E •ページが近隣の地域で福音を宣べ伝えていた末�

日聖徒イエス•キリスト教会の宣教師であることを知ったのは，後になってからのことだった。�

そしてページ長老からバプテスマを受け，神権の祝福を受けたロバートは，健康を回復して何百�

人もの人�にバプテスマを施した。�

ジェーンが16歳のころには家族のほとんどがバプテスマを受けていたが，ジェーンはまだだっ�

た。大変な重病で，どの医者に聞いても助かる見込みはないとのことだった。そこへ兄のロバ一�

トが伝道から帰って来た。ジヱーンはこう語っている。�

「帰って来てわたしの病状を見た兄は，心配して断食して祈ってくれました。3日か4曰飲食�

を断ったんです。それから兄は病室に入って来て，わたしの枕もとに顔を寄せ，『バプテスマを�

受けられるといいのに』と言いました。�

翌朝，わたしは体がまひしてきて，死が近いことが分かりました。話すことも動くこともでき�

ません。意識はあったので，兄の言うことにはうなずいて答えました。兄は涙を流しながら，バ�

プテスマを受けられたらいいのに，とまた言いました。それから油を注いで祈ってもいいかと聞�

きました。……兄が祈っていたとき，心の中に光が射し込むのが見えました。そして，わたしの�

前に本が開かれて，そこに書いてある言葉を読むようにはっきりと，自分がバプテスマを受ける�

必要があることを知ったのです。罪のないキリストでさえバプテスマを受けたのだから，罪のあ�

るわたしが受けるのは当然のことです。�

その瞬間，痛みが消えてなくなりました。まひもなくなりました。ただ力が入らないだけでし�

た。わたしは体を起こした兄にバプテスマを施してくれるよう頼みました。兄はやめるように言�

いました。冬のさなかで，バプテスマを受けるには氷を割って水に入らなければならず，そんな�

ことをすれば死んでしまうと言うのです。でもわたしは，死は怖くありませんでした。ただ，バ�

プテスマを受けなければならないという気持ちだけだったのです。�

兄は一歩も引かないわたしに負け，翌日わたしを湖に連れて行ってくれました。30センチもの�

厚さの氷が張っていて，それを割らなければなりませんでした。人がたくさん集まっていまし�

た。中には，重病のわたしを水の中に入れたら，兄は逮捕されるだろうと言う人もいました。で�

者

て

の

人
 

種

し

格

る
 

神
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も，パプテスマは行われました。以来，わたしは元気です。……わたしは人�に，これはすべて�

わたしの意志で行ったことで，決して強制されたものではないことを話しました。……兄は神の 

業を行ったのだから兄に危害を加えてはならないこと，そしてもし手を出すならば神が必ず罰を�

下されることを話しました。」ロバートは捕まりませんでした。そして，ジェーンは体を寒気や�

冷たい水にさらしたにもかかわらず，奇跡的に癒されたのでした。（Autobiographical sketch of 

Jane Snyder Richards「ジヱーン•スナイダー•リチャーズの自叙伝」教会歴史部所蔵，PP.1— 

7) 

•神権の祝福はどのような形でジヱーンに与えられましたか。（病気のときに兄が癒しの儀式を�

してくれた。兄のバプテスマにより彼女は癒され，福音の証を得た。）�

參ジェーンの話からどんな印象を受けましたか。彼女の人生から何を学ぶことができるでしよう�

か。�

引 用� 次の引用を読んでまとめる。�

「神権の祝福は，老若男女を問わず，すべての人�にもたらされる。神権を通して，福音の�

儀式を受け，執り行うのである。その中には，バプテスマ，確認，聖餐，永遠の結び固めや死者�

のための業を含むあらゆる神殿の儀式などがある。また神権の権能により，信仰と天父の御心に�

応じて，病人は癒され，足の不自由な者は歩きだし，目の見えない者は見，耳の聞こえない者は�

聞くことができるようになるのである。神権の祝福は，悲しむ人�に慰めを与え，打ちひしがれ�

た人�に力を与える。」（N •エルドン•タナー「神権」『聖徒の道』1974年2月号，p.53) 

「アロン神権の回復は若い男性同様，若い女性にとっても喜ばしいことです。なぜなら，アロ�

ン神権は全人類を祝福するために回復されたからです。神権の権能は，正しく行使されるなら�

ば，男性と女性を，息子と娘を，そして家族を一致させる力を持っています。だからこそわたし�

たちはともに喜ぶのです。正しい一致は天父がその息子や娘たちのためになされた計画のまさに�

真髄と言うべきものです。わたしたちは皆この栄えある計画の一部にあずかっているのです。」�

(アーデス• G •カップ「正しい一致」『聖徒の道』1987年2月号，p.35) 

ゲス卜の提示� 割り当てておいた父親に，周囲の人�を祝福するために神権をどう用いてきたか話してもら�

うo 

話し合い •女性はどのようにしたら神権の祝福をさらによく受けられるようになるでしようか。�

ふさわしい生活をすれば神権のすばらしい祝福が受けられるようになることを強調する。�

結 び�

証� 神権がわたしたちの生活にもたらす祝福について証をする。神権の祝福はわたしたちの人生の�

中でとても大切なものなので，若い女性には神権を理解することと，若い男性が神権を尊んで大�

いなるものとするよう励ます責任があることを強調する。ふさわしい生活をして，ふさわしいメ�

ルキゼデク神権者を夫として迎えることの大切さも話す。�
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神権は家族を祝福する 

目 的� 神権者が家族を祝福し，昇栄に導く方法を理解する。�

準 備 1.紙と給筆（人数分）�

2.「父親の責任」の複写（人数分）�

3.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。�

注意——家庭に神権者のいない生徒も何人かいるだろう。そのような生徒がこのレッスンを受�

けることによって落胆しないよう配慮する必要がある。父親が神権者であろうとなかろうと，子�

供には父親を敬う義務がある。このレッスンで教える原則は，各自が現在の家庭で適用すること�

ができる。また将来自分の家庭を築くときに役立つものである。�

神権者は正し<家族を導かなければならない�

次の引用を読んで話し合う。�

「神はその預言者を通して，男性は神権を受け，父親となり，救い主がその教会を導かれたの�

と同じように，温厚さと清く偽りのない愛をもって正しく家族を導き，養うべきであることを示�

していらっしやいます（エペソ5�： 23参照)。男性に与えられた第一の責任は家族の霊的，物質�

的必要を満たすことです（教義と聖約83: 2参照)。」（M•ラッセル•バラード「相違の中の平等」�

『聖徒の道』1994年1月号，p.101) 

「家族という組織に関して，特にこの組織が大神権者によて管理されるとき，父親以上に高い�

管理役員はいない。権威は尊重されねばならない。あらゆる神権時代の神の民の間において，神�

の霊感を受ける預言者たちは権威を敬い強調して教えを説いてきた。族長制度はその起源を神に�

持ち，今も水世にも存続するであろう。」（ジョセフ.F •スミス『福音の教義』pp.286 —287) 

參神が父親に与えられた責任はどのようなものでしょうか。�

眷正しい神権者はどのようにして家族を祝福するでしょう力、�

主が父親に，神権の権能を使って家族を正しく導く責任を授けられたことを説明する。その責�

任を通して家族を導けば，家族に大きな祝福がもたらされる。父親がいなかったり，いても神権�

を持っていなかったりする場合でも，家族はふさわしい親族や監督，支部長，定員会指導者，担�

当のホームテイ一チヤ一から祝福を受けることができる。このように，神権の祝福はすべての教�

会員に及ぶのである。�

主が家族を導くための指針を神権者にお与えになったことを説明する。生徒に教義と聖約�

121：41—45を読ませる。�

參神権者が身に付けなければならない指導者としての資質にはどのようなものがあるでしょう�

か。�

生徒の提案を黒板に書くとよい。説得，寛容，温厚，柔和，偽りのない愛，優しさ，純粋な知�

識，聖霊に感じたとき厳しく責めること，いっそうの愛を示すこと，慈愛，徳ある思いなどが挙�

げられるであろう。難しい言葉については意味を説明し，生徒が確実に理解できるようにする。�

參こうした資質を備えた人から指導を受けるとしたらどうでしょうか。�

父親には責任が多い�

話し合い� 家族を正しく導こうとする父親には責任が多いことを説明する。生徒に父親の責任を挙げても�

らう。�

レツスンの展開 

引用と話し合い�

聖句を使った�

しロし、 

第13課�
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配付資料� 用意した資料を配る。それぞれ読んで話し合わせる。すべてのふさわしい父親が取り組んでい�

ることであることを説明する。生徒に，父親がこうした目標を達成できるように助けることを勧�

める。�

父親の責任�

1.主が指示されたように，父親は家族の長である（教義と聖約121：41 — 45参照)。�

2.家族を物質的に養う責任がある（教義と聖約83: 2，4�一 5参照)。�

3.子供を愛し，子供に福音を教える（教義と聖約68: 25 — 28参照)。�

4.神権を持つ父親には，次の事柄を行う権利と責任がある。�

眷妻子に慰めの祝福を与える。�

•家族が病気になったときに癒しの儀式を施す。�

參家族に関する霊感と啓示を受ける。�

參監督の指示により命名の儀式を行い，パプテスマを施し，確認をし，神権の聖任を行う。�

5.家族の中で資格ある者に伝道に出ることと神殿の祝福にあずかることを勧める。�

6.戒めを守り，子供に模範を示す。�

7.妻にとってふさわしい夫となる。�

8.しばしば家族の相談に応じ，家族とのコミュニケーションを保つ。�

生徒に上のリストを取っておくように言う。生徒はデートをして結婚の準備をするときに，こ�

の配付資料を参照し，相手の男性がこの標準を満たすことができるか評価するとよい。もちろん�

若い女性は，若い男性がこうした理想の姿を実現できるように助けるという決意をしていなけれ�

ばならない。�

事例研究� 次の事例を生徒に読んで聞かせる。それぞれにおいて父親が家族をどう祝福し導いていけるか�

提案させる。その後でテキストの提案の部分から指摘されない部分を読む。�

事例研究1 

上田家には17歳を頭に，14歳，13歳，そして12歳以下の子供が3人，合計6人の子供がいる。�

長男はサッカーチームの一員で，ほかの子供たちも学校と教会の活動に参加している。彼らには�

多くの友人がいて，ワードの人とも近所の人ともうまくやっている。上田兄弟はほかの県でもっ�

と高収入の仕事をしないかと誘われた。上田家族はどうしたらよいか困っている。上田兄弟は神�

権をどのように使えば，家族の人が正しい決断を下せるよう導くことができるだろうか。�

提案——上田兄弟は家長として家族会議を開き，家族に意見を述べる機会を与えられる。ま�

た，決断を下すうえで家族の気持ちが大切な要素であることを伝えられる。ひざまずいて祈り，�

天父の導きを求めるよう家族に提案することもできる。ともに断食し，御霊のささやきに耳を傾�

け，霊感を受ければそれを受け入れるよう家族に求める。父親は家庭における神権者の長とし�

て，家族の必要に関する啓示を受けるよう，主から選ばれた者である。これは上田兄弟の責任で�

ある。家族の人は聖霊によって心にその確信を得るだろう。�

事例研究2 

咲子さんは魅力的な16歳の少女である。最近新しい友達が何人かできた。ところがその人たち�

は時�たばこを吸うのである。しかも，数日前には近くの衣料品店で万引きをしたと言う。両親�

は咲子さんの新しい友人について知らなかった力ん何だか咲子さんの様子がおかしいと感じてい�

た。父親は神権を使って，どのように咲子さんを助けることができるだろうか。�

提案——咲子さんはある意味ではすでに祝福されている。それは咲子さんが助けを必要として�

いることに，両親が気づいているからである。両親は彼女に様�な方法で愛を示し，彼女のため�

に話しやすい雰囲気を作るべきである。父親は彼女と個人的に話し合うことができ，またその責�

任がある。また彼女に勇気と洞察力をもって友人を選び，決意することができるよう，特別な祝�

福を与えることもできる。�
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若い女性は父親を助けなければならない�

參あなたは神権者であるお父さんをどう助けることができますか。（神権者のいない家庭であれ�

ば，父親や母親が家庭でよく務めを果たせるようにどう助けられるかを尋ねる。）�

答えを黒板に書く。以下のような答えが出るであろう。�

參尊敬し愛し，正しいことを行おうとする父親に従う。�

•病気のときや悩んでいるときなどに祝福を授けてくれるように頼む。�

眷教会の指導者としての責任やホームティーチンダ，神権会への出席などの神権者としての務め�

を父や兄が果たせるように助ける。�

拳神権者全員に敬意を示す。�

紙と給筆を配り，自分の家庭で神権者を支持し強めるためにしたいと思うことを書かせる。�

家庭に神権者がいない生徒は，家庭で父親か母親を支持する方法を書く。両親に従い両親を敬�

うなら，家庭の中に神権者がいなくても，家族に良い影響を及ぼすことができる。�

生徒一人一人に自分の提案を読んでもらう。また，将来神権によって導かれた家族を持つため�

に今何ができるかを提案してもらう。�

結 び�

聖 句� エペソ6�：1—4を読む。この聖句を家庭でどう応用できるか生徒に話し合わせる。わたした�

ちが父親を敬い，父親に従い，彼らが神権の責任を果たせるように助けるときに主が喜ばれるこ�

とを説明する。�

クラス活動の提案�

次の活動を行い，このレッスンで学んだことをフォローアップする。�

1.神権による指導と祝福に対する感謝の気持ちを表した手紙を書かせる。�

2.神権の儀式の証明書（パプテスマ，確認，祝福）を集めて整理する。�

黒板を使った�

5占しロレ、�

筆記活動�

う。�



わたしたちには 

すばらしn伝統がある 

第丨4課�

目 的� 末日聖徒イエス•キリスト教会に所属する若い女性にはすばらしい伝統があることを理解させ�

なO 

準 備 1.以下の聖句を研究する。2テサロニケ2:2 — 3;マタイ24�：11-12�；イザヤ24�： 5�； 2テ�

モテ4 ： 3 — 4 ；アモス8 ：11 — 12。�

2.入手できれば「最初の示現」と「神権の回復」のビデオを見せる。�

3.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。�

注意——本課は若い女性に末日聖徒イエス•キリスト教会の会員としての偉大な伝統について�

理解させるためのものである。レッスンは2回に分けて行ってもよい。�

レッスンの展開� 大背教�

教師の提示� イエス•キリストが地上におられたときに教会を設立されたことを説明する。イエスは御自身�

の死後の教会を導くために使徒などの指導者を聖任された。これらの指導者は世界中に福音を宣�

ベ伝え，教会の支部をたくさん糸且織した。しかし，救い主の教えを変える人�が出始め，多くの�

人が欺かれた。�

聖句を使った活動� 次の聖句を黒板に書く。�

2テサロニケ2:2 — 3 

マタイ24�：11-12 

イザヤ24�： 5 

2 テ モ テ 4 : 3 - 4 

アモス8�：11-12 

以上の聖句を探させ，イエスの死後の教会にどのようなことが起きたかを理解させる。これら�

の聖句を読めば次の質問に答えることができるであろう。�

話し合い� 拳イエスが地上におられたときに設立された教会はどうなりましたか。�

•なぜそのようなことが起こりましたか。�

話し合いのときには以下のアイデアを用いるとよい。�

•テサロニケ人への手紙でパウロは，救い主の再臨の前にどんなことが起きると言っています�

力、（真理からの背教。2テサロニケ2� ： 2 —3参照）�

參再臨の前の出来事についての救い主の預言は，マタイが記録しています。その中の一つは何で�

すか。（偽預言者が大勢の人�を欺く。マタイ24�：11 — 12参照）�

參イザヤは福音の儀式がどうなると言っていますか。（変わる。イザヤ24: 5参照）�

參なぜ人�は真理に背くのでしょうか。（真理よりも耳ざわりのよいことを言ってくれる教師を�

求めるから。2テモテ4� ： 3 —4参照）�

眷アモスはどのような飢饉が来ると言っていますか。（主の言葉を聞く飢饉。アモス8�：11-12 

参照）�

福音が地上に回復された�

教師の提示� 真理から背くことを背教と呼ぶことを説明する。背教後何世紀にもわたって，真の教会はこの�

地上に存在しなかった。そして，主が預言者ジョセフ•スミスを通して，あらゆる権能と祝福と�
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ともに真の福音を回復される時が訪れたのである。�

ビデオ� 「最初の示現」を見せる。�

聖 句� ジョセフ•スミス歴史1：7 — 26に記録されているジョセフ•スミスの示現の叙述を生徒と一�

緒に読む。一人の生徒に書かれている内容を説明してもらってもよい。�

証� 福音がジョセフ•スミスを通して回復されたことへのあなたの証を述べる。また，その証を得�

るに至った経験を紹介する。生徒にも自分自身の体験を述べてもらう。（レッスンを2回に分け�

るときは，ここで1回目を終える。）�

福音が回復されたことにより大きな祝福がもたらされた�

教師の提示� ジョセフ•スミスの最初の示現の後に数�の偉大な出来事が起きたことを指摘する。その一つ�

は神権の権能の回復である。すなわち，アロン神権とメルキゼデク神権がこの地上に回復され�

た。�

ジョセフ•スミスとオリバー•カウドリ力文『モルモン書』の翻訳の業に携っていた1829年5月，�

二人はバプテスマについて主に尋ねてみることにした。そして森の中に入って祈っていると，ノベ、�

プテスマのヨハネが天から降って来て彼らの頭に手を置き，彼らにアロン神権を授けた。�

聖 句� 生徒にジョセフ•スミス—歴史1：69を読ませ，バプテスマのヨハネが何と言ったか理解させ�

る。それから70 — 72節を読む。�

教師の提示� アロン神権の回復のすぐ後で主の使徒であるべテロ，ヤコブ，ヨハネが訪れ，ジョセフ•スミ�

スとオリバー•カウドリにメルキゼデク神権を授けた。この神権は聖なる使徒職を含むものであ�

り，彼らに教会設立の権限を与えるものであった。�

1830年4月6日，ジョセフ•スミスと約50人の人�がニューヨーク州セネカ郡フヱイエットに�

あるピーター•ホイットマー•シニアの農場の丸太小屋に集まった。こうして，末日聖徒イエス. 

キリスト教会が組織された。教義と聖約第21章は，この教会設立のときに与えられた啓示であ�

るo 

聖 句� 生徒に教義と聖約21：1_ 3を読ませる。�

教師の提示� この設立があって今のわたしたちのすばらしい教会が存在していることを生徒に理解させる。�

この教会があるおかげで，わたしたちは今，主イエス•キリストについて知り，主を礼拝するこ�

とができる。また，教会堂や神殿を訪れ，イエス•キリストの贖罪について学ぶことができる。�

さらに，主の犬いなる犠牲の象徴である聖餐にあずかることもできる。また，この世から永遠に�

わたる幸福へと導く神の戒めも学ぶ。そして，聖なる神殿で家族として結び固めを受けるのであ�

O 

ビデオ� 「神権の回復」のビデオを見せる。�

わたしたちには信仰といろ伝統がある�

教師の提示� 教会設立後数年の間に教会に加わった大勢の人�は，偉大な信仰と勇気の持ち主だった。迫害�

に遭って家を追われ，人里離れたソルトレーク盆地まで何千マイルも旅をしなければならなかっ�

た人�は，とりわけそうである。今，わたしたちがどこに住んでいようと，彼らは偉大な模範で�

める。�

物 語� 次の開拓者の少女の話をする。�
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第11課�

ポリーと呼ばれていたメアリー•ゴーブル•ペイがソルトレーク盆地に向けて大平原を渡った�

のは，13歳のときだった。彼女は家族ともどもイギリスで改宗していた。幌車と2頭の牛を持っ�

ていたポリーの家族は，ある手車隊と行動を共にするよう割り当てられた。彼らは大きな苦難に�

遭ったものの，神への大いなる信仰に支えられた。ポリーはそのときの経験をこう回想してい�

なO 

「わたしたちは毎日15マイルから20マイル進み，……プラット川に着いた。……その曰，手車�

隊に追い着き，彼らが川を渡るのを目撃した。大きな氷の塊が流れている川である。ひどい寒さ�

だった。翌朝14人が死んだ。……わたしたちは野営地に戻り，祈りをささげ，『恐れず来れ聖徒，�

進み行けよ』と歌った。その晚，母が涙を流していたが，わたしには理由が分からなかった。次�

の朝，妹が生まれた。12月23日だった。エディスと名付けた。彼女は6週間生きて死んだ。そし�

て，スウィートウォ一夕一川を最後に渡るときに埋葬した。�

デビルズゲイトに着いたときはかなりの寒さだった。わたしたちはそこに多くの物を残した。�

……弟のジェームズはその晚何の変わりもなく床に就いたのに，朝になったら死んでいた。…… 

わたしの足は凍傷にかかっていた。弟や姉もそうだった。周りは雪以外に何もない。テントの�

ペグも打てなかった。……これから何が起きるのか分からなかった。そしてある晩，一人の男が�

野営地にやって来て，ブリガム•ヤングがわたしたちを助けるために人と幌車を送ってくれてい�

ると知らせてくれた。わたしたちは歌い，踊り，泣いた。…… 

母の病気はよくならなかった。……そしてリトル•マウンテンとビッグ.マウンテンの間で死�

んだ。43歳だった。�

わたしたちは1856年12月11日の夜9時にソルトレーク•シティ一に着いた。生き延びた者の4 

分の3は凍傷にかかっていた。死んだ母は幌車の中だった。�

翌朝早くブリガA•ヤングが来た。……足が凍傷にかかり，母を失っているわたしたちを見て，�

彼の目から涙が流れた。…… 

医者が凍傷にかかったわたしのつま先を切った。その間妹たちが母の埋葬の準備をした。…… 

その日の午後，母は埋葬された。�

わたしはイギリスを離れるときに語った母親の言葉を思い出す。『ポリー，わたしは子供たち�

が小さいうちにシオンに行きたいの。そうしたらイエス•キリストの福音の下で育てられるから�

ね。』」（ゴードン• B •ヒンクレーによる引用“The Faith of the Pioneers” Ensign「開拓者の�

信仰」『エンサイン』1984年7月号，pp. 5 - 6 ) 

•ポリ一やほかの開拓者たちがこのような試練に耐えることができたのはなぜでしょうか。�

引 用� ゴードン.B•ヒンクレ一大管長はこの物語についてこう述べています。「これと同じような話�

が何千とあります。これは，天の神がすべての事柄を正しく導かれ，神の子たちの人生に永遠の�

目的を実現される方であることへの驚くべき，しかも純朴な信仰と，疑いのない確信の表れなの�

です。�

わたしたちは生ける神とその生ける御子への燃えるような強い信仰を持つ必要があります。そ�

れこそが福音の先駆者たちが持っていた偉大な信仰だからです。」（「開拓者の信仰」P.6) 

參ポリーの経験から学ぶことの中で，あなたの生活に応用できることが何かないでしょうか。�

結 び�

引 用� 次のジョセフ•フィールデング•スミス大管長の話を読む。�

「わたしたちは，長い暗黒と不信仰の夜に続き，また純粋で完全なキリスト教からの離反に続�

き，主はその限りない知恵をもって永遠の完全な福音をこの地上に回復されたことを信じてい�

なo 

わたしたちは，ジョセフ•スミスが預言者であり，この最後の神権時代を開くために1820年に�

御父と御子が彼に御姿を現されたことを知っている。またジョセフが神の賜物と力によって『モ�

ルモン書』を翻訳したこと，遣わされた天使から鍵と権能を授けられたこと，そして主が彼に救�

いの教義を啓示されたことを知っている。�

ioy 



わたしたちは，末日聖徒イエス•キリスト教会が地上における神の王国であり，人が救いの教�

義を学び，聖なる神権の権能を見いだすことのできる唯一の場所であることを宣言する。」�

〈Conference Report『大会報告』1971年 4�月，p. 5 ) 

証� イエス•キリストの福音が回復されたことへのあなたの証を述べる。末日聖徒イエス•キリス�

ト教会の会員となることによって，わたしたちは信仰と真理に対する偉大な伝統を共有する者と�

なった。この教会が真実であり，ジョセフ•スミスを通して回復され，忠実な者に永遠の命のす�

ベての祝福が約束されていることへのさらに強い証を育てるように，生徒を励ます。�
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家族歴史と神殿活動につfjて学ぶ�



第丨5課� イスラエルの家に 

与えられる祝福 

目 的� イスラエルの家の一員である自分に与えられた責任，役割，祝福について理解する。�

準 備 1.視覚資料7「神殿の前に立つ家族」（巻末に掲載）�

2.物語，聖句，弓丨用文などの発表を割り当てる。�

レツスンの展開� わたしたちは主がアブラハ厶に約束された祝福を受けることができる�

教師の提示 參預言者アブラハムについて知っていることを挙げてください。 

話し合ったら，アブラハムが旧約時代の偉大な預言者であったことを話す。アブラハムはすべ 

てにわたって主に従順であり，忠実であったので，主はすばらしい約束をアブラハムに与えられ 

た。 

生徒にアブラハム2 ： 8—11を読ませ，主がアブラハムに対してなされた幾つかの約束を学 

v^o 

•主がアブラハムにお与えになった祝福とは何ですか。 

アブラハムは主に忠実で従順であったので，主はアブラハムに，彼の子孫は常に3つの大切な 

祝福を受けることを約束された。図に示されているように3つの祝福を黒板に書く。 

黒 板�

イスラエルの家�

アブラハムとその子孫は常に次の祝福を受けることができる。 

1.福音の祝福�

2.神権の祝福�

3.永遠の命の祝福�

教師の提不 アブラハムの子孫を通してわたしたちがアブラハムに約束された祝福を受けることができるこ 

とを説明する。アブラハムにはイサクという息子がおり，イサクはヤコブという息子をもうけ 

た。ヤコブは後に主によって，イスラエルと改名した。そして，12人の息子を持ったヤコブすな 

わちイスラエルの子孫は，イスラエルの家として知られるようになったのである。 

アブラハムに約束されたすベての祝福は，イスラエルの子孫あるいは養子縁組してイスラエル 

の家に入ったすベての人に与えられる。イスラエルの文字どおりの子孫でない人々は，バプテス 

マを受けたときにイスラエルの家に養子緑組される。教会員は祝福師の祝福を受けるときに自分 

がどの血統に属するかを知る。 
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引 用� 次の引用文を読む。�

「福音を受け入れる者は一人残らずイスラエルの家にに属する者となる。換言すれば，選ばれ�

た家系の一員となる。約束を与えられたイサク，ヤコブを通してアブラハムの子孫となるのであ�

る。この教会の会員になる人の大多数は，ヨセフの息子エフライムを通じてアブラハムの文字ど�

おりの子孫である。アブラハムおよびイスラエルの文字どおりの子孫でない人�は，子孫になら�

なければならない。その方法は，バプテスマと確認を受けて，木に接がれ，相続人として一切の�

権利と特権を受ける資格を得ることである。」（ジョセフ•フィールディング•スミス『救いの教�

義』3�： 220-221) 

イスラエルの家の一員である少女は，ふさわしければアブラハムに約束されたすベての祝福を�

享受することができる。�

イスラエルの家の一員として祝福を分かち合い，責任を果たす�

黒板を参照しながら，次のことを強調する。すなわち，イスラェルの家の一員である生徒たち�

に与えられた基本的な祝福の一つは，地上にいる間にバプテスマを受けてキリストの教会に入る�

ことにより，福音を学び，それを受け入れることができることである。�

參バプテスマを受けるときや，聖餐を受けるときに，わたしたちはどのような約束をしますか。�

(すべての戒めを守る，救い主を思い起こす，人を愛し人に仕える。）�

これらの特別な約束をすることができること自体，イスラェルの家の一員として受ける祝福で�

あることを指摘する。�

教会員でありイスラェルの家の一員である少女たちは，神権の祝福を享受する特権も与えられ�

てきた。�

現在受けている，または将来受けるであろう神権の祝福を挙げるように言う。（バプテスマを�

受けて主の真の教会の会員となる，神権の祝福を受ける，聖餐を受ける，自分自身と死者のため�

神殿の儀式を受ける，助け導いてくれる霊感された指導者がいる，神殿結婚をする，などの答え�

が出ればよい。）�

自分の生活が特に神権の祝福を受けていると感じた経験のある生徒がいるかどうか尋ねる。そ�

の経験を話すように言う。教師も自分の経験を話してもよい。神権の祝福があれば，慰めと守り�

が得られることを強調する。�

永遠の命はイスラエルの家に属する人>7に対する最大の約束である�

聖句を使った� 教義と聖約14: 7を黙読し，印を付けるように言う。�

話し合い� 參神のあらゆる賜物の中で最大のものは何ですか。（永遠の命）�

•永遠の命を得るために何をしなければならないと，主は言っておられますか。�

生徒たちの答えを次のページに示すように黒板に書く。�

次の聖句を生徒たちに読ませ，永遠の命を得るためにそのほかに必要なことを挙げさせる。�

(教義と聖約132�：19の初めの部分と終わりの部分を読む。）生徒たちの答えを黒板に書き加える。�

ヨハネ3�： 36 

2 ニーファイ 9 ： 39 

教義と聖約132�：19「さらにまた，まことに，わたしはあなたがたに言う。もしある男がわた�

しの律法であるわたしの言葉によって，また新しくかつ永遠の聖約によって妻をめとり，そして�

それが，わたしからこの力とこの神権の鍵とを与えられた油注がれた者によって，約束の聖なる�

御霊により彼らに結び固められ……るならば……彼らはそこに置かれる天使たちと神�のそばを�

通り過ぎ，彼らの頭に結び固められたように，すべての事柄について昇栄と栄光を受けるであろ�

う。その栄光とは，とこしえにいつまでも子孫が満ちて続くことである。」�

黒板を使った�

益しロレ、�

経験談�
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黒 板�

イスラエルの家�

アブラハムとその子孫は常に次の祝福を受けることができる。�

1.福音の祝福�

2.神権の祝福�

3.永遠の命の祝福�

永遠の命を得るためには�

主の戒めを守る。�

最後まで堪え忍ぶ。�

イエス•キリストを信じる。�

霊のことを思う心を持つ。�

神殿で結婚する。�

引 用� 次の文を注意して聞き，「不死不滅」と「永遠の命」の違いと，どんな人がそれらを受け継ぐ�

ことができるかについて考えるように言う。�

「永遠の命とは，御父が持っておられるような命に与えられた名称である。…… 

永遠の命とは，来世において命が限りなく続くことだけを意味する名称ではい。不死不滅と�

は，復活体を得て永遠に生きることである。神の慈悲により，人は皆この限りなく続く命を手に�

入れることができる。しかし，永遠の命を受け継ぐのは，完全なる福音に従った人だけである。」�

(ブルース• R •マツコンキー，Mormon Doctrhw『モルモンの教義』p. 237) 

黒 板� 黒板に線を引き，その次に点を打つ。�

この線は前世を示し，前世でわたしたちが下した決断は現世の生活に影響を及ぼしていること�

を説明する。点は現世を表す。その点から前世の反対側に線を引いて，この線はどこまでも引け�

ることを指摘する。この線は永遠の来世を示す。わたしたちがこの短い現世（点）で下す決断�

は，自らの来世を決めてしまうことだろう。�

視覚資料と説明� 黒板を指し示し，イスラエルの家の一員である少女にもたらされる最大の祝福は神殿結婚であ�

ることを説明する。本書の巻末にある「神殿の前に立つ家族」の絵を見せ，神殿結婚は家族が永�

遠に結ばれるための扉を開き，少女一人に永遠に妻および母となる機会を与えるものであること�

を説明する。これは主がその選ばれた娘に与えることのできる最大の祝福である。�

エズラ•タフト•ベンソン犬管長は，教会の若い女性にこう述べている。�

「若い女性の皆さん，わたしたちは皆さんに大きな望みを抱いています。皆さんに大きな期待�

を寄せています。主が望んでおられるレベルよりも下のレベルで満足してはなりません。�

家庭や家族を愛し，日�聖文を読み，深く考え，『モルモン書』に対して燃えるような証を持�

つ若い女性はすばらしいものです。……徳高く，清く，神殿結婚以外のものには満足しない若い�

女性になってください。そうしたならば，この世のみならず永遠に至るまで主のために奇跡を行�

う若い女性になれることをお約束いたします。」（「教会の若い女性の皆さんに」『聖徒の道』1987 

年1月号，p.92) 

結 び�

復 習� もう一度黒板を指し示す。この地上に住むイスラエルの家の人�にもたらされる，3つの特別�

な祝福を思い起こさせる。これらの祝福を得ることは，少女たち一人一人の責任である。少女た�

ちは福音を受け入れ，神権の祝福を大切にし，尊び，永遠の命を受ける権利を獲得しなければな�

らない。以上のことを行えば，イスラエルの家に属する祝福は永遠に自分のものになる。�



エンダウメン卜� 第丨6課�

目 的 神殿と神殿のエンダウメントの目的をさらによく理解する。�

準 備 1.視覚資料11「神殿の内部」（巻末に掲載)。そのほかに神殿の内部と外部の視覚資料を何枚か�

用意してもよい。�

2.見慣れない道具�

3.任意——生徒に配る，神殿の7つの目的を書いた紙片�

4.物語，聖句，引用文などの発表を割り当ててもよい。�

レッスンの展開 

実物を使った�

レツスン�

導 入�

あまり見慣れない道具を見せ，一つを選ぶ。生徒にその用途を想像させる。次のその使用法と�

価値について簡単に説明する。�

道具の用途が分からないうちは，その価値に気づかないものであることを説明する。エンダウ�

メントもこれと同じである。エンダウメントの目的を知り，それを受ける準備ができないうち�

は，生活の中における大切さも利用の仕方も理解することができない。�

神殿の神聖な目的�

話し合い� 眷神殿の目的につぃて知ってぃることを挙げてくださぃ。�

生徒に神殿の目的を理解させるために，次の文を一つずつ紙に書いて生徒に配り，読んでもら�

うようにしてもよい。�

引 用� 1.「神殿は主の宮である。主は地上を訪れられるとき，神殿においでになる。�

2.神殿は教える場所である。ここで福音の原則が説かれ，神の王国の深い真理が開かれる。�

3.神殿は安らぎの場所である。騒がしい外界の心配や煩いを離れて……。�

4.神殿は聖約の場所である。それは，わたしたちが正しい生活をする助けとなる。�

5.神殿は祝福の場所である。わたしたちの持つ信仰にのみ基づいて……約束がなされ……。�

6.神殿は信仰篤い人たちに儀式を施す場所である。人生の偉大な奥義と，人間の力では答えら�

れない以下の問題がここで明らかにされる。�わたしはどこから来たのか。�なぜここに�

いるのか。（3)死後どこへ行くのか。�

7.神殿は啓示の場所である。主はここで啓示を授けられ，すべての人は人生において助けとな�

る啓示を受ける。」（ジョン•ウイッツォー「神殿を仰ぎ見て」『聖徒の道』1968年6月号，�

p. Ill) 

視覚資料�

教師の提示�

本書の巻末か最近の教会出版物に載っている神殿内部の視覚資料を提示するとよい。�

神殿の中ではふさわしい教会員が以下のような儀式を行うことを説明する。�

a.死者のためのバプテスマ�

b.死者のための神権の聖任�

c.エンダウメント�

d .結婚�

e.そのほかの結び固め�
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聖 句� 生徒に教義と聖約124�： 40 — 41を読ませる。�

參この聖句は神殿の大切さについて何を教えています力、�

昇栄に欠<ことのできないエンダウメン卜�

ェンダウメントがわたしたちが地上で受ける儀式の中で最も大切なものであることを説明す�

る。ェンダウメントという言葉は霊的な祝福の贈り物を意味する。以下の情報を用いて生徒にェ�

ンダウメントについて理解させる。�

ェンダウメントで教会員は教えを受け，聖約を交わす。最初の両親であるアダムとェバ，彼ら�

の堕落，彼らが悔い改めて進歩できるようになった偉大な贖いの計画についての教えを受けるの�

である。またェンダウメントは大背教やすべての権能と特権の回復を伴う福音の回復，神のすべ�

ての戒めを守ることの必要性を教えてくれる。�

教会員はェンダウメントの中で「厳格に美徳と純潔の律法を守ること，寛大で情深く，寛容で�

しかも純粋であること，真理を広め世の人�の精神を高揚するために才能と財産をささげるこ�

と，真理のために献身し続けること，この世の王であられるイェス•キリストを迎えられるよう�

努めてあらゆる方法により尽力すること」を聖約する。「各�の契約に従い，責任を守れば，信�

仰の状態しだいで約束された祝福が与えられる。」（ジェームズ• E •タルメージ『主の宮』pp. 

74-75) 

ブリガム•ヤング大管長はェンダウメントをこう定義づけています。「あなたにとってェンダウ�

メントとは，主の宮において必要なすべての儀式を受けることであり，あなたがこの世を去った�

後，番人として立っている天使たちの前を通り過ぎ，彼らに聖なる神権に結びついている鍵の言�

葉としるしと記念を示して御父のもとに帰り，地や地獄を越えて永遠の昇栄を得られるようにす�

るために必要なものである。」{Discourses of Brigham Young『ブリガム•ヤング説教集』p. 416) 

黒板に教義と聖約124�： 40 —41と書く。その下に次の図を書いて，昇栄するうえでェンダウメ�

ントがいかに大切な段階であるかを示す。または，次の図の言葉を書いた紙をはっていく。�

教義と聖約124�： 40—41 

神の前への昇栄�

信仰を維持する�

永遠の結婚�

神殿のエンダウメント�

聖霊の賜物�

バプテスマ�

悔い改め�

信仰�

エンダウメントを受けることは，昇栄するために欠くことのできないものであり，御父の前に�

帰るために踏まなければならない段階であることを説明する。�

エンダウメン卜は大いなる祝福をもたらす�

引 用� これまで神殿長として働いてきた人�が神殿に参入する人�に与えられる祝福について述べて�

いる。生徒と一緒に読む。�

教師の提示�

引 用�

黒 板�
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第16課�

「神殿を去るときはいつも心が高まっていますね。慈悲と愛と思いやりを学びます。この世の�

煩いを扉の外に置き，神殿を出れば，抱えていた問題を解決する道へと足が向くのです。�

聖約を交わした後は，この世に簡単に揺り動かされることはありません。エンダウメントは人�

生の力となり，義にかなう目標を保ち続ける原動力となるでしょう。�

神聖なる神殿に参入すると，皆さんはこの世から離れます。この世の仕事のことも忘れます。�

皆さんは人生のビジョンを得ることにより，秩序立った生活ができるようになるでしょう。神�

殿での経験は末日聖徒の生活の支えとなり，自分が正しいことをしているとの確信を与えてくれ�

ることでしょう。」（キャスリーン.ルーべックによる引用"Preparing For The Temple Endow-

ment" New Era「エンダウメントへの備え」『ニューエラ』1987年2月号，p.11) 

物 語� 神殿の大いなる祝福に気づいた一人の若い女性の話を紹介する。�

1846年，初期の教会員はノーブー神殿を奉献しました。聖徒の多くはすでにミシシッピ川を渡�

り，ノーブーからウィンタークォーターズへの旅路に着いていました。「彼らの中で奉献式のた�

めに戻って来た者はほとんどいなかった。しかし，戻って来た者の一人に14歳のエルビラ•ステ�

ィーブンスがいた。ノーブーで両親を失い，姉と義理の兄に伴われて西部への旅に着いたところ�

だった。エルビラは奉献式に参列するために3度ミシシッピ川を渡った。そうしたのは彼女の隊�

で彼女だけだった。彼女はこう書いている。『わたしはまだ若かったのですが，天の力があまり�

にも大きかったので，その力を受けたくて何度も川を渡りました。』エルビラは単に神殿の儀式�

を受けただけでなく，その建物がかもし出す霊的な力も受けた。そして奉献式の光景は，生涯彼�

女のノーブーでの思い出を飾るものとなったのである。」（キャロル.コーンウオール•マドセン，�

In Their Own Words : Women and the Story Of Nauvoo『自らの言葉で——ノーブーの女性と�

そのエピソード』p.23) 

結 び�

御父がすべての若い女性にエンダウメントを受けるように望んでおられることを話す。神殿で�

受ける教えと交わす聖約は，生徒たちが正しい生活を送る助けとなり，永遠の命へと備えてくれ�

るであろう。ふさわしくあってこの儀式を受けてほしいことを話す。�
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第丨7課� 神殿参入への備え�

目 的� 自分自身で神殿に参入する備えをする。�

準 備 1.任意——監督または支部長にレッスンに参加してもらう。�

2.生徒から教師または監督に聞く 9の質問を一つずつ紙片に書いたものを用意する。�

3.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。�

レッスンの展開� 若い女性一人一人は神殿推薦状を受ける資格を得なければならない�

教師または監督による神殿に参入しようとする人はまず推薦状を得なければならないことを説明する。推薦状の発行�

提示� を希望する教会員は，監督ならびにステーク会長会の一員から面接を受けなければならない。�

監督がクラスに出席しているときは，推薦状を得るための条件について話してもらう。�

生徒に心の中で自分の状態を吟味させ，今推薦状が受けられるかどうか評価させる。もしふさ�

わしくなければ，ふさわしくなれるように生活を変えることを始めなければならない。�

実際の面接は一対一の面接であることを話す。また自分が正しく正直に答えたことを示すため�

に自分で推薦状に署名をすることも話す。それから監督が証人として署名をし，後にステーク会�

長会の一員が署名をする。�

話し合い� 神殿推薦状の面接や神殿参入に備える方法としてどのようなものがあるか提案させる。�

話し合いの後で以下のアイデアを教師の方から提案してもよい。�

1.聖文を真剣に研究する。以前神殿長を務めたある兄弟はこう語っている。「イエス•キリスト�

がどういう御方か自分でしっかり確認することですね。自分で知ることができますし，神殿�

の中で聖約を交わすときには，自分の手を神の手と握り合わせて，いつも神の手から直接祝�

福を受けられるようになるからです。」（キャスリーン•ルーベックによる引用“Preparing 

for the Temple Endowment" New Era「エンダウメントへの備え」『ニューエラ』1987年2 

月号，P.11) 

2.いつでもふさわしくあるように，戒めを守る。生徒に教義と聖約97�：15 —17を読んでもら�

う。神殿参入に備える若い女性にとってこの聖句がどのような意味を持つか答えてもらう。�

3.すでに神殿に参入している両親やほかの人�と話をする。彼らにとって神殿はどんな意義を�

持つか，またどのような祝福を神殿を通して得てきたかを尋ねる。�

証� 神殿に参入してエンダウメントを受けられるようにふさわしい生活をし，生涯その祝福にかな�

う生活をする人に喜びが訪れることを証する。�

神殿に関する質問�

教師または監督との� これは生徒のエンダウメントに関する質問に答えるよい機会である。ここには，初めて神殿に�

話し合い� 行く準備をしている若人からよく寄せられる質問を9項目記載した。次の質問を番号を付した用�

紙に書き，9人の生徒に配るようにしてもよい。質問に答えるときに，以下の資料を活用すると�

よい。�

1.初めて参入するときはどんな心構えで行ったらいいですか。�

儀式を執行する人は愛と援助の手を差し伸べてくれる。助けが必要な場合は，姉妹たちが�

その人のそばにいつもいて，助けてくれる。�

「初めて神殿に入る人は，神殿内にはいつも世話をしてくれる人がいることを知っておく�
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べきである。神殿の儀式執行者，案内係，そのほか神殿で働くよう責任を与えられている�

人�が，あなたの神殿での経験を麗しく意味あるものにするために援助をしてくれるであろ�

う。」（エルレイ• L •クリスチャンセン「神殿に閨して知っておくべきこと」『聖徒の道』�

1971年11月号，p. 330) 

2.家族，婚約者，または友人と一緒に儀式を受けることができるでしょうか。�

初めて神殿に入る人に閨しては，有効な神殿の推薦状を持っている自分の母親か姉か妹，�

あるいは教師か友人に同伴を依頼することができる。�

3.神殿には何を持って行かなければなりませんか。�

次のニつは必ず持参しなければならない。監督とステーク会長会の一員が署名した有効な�

推薦状（毎年更新する必要がある）と，ガーメントである。ガーメントの購入方法はワード�

扶助協会会長に尋ねる。�

4.神殿に行くときはどのような服装をすべきですか。�

神殿に入るときは慎み深い服装をすべきである。そでのある服がよい。エンダウメントを�

受けてからは，神殿の内外を問わず常に慎み深い服装をすべきである。神殿に行くときに�

は，スラックスやパンタロンははかない。�

5.神殿着は必要ですか。 — 

神殿でエンダウメントを受ける人�は特別な衣服を身に着ける。必要な衣服はすべて神殿�

で借りることもできるし，購入してもよい。この点については，神殿に行く前に監督と相談�

するとよいだろう。�

ヒ ュ ー • B•ブラウン長老は特別な衣服を身に着ける理由について次のように述べている。�

「ここで我�は街の衣服を脱ぎ，俗的な考えを捨て，清く白い布で肉体を包むだけでな�

く，心を清い思いの中に置くのである。願わくは，語られる言葉と大いなる感銘と絶えるこ�

とのないものから学び，御霊により教えを受けるように。」（「神殿に関して知っておくべき�

こと」p.330) 

6.神殿の中では，なぜすベての人が同じような装いをするのですか。�

「神殿の中ではすべての人が白い装いをする。白は純潔の象徴である。清らかでない者は�

だれも神の家に入る権利はない。さらにすベての人が統一された服装をするのは父なる神の�

前にあってすベての人が平等であることを象徴している。富める者も貧しい者も，学問のあ�

る者もない者も，地位のある者もない者も，霊の父である主なる神の前に正しく生きるなら�

ば，神殿内ではすべて同じ価値を持つ人であり，同じ座に着く。人が神殿内で受けるものは�

霊的な理解と，霊の健康であり，そのような人�は主の前に皆平等なのである。」（ジヨン• 

A •ウイッツォー「神殿を仰ぎ見て」『聖徒の道』1968年6月号，p.112) 

7 •神殿のガーメントは生涯身に着けていなければなりませんか。�

エンダウメントでガーメントを着せられた人は，生涯それを身に着けることになる。ガー�

メントは，慎み深い服装をするために形を変えたり脱いだりしてはならない。ジヨセフ• 

F•スミス大管長はこのように述べている。�

「主はわたしたちに聖なる神権のガーメントを与えられた。……にもかかわらず，わたし�

たちの中には俗世の愚かで無益な，また下品な行為（こう言わせていただきたい）に従うた�

めにガーメントの形を変える人がいる。そのような人は流行に遅れまいとして，神聖に…… 

保持すべき物の形をためらいもなく変えるのである。神が与えられたこれらの物は，形を変�

えることなく，神聖に，まさに与えられたままの状態で維持しなければならない。流行に対�

杭して，特にわたしたちに聖約を破らせ，重大な罪を犯させる流行に対抗して信仰を貫く勇�

気を持とう。」("Editor's Table" Improvement Era「編集後記」『インプルーブメント•エ�

ラ』1906年8月号，p. 813) 

8.既婚の女性会員は夫とは別に自分だけでエンダウメントを受けることができますか。�

夫がエンダウメントを受けていない妻は，自分自身がふさわしく，監督が書面による同意�

を夫から得ている場合，自身のエンダウメントのための推薦状を受けることができる。監督�

とステーク会長は，エンダウメントを受けることによって生じる責任が家庭の調和を乱すこ�
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とがないかどうか十分に調べなければならない。�

未婚の教会員は，ふさわしく，神殿での聖約を理解して守れるだけの成熟さを備えていれ�

ば，自身のエンダウメントを受けることができる。エンダウメントを受けたいと望む独身者�

は，監督ならびにステーク会長と話し合う。�

独身の女性は，伝道に出る準備をしているのであれば，神殿に参入して，自分自身のエン�

ダウメントを受けることができる。�

9 •なぜ神殿のエンダウメントをそのように秘密にするのですか。�

「神殿の儀式は非常に神聖なものなので，一般公開はしない。義にかなった生活をし，そ�

の資格があると認められた人だけ力《，神殿の儀式にあずかることができる。儀式は特にこの�

目的のために，奉献された場所で執行される。したがって儀式の神聖さを神殿の外部で詳述�

することは，望ましいことではない。�

昇栄に欠くことのできないこれらの神聖な儀式を受け，尊ぶ者は多くの祝福を受ける。神�

殿の業に参加することにより，人は福音の原貝リの教えを行動に移し，生きたものとし，役に�

立つものとするための助けを得る。神殿は瞑想と祈りの場である。�

神殿は世の中から聖所として隔てられており，小さな地上の天国と言うことができる。人�

は，神殿を訪れてしばしば自らの聖約を新たにすることができるように，常にふさわしい生�

活をし続けるべきである。」（「神殿に関して知っておくべきこと」p.331) 

結 び�

聖 句� 神殿とエンダウメントに関する質問の時間を十分与えてから，教義と聖約105:18を読ませる。�

エンダウメントの大切さだけでなく，この聖句が真実であることを証する。�

曰�神殿の推薦状を受けるにふさわしい生活を送ること，また神殿のガーメントを身に着ける�

ことができるよう，毎日慎み深い服装をすることを話す。�

活 動�

このレツスンで学んだことを実践するために，次の活動を一つ以上行う。�

1.これらのことに関する理解をさらに深め，疑問点をなくすために，監督とともにファイヤサ�

ィドを開く。�

2.献堂式の前に一般公開される神殿を訪問する。�

3.バプテスマのために神殿を訪問する。�
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神殿結婚� 第丨8課�

目 的� 神殿で結婚するという決意が永遠にわたって影響を及ぼすことを理解する。�

準 備 1.レッスンの2番目の項で使う質問を書いた紙�

2.三角形の各頂点に，神，夫，妻と書き，「聖なる三角形」とタイトルを付けた紙（人数分）�

3.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。�

注意——本課を教えるときには，ともに日の栄えには行けないような家族と暮らしている生徒�

に配慮する。今の家庭に対してできる限りのことをし，自分が家庭を作るときには永遠の家族を�

作るように励ます。�

レッスンの展開� 導 入�

黒板に「聖なる三角形」と書き，その下に三角形を描く。�

この三角形は何を示しているのか，生徒に当ててもらう。その際，質問は20回まですることが�

できることを伝える。教師は生徒の質問に，「はい」か「いいえ」だけで答える。三角形が夫，�

妻，神の閨係を示していることが分かったら，三角形の上の頂点に神，ほかの頂点に夫，妻と書�

<o 

話し合い� 神はほかのいかなる結婚よりも神殿結婚においてわたしたちを祝福し，導くことがおできにな�

ることを説明する。�

次の質問をする。�

參今までに，神殿結婚に関するレッスンや話を聞いたことのある人は何人いますか。�

參今までに，神殿結婚について2度以上レッスンや話を聞いた人は何人いますか0 

眷主がわたしたちを管理する指導者に霊感を与えて，この神聖な原則をわたしたちに繰り返し教�

えられるのはなぜだと思いますか。�

主は，すべての教会員が現世から永遠にわたって結び固められるための聖なる義務と，また結�

び固めによってもたらされる永遠の結果とに気づくよう望んでおられる。�

レッスンの目的を黒板に書き，生徒に読ませる。�

神殿結婚は大いなる祝福をもたらす�

教会員としてわたしたちにできる1種類の結婚について質問する。�

「神殿以外での結婚」という意見が出たら，黒板に「この世だけの契約」と書くか，言葉を書�

いた紙をはる。「神殿結婚」と出たら，黒板の反対側に「永遠の聖約」と書くか，紙をはる。�

用意した5つの質問を配る。生徒にそれを読ませ，答えを出させる。以下の聖句を用いて概念�

を理解させる。各見出しの下に答えをまとめる。生徒に教義と聖約第132章を開けて該当する部�

分を読ませる。�

1.結婚はどこで行われますか。�

神殿以外での結51^自宅，教会，結婚式場，公共施設などほとんどどこでもできる。�

神殿結婚一^W殿の神聖な結び固めの部屋�

2.結婚はだれが執り行いますか。�

神殿以外での結®#主，牧師，監督，ステーク会長�

神殿結®主の預言者から聖任され，結び固めの権能を持っている人�

神殿結婚を執り行う人について知るために教義と聖約132�： 7-8を読ませる。�

黒板を使った�

5占しaし、�
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教会の預言者がこの世から永遠にわたって男女を結び固める神権の権能を持っていること�

を説明する。�

3.その結婚はいつ効力を失いますか。�

神殿以外での結が二人を分かつとき�

教義と聖約132�：14一 15を読む。�

神殿結 5 §永遠に有効�

次の引用文を読ませる。�

「命は永遠のものである。死によってその人の存在が打ち切られるわけではない。生き続�

ける。…… 

真の結婚生活の最大の喜びには，終わりがない。最も美しい親子の関係は永遠に継続す�

る。家族という聖なる関係は，夫と妻が永遠の結婚の聖なるきずなによって結び固められて�

いるなら，決して終わることはないのである。彼らの喜びと進歩は永遠に続く。」（スペンサ�

一.W•キンボール，Impnwmimt Em『インプルーブメント•エラ』1964年12月号，p. 1055) 

4.来世ではどのような状態になりますか。�

神殿以外での結——W殿で永遠の結婚の聖約を交わす機会があるにもかかわらず神殿以外�

での結婚を選んだ人は，日の栄えの王国やそのほかの王国に入ることができるが，昇栄して�

家族とともに永遠に生活することはできない。神の計画に従うことを選んだ人�のために，�

独りで奉仕の僕として働くのである。彼らは大いなる祝福を逃してしまう。「これは彼らが�

神と神の聖約について考えるよりも，この世とこの世の契約の方を重んじるからであ�

〔る〕。」（ジョセフ•フィールディング•スミス『救いの教義』2:56，59) 

結び固めの儀式は，この世で機会がなかった人�のために，その人�が死んだ後に行うこ�

とができる。�

教義と聖約132�：16_17を読む。�

神殿結婚一聖なる神殿で結婚し，交わした聖約に忠実に従った人�は，すべての権能を持�

つ神�となる。彼らは昇栄してすベての力を得，家族として永遠に生きる。�

教義と聖約132�：19 — 20を読む。�

5.家族はどうなりますか。�

神殿以外での結®この世だけの結婚をした人は，次の世で家族関係を主張する権利はな�

い。彼らは独りで生活し，大きな悲しみを味わう。�

神殿結婚W殿で結婚し，生涯忠実に生活した人�は，義にかなった両親や兄弟姉妹，子�

供たちと永遠にともに住む。この永続する家族単位は，神がその子らに授けられる最大の祝�

福の一つである。�

•完全な幸せをもたらすことができるのはどちらの結婚でしょう力、なぜですか。�

実物を使った�

レツスン�

聖句を使った�

話し合い�

ふさわしい生活をすれば，曰の栄えの結婚の祝福を受けることができる�

聖なる三角形に注目させる。神殿で交わす聖なる聖約と神，夫，妻の間にはどのような関係が�

あるか，生徒に尋ねる。�

夫と妻を結ぶ線を残して，ほかの2本の線を消す。�

神を抜きにした結婚を避けるために最大限努力する必要があることを説明する。�

教義と聖約132�：19の以下の部分を読む。神殿結婚を永遠に続くものにするには，何を受けな�

ければならないか尋ねる。�

「さらにまた，まことに，わたしはあなたがたに言う。もしある男がわたしの律法であるわた�

しの言葉によって，また新しくかつ永遠の聖約によって妻をめとり，そしてそれが，わたしから�

この力とこの神権の鍵とを与えられた油注がれた者によって，約束の聖なる御霊により彼らに結�

び固められ……。」�

結婚は，約束の聖なる御霊によって結び固められなければならないことを理解させるようにす�
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第30課�

約束の聖なる御霊によって結び固められる行いとは，聖霊と主により承諾される行いのことで�

ある。神聖な儀式はすべて，永遠にわたって拘束するものとなる前に，同様に承認されなければ�

ならない。わたしたちは約束されたすベての祝福を受けるために，ふさわしい生活をしなければ�

ならない。儀式を受けただけで祝福は来ないのである。�

中には神殿で結婚しても交わした聖約を守らない人がいる。彼らは永遠の家族という祝福は得�

られない。主に承認されないからである。これに対して，聖約を交わし，生涯ふさわしく生活す�

る人は，昇栄という約束の恵みを受ける。神殿結婚が約束の聖なる御霊によって結び固められる�

からである。�

神殿結婚が永遠の家族と昇栄の保証にはならないことを強調する。一人一人が神の戒めを守�

り，生涯神殿で交わしたすべての聖約を守らなければならないのである。�

教師の提示� 正しくふさわしい二人が永遠の結婚の聖約を交わすとき，神は二人の結婚生活で重要な役目を�

果たすことを説明する。�

もう一度聖なる三角形を描く。�

神を三角形の頂点に頂くことによってどのような祝福がもたらされるか尋ねる。神殿結婚が祝�

福となることについて，自分自身の体験もしくはほかの人の体験を紹介する。�

曰の栄えの結婚の準備は，一朝一夕でできるものではない。それには何年もかかる。したが�

って，今から準備を始める必要がある。�

結 び�

三角形の各頂点に神，夫，妻と書いたものを生徒一人一人に与える。タイトルは「聖なる三角�

形」とし，裏には次のように書かせる。「わたしは日の栄えの結婚の聖なる三角形の一部として�

ふさわしくなれるよう，今から準備します。」�

実物を使った�

レツスン�
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第丨9課�

目 的� 自分が受け継ぎ，次の世代に残す伝統の大切さを理解する。�

準 備 1.1ニーファイ8章にあるリーハイの命の木の示現につレ•ゝて復習する。�

2.紙と鉛筆（人数分）�

3.レッスンの最初の項に述べられている活動を一つ以上選び，指示に従って準備をする。必要�

な物を集め，必要な割り当てをし，楽しく有益な活動が行えるようにする。�

4.レッスンの最後にある資料を読み，レッスンの準備のために用いる。一部を生徒に渡しても�

よい。�

5.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。�

だれもが独自の伝統を持つている�

ミュージカル「屋根の上のバイオリン弾き」の初めの部分で，ユダヤ人を先祖に持つロシア人�

の牛乳屋テヴィエが語るせりふに次のようなものがある。�

「アナテフ力にはすべてのことに伝統があります。食べ方，寝方，働き方，それに洗濯の仕方�

にまでもね。例えば，わしたちの頭はいつも何かで覆っているし，肩にはこの小さなショールを�

羽織っている。このショールは神様をいつも信じていることの象徴なんですよ。どうしてこのよ�

うな伝統があるのか知りたいでしょうね。実のところ，わしも知らんのですよ。でも伝統なんで�

す。伝統があるおかげで村人たちはみんな自分がだれなのか，自分に神様が何を望んでおられる�

かを知っているんです。」�

生徒に家族，文化，国の伝統を幾つか挙げてもらう。代�継承されてきた話，慣例，信条，考�

え方，風習，教義，記録などが挙がることだろう。様�な地方出身の様�な文化背景を持つ家族�

の一員であるわたしたちは，それぞれ特有な伝統を持っている。どの伝統もそれぞれの家族にと�

って特別の意味がある。�

伝統について説明するために，次の活動の中から幾つかを選ぶ。これらの活動は生徒が，それ�

ぞれ受け継いだ伝統に対して関心，知識，誇りを増すものでなければならない。生徒とクラスの�

状況に適した活動を選ぶ。生徒一人一人に，彼らが受け継いでいる伝統を説明または発見する機�

会を必ず与える。�

1.先祖の故郷の文化を研究する。生徒に研究したことを発表させ，それがどの地方について述�

ベたものかを当てさせる。�

2.先祖伝来の家宝とか家財をクラスに持参するよう，前もって伝えておく。生徒はその品物の�

製作地，製作者，またそれが家族にとってなぜ大切か，その理由を話せるように準備する。�

3.誕生日や祭日の祝い方のような家族の伝統を，説明したり実際に演じたりする割り当てを前�

もって与えておく。また，その伝統が受け継がれてきた次第と，生徒にとってどのような意�

味があるかについて話してもらう。�

4.できれば生徒の母親や祖母と会い，自分の娘や孫である生徒にあてて内緒で手紙を書いても�

らう。内容は家族の伝統に関する心を奮い立たせるようなもので，教師があらかじめ受け取�

っておき，クラスで生徒に渡すようにする。�

生徒一人一人には，すばらしい可能性を秘めた特有な伝統が与えられていることを強調する。�

伝 統�

レッスンの展開�

引 用�

話し合い�

活動（任意）�

教師の提示�
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この伝統は先祖のおかげで，受け継がれてきたのである。生徒は自分が受け継いでいるものに誇�

りを持ち，関心を払う必要がある。�

先祖と子孫とのきずなを強めるために，これから先祖について学ぶことを生徒に告げる。�

正しい生活をし，よい伝統を子孫に伝える�

聖句を使った� 次の質問を黒板に書く——「どのような先祖になりたいですか。」�

話し合い� わたしたちは先祖を選ぶことはできないが，将来子孫にとってどのような先祖になるかは，自�

分で決めることができることを指摘する。�

生徒に1ニーフアイ1：1を読ませる。次に1ニーフアイ2章の最初の15節を短い時間で読ま�

せ，次の質問に答えさせる。�

參ニーフアイの両親はどのような点で善い両親でしたか。�

1.戒めに忠実（1ニーフアイ2�：1参照）�

2.従順（1ニーフアイ2� ： 3参照）�

3.子供たちを祝福し指導した（1ニーフアイ2�： 9—14参照）�

わたしたちも自分の子供に対して義を望むべきであることを説明する。リーハイはこのことを�

強く感じていた。1ニーフアイ8章に記録されている命の木に関する示現について話し合う。1 

ニーフアイ8�：12を読ませる。�

リーハイの最大の望みは，家族の者が福音である果実を食べることにあったことを強調する。�

同様に，わたしたちが受け継いできたすベての伝統の中で最もすばらしいことは，強い証のある�

教会員として生活できることである。わたしたちはそれを自分の子供たちに伝えることができ�

� O 

モーサヤ1：5を読ませる。�

參ニーフアイ人とレーマン人に影響を与えた先祖の習慣は何だったでしょうか。�

ヒラマン15�： 7 - 8を読ませる。�

參悪い習慣は，聖文と主を信じる信仰を養い，福音に改宗して，心が変わることにより克服でき�

ることを強調する。�

引 用� 義にかなった伝統を伝えていくことの大切さについて次の引用文を読む。�

「あなたがたもまた神の特質を受け継いでいる。霊においては神の子供として生まれ，今は神�

の力と愛によって生かされている。あなたがたのために神は独り子を与えられた。またあなたが�

たのためにキリストは生まれて死に，そして復活されたのである。�

あなたがたがこの世のちりの中から立ち上がり，新たな標準を持った人間となるために，この�

教会は真理，聖約，動機，勇気，指示，フレンドシップ，指導性，そして力を譲り与えている。�

あなたがたが受け継いだものを大切にしなさい。それは最も価値あるものである。それを目指�

して進みなさい。�

自分が自分であり，ほかの何ものでもないことを喜びなさい。受け継いだすべてのことに自分�

なりの何かを付け加えなさい。貢献し，成就し，仕え，卓越しなさい。この世と霊につける良い�

ことを吸収しなさい。そしてあなたがたの子供や孫に，あなたがたが受け継いだ以上のものを，�

いつか譲り渡すことができるよう生活しなさい。伝統とは築くものである。」（イレイン•キャノ�

ン“What of Your Heritage?，，Improvement Era「あなたが受け継いでいるもの」『インプルー�

ブメント•エラ』1964年8月号，p.690) 

黒板を使った� 參義にかなった伝統をあなたの子孫に伝えることのできる善い両親になるために，現在どのよう�

話し合い� な備えをすることができますか。�

生徒の答えを黒板に書く。以下のものが含まれるであろう。�

善い両親になるには—— 

1.福音を学ぶ。�

2.証を得る。�
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3.戒めを守る�

4.良い伝統を培う。�

5.才能と賜物を伸ばす。�

6.良い伝統のある家族から学ぶ。�

7.人に仕える。�

8.主の王国に貢献する。�

結 び�

筆記活動� 紙と鉛筆を配る。自分の子孫に義にかなった伝統を残す手始めとして，証または個人の霊的な�

経験を記録させる。適切であれば，個人の改宗録を書くこともできる。この記録は，各自覚えの�

書または個人の歴史の一部として保管する。�

証� 後世に伝えることのできる義にかなった伝統を今始めるべきであることを証する。福音こそ後�

世へと伝えることのできる最も価値ある宝であることを証する。�

參考資料� 「『モルモン書』の冒頭の言葉『わたしニーフアイは善い両親から生まれたので……』（1ニー�

フアイ1：1)に関して，若い末日聖徒にレッスンするか，あるいは話をすると仮定しよう。そ�

れほど難しいことではないだろう。このことを広く一般的に当てはめることは無理だが，実際愛�

と訓練と知恵と良い模範を与える善い両親と家庭の下に望まれて生まれることは，このうえない�

祝福なのである。�

しかし，生徒一人一人の事情をよく理解しているならば，普通の方法でこれについて教えた場�

合，中には悲痛な思いをしたり，不‘偷快になったり，屈辱を受けたりする者が少なからずいるこ�

とが分かるであろう。ジョンがその一人である。彼の両親は，模範的な家庭を築いてはいなかっ�

た。彼らは敵意と不貞と激しい口論を繰り返した末，別居し離婚したのである。そんな状態にあ�

ったジョンであったが，彼なりにすばらしい人生を築こうと努力している。そしてひとかどの者�

になり，自分自身の幸せな家庭を築く準備をすることを固く決意した。フィリスの家庭は，これ�

までとは正反対の，彼女がそうあってほしくないと思っていた道を歩んでいる。教室の隅に座っ�

ているロバートもその一人である。彼は父親が大好きである。しかし父親は，猢，魚つり，野�

球，たばこ，酒が，神権者としての責任を果たすことよりも大切なことであると考えている。そ�

のため，ロバートは途方に暮れている。�

このような生徒にはどう教えたらよいのだろうか。�

わたしたち一人一人にとって善い両親を持つことが大きな祝福であることは分かっているが，�

多くの両親と家庭があるべき姿にはないことを念頭に置くと，レッスンを始めるときに，正直に�

現実と直面したいという気持ちになる。献身的で勇気のある若者は両親と家庭に良い影響を頻繁�

に，惜しみなく与えている。しかし両親の習慣を改善しようと固く決意した息子や娘が何かをし�

て，両親を変えることができたという例は，残念ながらあまりない。�

ここでは次のことを教えることができるし，また教えなければならない。すなわち，わたした�

ちは自分の親の欠点を改めるためにあれこれ行える立場にはないが，わたしたちが将来授かる自�

分の子供に対してどのような親になるかは自分で選べるということである。『わたしニーフアイ�

は善い両親から生まれたので……』と偉大な聖句が断言しているように，わたしたちは『わた�

し，ジョンはいつか善い親になれることを心から望んでいる』ことを強調し，誠意をもって教え�

ることができる。�

このような言葉がある。『わたしたちが善いものを受け継ぐのに越したことはないが，その誉�

れはほかでもない先祖のものである。』�

善い両親になることは，最も勇気のある決心の固い若者に合ったチャレンジであり目標であ�

る。そしてこの目標を達成することは，青年一人一人の双肩にかかっているのである。人は心か�

ら望むような，また決意したような人間になることができる。�

もちろん，このようなレッスンを教えるときに，考えるべきこと，伝えるべきことがたくさん�
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第30課�

ある。両親に対する子供の責任，子供に対する親の責任，将来親となる人の子供に対する責任，�

これらを研究し，熟考する必要がある。�

現在の若者は将来親となる。特別なことが起こらないかぎり，いつか『父』『母』と呼ばれる�

ようになり，本来あるべき両親として多大な影響を及ぼすようになるだろう。これから両親とな�

る彼らは，良き伝統の伝え手となることの重要性を学ぶ必要がある。そういったことは一つに聖�

文から学ぶことができる。聖文は，『善い両親』となるために，励ましと霊感，チャレンジ，動�

機づけを与えてくれる。」（マリオン• D •ハンクス“I，Johnny, Parent-to-Be...”「将来の両親�

に」『インプルーブメント•エラ』1961年2月号，pp. 97，113) 
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伝道活動に参加する 



第20課� 宣教師の責任を理解ずる�

目 的� 宣教師の責任を理解する。�

準 備 1.視覚資料12「二人の宣教師」（巻末に掲載）�

2.宣教師の1日のスケジュールを書いた表�

3.任意""““»名の生徒に「われらは天の王に」（『賛美歌』157番）を歌うよう割り当てる。�

4.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。�

教師へ� 本課は専任宣教師の責任について学ぶことを目的としている。若い男性はすべて伝道に出るベ�

きである。また21歳以上の未婚の女性も専任宣教師として奉仕することができる。しかし，若い�

女性には，専任宣教師になることが義務であると感じさせてはならないし，また専任宣教師にな�

るようにあまり強く勧めてはならない。伝道によって若い女性の結婚の機会が失われてはならな�

い。�

レッスンの展開� 導 入�

視覚資料と物語� 「二人の宣教師」の視覚資料を見せ，次の物語を話す。�

一人の長老が空港にいた。彼は何年もの間準備をし，ついにグアテマラへ伝道に行く用意がで�

きたのである。彼はこう言った。「搭乗ロに続くドアに来たとき，父がこう言いました。『ルール�

にはみんな従うんだよ。』『うん。』わたしは急いでうなずき，父と別れました。飛行機の方に歩�

きながら，わたしは心の中で笑いました。『父さん，またいつものやつだね。』父はこう言うつも�

りだっためです。『ルールはみんな守るんだよ。そうすれば気持ちよく伝道ができるからね。』わ�

たしはこの父の助言を，ロうるさい親父の忠告として，忘却のかなたに葬り去ってしまったので�

す。�

7か月後，父は死にました。」�

父親が悲惨な飛行機事故で死んだという知らせを伝道部長から聞いて，彼は混乱し落胆した。�

もう一人の自分がこう言った。「『こんなところで何をしているんだい。見ず知らずの土地に来�

て，見ず知らずの人�と自分とは全然違った習慣の中で生活してるなんて。父親が死んだんだ�

ぜ。確かに，伝道期間は人生でいちばん幸福な2年間だよ。しかし，家から2，000マイルも離れ�

た土地で独りぼっちなんだせ。』」�

別の自分が言った。「『しっかりするんだ，長老。おまえは誇りにできる立派な父親を持ったん�

だよ。すばらしい家長で何事につけ福音を教えてくれたっけ。おまえは，永遠の命が福音の真実�

の原則だってことを知っている。それに，おまえの父親がおまえを待っていてくれることも知っ�

ているじゃないか。泣き声が上げられるくらいの年になって以来，おまえは福音に対する証をず�

っと持っていた。それを今さら疑うというのか。』�

疑問と現実の葛藤の最中で，空港で聞いた父の最後の言葉が耳にこだましました。『ルールに�

はみんな従うんだよ。そうすれば気持ちよく伝道できるからね。』�

……父の死は，わたしの伝道中の最も大きな出来事でした。こう言うと変に聞こえるかもしれ�

ませんが，父が生きていてくれたらとは思うものの，それからのわたしの伝道は父の歩んだ人生�

が真実であることを証するものとなったのでした。やがて，わたしはすべてのルールに従って生�

きることの大切さに気づきました。どんなに小さく，取るに足りないように見えるルールでも，�

それに従えば幸福になれるのです。」（H•ケント•ラブリー‘‘Obey All the Rules” New Era「す�

ベてのルールに従う」『ニューエラ』1979年1—2月号，pp. 24 —25) 
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話し合いと質問� 參家ゃ学校，教会にはなぜルールがあるのですか。�

•ルールに従おうと決心したときにどのような祝福が訪れました力、�

宣教師は伝道部の要求に従わなければならない�

聖 句� 生徒にマルコ16�：15と教義と聖約18�：15を読ませる。�

•主はなぜ伝道活動をそのように大切に考えておられるのでしょうか。�

教師の提示� 伝道を始めるとき，宣教師は効果的で成果の上がる伝道ができるように，幾つかのルールと伝�

道スケジュールに従うよう求められる。主に仕え，自分を導いてくれる御霊を受けるためには，�

それに従う決心をしなければならない。たいていの伝道部の伝道スケジュールは，次のようなも�

のである。�

掲示物� 掲示物をはる。�

6�： 30A.M.起床�

7:00A.M.同僚との勉強�

8�： 00A.M.朝食�

8�： 30A.M.個人の勉強�

9�： 30A.M.伝道�

正午� 昼食�

1：00P.M.伝道�

5�： 00P.M.夕食�

6�： 00P.M.伝道�

9 :30P.M.伝道終了，翌日の計画�

10�： 30P.M.就寝�

伝道部やその土地の文化によって，宣教師はさらに次のようなルールに従うよう求められる。�

1.週に1度両親に手紙を書く。�

2.伝道部長の許可を受けたとき以外は，家族や友達に電話してはならない。�

3.伝道部長に週間報告書と手紙を書く。�

4.借金をしてはならない。お金は賢明に，伝道に関係あるもののみに使う。�

5.夕食に招待された場合，その家に1時間以上いてはならない。招待の間はその家庭が伝道活�

動に対してやる気を起こすように働きかける。�

6.異性と二人だけになってはならない。異性とふさわしくない交際をしてはならない。成人の�

付き添いがなければ，独身の異性を教えてはならない。�

7.伝道部内に住む人との不必要な文通は避ける。�

8 .伝道部長の許可なしに自分の受け持ち区域以外の場所に出かけてはならない。�

9.品位ある振る舞いをすること。大声で話したり，不真面目で乱暴な行いをしたりしてはなら�

ない。伝道部長が承認したもの以外読んではならない。（『宣教師の手引き』参照）�

次のゴードン•ヒンクレー長老の言葉を読む。「伝道の仕事は厳しいものです。多くのこと�

が要求されます。難しい仕事です。昔も容易なことではなかったし，将来もそうでしょう。強健�

な体と強固な精神と霊の強さが要求されます。」（ブライアン•ケリー「伝道の仕事についてのゴ�

一ドン• B •ヒンクレー長老との会見」『聖徒の道』1974年1月号，p.10) 

•宣教師たちには，どうしてこのようなルールがあるのだと思いますか。�

參このようなルールの利点は何ですか。�

教師の提示�

引用と話し合い�
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会員は宣教師がもっと効果的な伝道ができるよろに助けることができる�

教師の提示� 次のことを説明する。宣教師たちが働くのはほんの短い期間だけである。彼らは一日一日の時�

間を最大限有効に活用しなければならない。宣教師は，多額の金銭，家族の努力，長年の訓練と�

準備，時間，そして何よりも自分自身を伝道のためにささげている。会員は宣教師と正しい関係�

を築き，彼らが最大限の力を伝道のためにささげられるよう助けることができる。また，彼らが�

自己を忘れ，自己を捨てて伝道するという大きなチャレンジを克服するのを助けることができ�

なo 

引 用� 次の引用は，自己を捨てることがどれほど難しいかを物語っている。�

「だれでも楽をしたいものですが，勤勉は伝道活動の核心です。それは救い主の時代から変わ�

っていません。救い主はこう言われました。『……わたしのため，また福音のために，自分の命�

を失う者は，それを救うであろう。』（マルコ8�： 35)これは特に伝道活動に当てはまります。常�

に変わらぬ最大のチャレンジは，祈りをもって主の前に行き，力と能力と導きを願い，その後伝�

道に赴き，働くことでした。主は言われました。『あなたがたがわたしの栄光にひたすら目を向�

けるならば，あなたがたの全身は光に満たされ〔る。〕』（教義と聖約88: 67)宣教師がただ神の�

栄光をひたすら仰ぎ見て働くならば，怠惰の闇，罪の闇，引き延ばしの閨，恐れの閨などの闇が�

消え去ります。これらは皆，伝道活動に影響を及ぼす事柄なのです。」（「伝道活動にっいてのゴ�

一ドン• B •ヒンクレー長老との会見」p.10) 

質問と黒板を使った� 書宣教師が主の業における自分の責任を果たすのを助けるために，末日聖徒の若い女性には何が�

話し合い� できますか。生徒たちの答えや案を黒板に書く。�

生徒たちは次の引用文の中に述べられている案を挙げるかもしれない。もし挙がらなければ，�

その案も付け加える。�

「教会員でない人�の家族や友人を宣教師に紹介したり，宣教師の時間を無駄にしないように�

注意することは，宣教師を助ける良い方法です。宣教師を食事に招待するときは，手早く食事が�

できるように配慮し，時間を無駄にしないで伝道するように励まします。皿洗いや後片付けを頼�

んだり，させたりしてはなりません。また，一緒にテレビを見るように勧めることも慎んでくだ�

さい。会員も伝道部の規則を学び，宣教師が規則を守れるように助ける必要があります。�

若い女性は……宣教師と二人だけで一緒にいたり，必要以上に親密な関係を持ったりしてはな�

りません。同じ地域に住む宣教師に手紙を書いたり電話をかけたりすることも，避けるべきで�

す。�

宣教師とその召しを尊ぶことによって，宣教師はカづけられ，人�に福音を宣べ伝えることが�

できるのです。」（『末日聖徒の女性A』pp.160—161) 

若い女性は，若い男性に対して専任宣教師として伝道するように励ますことができる。エズ�

ラ•タフト•ベンソン大管長はこう語っている。 

「(若い女性の）皆さんが専任宣教師として伝道に出る若い男性にかなりの影響力を持ってい�

るからです。彼らが宣教師としての責任に就くようあなたが期待していること，彼らが伝道に出�

ることをあなたが個人として望んでいることを彼らにはっきり理解してもらってください。なぜ�

ならば，それこそ主が望んでおられる道であることを皆さんは知っているからです。�

若い女性の皆さん，若い男性が伝道の召しを受ける前に，決まった男性だけとデートすること�

はしないでください。若い男性との関係が特定なものでなければないほど，その男性にとっては�

伝道の決意を固めやすく，また伝道に出て故郷のガールフレンドに思いを注ぐ代わりに伝道の業�

にすベてのエネルギーを注ぎやすくなるからです。」（「教会の若い女性の皆さんに」『聖徒の道』�

1987年1月号，pp. 90-91) 

教師の提示�

結 び�

次の話をする。ボーン.J •フェザーストーン長老御夫妻がテキサスで伝道していたとき，フ�

76 



第11課�

ェザーストーン姉妹は主に助けを求めた。フヱザーストーン姉妹は伝道が忙しくて，日に数分の�

時間すら自分のために取ることができなかったのである。彼女は祈った。「天のお父様，どうぞ�

少しでよいですから自分だけの時間をお与えください。」�

するとこの世の事物を目に見るようにはっきりと，次のような言葉が脳裏に浮かんできた。�

「娘よ，これはあなたの時間ではない。わたしの時間である。」（ボーン.J •フェザーストー�

ン「伝道の祝福」『聖徒の道』1979年2月号，p.36) 

次のことを説明する。宣教師は主のために働いている。だれにも，宣教師自身にさえも，宣教�

師の注意を主の業から引き離す権利はない。わたしたちは尊敬と友情をもって宣教師に接する必�

要があるが，主の業を行う人として礼儀正しく接する必要もある。わたしたちは宣教師が期待さ�

れているような生活をし，福音を効果的に伝えられるように助けることができる。�

音 楽� 「われらは天の王に」（『賛美歌』157番）を歌ってもらい，レッスンを締めく�くる。�
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第21課� 福音を分かち合うことを学ぶ�

目 的 福音を分かち合う義務について理解し，伝道することに自信を持つc 

準 備 大きなろうそく1本，塩少��

ロールプレイングの場面を書いた紙片�

厚紙で作った次のようなろうそく（人数分）�

4.物語，聖句，弓丨用文などの発表を割り当てる。�

レッスンの展開 主はわたしたちに福音を分かち合ろことを望んでおられる�

ろうそくと塩を見せる。（教会の安全保持のための決まりとなっているので，ろうそくには火�

をともさない。）�

救い主が教会員をどのようにろうそくや塩と比較しているか，説明するように言う。�

簡単に話し合った後，わたしたちは地の塩であり，世の光であるとイエスが言われたことを説�

明する。�

一人の生徒にマタイ5�：13 —16と3�ニーフアイ18�： 24の最初の二つの文を読んでもらう。�

•わたしたちが輝かさなければならない光とは何ですか。�

「福音の光が人�の生活を照らしたときに起こったこうした驚くべき現象は，……随所に見い�

だすことができる。真理の光というものは，ほとんど無意識のうちにそれを人�に分かち合いた�

いという望みを起こさせるものである。わたしたちは，新しいことを知ることによって心が開け�

ると，それをほかの人にも知らせたいと思う。天の力によって，わたしたちの霊が高揚される�

と，人にもそれを感じてもらいたいと思うのである。また，生活が価値あるもので満たされる�

と，人にもそれを得てもらいたいと考える。特に自分の愛する人には，同じ喜びを味わってもら�

いたいと思うのである。」（カーロス.E•エイシー「伝道に伴う御霊」『聖徒の道』1977年2月号，�

p. 70) 

聖 句� 生徒と教義と聖約123�：12を読む。わたしたちの周囲にいるすべての人�はわたしたちの兄弟�

姉妹であり，神の息子娘であり，福音をはっきりと理解したならば受け入れるであろう人�であ�

り，「どこに求めたらよいか分からない」ために真理を知らずにいる人�である。わたしたちの�

責任は，真理を示すことである。�

すべての若い女性は，福音を分かち合う方法を学ぶことができる�

福音のもたらすすべての喜びを人�に理解してもらうためには，御霊により積極的に福音につ�教師の提示�
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3�ニ一ファイ 1 8 ： 24 

教義と聖約123 ：12 

「わたしから出たもの 

でなければ，何者から 

出たものだろうか。」 



いて話すことができなければならない。�

春ほかの人に福音について話そうとするとき，どんなものがわたしたちを妨害しますか。（生徒�

たちの答えを黒板に書く。次のような答えが出ればよい。）�

1.人の邪魔になるのではという恐れ，または人に嫌われるのでは，ばかにされるのではという�

恐れ�

2.能力や経験の不足�

3.福音の知識の不足�

參それぞれの問題をどうしたら克服できるでしょうか。（生徒たちの答えを黒板に書く。次の提�

案が役に立つであろう。）�

1.恐れを克服し，主の御霊を受けることができるよう，主に祈り求める。誠意と愛を示すと�

き，人の感情を害することはまずない。自分の気持ちよりも友達の救いに深い閨心を持つよ�

うになれば，恐れは減少することも心に留める。�

2.できるだけ多くの異なった人と知り合いになる。相手についての質問をする。相手が関心を�

持っている事柄を知る。それから相手の必要としている事柄や問題，関心などに福音が助け�

となることを結びつけて話す。福音が自分の生活にどう役立ったかを，熱意をもって話す。�

普通わたしたちは，福音を教えようとする前に誠実な友情を示さなければならない。スぺ�

ンサー.W•キンボール大管長はこう述べている。「たいていの場合，正規の形で隣人に警告�

を与える前に，わたしたちは彼らの心を温めなければならない。わたしたちの隣人は，わた�

したちの心から成る友情とフェローシップを経験しなければならないのである。」("Report 

of the Regional Representatives' Seminar" Ensign「地区代表セミナ一の報告」『エンサイ�

ン』1976年11月号，p. 140) 

3.機会が訪れたときに質問に効果的に答えられるようにするために，福音を勉強する（教義と�

聖約11:21参照）。ジョセフ•スミスを通して福音が回復されたこと，また『モルモン書』が�

出現したいきさつに精通することが大切である。次の物語にあるように，イエス•キリスト�

の教会が純粋な形で回復されたことを証できるように準備する。�

物 語� 「あるプロテスタント教会の牧師さんが……わたしたちの教会の宣教師にこう尋ねました。�

『なぜうちの教会の会員に伝道するんですか。うちの会員はみんな善良なクリスチャンですよ。』�

……宣教師は答えました。『もしも父なる神と御子イエス•キリストが御姿を現され，この時代に�

語られたことを知っているとしたら，また，なくてはならない知識が回復され，真の神権の権能�

が人に回復されたことを知っているとしたら，あなたは黙っていることができるでしょうか。』」�

(ロバート• L •シンプソン，Confermce Report『大会報告』1974年11月，p. 46) 

教師の提示� 防御的にならないようにすることの大切さについて説明する。主の戒めについて弁解する必要�

はない。戒めは，全地を所有しておられる主が人の益のために与えられたものである。�

物 語� 第5代大管長のロレンゾ•スノーがどのようにして大勢の人�に福音を伝えたかを物語る次の�

話を紹介する。�

1850年，ロレンゾ.スノーと二人の同僚がブリガム•ヤングからイタリアに伝道のため派遣さ�

れた。彼らは数か月間努力したものの，福音をイタリアの人�に伝えることができずにいた。ス�

ノー長老はこう記録している。「主はわたしたちに代わって御力を現された。」宣教師が下宿して�

いた家族の3歳の息子が重い病気にかかり，もう助からない状態だったのである。それを見たス�

ノ一長老と同僚たちは，主の偉大な力と愛をイタリアの人�に示す機会が訪れたと感じた。�

スノー長老は同僚たちと断食を始めた。そしてだれもいない山に行き，祈りをささげた。スノ�

一長老はこう書いている。「そこでわたしたちは主に厳粛な祈りをささげた。その子を救ってく�

ださるように願ったのである。わたしは，これから自分たちが願う展開と間もなく世の人�に向�

けて述べる主張について思いをはせたとき，この状況が非常に重要であると考えた。そして，主�

黒板を使つ厂こ 

s占しロし、�
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がわたしたちの願いを聞き入れてくださるのであれば，いかなる犠牲をもいとわないという気持�

ちだった。わたしたちは午後3時ころに帰宅して油を聖別し，それをわたしの手に注ぎ，それを�

彼の頭に塗った。そして，彼をよみがえらせてくれるようにとのわたしたちの心の望みを胸の中�

で主にささげた。�

そのときから，彼は快復への兆しを見せ始めた。そして天の御父への感謝を込めて喜んで言い�

たいのだが，2，3日して彼はベッドから出て，小さな仲間たちと遊び始めたのである。」（ロレ�

ンゾ•スノー "Organization of the Church in Italy" Millennial Star「イタリアでの教会の設�

立」『ミレニアルスター』1850年12月15日付け，pp.370 —371) 

この神権の力の現れにより，多くの人�の心が和らぎ，突如として数�の家の扉が宣教師に対�

して開かれるようになった。そして，大勢の人�が宣教師の教えに耳を傾け，教会に加入したの�

である。�

參ロレンゾ•スノーは教えようとしていた人�の心を和らげるために何をしたでしょう力、�

參福音を分かち合うときにとるべき態度について，スノー長老の経験から何を学ぶことができま�

すか。�

ロールプレイング� 次の例は，わたしたちが遭遇する，福音を分かち合う機会である。生徒たちを二人ずつの組に�

する。生徒の数が奇数の場合は教師も入る。場面の説明を読み，二人の生徒に教会員と教会員で�

ない人の役を演じさせる。各組が演じ終わるごとに，その場合どうすればよいかほかの生徒たち�

の提案を聞く。�

1.教会員でない友達から「モルモンって，イエス•キリストを信じているの」と聞かれました。�

2.お父さんのお客さんから「どうしてモルモンって言うんですか」と聞かれました。�

3.教会に活発でない友達から，なぜお酒も飲まずたばこも吸わないのか説明を求められまし�

た。�

4.最近知り合った友達から「あなたの教会はほかの教会とどう違うの」と尋ねられました。�

5.あなたはバスか電車に乗っています。どうしたら隣の席の人に教会に興味を持たせることが�

できますか。�

福音を分かち合うことに関して，自分の経験を話すように言う。教師も自分の経験を話す。�

結 び�

わたしたちにはほかのだれも得られないような，福音を分かち合う機会がたくさんあることを�

指摘する。�

次のように自問するとよい。「もしわたしが友達に福音について話すことをおろそかにしたら，�

彼らは，どこで，いつ，だれから福音を聞くだろうか。」�

証� 教師が証を述べてレッスンを締めく�くる。�

配付物� 自分の伝道の責任を思い起こすことができるよう，紙で作ったろうそくを配る。�

活動の提案�

1.クラスに専任宣教師を招き，今生徒たちにどのような助けができるか説明してもらう。クラ�

スに宣教師を招くときには，伝道部長の許可を得るようにする。�

2.クラスを休みがちな生徒を活発化するために，クラスとしてできることを選び実行する。�

3.クラス全員で教会員でない人たちからよく出される質問を書き出し，各生徒にその質問を割�

り当ててそれに対する良い答えを書かせ，次のレッスンのときに発表させる。�

4.活動を計画し，教会員でない若い女性を数人招待する。�

5.何人かに自分の改宗について話してもらう。会員でない人�と接するときにすべきこと，す�

べきでないことについても話してもらうとよい。�
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霊性を高める�



第22課� 永遠を見通す目�

目 的� 永遠を見通す目を養い，人生の試しに立ち向かうよりよい準備をする。�

準 備 1.次の二っの聖句をカードに書く。文だけを書き，書名や章は書かない。�

「いつまで酔っているのか。酔いをさましなさい。」�

「あなたを捨て，あなたを離れて帰ることをわたしに勧めないでください。わたしはあなた�

の行かれる所へ行き，またあなたの宿られる所に宿ります。あなたの民はわたしの民，あな�

たの神はわたしの神です。」�

2.サムエル上1章とルツ記のルツの物語をよく読む。�

3.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。�

レッスンの展開� 導 入�

聖句を使った� 一人の生徒にサムエル上1：14を書いたカードを渡し，声を出して読むように言う。�

話し合い� 次の質問に答えられるかどうか尋ねる。�

•この聖句を聞いてどう感じましたか。�

參この言葉を言ったのはだれですか。�

參だれに向かって言っているのですか。�

•このときはどんな状況でしたか。�

教師の提示� 次のことを説明する。この聖句は預言者サムエルの母ハンナのことを言っている。ハンナは子�

供に恵まれないのを嘆いて，神殿の中で主に心を打ち明けて祈っていた。祭司のエリは彼女が酔�

っているのだと思った。このとき，ハンナは男の子に恵まれるという約束を受けた。�

話し合いと質問� 參どんな状況か理解すると，この節から受ける気持ちはどう変わりますか。�

聖句を使った� もう一人の生徒に，ルツ1：16を書いたカードを読んでもらう。前と同じ質問をする。この聖�

話し合い� 句はよく知られているので，質問の答えが分かる生徒もいるかもしれない。どちらの場合もどん�

な状況かを理解すれば，その言葉の意味がよく分かることを指摘する。�

永遠を見通す目を持つていれば，物事の現在と過去と未来の姿が分かる�

話し合い� 參目とは何ですか。（物を見る働きをする器官，物事を見通す能力）�

例えば良い目を持っていれば，少し離れた所にある電柱は，自分が立っている所の電柱よりも�

小さく見えるが，実際は同じ大きさであることが分かる。また，遠くから見れば山にはぎっしり�

木が生えているように見えるが，良い目を持っている人は，実際は木の生えていない所もあるこ�

とを知っている。同様に，将来を見るときも正しい目を持っていれば，正しい判断ができる。�

物 語� 次の物語を紹介する。�

若い女性がキャンプに出かけた。山道を歩いているうちに，一人の少女がはぐれ，道に迷って�

しまった。彼女はほかの生徒たちが何キロか先を歩いているような気がして，急ぎ足で歩き続け�

た。しかしやがて暗くなり，歩くことができなくなってしまった。�

とうとう彼女は朝を待つのが得策だと考え，翌朝になってだれかが捜しに来てくれることに希�

望をつないだ。闇が彼女を包み，彼女は全霊を傾けて祈った。�
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彼女はその夜まんじりともせず，夜が明けて自分が谷間で一夜を過ごしたことを知った。彼女�

は尾根を目指して登り始めた。すると見晴らしが利くようになり，1キロほど先の尾根の頂上に�

ほかの生徒たちのキャンプが見えた。�

•この話は「目」についてどんなことを教えていますか。（良い目を持っていれば自分がどこに�

いるかが分かり，目的地に着く方法が分かる。）�

聖句を使った�

e占しロし、�

參永遠を見通す目とは何ですか。�

何人かの生徒に答えてもらう。次に教義と聖約93�： 24を開けて，黙読するように言うc  

•真理を知っていると，わたしたちの目はどんな点でよくなりますか。�

黒板の図� このことを説明するために，黒板に次のような図を描く。�

全員でイザヤ55: 8 — 9と『モルモン書』ヤコブ4�：13を読む。�

真理の知識を得ると，わたしたちの目はだんだん神の目，すなわち永遠の目に近くなることを�

指摘する。�

引用と話し合い� 一人の生徒に次のジョセフ•スミスの言葉を読んでもらう。�

「人は完全に近づけば近づくほど，物事を見る目がさえ，喜びが増し，ついには人生の悪を克�

服し，罪を犯そうというすベての欲望がなくなる。」{Teachings of the Prophet Joseph Smith 

『預言者ジョセフ•スミスの教え』p. 51) 

•真実を見るための助けになるものは何ですか。�

次のリグランド•リチャーズ長老の言葉を読む。「自分がどこから来たのかを，そして自分のも�

のであるすばらしい特権が何かを認識できるよう，神が皆さんを祝福されますように。もしも幕�

が引き上げられ，皆さんに関する神のすばらしい永遠の計画や皆さんがいかなる人物かを一目で�

もかいま見ることができるならば，主を愛し主の戒めを守ることは難しくなくなるでしよう。ま�

た，この世の基が置かれる前から皆さんのために備えられていた，すべての祝福を受けるに足る�

生活をすることも難しくなくなるでしょう。」("Patriarchal Blessings" New Era「祝福師の祝�

福」�『ニ�：�-エラ』1977年2月号，p.7) 

考えさせるための�

質問�

•永遠を見通す目は，人生のチャレンジに立ち向かうときにどのように役立ちますか。�

•祝福師の祝福は人生を見通すうえでどう助けになりますか。�

永遠を見通す目を持っていると，試練のときにち肯定的な態度をとることができる�

永遠を見通す目を持っていると，試練に対しても肯定的な態度と信仰をもって対処することが�

できることを説明する。�

物 語� 次の実話を話す。�

「ジルは恐ろしいことを聞かされて，医師のところから家に帰って来た。ジルは非常にまれに�

»3 

神の目�

人の目�

過 去�

(前世での生活）�

現 在�

(地上の生活）�

未 来�

(死後の生活）�



しかない種類の脊髄炎にかかっており，まず治癒の見込みはない，あと6か月の命である，と言�

われたのである。ジルは夫や3人の小さな子供たちと別れることを思って煩悶した。�

病のための痛みは実際時�起こるだけだったが，起これば決まって激しかった。あるとき，苦�

痛のさなかにジルはこう思った。『痛みが起きたとき，わたしにとって最も難しいけれども大切�

なことは，ほほえむことだ。』何が起ころうと，この命が終わった後の自分には家族があること�

を知っていたので，ジルは家族との関係によい雰囲気を保ち続けたかったのである。�

ジルが気持ちを持ち直したことは，やがてジルだけではなく家族の力の源になった。この痛み�

や苦痛をこらえることができれば，自分自身や周囲の人が自分の行動から益を受けることがで�

き，これからの数か月間ははるかに耐えやすいだろうと考え，ジルはだんだんに慰めを得るよう�

になった。」�

話し合い� 眷永遠を見通す目は，ジルと周囲の人がこの試しに立ち向かううえでどのように役立ちました�

か。�

•ジルの永遠を見通す目は，ジルの態度にどう影響したと思いますか。�

永遠を見通す目を持つことにより信仰をもって試練に立ち向かうことができることについて，�

自分自身か友達の経験を話すように言う。�

初期の教会員は，ひどい逆境にもかかわらず永遠を見通す目を持ち続けた。次の二つの例を紹�

介する。�

物 語 1832年3月の深夜，預言者ジョセフ•スミスは怒り狂った暴徒たちに家から引きずり出された。�

ジョセフは打たれ，首を締められ，タールを塗られ，鳥の羽を付けられた。そして暴徒たちは冷�

たい地面に彼を放置して行った。�

しばらくしてジョセフは起き上がり，歩いて家に帰った。友人たちは明け方までかかって，彼�

の体からタールをはがした。�

翌日は日曜曰だったので，預言者は着替えをし，安息日の集会に出て説教をした。会衆の中に�

は前夜の暴徒たちもいた。その日の午後，3人がバプテスマを受けた。(History of the Church 

『教会歴史』1：261 —264参照）�

物 語� ソルトレーク盆地での教会初期のころの経験について，チャールズ•プルシファーは次のよう�

に語っている。�

「〔1849年には〕とうもろこしがよく実った。……翌年の種がたくさんとれた。ところが，翌�

年はクリケット（訳注——コオロギに似ているところからモルモンコオロギと呼ばれることもあ�

る）に食い尽くされて食糧が不足し，わが家の粉もほとんどなくなってしまった。ほかの家族の�

多くも食べる物に事欠いていた。わが家に残っていた粉はわずか1クォート（約1リットル）で�

あった。�

あるとき隣人が来て，病気の妻にビスケットを作るので粉を貸してくれないかと言ってきた。�

何日も物を食べていないと言うのである。そこでわたしは妻に，粉がどれだけ残っているか尋ね�

た。答えはこうだった。『1クォートだけです。でも半分差し上げましょう。残りでわたしたち�

の朝食は十分ですから。』そこでわたしたちは粉の半分を渡した。彼はそれを受け取って言った。�

『主の祝福があってあなたがたが食べる物に事欠きませんように。』�

次の朝見てみると，かめの中にはまだ1クォートの粉があった。同じことが毎日，1週間以上，�

新たに1袋の粉を手に入れるまで続いた。わたしたちは食べる物に事欠かなかったのである。」�

(リチャード•コッタム•シップ，Champions of Light『光のチャンピオン』への引用，p. 82) 

話し合い •このような状況で，永遠を見通す目はジョセフ•スミスとチャールズ•プルシファーをどのよ�

うに助けたと思いますか。�

參自分の人生において永遠を見通す目を持つことの大切さについて，以上の物語から何を学びま�

したか。�

8 4 



第30課�

結 び�

次のことを説明する。永遠を見通す目は，わたしたちの態度に強く影響する。永遠を見通す目�

を持っていれば，わたしたちの態度は肯定的になり，周囲の人�はわたしたちの中に強さを見い�

だして，それに頼ることができる。�

証� 永遠を見通す目が，これまでの人生の中でいかに役立ったかについて証する。�

活動の提案�

人生を見通すより良い目を持つために，今できることを書き出させる。次のような事柄が挙が�

ればよい。教会の真実性に対する証を得るように努力する。救い主の業と贖いについてもっと深�

く理解するよう努力する。祝福師の祝福を受ける準備をし，それを受ける。弓丨き延ばす癖を改め�

る。怒りを抑える。�
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第23課� 障害を乗り越える�

目 的� 障害，悲嘆，失望を受け止め，乗り越える方法を学ぶ。�

準 備� し紙と鉛筆（人数分）�

2.できればクラスが始まる前に，レッスンの2番目の項で使う聖句の箇所を黒板に書いてお�

<o 

3.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。�

レッスンの展開� 導 入�

4人の生徒に次の物語を紹介してもらう。�

1.登美子が大学に行くためには，奨学金が必要だった。成績は良かったが，奨学金を受けるた�

めにはもっと勉強する必要があったので，一生懸命勉強して準備をした。�

ところが試験直前に風邪をひき，当日は頭がズキズキして目も充血し，思考力がまったく�

なくなってしまった。�

結局，奨学金は受けられなかった。登美子は思った。「どうして！どうしてわたしがこ�

んな目に遭わなければならないの。」�

2.美智子が10歳のとき，母親が死んだ。父親は善い人だったが，家族を養う能力に欠けてい�

た。美智子は里子に出され，家族の一員というよりは使用人のように扱われた。彼女は反抗�

し，好意を抱いていたある家族に引き取られたが，そこの母親が健康を害してしまったた�

め，またその家にもいられなくなった。�

美智子は17歳になるまでに3度里子に出された。�

ある日，美智子は担任の先生に言った。「わたしみたいにひどい生活をしている人ってい�

ません。わたしには家って呼べるところなんてないんです。」�

3.淳子は生まれつき関節炎を患っていた。ほかの子供たちが歩き始めるころ，淳子は恨めしそ�

うに自分の両脚を見ていた。また，ほかの子供たちが学校に行き始めるころ，淳子は病院で�

9回目の手術を受けていた。それに今，ほかの女の子たちがデートし始めようというとき�

に，不格好な体つきになって車いすに釘付けにされた淳子は，21回目の手術を受けていた。�

彼女は一生懸命病と闘い，長いこと学校の勉強を続けていたが，落胆することも多かった。�

淳子は母親に言った。「時�わたし，どうしてこんな目に遭わなければならないのかしらっ�

て思うの。」�

4.麗子は頭が良く，男の友達も女の友達も多かったが，デートはしなかった。高校3年のと�

き，麗子は生徒会の委員に選ばれ，文化祭のダンスパーティーの役員として出席するように�

言われた。このパーティーは男女同伴で出なければならない。しかし，麗子には一緒に出て�

くれる男の友達が一人もいなかった。麗子は自尊心を傷つけられ，こう言った。「これ以上�

の屈辱って考えられないわ。こんなこと，ほかの人がやればいいのよ。」�

(教師へ——以上の物語の結論は後に述べる。）�

話し合い� 拳この少女たちに共通しているものは何ですか。（理由を理解しないまま，障害に直面してい�

る。）�

書ぐ活動� 紙と鉛筆を配る。現在自分が直面している対立，障害，問題などを書くように言う。書いたこ�

とはだれにも見せる必要がないことを話す。�
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教師の提示�

黒 板�

聖句を使った�

話し合い�

障害や悲しみは，わたしだちに経験を与えるだめに必要である�

人生には反対のもの，妨げになるものがたくさんあることを説明する。反対のもの，妨げにな�

るものを挙げるように言う。肉体的なことだけではなく，精神的なことにも反対のもの，妨げに�

なるものがあることを強調する。例えば，愛と憎しみ，満足と嫉妬，幸福と悲しみなどである。�

それは単に一致しないだけのことではない。すべてのものには反対のものがあり，それは御父の�

計画の一部である。�

黒板に次のように書く。「なぜすベてのものには反対のものがなければならないのだろうか。」�

ここでは生徒に答えさせないでおく o� かんごく�

質問の下に，教義と聖約122: 7と書く。この章は，ジョセフ•スミスがリバティ一の監獄にい�

たときに与えられたことを説明する。生徒とともにこの章を読む。�

次の聖句の箇所を一つずつ黒板に書き，生徒に読ませる。それぞれの聖句が反対のものを理解�

するうえでどのように役立つか話し合う。�

教義と聖約24�： 8 

教義と聖約29�： 39 

教義と聖約58�： 2 - 4 

教義と聖約136�： 31 

まとめ� 反対のもの，妨げになるもの，悲しみなどを永遠の観点から見るとき，それらはわたしたちが�

進歩するために必要なものであると気づく。わたしたちは恐れる必要も，落胆する必要もない。�

御父に近く生活すれば，わたしたちは克服する力を得，そのような不幸はわたしたちにとつて貴�

いものとなる。�

どの若い女性ち悲しみや落胆を克服することができる�

黒板を使った� エズラ•タフト•ベンソン長老は，1974年10月の大会説教の中で，悲しみ，落胆，意気消沈な�

話し合い� どを克服する12の方法を述べている（『大会報告1973 — 75』p.270参照)。鍵となる言葉を黒板に�

書き，話し合う。必要に応じて以下の引用文を用いる。後で復習したり，チャレンジを克服する�

のに役立てたりできるよう，ノートを取るように言う。多くの問題は，わずか一つか二つの解決�

策しか必要としない。�

1.栴い改め——「罪悪は神の業と調和することなく，むしろ霊を弱めるものである。……わた�

したちが守るあらゆる律法には，それ相応の祝福がある。しかし律法を守らなければ，必ず�

それ相応の挫折を招くようになる。絶望という重荷を負っている者は，主のもとに来るとよ�

い。なぜなら主のくびきは負いやすく，その荷は軽いからである。」�

2.祈り——「必要なときの祈りは大きな恵みをもたらす。ささいな問題から，ゲツセマネのよ�

うなひどい苦しみを伴う試練の中にあっても，わたしたちは祈りをささげることによって神�

に近づき，大きな慰めと助けを得ることができる。」�

3.奉仕——「自分を忘れて人�のための正しい務めに精を出すなら，あなたの見識は高まり，�

個人的な問題もなくなる。また少なくとも，物事を正しく見る力が得られるであろう。ロレ�

ンゾ•スノー大管長は次のように言っている。『もし少しふさぎ込むようなことがあるなら，�

周囲を見回し，もっと苦しい状況にある人を捜しなさい。それからその人のところに行っ�

て，その苦しみが何かを知り，主があなたに授けてくださった知恵をもってそれを取り除く�

ように努めなさい。そうするとあなたのふさいだ気持ちは晴れ，楽になるだろう。そして主�

の御霊はあなたのうえにあり，すべての事柄が明らかになるだろう。』{Conference Report 

『大会報告』1899年4月6日，pp. 2 — 3 )」 

4.仕事——「働くことは神からの祝福であって，悲しむべき事柄ではない。……わたしたちは�

よく働き，自分自身と責任ある人�のために霊的，精神的，社会的，また物質的な必要を満�
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たすようにすべきである。イエス•キリストの教会には，神の王国を前進させるためになす�

べき仕事がたくさんある。伝道，家族の系図，神殿活動，家庭の夕べ，そしてそのほかの教�

会の責任を受け，全力を尽くして遂行することは，わたしたちがなすように求められている�

仕事のほんの一部にすぎない。」�

5.健康~「肉体の状態は霊にも影響を及ぼす。これこそ主が知恵の言葉を与えられた理由で�

ある。わたしたちは早寝早起きを励行し，……栄養のある食物を食べ，……休息と運動は健�

康には欠かせない。……健全なレクリエーシヨンはわたしたちの宗教活動の一部である。」�

6.読書^「これまで多くの人が試練に直面したとき，『モルモン書』を開き，力と励ましと慰�

めを得てきた。�

また『旧約聖書』の詩篇も，苦しみに陥った人�の心に対する特別な糧となっている。�

……預言者の言葉，特に教会の現代の大管長の言葉は是非読む必要がある。これらは悩んで�

いる人に導きと慰めを与えるものである。」�

7.祝福一^「人は特に危急の際に……神権者の手によって祝福を受け，慰めと導きを得た。�

……聖餐はそれにあずかるすべての人�に祝福をもたらす（教義と聖約20: 77，79参照)。」�

8.断食——「わたしたちは定期的に断食することによって，心を清め，肉体と霊を強めること�

ができる。……断食を実りあるものとするために，祈りと瞑想をそれに加えるべきである。�

……聖典の言葉や断食を行う理由についてよく思い巡らすことができれば，そのこと自体祝�

福である。」�

9.友人一「あなたの言葉を聞き，喜びを分かち合い，あなたの重荷を負い，あなたに正しく�

助言を与える真の友との交わりは，決してお金では買えないものである。…… 

あなたの家族が最も親密な友人であることが理想的である。そして最も大切なことは，天�

の御父，ならびにわたしたちの兄であるイエス•キリストと友になるように願うことであ�

る。」�

10.音楽——「霊感に満ちた音楽は，崇高な思いを心に満たし，正しい行いへ人を駆り立て，心�

に平安をもたらす。……かつてボイド• K •パッカー長老は，霊感あふれるシオンの歌を幾�

つか覚えるようにとの賢明な勧告をしたことがある。……またこうすれば，弱�しい沈んだ�

思いをも払い去ることができるからである。」�

11.忍�耐� 「悪魔の陰うつな霊があなたを離れるまで，ひたすら悪魔の働きかけに耐え続け，�

負けないようにしなければならないときがある。�

……あなたが試練に出遭うときには，かつて得た勝利を思い起こし，忠実であれば続いて�

与えられる恵みを数えることができる。この試練に伴い，さらに大きな祝福が与えられると�

いう確固たる希望が持てるのである。」�

12.目標——「物事を判断する能力のあるすベての神の子は，目標すなわち，短期目標と長期目�

標を定める必要がある。適切な目標を達成しようと邁進している人は，落胆の気持ちなどす�

ぐに打ち砕いてしまう。そして，一つの目標を達成すると，すぐ新しい目標を定める。」�

教師の提示� 悲しみ，落胆，失望，失意などに直面する度に以上の方法を一つか二つ用いれば，わたしたち�

は妨げになるものを克服する術を身に付けることができる。先ほど紙に書いた問題を克服するた�

めに，上記の方法を一つかニつ選ぶように言う。�

艱難は強さと，思いやりをちたらす�

黒板にヒュー• B •ブラウン長老の次の言葉を書く�（マービン• J •アシュトン“WhatShall 

W e Do Then?” Speeches of the Year，1975「それではどうしよう」『年度講話，1975年』p. 21に�

引用)。�

「貴い人格を持っていても，それだけでは困難には耐えられない。活用しなければならないの�

である。」�

レツスンの初めに話した物語を続け，物語の主人公たちがどうなったかを話す。必要であれ�

黒 板�

教師の提示�
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物 語�

物 語�

ば，簡単に物語を復習する。�

1.登美子は学資がなかったので1年働いて貯金し，それから大学に行くことにした。登美子は�

経営学科志望だったが，身体障害者の訓練校の事務員として働くうちに福祉に興味を持ち，�

進路を変えた。登美子は仕事を通して，思いやり，愛，忍耐などを学んだのだった。�

2.美智子は様�な試練に遭いながらも，教会を離れることがなかった。美智子は19歳のとき帰�

還宣教師の兄弟と出会い，結婚した。彼女はこう言っている。「どうしてわたしがこんな経�

験をしなければならなかったのか，よくは分かりませんけれど，多分信仰の試しだったので�

しょう。理由はどうあれ，わたしは心から，夫や，子供や，家庭に感謝しています。今まで�

頑張ってこられたことを感謝しています。」�

3.淳子は高校を卒業して電話交換手になった。毎日，母親が車で送り迎えしてくれる。他人に�

頼りたくはないが，淳子はこうして問題を抱えながら生きることを学んだ。淳子の母親はこ�

う言っている。「淳子は優しくて，忍耐強い子になりました。淳子の友達は何か問題がある�

と，淳子のところに相談に来るんです。問題といってもたいていは淳子の問題より小さなこ�

とですが，皆さん元気になって帰って行かれます。淳子も何かの方法で皆さんの役に立てる�

のがうれしいんです。あの子は大勢の人の光になってきました。痛みはずっと続いているの�

に，もう何年も前からあの子は不平を言わなくなりました。」�

4.麗子は大学に行ってからよくデートするようになった。今では高校の文化祭での経験につい�

て次のように言っている。「あんなことができるなんて思いませんでした。でもできたんで�

す。今では主人とかわいい5人の子供がいます。あのときは大変でしたけれど，何とか終わ�

りました。今では問題に遭うと，あのときのことを思い出して，これもいつかは終わるんだ�

わって思うんです。」�

主の助けによって大きな障害を克服し，主の忠実な僕となった一人の若い女性の話をする。�

エミリー.エレン•スウェイン•スクワイアーズは1852年にイギリスで生まれた。彼女の母親�

は教会員で，エミリーが11歳のときにほかの教会員とともに母親の姉妹たちが住むユタに送られ�

た。残りの家族は，お金ができたときにユタに移住することになっていた。西部への旅は長く，�

つらいものだった。特にイギリスで母親と家族と別れてきた11歳のエミリーにとっては大変な旅�

であった。�

エミリーは，燃料にする牛のふんと木の枝を詰めたリュックサックを背負い，大平原の中を歩�

き続けた。靴はすり減り，旅路のほとんどは素足であった。そのため足は傷つき，血が流れた。�

ドレスはボロボ口になり，汚れた。そして，この果てしない孤独の旅路の中で，エミリーは毎日�

なんでこんなことをしなければならないのだろうと考え始めた。�

そんなある日，もうこれ以上進めないと思ったエミリーを助けてくれたものがあった。1頭の�

捨てられた牛が，道のかたわらに立って，通り過ぎる幌軍隊を見ているのである。だれもその牛�

には目もくれないし，話しかける者もいない。でもエミリーは立ち止まって，その牛のやせた背�

中を優しくたたき，水を飲ませてやった。寂しかったのだろう。牛は喜んでエミリーについて来�

た。エミリーは自分が世話をする動物ができてうれしかった。そして，牛に食べさせる草を一生�

懸命探した。こうしてその牛は旅の間中ずっとエミリーのそばを離れず，エミリー自身もそれま�

でにないくらい明るくなった。エミリーは牛のことで夢中だったので，痛い足のことも疲れた体�

のことも忘れ，旅も短く感じられた。やがて彼女はソルトレーク•シティ一に到着し，親族と会�

ったのであった。�

ところが，到着して間もなく，牛の姿が見えなくなってしまった。彼女は，自分の奇妙なその�

友人に一体何が起こったのだろうと何度も考えた。やがてエミリーは立派な教会員と結婚し，子�

供をもうけた。それからもつらいことはあったが，すべてそれらを克服し，それから長い間雄��

しく主に仕えた。（ローラ•スクワイヤーズ•ロビンソン“Child's Journey，，Treasures of Pioneer 

History「子供の旅」『開拓者歴史珠玉集』2�：115—118参照）�

•この若い女性はどのようにして逆境を克月艮したでしょうか。主はどのように助けてくださいま�
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したか。エミリーは大平原を旅しながら何を学んだでしょうか。�

教師の提示� 障害を克服すればわたしたちはより強くなり，より成熟し，より深い愛と思いやりを持つよう�

になることを説明する。黒板に，教義と聖約121:7-8と書く。一人の生徒に読んでもらう。�

時間があれば，生徒に障害を乗り越えた経験を話してもらう。教師も自分の証を述べる。�

活動の提案�

1.クラスで療養所，病院，障害者訓練校などを訪問する。�

2.ファイヤサイドを開いて，大きな障害を克服した経験を持つ人をゲストスピーカ一として招�

き，その経験によってどのように成長し，強くなったかを話してもらう。�
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選択の自由� 第24課�

目 的� 選択のg由には責任が伴うことを理解する。�

準 備 1.レッスンの中の図を黒板に描けるように準備する。�

2.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。�

レッスンの展開�

引用と話し合い�

選択の自由とは，選択をする力であり，自由である�

次の引用を読む。�

「神から与えられたものの中で，生命そのものの次にすばらしいものは，与えられた生命（人�

生）を方向づける権利である。」（デビッド• 0 •マッケイ，Conference Report『大会報告』1950 

年 4�月，p. 32) 

眷生命（人生）を方向づける権利，またはその際行使する力を何と言いますか。（選択の自由）�

次の引用文を読む。�

「選択の自由は，人の進歩を推進する力である。主は，人が御自身のようになることを目的と�

しておられる。人がこれを達成するために，造り主は人に自由を与えることが必要であつた。」�

(デビッド• 0 •マッケイ『大会報告』1950年4月，p.32) 

眷人の進歩のためには，どうして選択の自由が不可欠なのですか。�

教師の提示� 主の助けを得ながら選択の自由を行使するならば，御父のもとに帰れることを説明する。�

正しい選択はより多<の自由をもたらす�

教師の提示� わたしたちは選択の自由を行使して物事を選択する。この選択がわたしたちの行動を決め，物�

事の結果を決める。�

黒板を使った� 黒板の中ほどに垂直な線を描く。その線の上の方に「選択の自由」と書く。この垂直な線と交�

話し合い� わる水平な線を描き両端に矢印を付ける（黒板の完成図参照)。�

ニーフアイとその兄弟たちの物語は，選択の自由の行使とその結果をよく示している。リーハ�

イはラバンから真鍮の版をもらってくるために，息子たちを遣わすよう夢の中で命じられたと�

息子たちに話した。レーマンとレムエルが父親の頼みにどう応じたかを知るために，1ニーフア�

イ3� ： 5を読むように言う。�

•レーマンとレムエルは，父親の頼みにどう応じましたか。�

1 ニ ー フ ア イ 3 ： 7 を 読 む 。 

•�ニーフアイはどんな判断をしましたか。�

•�ニーフアイ，レーマン，レムエルは，どんな偉大な賜物を用いましたか。（選択の自由）�

図表の右側の矢印の上に「ニーフアイの選択」と書く。図表の左側の矢印の上に「レーマンと�

レムエルの選択」と書く。�

図表の右側の矢印の下に「救い主への信仰，父親に従った」と書く。ニーフアイは主に対する�

信仰を行使し，父親を信じ，父親に従った。�

左側の矢印の下に「信仰の欠如，父親に従わなかった」と書く。レーマンとレムエルは，主や�

自分の父親に対する信仰を喜んで行使しようとはしなかった。物語を続ける。レーマンとレムエ�

ルはついにニーフアイと一緒に行くよう説得された。彼らは真鍮の版を手に入れようとしたが2 

度失敗し，レーマンとレムエルはあきらめようとした。�
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レーマンとレムエルの信仰の欠如を示すために，1ニーフアイ3 :31を読む。�

この聖句から，レーマンとレムエルは物事を決定するとき，人の論理に頼っていたことが分か�

「父親に従わなかった」の下に「人の考えに頼る」と書く。�

1ニーフアイ 4 : 1 — 3を読む。�

•こうなる以前に，ニーフアイは主に対する信仰を強めるために何をしていましたか。（モーセ�

の記事をはじめ，聖文の勉強をしていた，しばしば主に祈っていた。）�

少し後のところで，ニーフアイは信仰のもう一つの源について述べている。�

一人の生徒に1ニーフアイ4�： 6を読んでもらう。�

「父親に従った」の下に，「聖文や聖霊の導きに頼る」と書く。�

ニーフアイは戒めを守るために，注意深く選択の自由を行使したことを説明する。図のニーフ�

アイの側に，「戒めを守った」と書く。�

レーマンとレムエルは選択の自由を行使し，罪の道をたどった。図のレーマンとレムエルの側�

に，「戒めを破った」と書く。�

ニーフアイは御父により近づくために選択の自由を行使したので，人間の限界に束縛されず，�

聖霊の導きをよく受けることができた。御霊は，ラバンから真鍮の版を手に入れることができる�

ように，ニーフアイを導いた。（1ニーフアイ4�： 7—38を参照してこの物語の復習をするとよ�

眷レーマンとレムエルは，なぜこの助けを受けられなかったのですか。（自らの選択により，そ�

れを拒んでいたから。）�

黒板の中央に「選択の自由（2�ニーフアイ2�： 27-28)jと書く。�

生徒たちと一緒にこの聖句を読む。レーマンとレムエルの道を歩むことの結果は束縛，死，不�

幸であることを説明する。レーマンとレムエルの側の矢印の先に，「束縛，死，不幸」と書く。�

ニーフアイが選んだ道の結果は，自由，永遠の命，喜びである。ニーフアイの側の矢印の先�

に，「自由，永遠の命，喜び」と書く。�

選択の自由�
(2�ニーフアイ 2:27—28) 

死�
不幸�

戒めを破った�

人の考えに頼る�

父親に従わなかった�

信仰の欠如�

レーマンと�
レムエルの選択�

選択の自由�

戒めを守った�

聖文や聖霊の�

導きに頼る�

父親に従った�

救い主への信仰�

ニーフアイの選択�

自由�
水遠の命�

— 喜 び — 

完成図�

92 



第30課�

聖句を使った�

話し合い�

•�ニーファイはこの決断によって，さらに大きな，どんな自由を得ましたか。（次のような答え�

が出ればよい。聖霊にともにいていただく自由，個人として進歩する自由，日の栄えの王国に�

入る自由，仲間を力づける自由，主の業を行う自由，霊感と啓示を受ける自由，苦痛や罪から�

の自由。）�

ガラテヤ5�：1を読ませる。�

參レーマンとレムエルは，どんなくびきを負うことになりましたか。�

教師の提示� ニーフアイとその兄弟たちは，自分の行動を自分で決定することができた。彼らはそれぞれ別�

の方法で選択の自由を行使したため，彼らの行いの永遠の結果も様�であった。生徒たちも皆等�

しく自分の永遠の行く末を決定する力，すなわち選択の自由を持っており，自分の行いを選択す�

ることができる。正しい選択をすれば，生徒たちもさらに自由になることができるであろう。�

話し合い� ニーファイと，レーマン，レムエルの選択の自由の行使の仕方に似た例が身近にあれば，挙げ�

るように言う。必要であれば話し合いのきっかけを作ることができるよう，幾つか例を考えてお�

くとよい。�

危機に直面する前に選択してお<ことが最善の策である�

物 語� 次の物語を話す。�

瑠美と香織は仲良しで，二人とも同じワードに活発に集っていました。瑠美は，戒めを守るた�

めに選択の自由を使うと固く決心していました。それに，だれかに悪いことをしようと誘われた�

ときに，どうするか，何と言うかも決めていました。瑠美は聖餐を受けるときに，度�自分の決�

心を思い出しました。しかし，香織は時間を取って，自分のすること，しないことについて考え�

たことなどありませんでした。�

3月のある曰の夕方，仲の良かった仲間が集まり，お互いの卒業を祝ってパーティ一をしよう�

ということになりました。二人がパーティーの会場になっている店に出かけて行くと，一人の男�

子生徒が，ビールを注いで回っていました。�

瑠美は，すでにどうするか決めていました。「あら，わたしは飲まないの。」男子生徒がビー�

ルを注ごうとすると，瑠美は言いました。何人かの生徒がなおも瑠美にビールを勧めましたが，�

瑠美は断ってパーティーから帰って来ました。�

香織もビールを勧められ，どうしようかと思いました。�

「どうしたんだよ，飲めよ。」隣に座っていた男子生徒が言いました。�

いけないとは思いましたが，みんな飲んでいます。「こんな楽しいことを知らないなんて，ば�

かだよ。飲めよ。しらけるぜ，まったく。たった1杯くらい何だよ。」�

何が正しいのかを知っていたのに，香織は友達の勧めに折れて，ビールを飲んでしまいまし�

た。�

話し合い� 眷瑠美と香織のどちらが難しい決断を迫られましたか。�

•なぜ瑠美は簡単に選択できたのですか。�

參香織にとって決断が難しかったのはなぜですか。�

•今年1年のうちに，あなたが善悪の選択をしなければならないことには，どのようなことがあ�

るでしよう。�

參危機に直面する前に，どんな選択ができますか。�

參事前に決断しておくと，なぜ選択が容易になるのですか。�

証� 今戒めを守る決心ができることを，生徒たちに話す。そのように選択の自由を行使すれば，生�

徒たちは御父のもとに帰ることができる。 ぁかし 

選択の自由の賜物と，それを正しく使うことの大切さについて，教師自身の証を述べる。ま�

た，この地上に肉体を得て生まれたことはすでに選択の自由を正しく行使したことの証拠である�
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ことを説明する。�

活動の提案�

1.聖典中の人物が選択の自由をどう行使したかを知るために，聖句探しの夕べを計画する。�

2.今週，何か決定をするときに少し間を置き，自分が主イエス•キリストへの信仰を行使して�

いるカゝ，それとも人の考えに従おうとしているか吟味するように生徒に勧める。�

94 



従 順� 第25課�

目 的 従順の原則の真の意味を知り，理解を深める。�

_ 備 1.任意——聖句の参照箇所を書いたカード（人数分)。見本は本課の末尾参照。�

2.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。�

レッスンの展開 

黒板を使った�

話し合い�

従順は天国の第一の律法である�

黒板に「従順は天国の第一の律法である」と書く。�

參天国へ帰るためには，なぜ従順でなければならないのですか。（喜んで従う精神がなければ，�

天国へ帰るための律法に従うことはできない。）�

聖句を使った�

話し合い�

引 用�

教師の提示�

生徒たちにエレミヤ7�： 23 —24を読ませる。�

拳不従順だとどうなりますか。（退歩する，進歩できない。）�

ジェームズ•E•タルメージ長老の次の文を読む。�

「従順は進歩，栄達，成長，発展を意味する。」("Heaven's First Law" Sunday Night Radio 

Talks「天国の第一の律法」『日曜の夜のラジオ談話』P.1) 

次のことを説明する。科学の第一の目的は新しい法則を発見することである。科学者がより高�

度の法則を発見し，それに従うと，すばらしいことが起こる。人類の月面着陸成功は，従順の大�

切さを示す一例である。ロケットが地球の引力圏外に脱出するためには，様�な法則の中でもと�

りわけジェット推進力と重力に対する明白な従順が必要であった。この従順によって人間は月に�

着陸できたのである。�

引 用�

聖句を使った�

話し合い�

次の引用文を読む。�

「従順になることに，あるいは従順という概念それ自体に，力の源があると結論づけてもよい�

のではなかろうか。……エネルギーの至高の形態である従順を行使し活用しなければ，物理的な�

事柄においても精神的な事柄においても人は何も達成することはできない。」（「天国の第一の律�

法」P. 4) 

わたしたちは自然の法則に従うときにその法則によって守られる。同じように，霊的な律法に�

従うときにもその律法によって守られる。主は預言者ジョセフ•スミスに，従順の力に閨して大�

切な教義を啓示された。生徒たちとともに，教義と聖約130�：18 —19を読む。�

參どうしたら，より多くの知識や英知を得ることができますか。（勤勉と従順によって。）�

ここで教義と聖約130�： 20 — 21を読む。�

參主は，わたしたちがどのように進歩し祝福を受けると言っておられますか。�

主は，主の子供であるわたしたちが霊的に進歩し成長するように望んでおられる。永遠の律法�

への従順によってのみ，進歩し成長できることを主は御存じである。次の聖句は，このことを明�

らかにしている。�

全員で教義と聖約82: 8—10を読む。�

眷この聖句は従順の力について何を教えていますか。�

従順はわたしたちの永遠の進歩に欠くことのできないものであるため，「天国の第一の律法」�
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と呼ばれてきた。�

聖句を使った�

話し合し、�

教師の提示�

引 用�

従順は神への信頼から生まれる�

生徒たちとともにモーセ5:5-7を読む。�

參アダムは，理由が分からなかったのになぜ主に従ったのですか。（アダムは心から主を敬い信�

頼しており，主が正しいことしか命じられないことを知っていた。）�

理由が分からないのに従ったことがあるかどうか生徒たちに尋ねる。その経験を話させる。�

それは「盲従」だと言って，批判する人がいる。しかし実際は，従う人�は主を愛し信頼して�

いるからそうしているのである。経験を通して主への信頼を身に付けたのである。�

ジョセフ•スミスの次の言葉を読む。�

「神が求められることは何でも正しい。それが何であれ，またそのこと力《起こったずっと後で�

ないと理由が分からないものであれ，そうである。」{Teachings of the Prophet Joseph Smith 

『預言者ジョセフ•スミスの教え』p. 256) 

物 語�

教師の提示�

9 6 

次の物語は以上に述べた事柄を示している。�

「ある春の朝，エフライム• K •ハンクスは，ソルトレーク•シティ一でアドービれんがの家�

を建てるために働いていた。地下はほとんど出来上がっていた。日干しのれんがを並べようとし�

ていると，ブリガム•ヤングが馬車で近づいてきてこう言った。『エフライム，石の壁の厚さはど�

のくらいだね。』�

エフライムは，8インチですと答えた。�

するとブリガムが言った。『全部壊して倍の厚さにしなさい。』そして，……ブリガムは馬車を�

返すと行ってしまった。�

エフライムは何日もかかって，エンサイン•ピークから石を選び，石工に高い賃金を支払って，�

それを石灰モルタルを使って積み上げたのだ。エフライムは余計な仕事をすることも，また初め�

からやり直すことも嫌だった。…… 

にもかかわらず，エフライムは石工に頼んで壁を倍の厚さにする仕事を請け負い，翌朝また石�

を運び始めた。�

1か月後，彼らはこの16インチの壁の上にアドービれんがと土をたくさん載せた。たる木を取�

りつけようとしていると，ひどい嵐が吹き荒れ始めた。やがてどしゃ降りになり，雨があちらへ�

こちらへと小さな流れを作って流れ始めた。数分後，新築の家の地下は洪水になったが，頑丈で�

厚い壁はしっかりと立って家を支えていた。それから数日たって水がはけ，たる木を取りつけ終�

わると，エフライムは『感謝を神にささげん，預言者の導き』と歌いながら，歌に合わせて好を�

打っていた。」（シドニー • A •ハンクス，エフライム• K •ハンクス共著，Scouting for the 

Mormons on the Great Frontier『モルモンの偉大な開拓者を尋ねて』pp.78 —80) 

ボイド•K•パッカー長老はこう語っている。�

「神に対する従順とは，自主独立の最も高度な表現である。神力《御自身では決して人から取り�

上げようとなさらないものを神に差し上げるのである。…… 

強制による従順を，神は決してお受けにならない。神がお受けになる従順は，自らの意志によ�

る服従である。自らの意志によって神に従うとき，神はわたしたちにとても考えられないような�

自由，感じ知る自由，行う自由，存在し達成する自由を，少なくともわたしたちが神に差し出す�

千倍以上くださるであろう。不思議なことに，自由を得る鍵は従順なのである。」("Obedi-

ence Brigham Young University Speeches of the Year「従順」『ブリガム•ヤング大学年度講�

話』1971年12月，pp. 3 — 4 ) 

眷なぜ従順が自由を得る鍵なのですか。�

神に対する真の従順は，盲従ではない。神に対する信頼から生まれた従順である。�



第30課�

聖句を使った�

話し合い�

教師の提示�

従順であれば，祝福を受ける�

參従順であれば，どんな祝福を受けますか。�

生徒たちとともに，教義と聖約59: 23を読む。�

參従順であれば，なぜ平和に生活できるのですか。�

幸福や平和も従順から得られる祝福である。また，従順であれば，自分がなりたいと思うよう�

な人になれる。次のヒーバー• J •グラント大管長の言葉を読む。�

引 用�

物 語�

教師の提示�

「何が正しいかをわたしたちに告げてくれる小さな細い声がある。そして，この小さな細い声�

に耳を傾けるなら，福音に添って生活することができるよう，またそれを人�に勧めることがで�

きるようわたしたちの強さと力，証と能力は増し加えられる。�

わたしの心からの祈りは，すべての男女がこのことをしっかりと心に刻み，自分の人生の設計�

者になってもらいたいということである。」(Jmprovement Era『インプルーブメント•エラ』�

1937年12月号，p. 735) 

次の物語は，従順であることによってある教会員が得た祝福について述べたものである。�

ベルギーの小さな町で，宣教師たちが夫を亡くした女性とその4人の子供に会った。その家族�

は喜んで福音を受け入れ，バプテスマを受けたいという気持ちを示した。しかし，什分の一に�

ついて学んだとき，この若い母親は心配した。自分たちの生活費もろくになかったからである。�

彼女は宣教師たちに自分の財布を見せて，みんな必要なお金なのですと説明した。�

10パーセントを支払って，どうやって生活できるのだろう。宣教師たちさえ，気を落として首�

を振った。宣教師たちは，主への信頼と，天の窓が開かれるという主の約束に対する信仰を表し�

ながら，主を信頼するようにとこの婦人に話した。母親といちばん上の子供は，同意してパプテ�

スマを受けた。4か月の間，彼らはとても苦労したが，何とか什分の一を支払った。�

そして5か月目，ベルギー政府から手紙が来た。その手紙には，今まで亡くなった夫の年金の�

計算が誤りだったことが記されていた。年金が大幅に増額されていたのみならず，今までの未払�

い分の小切手が同封されていた。主はほんとうに約束を果たされたのである。�

祝福がいつもすぐに与えられるとは限らないことを説明する。永遠の見地から見ておられる主�

は，わたしたちにとって何がいちばんよいか御存じである。�

聖句と教師のまとめ�

結 び�

ヨハネ14:15，21を読む。�

主に従うことによりもたらされる祝福はとても大きなものであることを説明する。それは主の�

戒めを守るために払うどんな犠牲よりもはるかに価値のあるものである。�

配付物� 「従順」と書いて次の聖句を書いたカードを渡すとよい。�

エレミヤ 7�： 23 —24�；教義と聖約130�：18 —21；59�： 23�； 82�： 8—10;ヨハネ14:15，21;1 

コリント2�： 9 0 

今週1週間これらの聖句を研究し，主に対してさらに従順になるよう努力することを勧める。�
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従 順�

エレミヤ7� ： 23-24 

教義と聖約130�：18-21 

教義と聖約59�： 23 

教義と聖約82�： 8一 10 

ヨハネ14�：15，21 

1コリント2� ： 9 
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侮U改め�
第26課�

目 的 進歩するためには，悔い改めが必ず必要であることに気づく。�

準 備 1.紙と給筆（人数分）�

2.任意義と聖約18:13を書いた模造紙（黒板に書いてもよい)。この聖句を書いたカー�

ドを人数分用意するとよい。�

3.物語，聖句，弓丨用文などの発表を割り当てる。�

レッスンの展開 

聖句を使った活動�

導 入�

生徒に次の聖句の中から一つずつ割り当てる。イザヤ1：16 — 18�；アルマ34�： 33�；教義と聖約�

58:4? —43。そして，読んで意味を述べてもらう。�

•今日のレッスンのテーマは何だと思いますか。�

今日は悔い改めという大切な原則について勉強することを話す。�

教師の提示�

進泰するには，必ず栴い改めな<てはならない�

次のことを説明する。わたしたちがこの地上に来た目的は，進歩成長することである。わたし�

たちは皆，無知や弱さのため，または故意の不従順のために過ちを犯す。わたしたちは過ちを犯�

すので，悔い改める必要がある。悔い改めなければ，御父のようになることはできない。悔い改�

めはあらゆる霊的成長の基であるので，わたしたちは自分の罪を認め，告白し，二度と罪を犯さ�

ないようにしなければならない。�

引 用� 次の文を読む。「あらゆる人の人生において，悔い改めがその幸福と永遠の進歩に不必要とな�

る曰は一日たりともないはずである。」（スペンサー.W•キンボール『赦しの奇跡』P.36) 

黒板を使った�

5舌しOレ》�

重大な過ちを犯しているのでなければ，悔い改めることなどないと思うかもしれない。しか�

し，わたしたちは皆，毎日悔い改めなければならないと教えられている。�

•なぜ毎日悔い改めなければならないのですか。わたしたちは毎日悔い改めなければならないよ�

うな，どんな悪いことをしていますか。�

自分や他人の害になる，だれでも持っているような人間の弱点を挙げさせる。（次のような答�

えが出るであろう。うわさ話をする，うそをつく，カンニングをする，盗みをする，清くない思�

いを持つ，下品な話をする，ペッティングをする，失礼な行いをする，不従順，慎みを欠く，下�

品で低俗な言葉を使ったり，そのような行いをする，悪い友達を選ぶ，悪い活動に参加する。）�

參このような弱点や罪は，わたしたちが進歩して御父のようになるのを，どのように妨げるでし�

ょうか。�

•このような弱点や罪は，わたしたちの自分自身に対する思いにどう影響するでしょうか。�

參ほかの人や主との閨係にどう影響するでしょうか。�

物 語� 次の物語を読む。�

陽子はいつも教会に活発だった。陽子には愛にあふれた家族と良い友達があったが，この数か�

月，陽子はだんだん陰うつで否定的になってきていた。陽子は両親に，今の生活は制限がありす�

ぎてつまらないと伝えた。彼女は，「もう大人なんだから，自分のことは自分で決めたい」「人生�

には，楽しい，経験してみるべきことがたくさんある」と感じたのである。�
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やがて，陽子は夜遅く帰って来るようになった。どこへ行っていたのかも両親に話さなかっ�

た。教会にも行かなくなった。学校も遅刻が多くなり，欠席することもあった。�

陽子はよくふさぎ込んで，長いこと自分の部屋に閉じこもるようになった。また，最近できた�

友達を家に連れて来ることはなかったし，彼らの話もしなかった。陽子の服についたにおいは，�

陽子の今の行いが，かつて教えられ楽しんでいたこととはおよそかけ離れていることを物語って�

いた。�

話し合い� 參このまま否定的な生活を続けていったら，陽子の将来はどうなるでしょうか。�

參陽子が態度を変えたら，どうなるでしょう力、�

眷陽子の選択は，陽子の知的，霊的成長にどう影響するでしょう力、。�

引 用� スペンサー.W•キンボール大管長は次のように述べている。「時の初めより，この世には実に�

多くの罪が存在してきた。それらの多くはほかの人�にも害を及ぼすが，罪はすべて，神と人と�

の関係を疎遠にする。それはすなわち，罪は人の進歩と成長を妨げ，わたしたちを善なる人�，�

良い影響力，そして主から遠ざける。」（スペンサー•キンボール，Faith Precedes the Miracle 

『奇跡に先駆ける信仰』p. 174) 

このままの生活を続けていけば，陽子は次第に善い人�の影響から自分自身を切り離し，自分�

の肉体的，知的，霊的可能性を伸ばすことができなくなり，聖霊の導きを受けられなくなる。し�

かし，悔い改めれば自分を取り戻すことができ，また進歩成長することができる。�

栴い改めはわたしたちの生活に平和と幸福をもたらす�

次のことを説明する。御父はわたしたちを愛し，わたしたちが幸福になるように望んでおられ�

る。御父はわたしたちを愛しておられるので，悔い改めの原則を与えられた。悔い改めの原則は�

わたしたちが自分の過ちを克J®するのを助けるものである。悔い改めると，イエス•キリストの�

贖罪がわたしたちの生活の中で機能する。悔い改めなければ，主はわたしたちを赦してはくだ�

さらない。�

わたしたちは何を置いても，まず救い主のようになることを望むべきである。悔い改めるとい�

うことは，その望みを持っていることを示すことである。毎日悔い改めるならば，徐�に自分を�

完全に近づけ，幸福と喜びを見いだし，救い主のようになることができる。�

•悔い改めるためには，どのような段階を踏まなければなりませんか。話し合わせる。�

自分に罪があると気づいたならば，その人は心から自分の罪を悲しみ，自分が罪を犯した相手�

と主に告白し，してしまったことを正すためにできるだけのことをし，二度と罪を犯さないよう�

にしなければならない。そのことを生徒たちが理解できるようにする。�

次のことを説明する。わたしたちは皆過ちを犯すので，過ちがもたらす不快な気持ちを感じ�

る。小さな悪事でも，わたしたちを不幸な気持ちにさせる。大きな悪事を犯せば，それだけ深く�

長い間不幸を味わう。自分の経験や，友達が何か悪いことをした結果そのような気持ちを味わっ�

たのを知っていれば，そのときの思いを述べさせる。�

生徒たちの答えを黒板に書き，それについて話し合う。（次のような答えが出ればよい。罪悪�

感，憂うつ，良心の呵責，絶望，動揺，落胆など。）罪を犯して幸福になることはできないこと�

を強調する。�

アルマ41：10を読む。�

わたしたちはまた，悪いことを正すときの気持ち，すなわち悔い改めるときの気持ちを知って�

いる。そのときの気持ちを言い表すように言う。黒板の別の欄に生徒たちの答えを書く。（次の�

ような答えが出ればよい。平和，幸福，ほっとした気持ち，満足，喜び，平穏，静かな気持ち，�

元気，穏やかな気持ちなど。）�

教師の提示�

黒板を使った�

5占しロし、�

教師の提示� 黒板に書いた2種類の言葉の違いについてよく考え，どちらの気持ちを味わいたいか判断させ�
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第30課�

る。悔い改めが生活に喜びと平和をもたらす謹であることを説明する。�

教会指導者は悔い改めについて重要な教訓を与えてくれている。時間が許せば，以下の文を読�

A/こg占しロつo 

引 用 1.「人がこの世で背負わなければならない最大の苦難，すなわち重荷とは，菲の重荷である。」�

(ハロルド• B •リー「聖なる場所に立ちなさい」『聖徒の道』1974年3月号，p.139) 

2.「悔い改めはよりよい，よワ幸せな生活への鍵である。……人が心をすっかり入れ替え，生�

活を改めるとき，その人を美しくし，励まし，高揚させる偉大な奇跡が起こる。霊的な死に�

対する恐れが回復の望みに取って代わり，命が死を押しやってしまう。これこそ奇跡の中の�

奇跡ではないだろうか。」（スペンサー.W•キンボール『赦しの奇跡』PP.34，374) 

3.「明らかな良心，それに伴う安らぎ，これに勝る賜物はない。悩める人を癒すことができる�

のは，救い主イエス•キリストの力を除いてほかにない。」(J •リチャード•クラーク「告�

白」『聖徒の道』1981年8月号，p.36) 

4.「主なるイエス•キリストが癒しの奇跡を行い，わたしたちが弱っているときに力を，病気の�

ときには健康を，落胆しているときに希望を，空しさを感じているときには愛を，そして真�

理を求めているときに理解を注いでくださるのは，悔い改めによってである。」（スペンザ�

一.W•キンボール「主に忠誠を尽くしなさい」『聖徒の道』1980年11月号，P.3) 

結 び�

聖句，掲示物，� 教義と聖約18:13の聖句を書いた紙をはり，生徒たちにこの聖句を読むように言う。この聖句�

カード� を書いたカードを配る。悔い改めがこの世においては平和と喜びをもたらし，来世においては永�

遠の命をもたらすことを思い起こせるよう，それを目につく場所に置いておくように言う。�

毎日悔い改める習慣を身に付ける努力をするように言う。その中には，その日の出来事を振り�

返り，必要ならば相手に対して償いをし，祈りによって赦しと導きを願うことも含まれる。�

レツスンの)®用�

紙と鉛筆を配る。自分の思いや態度の中で改めなければならないものはないか考えさせる。そ�

れから，改めるためにしようと思うことを書くように言う。1週間の間，自分が決心したことを�

思い出せるよう，目につく場所にこの紙を置いておくように言う。�
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自分自身を赦ず�

目 的� 自分自身を赦すことの大切さに気づく。�

準 備 1.石か本（400グラムから500グラムくらいの物）�

2.任意——ロの細い容器（レッスンの3番目の項参照），手を握らなければ入れることができ�

る力れ容器の中で握ったら出せなくなる広さのロの物。容器の中に入れる石�

3.物語，聖句，事例，引用文などの発表を割り当てる。�

注意——ほかの人を赦すことについては，SUの課で採り上げる。本課では自分自身を赦すこと�

について考える。�

罪の荷は重い�

一人の生徒に，400グラムから500グラムくらいの石か本を手に持って，腕をまっすぐ前に伸ば�

すように言う。次の物語を話す間，ずっとそのようにして持っているように言う。�

若い女性のグループで山登りをしたときのことです。長く急な坂にかかる所で一休みすること�

にしました。…… 

達子はその隊の中で一番のハイカーで，いつもみんなの先頭に立ち，ほかの者がついて行けな�

いほどのペースで歩き続けるのでした。この日，何人かの少女たちが，達子にいたずらをしよう�

と話し合いました。彼女が水を飲んでいる間，リュックサックをそっと開け，大きな石を入れた�

のです。�

休憩の後，少女たちはリュックサックを背負って，急斜面を登り始めました。最初，達子はリ�

ュックサックの中の石に気づきませんでした。しかししばらくするとリュックサックの重みで疲�

れ始めました。ふと気がつくと，後方の遅れていた少女たちと同じペースになっていました。�

山頂近くになってリュックサックの中身を知った達子は怒りました。それでも，自分が強健だ�

ということでからかわれたことを知り，こんな所まで運んできた石のことで，みんなと笑いこけ�

し̂ブし。�

石を下ろすと達子はまた元気になり，いつもどおりみんなの先頭に立って歩き始めました。�

石か本を持っている生徒に，腕を下ろすように言う。疲れたかどうか尋ねる。小さな物でも長�

い間持っていると，だんだん重くなってくることを話してもらう。わたしたちはいつも石を持っ�

て歩いているわけではないが，達子が背負った石のような，役にも立たない，体力を消耗させる�

だけの重荷を背負うことがある。わたしたちが背負う重荷は，罪の重荷である。�

參罪の重荷は，なぜ重くて背負いづらいのですか。（御父が望んでおられることを知っていなが�

ら，それを行わなかったことに気づくと，恥ずかしく感じたり，罪の意識を持ったりする。そ�

の気持ちをいつまでも心に持っていたり，くよくよ悩んでいたりすると，その石はますます重�

くなる。）�

參罪の重荷を持ち続けると生活にどんな影響が出るでしょうか。�

中には悔い改めた罪の重荷をいつまでも持ち続ける人がいることを説明する。�

栴い改めるとき，主はわたしたちを赦して<ださる�

教師の提示� 時には，自分の罪が大きく深刻で，とても克服できないと思うことがある。また，悔い改めの�

レッスンの展開�

実物を使った�

レッスン�

物 語�

教師の提示�

e舌しロし、�
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努力をしてもなお，主は赦してくださらないと心に思い悩むことがある。�

話し合い •サタンはなぜわたしたちに，赦される望みのない罪を犯してしまったと思い込ませるのです�

カゝ。（そうすれば，悔い改めることなく，ますます罪を重ねるから。）�

引 用� キンボール大管長は，だれでも赦しの祝福が受けられると説明している。「時�，罪の意識が�

重く心にのしかかってくることがある。悔い改めようとしている人は自分が犯した罪を振り返っ�

て見たとき，その醜さ，胸がむかつくほどの嫌らしさに意気消沈してしまい，『主はわたしを赦�

してくださるだろうカゝ』とか，『わたしは自分自身を赦せるだろうか』という疑問に駆られるこ�

とヵヾある。しかし，罪を犯した人が深く失望し，絶望のどん底に達し，自分の無力にあえぎなが�

らもただ信仰を抱いて神の慈悲を求めて祈ると，静かで，細く，それでいて全身を刺し貫くよう�

な声が聞こえてくる。『子よ，あなたの罪はゆるされた。』（マルコ2�： 5)」（『赦しの奇跡』p. 

354) 

聖 句� 教義と聖約58�： 42 —43とモーサヤ4�： 2 — 3を読ませる。�

參教義と聖約のこの聖句の中で主は何を約束しておられるでしょうか。（悔い改めるならば赦し�

てくださる。その罪を忘れてくださる。）�

•モーサヤ書の中のベニヤミン王が大きな喜びを経験したのはなぜでしょうか。�

參自分が主から赦されたことはどうして分かるでしょう力、�

引 用� ハロルド•B•リー犬管長はこう教えている。�

「自分が何者であろうと，どこにいようと関係なく，罪を悔い改めるために自分のできること�

をすベて行ったときには，主が自分を受け入れてくださったのかどうか知りたいと心から願うこ�

とであろう。もし心の奥底から良心の安らぎを求め，それを見いだすなら，そのしるしによっ�

て，主が悔い改めを受け入れてくださったことを知ることができるのである。しかし，サタンは�

別の考え方を抱かせようとすることであろう。時には，すでに一度過ちを犯したのだから元に�

戻ることはない，だからどんどん罪を犯し続けた方がいい，とそそのかすかもしれない。これ�

は大きな間違いである。赦しの奇跡は，悪い行いを捨て去って，二度と同じ過ちを犯さない�

人�には皆与えられるのである。」（「聖なる場所に立ちなさい」『聖徒の道』1974年3月号，p. 

140) 

自分自身を赦すことは，栴い改めの重要な一部分である�

罪を悔い改めるときに自分自身を赦すことがなぜ大切なのか考えさせる。続いて，次の実演を�

行ぅ。�

一人の生徒に，石か何かを入れた瓶に手を入れ，それを取り出すように言う。こぶしを握る�

と，瓶から手を出すことはできない。手を出すためには，石を放さなければならない。�

この実演から，罪について何らかのことが学べることを説明する。わたしたちは罪を犯すこと�

をやめなければ，自由になることはできない。また，罪を犯していると，当然すべき成長ができ�

ない。主はわたしたちを赦すと約束しておられるが，わたしたちにとっては，しばしば自分を赦�

すことが難しい。�

教義と聖約64: 9—10を読んで印を付けるように言う。�

拳主はなぜすベての人を赦すように命じておられるのだと思いますか。また，なぜ自分自身を赦�

すことが大切なのでしょうか。（ほかの人や自分自身に苦�しい思いや怒りを感じていると，�

聖霊の導きを受け，主に近づく力が弱くなるから。）�

考えさせるための�

質問�

実演（任意）�

教師の提示�

聖句を使った�
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物 語� スターリング.W.シル長老の次の物語は，自分自身を赦すことの大切さについて述べている。�

「以前，18歳のときに道徳的な罪を犯したという53歳の女性と話をしたことがあった。彼女は�

自分がいかに重大な罪を犯したか分かっていた。これまでに十分な悔い改めをした彼女は，主の�

約束どおり罪の赦しを受けたものと思われていた。しかし，彼女は自分自身を赦そうとしなかっ�

た。自分を不潔で卑しい者であると思い，友人からは遠ざかり，結婚の機会をも拒んできた。そ�

して，一種の社会的，精神的隠遁者となっていった。35年もの間後悔と自責の念に悩み続けた彼�

女は，過去の過ちを思い悩む生活を通して，神が望まれるような人物とはほど遠い姿になり果て�

ていた。確かに彼女が18歳のときに犯した罪は重大であった。しかし，35年もの間，彼女はこの�

世で最も価値あるもの，すなわち人生を無駄に過ごすことによって，さらに罪を重ねたのであ�

る。」（『末日聖徒の女性B』p. 79) 

話し合い� 參自分自身を赦すことは，なぜ難しいのですか。自分自身を赦そうとするとき，妨げになるもの�

を挙げさせる。生徒たちの答えを黒板に書く。�

次のような答えが出るであろう。それがあまりにも恐ろしい罪だと感じる，贖いに関して十分�

な信仰がない，主がどれほどわたしたちを愛しているか理解していない，自分の悪事にばかり心�

を奪われて正しいことをしようという気持ちになれない，自分を赦して前進するのが怖い，な�

引 用� 次の引用を読む。�

「悔い改めた後も長い間罪悪感に苦しんでいる人は，次のように自問してみるとよい。�

1.わたしは悔い改めのすべての段階を踏んだだろうか。（罪を認める，悲しく思う，必要があ�

れば告白する，償う，など。）�

2.主に赦しを求めただろうか。�

3.そうするときに主の力と愛に頼り，主に重荷を取り去っていただいただろうか。�

4.自分が悪いことをしたことについて，十分自分を赦しただろうか。」（デイル•ピアソン，�

Ensign『エンサイン』1980年7月号，p.32) 

聖句を使った�

話し合い�

引 用�

教義と聖約88�： 33を読ませる。�

參赦しは，どのような意味で神の賜物なのですか。この聖句には，赦しの賜物に関してどのよう�

なことが書かれていますか。�

參赦しの賜物を完全に受け入れるためには，どうして信仰を持たなければならないのですか。�

「罪人が自分自身を赦さないために，神の赦しが無に帰することがよくある。いつも悪いこと�

について考え，悪に自分の考えを支配させていたら，神がその人の心から悪を取り除こうとして�

も何になるだろうか。」（スターリング.W•シル，What Doth It Profit  r益になるものj p. 179) 

結 び�

悔い改めるならば，主はわたしたちの罪を赦し忘れると約束された。悔い改めて自分自身を赦�

すことは，わたしたちの責任である。時には，自分を赦すよりも，他人を赦す方がたやすい。わ�

たしたちは神と自分自身に対する信仰を行使し，過去の悪い生活を取り除かなければならない。�

聖 句� アルマがアルマ36:16 —21で赦しについて述べていることを説明する。生徒に読ませる。�

まだ悔い改めていない罪があれば，悔い改めの段階を踏むことにより平安と幸福が得られる。�

罪の赦しを受け，もう良心の呵責を受けないことを確信する。生徒たちは自分がした悪いことを�

忘れ，それを過去に葬り去ることができる。このことを生徒に説明する。�
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奉献と犠牲� 第28課�

目 的� 犠牲と奉献の律法を理解して，それに従って生活する。�

準 備 1.モーサヤ2�： 34の中の「あなたがたは自分の持ち物と能力をすべてささげるに値するほど，�

天の御父にとこしえに恩を受けている」の部分を書いたきれいなカード（人数分）�

2.聖句，物語，引用文，事例研究などの発表を割り当てる。�

レッスンの展開� 導 入�

事例研究� 若人が犠牲を払って人を助けた次の事例を話す。または，教師の知人で犠牲を払った若人がい�

れば，その例を話してもよい。�

1.純子はこうちゃんの「大きなお姉さん」役を買って出た。こうちゃんは8歳で，お父さんは�

癌で亡くなっていた。純子は週に2時間，こうちゃんと遊んであげている。�

2.あるワードの若い男性と若い女性は，近所に住む教会員でない人が腕を骨折したことを知�

り，その人の家の納屋を掃除し修理している。�

3.幸絵は克子に電話をかけて，テニスは別の日に延ばしてほしいと言った。弟が病気なので，�

両親が神殿に行っている間弟についていなければならないからだった。�

考えさせるための質問�

教師の提示�

眷だれかを助けるために，自分の時間や才能を使うように頼まれたことがありますか。�

本課では主が預言者を通じて啓示された，犠牲と奉献の律法を採り上げる。この律法を理解�

し，それに従って生活する能力は，この世から永遠にわたる幸福な生活に大きな影響を与えるこ�

とを話す。�

話し合い�

犠牲と奉献の律法は曰の栄えの律法である�

•犠牲とは何ですか。（より価値あることのために，価値あるものをささげること。）�

•奉献とは，どのような意味だと思いますか。（ささげること，献身すること。）�

奉献と犠牲の律法は永遠の律法であり，地球が創造される以前に主から与えられたものであ�

引 用� ブルース• R •マッコンキー長老は，この律法を次のように定義している。�

「犠牲と奉献は絡み合っていて，どちらも切り離すことはできないものである。奉献の律法と�

は，わたしたちが時間や才能，金銭，財産などを教会のためにささげることである。しかもこう�

したものは，この地上における主の御心を進めるために用いられる。�

犠牲の律法とは，わたしたちが所有しているすべてのものを真理のために喜んで犠牲にするこ�

とである。すなわち，わたしたちの身分や名声，名誉，称賛，評判，そのほか家屋，土地，家族�

などすベてのもの，必要であれば命までも犠牲にすることである。」（『大会報告1973 —75』p. 

339) 

教師の提示� 次のことを説明する。�

アダムは天使から，奉献と犠牲の律法について聞いた。アダムとエバはエデンの園を追い出さ�

れた後，主から羊の群れの初子を犠牲としてささげるように命じられた。アダムはこの戒めに従�

った。�

I O 5 



一人の生徒に，モーセ5�： 6-8を読んでもらう。�

眷「ひながた」とは何ですか。（類似のもの，象徴，相似形のもの。）�

眷アダムの犠牲は，何のひながたであると天使は言いましたか。（必要なら7節を読むように言�
ぅ。） 

參天使は，御子の御名によって何をするようにアダムに言いましたか。（必要なら8節を読む。）�

次のことを説明する。天使はアダムに，ただ御子の御名によって動物を犠牲としてささげるよ�

うに，御子の御名によって祈るように，御子の御名によって教会に行くように言ったのではな�

い。天使は「あなたが行うすべてのことを御子の御名によって行いなさい」と言っている。�

•どうしたら，すべてのことを御子の御名によって行うことができますか。�

•イエス•キリストの御名によってすベてのことを行うことがなぜ奉献の律法を守ることになる�

のですか。�

イエスは復活後，もうアダムがささげたような犠牲はささげないようにと言われた。�

3�ニーフアイ9�：19-20を読む。�

•「打ち砕かれた心と悔いる霊」を主にささげるとは，どのような意味ですか。（心から後悔の�

気持ちを表し，謙遜に御父の御心に従いたいと思うこと。）�

一人の生徒に，教義と聖約88�： 22を読んでもらう。�

犠牲と奉献の律法は日の栄えの律法であることを説明する。日の栄えの栄光を求めるならば，�

日の栄えの生活をしなければならない。�

犠牲と奉献の日の栄えの律法は，わたしたちに多くのことを要求する。時には，地上に御父の�

王国を建設するために，わたしたちの望み，労力，時間，持ち物などを犠牲にするよう要求す�

る。このような律法に従って生活することが，難しく思われることがある。しかし，この律法を�

深く理解し，強い信仰を持つにつれ，従順によってもたらされるすばらしい祝福に気づくように�

なる。�

預言者ジョセフ•スミスは，次のように教えている。�

「あらゆるものを犠牲にすることを求めない宗教は，命と救いを得るために必要な信仰を人��

に持たせることはできない。なぜならば，最初に人間がこの地上に来て以来，命と救いに欠くこ�

とのできない信仰は，あらゆるものを犠牲にしないでは得られなかったからである。人はこの犠�

性によらなければ，神から永遠の命を賜わることはできない。」（N.B •ランドウォール編，Lec-

tures on haitn『1目仰講hS』p. 58) 

犠牲と奉献の律法に従って生活するならば，生活に喜びがもたらされる�

物 語� ユタ州プロボにある宣教師訓練センターの元所長が語った次の物語を読み，話し合う。�

「1年半ほど前に宣教師訓練セン夕一にいた，ある宣教師のことを思い出す。彼は日本に伝道�

に行く準備をしていた。わたしたちは宣教師全員が最後のフットボールの試合を見られるよう�

に，ブリガム•ヤング大学の切符売場に手配をした。売場ではスタジアムの北側に全員の座席を�

取ってくれた。……わたしたちは宣教師たちに，翌日の午後，フットボールの試合を見に行くよ�

うに伝えた。この若い宣教師は，事務所に入って来るとこう尋ねた。『ビネガー所長，明日はフ�

ットポールの試合に行かなくてはいけませんか。』�

わたしは，体の具合が悪いのかと思ってこう言った。『行きたくないのかね。』�

すると彼はこう答えた。『いいえ，行きたいです。大学では2年間フットボールチームに入っ�

ていましたから。でも，宣教師訓練センターに入ったとき，8課のレッスンを日本語で全部覚え�

ることを自分と主に約束したんです。明日試合を見に行ったら，目標を達成できないと思うもの�

ですから。』�

もちろん，わたしは彼がセンターに居残って勉強することを許した。�

わたしは，数週間後に彼に会った。彼が日本にたっ5曰前だった。カフヱテリアで彼はわたし�

に近づいてきてこう言った。『ビネガー所長，ぼくを覚えていますか。レッスンプランを覚えた�

聖句を使った�

s占しcコし〜�

教師の提示�

引 用�
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第11課�

かったのでフットボールを見に行かなかった，あの長老です。今日，第8課を暗唱します。』彼�

は続けた。『試合を見に行かずに居残っていたとき，何が起こったか聞いてください。あのとき�

までぼくは，1日に20行ずつ日本語を覚えるようにしていました。でも，あの日，犠牲を払った�

曰には，ぼく，ほんとうにあれは犠牲だと思っていたんですけれど，120行も暗記したんです。�

あのときから勉強がはかどるようになって，今日第8課が暗唱できるんです。』（マックス•：[>• 

ビネガー"Serious about the Things to Be Done" Speeches of the Year, 1978「物事を真面目�

に」『年度講話，1979年』pp. 55-56) 

參犠牲を払うことにより，この宣教師の生活に喜びと祝福がどのようにもたらされましたか。�

物 語� 犠牲によって祝福を受けた教会員の話を紹介し，話し合う。�

1846年のこと，初期の教会員は感情的になった暴徒たちによりイリノイ州ノーブーを追われ�

た。しかし，数百人の教会員は行動を共にすることができなかった。貧しくて旅支度ができなか�

ったか，病気が重かったか，どちらかである。しかし，その年の末には，そのような人�も追放�

されてしまった。着のみ着のままで冷たい雨の中，野営を強いられたのである。十分な食糧も衣�

月艮も住まいもなかった。多くは病気で，生活に必要な物は何もなかった。�

こうした悲惨な状況の中，主は苦しむ聖徒たちに奇跡を送られた。彼らが野営をしていた川添�

いの上流から下流にかけて数マイルの間，数え切れないほどの数のうずらが舞い降りて来たので�

ある。うずらは力が尽きたかのように野営地目がけて降りて来たので，子供でも手で捕まえられ�

るほどだった。うずらは何千羽も捕らえられ，病気の者や貧しい者はこのおいしいごちそうにあ�

りつけたのだった。�

それから程なくして，別の奇跡が起こった。聖徒たちの状況を耳にしたブリガム•ヤングが直�

ちに救助隊を編成し，食糧や天幕を用意するとともに聖徒たちをほかの教会員のグループに加え�

た。多くの教会員が多大な犠牲の下に援助を申し出，追放された聖徒たちは友人たちの中に安ら�

ぎの場を得たのである。」（B • H •�ロノマーツ，益Comprehensive History of the Church『教会歴�

史記録』3�：134-136) 

•この聖徒たちはどのような犠牲をささげましたか。主はどのように祝福されたでしようか。�

事例研究と話し合い� 次の記事の中から，時間と生徒の実情に合わせて幾つかを選ぶ。一つ一つを声を出して読んだ�

後，次の質問について考えるように言う。（レッスンが始まる前に，黒板に質問を書いておく。）�

參この若い女性は，自分の置かれた状況をどう感じていますか。�

參彼女は，どんな犠牲を払うことができますか。�

參彼女が払う犠牲は，彼女自身やほかの人にどのような影響を与えますか。�

奉献と犠牲の律法に従って生活しようと思えば，挫折，混乱，焦燥感，それに時間や才能，金�

銭の問題に対して，自分勝手にならずに，建設的な態度で取り組めることを理解させる。�

1.麻里絵は改宗者である。彼女はもうすぐ結婚する予定であるが，神殿で結婚したいと思って�

いる。両親は教会員ではないので，自分たちが出席できる所で結婚するようにと，熱心に勧�

める。両親は彼女を，親の気持ちも考えない勝手な子だと言って責める。�

2.薫はコーラス部の部長である。薫の学校のコーラス部は，全国大会に出て優勝した。打ち上�

げパーティーの席上で，薰は「1杯だけ」とアルコール飲料を勧められた。�

3.樹里と幹夫は，二人とも17歳のときに交際し始めた。幹夫は伝道に出たいと思うようにな�

り，樹里も幹夫に伝道に出てほしいと望むようになって，二人はお互いの気持ちが気になり�

始めた。�

4.絵里は大学を卒業した後，外国旅行をするすばらしい機会を得た。一生のうちでも，またと�

ない機会であったが，監督は絵里に，伝道に行くようにと言った。�

5.恵実はスキーが好きだったが，今年の冬は雪があまり降らなかった。ある日曜日の朝，近く�

で滑れそうな所があるので行かないかと，友達の俊夫が電話をかけてきた。�

6.丸山さんは，独り暮らしの老人である。彼女は話し相手さえいれば，1時間くらい息もつか�

ずに話す。あるとき，泰江は道でばったり丸山さんに会った。泰江は早く家に帰りたいと思�
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っているのだが，丸山さんはアメリカに住んでいるおいのことを話しだした。�

7.裕子は監督と8時に会う約束をしていたが，7時に来てしまった。監督は別の人と面接をし�

ている。8時になってもまだ終わらない。�

8.紀美は，音楽とダンス，小さな女の子，ピンクの花が好きである。監督は，初等協会で10歳�

の男の子を教えるように，紀美に頼んできた。�

9.孝子は7時間学校で過ごし，4時間スーパーマーケットでアルバイトをしている。家に帰る�

と夕食を食べ，食器を洗い，2時間勉強し，お風呂に入る。それからパジャマに着替えて，�

少し聖文を読む。よく研究しながら読みたいと思うのだが，疲れているので，すぐベッドに�

入りたくなる。�

結 び�

教師の提示� ベニヤミン王はニーフアイ人への説教の中で，犠牲と奉献について多くの言葉を費やしてい�

る。ベニヤミン王は，この律法を一つの文にまとめている。「あなたがたは自分の持ち物と能力�

をすベてささげるに値するほど，天の御父にとこしえに恩を受けていることを知っている。」（モ�

一サヤ2�： 34) 

配付物� 上記の聖句を書いたカードを配る。自分の鏡にはっておき，奉献と犠牲の律法を守ることを毎�

曰思い起こすように言う。�
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改 心� 第29課�

目 的 改心について理解し，改心を目指す。�

_ 備 1.アルマが心を改めた経験を話すか，生徒に話してもらう。モーサヤ27章とアルマ36章を参照�

する。�

2.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。�

レッスンの展開 

話し合い�

教師の提示�

神のよろになるには，改心が必要である�

導入として，次の質問をする。�

•パプテスマを受けて，強く勇気ある教会員になった人を知っていますか。パプテスマを受け�

て，しばらくしてからあまり活発でなくなった人を知っていますか。�

參ずっと教会員でありながら，積極的に戒めを守らず，主に仕えようとしない人を知っています�

か。�

このような人�もパプテスマを受けており，教会の会員であることを説明する。�

眷熱心に愛をもって主に仕える人と，教会に対して活発ではなくなり無関心になっていく人との�

間には，どのような差があるのでしょうか。話し合わせる。�

聖文には雄�しい教会員と無関心な教会員の区別となる大切な資質が述べられている。改心と�

呼ばれるものである。�

心とは，その人の最も大切な考えや思いを表す。生徒たちに，どのような考えや思いを持って�

いるか尋ねる。愛，優しさ，熱心さ，信頼，勇気などの答えが出るであろう。�

•聖文で述べられている改心とはどのようなものでしょうか。生徒に話し合わせる。�

改心とは，生活全体，すなわち考え，思い，望み，行いなど，心にあるすべてを変えることで�

ある。以上のことを生徒たちが理解するようにする。そのような人は自分の愛も，熱意も，知性�

も，才能も主にささげ，主だけに仕えたいと考える。�

改心とは主がこう命じられたものである。「あなたがたの心と，勢力と，思いと，力を尽くし�

て神に仕えなさい。」（教義と聖約4�： 2) 

聖句を使った�

話し合い�

一人の生徒に，モーサヤ3�：19を読ませる。�

參改心について，この聖句は何を教えていますか。話し合わせる。�

この聖句には，人は心を改めることができると書かれている。生まれながらの人とは，神より�

もこの世のことに心を奪われている人のことである。そのような人も，この聖句に書かれている�

ことを行えば（キリストの1いに信仰を持ち，柔和，謙遜になれば）聖徒になることができる。�

參神のようになるためになぜ改心をしなければならないのでしょう力、�

生活全体を主にささげるのでなければ，日の栄えの王国に入るにふさわしくはなれないことを�

説明する。改心は，神のようになるためにぜひとも必要なことである。�

聖文を読めば，心をどう改めたらよいかが分かる�

聖句を使ハた� モーサヤ書の中には，ベニヤミン王が死の近いことを知って自分の民に語った説教が記録され�

話し台い� ている。ベニヤミン王は，キリストの贖いと悔い改めの必要性について教えた。この説教は非常�

に力強かったため，それを聞いたすべての人が改心した。人�の反応と，ベニヤミン王が語った�

ことを研究すれば，自分自身の心を変えるためにしなければならないことが分かる。�
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一人の生徒にモーサヤ4 ：1—2を読ませる。 

•ベニヤミン王しタくはべニヤミン王の言葉を聞いて何をしたいと思ったでしょうか。（悔い改め 

てキリストの贖罪により赦されたいと願った。） 

一人の生徒に，人々が悔い改めたのを見てベニヤミン王が何と言ったかを読ませる（モーサヤ 

4 : 6 - 7 ) 。�

眷救いを得るためには何をしなければならないと，ベニヤミン王は言いましたか。（神と贖罪に 

ついて知り，主に頼って，その命令を勤勉に守り，現世の生涯の終わりまで信仰を保つ。） 

ベニヤミン王は，キリストの贖いを信じるだけでは十分でないことを知っていた。人々は主が 

望まれることをして，残りの生涯を過ごさなければならなかった。 

ベニヤミン王は民に，主の言葉を信じ，主に信頼を置き，残りの生涯を忠実に過ごすかどうか 

尋ねた。一人の生徒に，モーサヤ5 ： 2, 5から，民の答えを読むように言う。今や民の最大の 

望みは，生涯を通して主に仕えることであった。 

復 習 生徒たちとともに，民が改心のために踏んだ段階を復習する。 

1.ベニヤミン王から，キリストとその戒めについて学んだ。 

2.キリストに信仰を持ち，キリストの贖罪の力を信じ，罪を悔い改めたいと望んだ。 

3.主の慈悲により赦され，平安と喜びを感じた。 

4.残りの生涯を，戒めを守り，善いことをして過ごすと聖約した。 

わたしたちも同じ段階を踏んで，心を変えることができる。このように心を変えれば，主と完 

全に一致した生活を送ることができる。 

心はすぐにも，徐�にも改めることができる�

次のことを説明する。ベニヤミン王の民は，心と生活を直ちに変えた。しかし多くの場合，わ 

たしたちの心は徐々に変わる。わたしたちは皆，ベニヤミン王の民と同じ段階を踏み，一生の間 

常に自分のん、を変え続ける。 

參キリストの贖罪と戒めについて学んだことがありますか。どこで学びました力、�

參罪を悔い改めたとき，主から赦されたと感じたことのある人はいますか。赦されたと感じたと 

きの気持ちを話してもらう。 

•悪いと知っていることをしたかったが，主に従おうとして，それをしないで済んだことがあり 

ますか。そのときの経験を話すように言う。必要であれば，教師自身の経験を話せるように準 

備しておく。 

以上のようなことを経験すると，心を変えるとはどのような意味か理解し始める。生徒たちは 

贖罪に対してもっと信仰を持ち，より完全に戒めを守れるよう努力すべきである。そうすれば， 

ベニヤミン王の民と同じように，悪を行いたいという欲望が徐々になくなっていくのに気づくで 

あろう。生徒たちは，ただ主に従い，隣人に仕えたいと思うようになる。 

アルマの経験を話す。生徒に話してもらってもよい。アルマは改心を経験した（モーサヤ27 

章；アルマ36章参照)。 

物語を話し終わったら，一人の生徒にアルマ36 ：18 —21を読ませる。アルマが，悔い改めて主 

にすベてをささげることによりもたらされる喜びを見いだしたことを指摘する。 

悔い改めて戒めに従うならば，人生で最高の喜びがもたらされることをぁ証する。 

結 び�

引 用 聖文の中では，心を変えることが「再び生まれる」という言葉で述べられていることを説明す 

る。デビッド• 0 •マッケイ大管長は，ある経験について述べている。マッケイ大管長はその経 

験によって，心と生活を変えることの大切さを理解した。 

「……わたしは眠りに落ち，壮大な示現にとらえられた。ずっと先の方に美しい純白の町が見 

えた。わたしは遠く隔つて立っていたが，その町のおいしい実をつけた木�や，みごとな任奋し�

教師の提示と�

5占し•レ〜�

物 語�
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第29課�

た葉の植え込みや，あちこちに咲き乱れる花�を見た。頭上の澄み渡った空が，その美しい色合�

いをかもし出しているょうだった。次にわたしは，その町に向かって歩いて行く非常に大勢の�

人�を見た。皆白いゆったりとした衣を着ており，白い頭飾りを着けていた。わたしの注意は，�

すぐに人�の指導者に向けられた。わたしは彼の容姿を見ただけで，直ちにその御方が救い主で�

あることを知った。その顔の色合いや輝きは，栄光あふれるものだった。そこには平安があり，�

限りない清さが感じられた。�

わたしは，その町が主の町であることを理解した。その町は永遠の町であり，主に従う人�は�

平安と永遠の幸福のうちに住むのであった。�

しかし，その人�はだれなのだろう。�

救い主はわたしの心を読まれたかのょうに，彼らの上にある半円形のものを指差された。そこ�

には，金の文字で次のょうな言葉が書かれていた。�

『世に打ち勝ちし者——真に再び生まれ出た者は，だれだろうか。』」[Cherished Experiences 

from the Writings of President David O. McKay『アビツド• 0 •マツケイ大管長の者者より，�

すばらしい経験』p. 102) 

レツスンの)®用�

モーサヤ2 — 5章を読んで，心を変えることの意味をもっとよく理解するように提案する。�
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第30課� 聖文の学習 

目 的� 自分の生活にとって，聖文をより意義深いものにする方法を学ぶ。�

準 備� し末日聖典の『聖句ガイド』に精通する。『聖句ガイド』を用いて聖句を探す方法を教えられ�

るように準備しておく。�

2.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。�

レツスンの展開� 聖文は，曰�のチヤレンジに打ち勝つための導き手となり，助け手となる�

物 語� ハロルド• B •リ一大管長が語った次の話をして，レッスンを始める。�

「何年か前，スウェーデン伝道部の伝道部長が，汽船で散在する小島を縫いながらフィンラン�

ドへ向かったときの経験を話してくれた。彼は波を切って進む汽船を眺めていて，多くの島の間�

で船乗りの取る航路が決まっていることに気がついた。彼はなぜだろうと考えた。なぜあちらの�

おもしろそうな島を避けてこちらのつまらない島の方に寄るのだろうと。�

彼は言った。『座って不思議に思いながら観察しているうちに，ほうきの柄のようなものが海�

の前方に見え隠れしているのに気づきました。そのときわたしは，だれかがいちばん安全な航路�

を海図にして，船乗りを導く浮きを置いたのだと知りました。』�

そして彼はこのような教訓を得た。『それと同じように，神様の技師たちはわたしたちにいち�

ばん安全な道を書き残しました。それはイエス•キリストの福音に書かれています。わたしの乗�

った船が危険な海を通って安全な場所に導かれて行ったように，間違いなく。』」（「聖文の中から�

答えを見つけなさい」『聖徒の道』1973年12月号，pp. 528 — 529) 

話し合い� 聖文はどのようにしてわたしたちを，安全でまっすぐな，天の御父のもとに通じる道に導くか�

考えるように言う。話し合いながら，次の点を明らかにする。�

1.聖文は，御父と御子イエス•キリストについて知るのを助けてくれる（ヨハネ17: 3参照）。�

2.聖文を読むことによって，イエス•キリストとその福音について証を得ることができる。�

3.キリストの模範から様�なことを学ぶことができる。（時間があれば，自分にとって模範と�

なったイエスの生涯の出来事を幾つか思い出すように言う。）�

4.聖文に書かれている預言者や人�の模範から，様�なことを学ぶことができる。�

5.聖文は，わたしたちが御父のもとに帰るために知らなければならないこと，行わなければな�

らないことを教えてくれる（2テモテ3�：15 —16�；教義と聖約33�：16参照)。�

6.聖文は霊感と慰めを与え，日�のチャレンジに打ち勝てるようにしてくれる。�

參聖文の中から，日�の問題に対する答えを見つける方法を知っていますか。問題を解決するた�

めに聖文をどのように使ってきましたか。�

•いろいろな悩みを解決するのに使ってきた好きな聖句はありますか。�

これから，聖文の中から答えを見つける方法を学ぶことを話す。�

聖句を使った活動と� 生徒に以下の事例を紹介する。各事例の紹介の後で数分時間を与え，問題解決の助けとなる聖�

事例研究� 句を聖文の中から見つけてもらう。このとき，『聖句ガイド』を用いて必要な聖句を探す方法も�

教えるとよい。学んだことを生徒に発表してもらう。グループに分けて行ってもよい。�

事例研究1 

紗希は，祈りの力について信仰が持てなくなっていました。祈っても答えを受けていないよう�
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に思われ，子供のころの信仰に疑問を抱き始めたのです。セミナリーの先生は，聖文だけを使っ�

て，祈りに関する言葉をノートに書き出すようにと言いました。紗希が祈りに対して信仰を取り�

戻す助けとなる聖句を，幾つか探してください。�

事例研究2 

麻里は14歳になる弟の健ニが，どこに行くのか，何をしているのかについて，だんだん両親に�

うそをつくようになってきていることに気づきました。麻里は健ニに注意しようとしましたが，�

健ニを怒らせてしまっただけで，何の効果もありませんでした。健ニは，「少しくらいのうそな�

ら，だれも傷つきゃしないよ」と言います。健ニは友達と一緒に遊びたいだけなのです。お父さ�

んは麻里に，この次の家庭の夕べでレッスンをするようにと言いました。麻里は，正直の大切さ�

についてレッスンすることにしました。健ニに正直の大切さを分からせることができる聖句を，�

幾つか探してください。�

事例研究3� ぜ�

沙織のお母さんは，この間癌で亡くなりました。沙織は悲しみに打ちひしがれています。主は�

どうして，美しいお母さんを癌などにされたのでしょう。沙織のお母さんはすばらしい人で^た�

し，それにまだ若かったのです。家族は，お母さんがよくなるように一生懸命祈りました。癒し�

の儀式をするときには，監督がお父さんを助けてくれました。死と復活という言葉を手がかりに�

して，沙織を慰めるにはどんな聖句がよいか探してください。�

黒板を使った�

話し合い�

引 用�

話し合い�

聖文をわたしだちの生活にとってより意義深いちのにする方法はた<さん®る�

聖文を勉強する方法はたくさんあることを説明する。何かの問題に答えを見っけるために使う�

のは，聖文の利用法の一っにすぎない。聖文を勉強する方法を挙げるように言う。生徒たちの答�

えを黒板に書く。�

1.初めから終わりまで，通して読む。�

2.『聖句ガイド』や『福音の原則』を使って，主題別に勉強する。�

3.セミナリーや日曜学校のレッスンに合わせて，学習する。�

4.自分にとって助けとなり，霊感を与えてくれる聖句のリストを作って，暗記する。（セミナ�

リ一の聖句リストから始めるとよい。）�

5.特別な必要や問題のために答えを探す。�

聖文の勉強をするのに，どれがいちばんよいということはない。生徒たちは，自分にとってど�

の方法がいちばんよいか判断しなければならない。�

參聖文を毎日読むことの妨げとなるものにはどのようなものがあるでしょうか。�

參そうした妨げを克服するにはどうしたらよいでしょうか。�

カーロス• E •エイシー長老は，聖文を読む時間を，主と個人面接をする時間だと思うように�

と言っています。�

「わたしたちの多くは，この聖なる書物の重要性を考えることもなく，日�の生活に追い回さ�

れているのではないだろうか。わたしたちは医師や弁護士，仕事の相手との約束事ならば，何と�

しても守ろうとする。しかし，神との交わりを引き延ばすこと，すなわち聖文の研究を怠ること�

は何とも思わない。心の貧血症にかかっており，人生の指針を失うことには何ら注意を払おうと�

もしない。毎日15分か20分間聖文を読むように計画し，実行するときに，人生はどれほど実りあ�

るものとなることだろう。このような神との交わりを通して，わたしたちは神の声を知り，あら�

ゆることにっいて神からの導きを得るのである。�

わたしたちは聖文を通して，神を仰ぎ見なければならない。」（「神を仰ぎ見て生きよ」『聖徒の�

道』1979年2月号，p. 80) 

參エイシー長老の提案を受け入れることにより，聖文を読むとき，どうして今まで以上に御霊を�
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受けることができるのですか。�

鲁聖文を読む時間を決めることは，なぜ大切なのですか。�

鲁定期的に聖文を勉強するのに比べて，たまに聖文を勉強するのでは，なぜ十分ではないのです�

か。�

物 語� 熱心に聖文を勉強することの大切さを理解させるために，次の物語を紹介する。�

サラ•ペア.リッチは1835年，17歳で改宗した。イリノイ州に住んでいたサラの家族を二人の�

モルモンの長老が訪れたのである。彼らはサラが住んでいた地域で福音を宣べ伝えていた。二人�

はサラの家族や近隣の人�に，預言者ジョセフ•スミスのことや金版から翻訳された『モルモン�

書』のことを話した。�

サラは『モルモン書』を見たいと思い，一人の長老に見せてくれるように頼んだ。こう語って�

いる。「わたしは自分の部屋に入り，その日の午後と夜のほとんどを『モルモン書』を読むのに�

費やしました。内容は驚くばかりでした。決して忘れることのできない印象をわたしの胸に刻ん�

だのです。そしてそれから数週間，その印象はずっと鮮明に残っていました。�

さて翌日，二人の長老はペア家に強烈な印象を残してオハイオ州カートランドに向かった。ぺ�

ア家の人�は，二人の長老にはもう二度と会えないだろうと思った。サラはこう書いている。�

「彼らが去って6週間後，わたしは彼らの夢を見ました。金曜日の夜でした力ん翌日の夕方に彼�

らがわが家を訪ねて来るという夢なのです。ちょうど夕陽が落ちるころ，彼らが家の前に長く伸�

びる小道の先に姿を見せるのです。」�

次の朝，両親には町に出かける予定があった。サラはなるべく早く家に戻るように頼んだ。ニ�

人の宣教師が必ずやって来るとの確信があったからである。父親は笑いながら，サラがどうかし�

ていると言った。確かに長老たちは何百マイルも離れた所に住んでいた。間もなく，両親は町に�

出かけた。しかしサラは，長老たちを迎える準備を始めた。�

サラはこう書いている。「陽が傾き始めると，わたしは何度も外に出て小道の向こうを眺めま�

した。そしてちょうど陽が沈みかけたそのとき，夢とまったく同じ光景で，二人の長老が姿を現�

したのです。わたしはポーチで二人を迎え，あいさつを交わしました。『おいでになるのをお待�

ちしていたのですよ。』わたしは言いました。『なぜですか。』一人の長老が尋ねました。『わたし�

たちが来ることを聞いたのですか。』わたしは答えました。『いいえ。昨晩，御二人が来られるの�

を夢で見たのです。必ず来られると確信しました。』すると一人の長老が言いました。『わたした�

ちも夢を見ました。戻ってあなたにバプテスマを施し，この地区に教会を建てなさいと言うので�

す。』�

町から戻ったサラの両親は，二人の長老が来ているのを見て驚いた。二人はペア家の人�や近�

隣の家族に福音を教え，サラ，両親，妹を含む70人の会員で教会を建てるまでその地に滞在した�

のであった。」(ジョン•ヘンリー•エバンズによる引用，Charles Coulson Rich ： Pioneer Builder 

of the West『チャールズ•カウルソン•リッチ——西部の開拓者』pp.38 —40) 

參サラは『モルモン書』についてどんな印象を受けたと思いますか。�

參サラの経験から，聖文の学習について何を学ぶことができるでしょうか。�

結 び�

引 用� 次のハワード.W•ハンター長老の言葉を読む。�

「毎日聖文を勉強する人の方が，長時間勉強したかと思うとばったり休むという人よりも，は�

るかにはかどることは確かである。毎日勉強するだけでなく，邪魔されずに集中できる時間をき�

ちんと取ることである。�

15分といえば，ほんのわずかな時間だが，それだけでもどれだけ意義ある事柄について知識と�

啓発とを受けることができるか驚くほどである。大切なのは，勉強中に何かに勉強が中断される�

ことのないようにすることである。」（「聖文を読む」『聖徒の道』1980年3月号，pp. 87 — 88) 

証� 聖文を読むことによって主に近づく努力をすることの価値について，感じていることを述べ�

I I 4 



る。自分の感じていることを話したい生徒がいれば，話させる。�

レッスンのffi用�

定期的な聖文の学習がまだできていない生徒に対しては，今週から始めるように提案する。来�

週，個人的にその結果を報告するように言う。�

ioi 
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第31課�
教会rの奉仕�

目 的 教会での奉仕の大切さを理解し，自分が奉仕する方法を学ぶ。�

罕 備� 1.紙と給筆（人数分）�

2.一人の生徒に，教会で奉仕をしたときの経験について話すように割り当てるc 

3.物語，聖句，弓丨用文などの発表を割り当てる。�

レツスンの展開 

教師の提示�

黒板と話し合い�

教会内で積極的に奉仕することは大切である�

ローレルのクラスを教えることにより，自分の生活にもたらされる祝福について話す。この奉�

仕のために払わなければならなかった犠牲と，自分が受けてきた報いについて述べる。教会内で�

の奉仕は，あなたの生活の重要な一部分であることを生徒たちに感じさせる。�

黒板に「末日聖徒イエス•キリスト教会」と書く。そして，次の質問をする。�

•わたしたちはどなたの教会に集っていますか。（イエス•キリストの教会）�

參教会を組織するよう，どなたが計画されましたか。（イエス•キリス卜。イエスが預言者を通し�

てこの教会の組織を啓示された。）�

教師の提示と�

56しロレ、�

黒板と話し合い�

わたしたちの教会の組織は，ほかの多くの教会の組織と違っていることを説明する。わたした�

ちの教会の地元の指導者は，特別に訓練を受け，教会を導くことを仕事としているわけではな�

い。彼らは教会の会員であって，報酬を受けずに喜んで自分の時間を教会のためにささげてい�

たった一つの支部やワードの組織のために，大勢の人�が働いていることを思い出させる。ワ�

一ドや支部の責任を，できるだけたくさん挙げるように言う。監督，副監督，書記，補助組織の�

会長や書記，教師，訪問教師，ホームティーチャー，クラス会長などが挙がればよい。�

眷なぜ主は御自分の教会を組織され，多くの人�がその中で働くようにされたのだと思います�

か。生徒たちにその理由を挙げさせ，黒板に書く。�

次の事柄が挙がるであろう。�

1.多くの人�力《奉仕すれば，助けを必要としている多くの人�に祝福を与えられる。�

2.様�な責任のために働くよう召されれば，召されなければ使うことのない才能を伸ばすこと�

ができる。�

3.ほかの人を助けるように頼まれれば，隣人を愛し，隣人に仕える方法を学ぶことができる。�

參若い女性のクラス会長に召されると，どんな才能を伸ばせますか。できるだけたくさんの才能�

を挙げるように言う。�

物 語�

6 

次の物語を紹介する。�

「夕一ニャは，タスマニアで若い女性のクラス会長をしていました。彼女は，今日の若人の指�

導者としての責任について目が開けました。中央若い女性会長会の一員の訪問を受けた後で，彼�

女はこう書いています。�

『一晩過ごしたら，わたしはほんとうに霊感を受け，御霊に満たされていました。それ以前に�

は，こんな気持ちを味わったことはありませんでした。その晩，わたしは家に帰り，不活発なロ�

一レルの少女たちを活発にすることができるように，力と助けをお与えくださいと天の御父に祈�



りました。その夜，わたしは心が真の平安に包まれるのを感じました。それから，姉妹のお話を�

聞いたときも同じ気持ちに包まれ，わたしは聖霊がどんなに力に満ちたすばらしい御方であるか�

を知りました。わたしはすぐ，不活発な少女たちに手紙を書きました。わたしは若い女性の少女�

たちを愛しています。なぜなら，彼女たちはわたしと同じ興味を持ち，わたしが達成したいと思�

っているのと同じ目標を持っているからです。わたしはいつか主に報告をしなければならないこ�

とに気づき，指導者たちと一緒に一生懸命働いています。わたしは借りものの証で生活してはい�

ません。一生懸命働くことを通して，自分の証を得るように努力しています。」（ルース•！！•フ�

アンク“Exceedingly Young" New Era「すばらしい若者たち」『ニューエラ』1977年6月号，�

p. 48) 

話し合い� 拳ターニャはどのような方法で，自分のクラスの少女たちを祝福しましたか。�

春召しを受けた夕�一ニャは，人�を愛し人�に仕えることをどのようにして学びましたか。�

教会で奉仕することは，人�に仕え，神のようになるために非常に良い方法であるにもかかわ�

らず，多くの人�は奉仕を嫌がる。まったくしない人も多い。�

參人�が教会で奉仕をしたがらないのはなぜですか。（教会の奉仕は重要ではないと考えている，�

十分な時間がないと感じている，必要とされる労力や知力を使いたくない，自分には能力がな�

いと感じている。）�

引 用� 教会の召しを遂行することについて，フランクリン•D•リチャーズ長老の言葉を読む。�

「忙しすぎるからといって，与えられた責任を断る前に，エバンズ長老の助言に従ってみるこ�

とです。つまり簡素化を図り，ほんとうに重要な事柄を見直すことです。もう一度自分の優先順�

位を検討してみて，神の王国を建設するためにあなたの時間と才能と財産を惜しみなく主にささ�

げる約束を交わしたことを思い出してください。�

最優先すべきことを第一に行い，不必要な活動を削除して生活を簡素化すれば，教会の責任を�

引き受ける時間ができるはずです。�

次に，与えられる教会の召しに自分はふさわしくないと感じて，恐れの気持ちから断ってしま�

うことがよくあります。わたしは，人生とは自分では十分に準備ができていない責任の繰り返し�

であると考えています。責任を引き受けて果たすならば，主はわたしたちの能力を超えた知恵を�

授けてくださり，わたしたちは自分の力以上のことを成し遂げることができるのです。このよう�

に，わたしたちは過去の自分の限界を乗り越えなければならない状態に置かれたときに大きく成�

長するのです。」（「質疑応答」『聖徒の道』1979年6月号，pp.28 — 29) 

•忙しくて奉仕どころではないと感じるときには，どうすべきだとリチャーズ長老は言っていま�

すか。また，準備ができていないと感じるときはどうですか。�

わたしたちはほかの教会員を助けて奉仕をする�

黒板と話し合い� 責任を受ける以外にも，教会で奉仕する方法はたくさんある。わたしたちは，いつでも奉仕す�

ることができるのである。生徒たちに，考えられる方法を挙げるように言う。次のリストを黒板�

じゆうぶ/? 

什分の一を納める。�

断食献金を納める。�

福祉計画のために働く。�

教会員の仲間のために働く。�

資金，手紙，祈りなどを通して宣教師を援助する。�

家族歴史を探求する。�

神殿推薦状を受けていれば，神殿で死者のために働く。�

物 語� 仲間の教会員に対してすばらしい奉仕をした3人の勇敢な18歳の若者についての話をする。�

「1856年，1,000人以上の人�が大平原を渡ってソルトレーク•シティ一へ行く苦しい旅を強い�
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られていた。いろいろな不幸な状況が重なったために，出発が遅れてしまったのである。彼らは�

ワイオミングの山中で雪と極度の寒さに襲われた。毎日死人が出る絶望的な状況だった。�

ブリガム•ヤング大管長が彼らの状況を知ったのは，10月の総大会が始まる直前だった。大管�

長は直ちに牛や幌車，御者，食糧などを用意し，危険な状況にある聖徒たちの救出に向かわせ�

た。�

ソルトレーク•シティ一に向かっていた人�がスウィートウォーター川に着いたのは11月3日�

だった。いてつく川を氷の塊が流れて行く。それまでの苦しい旅路の果て，体力を消耗していた�

彼らには，川を渡るのは不可能に思えた。いてつく川に足を踏み入れるのは死にに行くようなも�

のだったのである。かつては屈強でならした男たちが，いてついた大地に座り込んでさめざめと�

泣いた。女も子供も同じだった。この苦境を乗り越えようとする者はだれもいなかったのであ�

るO 

……そこにやって来たのが，救出隊に属する3人の18歳の若者だった。驚いたことに，彼らは�

その手車隊のメンバーのほとんど全員を抱えて，向こう岸に渡らせてしまったのである。大変な�

作業で，しかも体を長時間冷水にさらしたため，後になって3人とも亡くなった。3人の英雄的�

な作業を耳にしたヤング大管長は子供のように泣きじゃくり，後に公の席で，『この行為だけで�

も C •アレン•ハンティントン，ジョージ.W•グラント，デビッド• P •キンボールの3人は，�

終わりのない神の曰の栄えの王国の永遠の救いにあずかれるであろう』と語った。」（ソロモン. 

F •キンボール，Impnwement Era『インプルーブメント•エラ』1914年2月号，p. 288) 

「注目してください。そのとき彼らは18歳でした。……彼らの行為は何と英雄的だったことで�

しよう。彼らの健康，そして後には命をもささげることになったその犠牲は何と神聖なものだっ�

たでしようか。」（ゴードン.B •ヒンクレー，Conference Report『大会報告』1981年10月，pp. 

59-60) 

話し合い� 眷この3人の若人を大きな犠牲に駆り立てたものは何だったでしょうか。�

參この物語から仲間である教会員への奉仕について何を学ぶことができるでしょうか。�

わたしたちは今，教会で奉仕する備えをしなければならない�

教師の提示� レッスンの初めに挙げた，ワードや支部のいろいろな責任を思い出させる。将来，生徒たち�

も，そのうちの何かの責任に召されるかもしれないことを説明する。�

拳日曜学校の教師には，どんな技術が必要ですか。扶助協会の会長はどうですか。生徒たちに答�

えさせる。�

主が御自分の教会の中で，聖徒たちのために準備しておられる責任を果たすために，今から準�

備しなければならないことを説明する。�

引 用� 次の，M •ラッセル•バラード長老の言葉を読む。�

「監督やステーク会長や中央幹部に召される人がだれなのかを，教会の指導者はどのようにし�

て知るのだろうか。わたしはこう思う。それは啓示によると。皆さんもそれを信じておられるこ�

とと思う。主は現在の皆さんをよく知っておられるはずである。今伝道地に向かっている宣教師�

の皆さんは，伝道中に自分が信頼できる者であること，頼りになること，献身的であること，熱�

心であること，そしていつも主の側に立つ者であることを主に示さない曰が一日もないようにし�

ていただきたい。主は現在の教会の青年男女をよく御存じだからである。主は皆さんの毎曰をよ�

く知っておられる。そのようにして皆さん一人一人をじっと見守りながら，皆さんが自分の奉仕�

と力によって自分の決めた優先順位を実生活の中でも生かし，その忠実さを示した後に，高等評�

議員，初等協会会長，扶助協会会長，監督，ステーク会長などの必要が生じたときには，主が責�

任ある神権指導者に，あなたはこの世に生まれて来る前に交わした約束にふさわしい生活をして�

いるし，十分その備えができていると告げられるに違いないのである。」（「1988年の指導者であ�

るあなた」『聖徒の道』1979年11月号，p.41) 

•自分が信頼に値することや，熱心に仕えることを毎日主に示すために，あなたには何ができま�
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第31課�

すか。生徒に話し合わせる（ヨシュア24�：15も参照）。�

紙と鉛筆を配る。隣の席の生徒が，現在または近い将来ワードや支部でどんな奉仕をすると思�

うか，考えるように言う。その生徒がそのことに奉仕するようになると思われる理由として，そ�

の生徒が持っている良い資質や能力を3つ紙に書くように言う。生徒たちに自分の考えを簡単に�

話すように言う。最後に，この活動で書いたメモをその生徒に渡すように言う。�

教会の召しを受けている生徒に，監督や支部長からどのようにして召されたのか，召されたと�

きどんな気持ちだったか，どんな準備をしているか，時間をどのようにやり繰りするのか，また�

召しのために起こる問題や，受ける報いについて話してもらう。教会の召しを受けている生徒が�

いない場合は，若い会員を招待して，そのような経験を話してもらう。または，教師自身が若い�

ころ教会の召しを受けたときの経験を話してもよい。�

結 び�

引 用� 若い人�は次のように言うかもしれない。「『でもわたしは取るに足りない女の子ですし，まだ�

15歳です。』ある中央の若い女性会長は，こう言ってわたしたちを元気づけてくれました。『教会�

の召しが来たとき，恐れを感じるのは自然なことです。しかしながら，青少年の指導者の号と�

は，歴史的に見ても主の御心により定められたものです。主は御自分の永遠の目的のために躊�

Mなく若い人�を召して準備をさせ，新たな召しへと送り出されました。……今日の青少年の指�

導者は，人の救いという楽しくまた神聖な業に携わっています。…… 

……この神権時代における青少年の指導者たちの歴史記録を，次の世代の青少年が読むとき，�

そこにはこう記されていることでしょう。『彼らは神により召された，すばらしい若人であった。�

彼らは御霊の導きを受け，互いの重荷を分かち合った。彼らは主の僕であった。』」（「すばらしい�

若者たち」pp. 47_49) 

レッスンの)®用�

1.教会のプログラムを助ける，召しを果たすなど，責任の大小に関係なく，現在自分が教会に�

おいてどのような奉仕をしているか，挙げるように言う。現在行っている奉仕のほかに，何�

かもう一つ奉仕をするようにチャレンジする。�

2.教会の責任に召されたら受けるように，今決心させる。�

3.ワードや支部のいろいろな責任を持つ人�に，教会の召しのために自分の時間と力をささげ�

てくれていることに対して感謝の手紙を書く。個人的に書くようにしてもよいし，グループ�

で書いてもよい。�

活 動�

報告と話し合い�

I I 9 



第32課�
地域社会rの奉仕�

目 的� 地域社会での奉仕の大切さを理解する。�

準 備 しあなたの地域の有名な建物や記念碑の写真を手に入れる。�

2.任意——あなたの国や県や市の地図を描き，それをジグソーパズルのように4つ（またはそ�

れ以上）に切る。各ピースの表には，図のように地域社会での奉仕の各分野を書き入れる。�

健康面での奉仕，社会面での奉仕，政治への参加，文化的な試みなどの分野が挙げられる。�

そしてピースの裏には各分野で提案される奉仕活動の例を書いておく。本課の3番目の項の�

提案を用いてもよいし，自分で独自の提案をしてもよい。�

レッスンの展開� 導 入�

写真と教師の提示� 有名な建物や記念碑の写真を見せる。�

地域社会は，ある地域にともに住み，法律，興味，伝統などをともに支え合う人�によって成�

り立っている。その地域社会が大きくても小さくても，その地域社会の住民はだれでもほかの住�

民に影響を与える。若い女性は地域社会の奉仕に参加することにより，自分の住む地域社会に良�

い影響を与えることができる。�

若い女性が地域社会での奉仕を行うことは大切である�

眷末日聖徒が地域社会で奉仕することは，なぜ大切なのだと思いますか。生徒たちに話し合わ�

せ，生徒たちの答えを黒板に書く。�

次の概念が含まれるであろう。�

1.地域社会には助けを必要としている人�が大勢おり，助けを与える人は少ない。�

2.地域社会で奉仕すれば，福音を知らない人�に福音の祝福をもたらすことができる。�

3.わたしたちは地域社会を家族を養うことのできる健全な場所にしたいと考えている。高い標�

準を維持するために，わたしたちはたくさんのことができる。�

參わたしたちの地域社会では，どんな人�が助けを必要としていますか。（多少は地域社会によ�

つて異なるだろう力れ次のような答えが出ればよい。独り暮らしの老人，自分で身の周りのこ�

とができない老人，入院患者，世話が必要な子供，外国からの難民，心身障害者など。）�

このような人�を助ける政府や地域社会の機関はたくさんあるが，そこで必要とされることが�

黒板と話し合い�

沾しロし、�

f 、 
健康面での奉仕�

政治への参加�
文化的な試み�

社会面での奉仕, 

3.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。�
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すべて行えるわけではない。�

物 語� 次の物語を話す。�

律子は18歳で，大学に通っていた。ある日，彼女は自分の住んでいるアパートに難民の家族が�

入居していることを知った。彼らは，日本語がよく話せなかった。律子は彼らと顔を合わせるの�

が^^かったが，ある日自分にできることは何かと考え，その結果彼らと知り合いになることがで�

きた。律子はケーキを焼いて，その家族の部屋に持って行ったのである。彼らは日本語を教えて�

くれる友達ができて，とても喜んだ。律子は夕食に招待され，みんなと親しくなった。�

その家族には，12歳の男の子がいた。その子は日本語がよく話せないために，学校の勉強につ�

いていけなくて困っていた。律子は週に2回，その子の日本語と学校の勉強を教えてあげること�

にした。その子は一生懸命に勉強した。二人は間もなく友達になり，一緒に泳ぎに行ったり，映�

画を見に行ったりするようになった。そうこうするうちに，その子はだんだん日本の生活に慣れ�

てきた。�

•この男の子とその家族は，律子の奉仕をどう感じたと思いますか。�

わたしたちが地域社会で奉仕するときに，福音を知らなレ、人�に福音の祝福をもたらすことが�

できる。�

弓 |用 L •トム•ペリー長老はこう語っている。�

「わたしたちは恵まれて，導きと生活の指針を与えてくれる福音の光を頂いている。また，聖�

文を学び，理解することによって，わたしたちはこの世的な事柄を管理するのに必要な主の律法�

に関する知識を得ることができる。しかし，この大いなる祝福を受けると同時にわたしたちは，�

自分の属する地域社会の一員としての義務を負うことになる。自分たちの住む村で，町で，都市�

で，すなわち，世界のあらゆる地において，わたしたちは道徳上の標準を守り，その影響力を�

人�に及ぼさなければならない。わたしは皆さんに，各�の属する地域社会の道徳上の標準を高�

める力となるようにチャレンジする。」（「そして，御言葉を行う人になりなさい」『聖徒の道』�

1977年10月号，p.494) 

話し合い� 參教会員ではない人と一緒に地域社会で奉仕をするとき，どうしたらその人�と福音の祝福を分�

かち合うことができますか。できるだけたくさんの方法を考え出すように言う。�

次のような案が出るであろう。クリスチャンとしての奉仕の模範を示す，高い標準を保つよう�

ともに働く人�を励ます，機会を見つけて福音が生活に祝福をもたらすことについて話す，な�

ど。�

地域社会に奉仕し，地域社会を改善していくならば，将来のためによりよい環境を築くことが�

できる。�

•地域社会に奉仕することはとても大切ですが，多くの人�が奉仕しないのはなぜだと思います�

力、幾つかの理由を挙げさせる。�

わたしたちは，家族，教会，地域社会などに属しているので，そのために時間が取られる。次�

の文を読むと，正しい優先順位がよく分かる。�

弓丨用� 「末日聖徒は地域社会の活動に参加すべきであるが，生活のほかの面とのバランスを考えて行�

わなければならない。まず，家族のことを第一にすべきである。教会の活動もおろそかにすべき�

ではない。…… 

十分に計画を立てる末日聖徒は普通，関心をもって活動に参加する市民になるための時間を作�

ることができる。テレビ番組を週に一つかニつ，あるいは野球の試合を月に1回くらいは見られ�

なくなるかもしれないが，そうする価値はある。そして，完全に福音に従った生活をし，その報�

いとして喜びを得ることができるような地域社会を築くために，それは不可欠なことである。」�

(ウェンデル.J •アシュトン，Ensign『エンサイン』1977年12月号，pp.24 —25) 

•地域社会で奉仕をする時間を作るために，どんなことができますか。�
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地域社会で奉仕するいろいろな方法�

地図を使つた活動� 地域社会で奉仕する方法はたくさんある。地図の各部分を配り，リストを読んでもらう。必要�

なら付け加えてもらう。ほかの生徒の提案も加える。読んだら紙片を合わせて地図を完成させ�

O o 

健康面での奉仕——自分の親族や近所の老人を訪問して話し相手になる。病人のために衣服や�

食べ物を作る。病院や近所の病気の子供たちの世話をする。老人ホームで新聞や本を読んであげ�

る。家族のいない入院患者に花を持って行ってあげる。祝日に病人のために何かをする。�

政治への参加——国政や地方政治の仕組みについてよく学ぶ。選挙のときには，両親が忘れず�

に投票をするように助ける。地域問題についての集会に参加する。�

社会面での奉仕——青少年の技術を向上させるようなグループを組織し指導する。青少年施�

設，孤児院，市や町の教室などで，裁縫，料理，手芸などの実演をする。難民に日本語を教え�

る。盲人に本を読んであげる。�

文化的な試み——地元の劇場や音楽堂でプログラムを配る。展覧会の案内係をする。アマチュ�

ア演劇の制作，コーラス，オーケストラ，またそれらの活動を促進するためのグループに加わ�

るO 

教師の提示� 完成した地図は地域社会の改善のために大小様�なことができることを示したものです。その�

ことを生徒に話す。�

地域社会での奉仕の経験があれば話すように言う。教師も自分の経験を話す。その代わりに，�

次の話をしてもよい。�

物 語� 市営プールの更衣室は，とても汚れていました。壁のタイルにはカビが生えていましたし，床�

はぬるぬるしていました。そのうえ，ロッカーは落書きだらけで，窓のブラインドは壊れていま�

した。「こんなところ，もう来ないわ。不潔よね」などと言う女の子もいました。あるとき，水�

泳の先生が言いました。「夏休みのうちに，女子の更衣室のペンキを塗り替え，飾り付けをして�

くれませんか。」そこで，少女たちはペンキ代とブラインドの代金のカンパを呼びかけました。�

それから，ペンキ塗りの奉仕をし，窓にブラインドを取り付けました。観葉植物をつり下げるマ�

クラメの鉢カバーまで作りました。やがて，更衣室は見違えるようにきれいになり，プールに来�

る人�は皆少女たちに御礼を言いました。ほかの利用者たちはもちろん，少女たちも楽しく泳ぐ�

ことができるようになったのでした。�

物 語� 里紗の家は，ある大学の近くでそば屋を営んでいました。里紗はよく店の手伝いをするので，�

学生たちに顔を覚えられ，何か文化行事があるとプログラムの配布や切符売りの手伝いなどを頼�

まれました。里紗はいつも無報酬で手伝うので，学生たちはその御礼に余った切符をくれまし�

た。里紗は，何度もすばらしいコンサートやバレエ，ドラマを見たり聞いたりしました。おかげ�

で，音楽，舞踊，演劇などが好きになり，大きくなってからもよく劇場に足を運ぶようになりま�

した。�

話し合い� 奉仕は無私の行いであるが，奉仕をする人は多くの益を受け，大きな成長を遂げる。次の2，�

3の利点について話し合う。（才能を伸ばす，知識を得る，霊的に成長する，困っている人�へ�

の愛を育てることができる。）�

結 び�

教師の提示� 生徒たちは皆，地域社会の奉仕のために，自分の才能，能力，時間を評価してみる必要があ�

る。奉仕をするとき，生徒たちは末日聖徒の標準や価値観を地域社会に反映し，良い影響を与え�

ることができる。また，奉仕の習慣を身に付けることができる。こうして身に付いた習慣は，生�

涯自分のものとなる。�
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第43課�

レツスンの)®用�

1.時間がどのくらいあるか考えてから，自分のスケジュールに合った地域社会の奉仕を選ぶよ�

うに提案する。�

2.クラスとして，地域社会の奉仕に参加する。�

I63 





徳高门生活をする�

教師へ� 聖文や預言者を通して，主は各神権時代に道徳の標準を教えられました。わたしたちを取り巻�

く世界の道徳的退廃は，世が受け入れるものと主が承認されるものとの間に深い溝を作り出して�

います。わたしたちは主の道徳的標準を知り，それに従って生活するようにしなければなりませ�

nj
0 

この単元のレッスンを行う際には，生徒たちの成熟度と準備の度合いを考慮して，適切な方法�

で教えられるよう，細心の注意を払わなければなりません。アドバイザーと生徒が親しい関係に�

あると，特定の性的誘惑や問題についての個人的な話に移っていくことがしばしばあります。し�

かし，アドバイザーとしてのあなたの責任は，生徒が親から説明を求める方向に導いてあげるこ�

とです。�

適切な受け答えができるように準備するには，『若人のために』のパンフレット（34285 300) 

をよく読むとよいでしょう。『良い親になるために』（31125 300)の小冊子もよいガイドとなり�

ます。親が子供に性について教え，子供が主の計画に添って性の力を用いられるようにするため�

のものです。�

面接で純潔の問題そのほかの道徳的な事柄について質問できるのは監督だけであることを忘れ�

ないでください（『若い女性指導者手引き』p.16;『メルキゼデク神権指導者手引き』P.20参�

照)。どのような行為がふさわしいか話したい生徒がいたら，監督と会って話をするように勧め�

ましょう。�

また，この単元のレッスンを教えるときには，何を，どのように，いつ教えたらよいかを知る�

ために，御霊の導きを受ける必要があることを，肝に銘じておかなければなりません。話し合い�

を行う際には，預言者の教えとレッスンの中にある資料の範囲内で話し合うようにしましょう。�

『若人のために』（ビデオ力セット�，53481 300)は，この単元の紹介か，締めく�くりに適切�

なビデオです。この単元の最初か最後のレッスンのときに上映するとよいでしょう。1回のレッ�

スンではビデオを上映し，話し合いをする十分な時間はありません。したがって，1回目でビデ�

オを上映し，2回目を使って話し合いをするとよいでしよう。�



だれもが神の子て 

永遠の存在である 

準 備 1.視覚資料13，14「世界各国の少女」（巻末に掲載）�

2.いろいろな種類や材質の手袋を用意する。�

3.以下の参照聖句のリストと文を書いた紙（人数分）�

a.サムエル上16�： 7 

b.マタイ25�： 40 

c.�ローマ12�：10 

d.教義と聖約18:10 

人間の価値がどれほどのものか分かったあなたは，たった一人の人にでも，自分自身が価�

値ある者であることを知ってもらいたいと思うでしょう。�

4.一人の母親に幼児を連れてレッスンに参加してもらう。子供には偉大な価値があること，天�

の御父の一人の子供を育てることは大きな祝福であることを，数分間で話してもらう。�

5.生徒の一人に，レッスンの3番目の項の物語を紹介してもらう。�

6.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。�

人の命は永遠で神聖なものである�

本書の巻末にある「世界各国の少女」の写真を見せる。それぞれの少女がどの国の少女か生徒�

に尋ねる。答え——写真1(オーストラリア），写真2 (フィリピン），写真3 (日本)，写真4 

(アメリカ）�

数種類の手袋を見せる。そして，これらの大きさ，色，素材，生産地が異なることを指摘す�

る。それぞれの手袋には手を保護するという大きな目的がある。したがって，手袋は手がなけれ�

ばその価値も目的もない。手を人間の霊と比較してみることを話す。�

次の質問をする。�

參手が人の霊を表すなら，手袋は何を表しますか。�

いろいろな手袋をはめ，生徒に続けて質問する。�

眷少女たちの写真と「手袋の手」の間にはどのような関連があると思いますか。�

人間の体（手袋）は，神の霊の子（手）を覆っている。わたしたちの身体は，手袋に様�な種�

類があるように，それぞれ異なっている。しかしその内側にあるものは，すべて天の御父にかた�

どって創造された神の永遠の霊の子供である（ボイド.K•パッカー，Teach Ye Diligently  T熟 

心に教えなさい』pp.230 —237参照）。�

「世界各国の少女」の写真をもう一度見せる。�

鲁この少女たちの外見的な違いは何でしょうか。黒板の左側に「違い」と書き，生徒の意見を書�

く。（髪の毛，皮膚の色，容貌，服装など。）�

文化，社会，外見，あるいは人種の異なる人�に，時�わたしたちはどのような反応を示すか�

について話し合う。黒板の右側に「違いに対する反応」と書き，生徒の意見を記す。差別する，�

避ける，気の毒に思う，悪口を言う，無視するなど。�

わたしたちは人の外見（手袋）から判断して反応を示すことが住�にしてある。しかし永遠の�

霊（手）には，計り知れない価値がある。わたしたちは人種，文化を問わず，人はすべて神聖か�

レッスンの展開 

写 真�

実物を使った�

レツスン�

黒板を使った�

しロし、�
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つ永遠の存在であることを心に留めて，人�と接しなければならない。�

物 語� 参照聖句と質問が書いてある紙を配る。生徒が各自標準聖典を持参したか確認する。そして次�

の物語の後，指示があるまで紙は開かないよう伝える。�

明子は紙を握り締め，なぜこのように心が乱れるのか考えながら家に帰った。人間の価値に関�

する鈐木姉妹のレッスンは，いつものレッスンとそれほど違うものではなかったが，鈐木姉妹の�

言葉を聞いて，明子は良心の呵責を感じていた。道路は舗装されていなかった。小石が靴の底か�

ら突き刺すかのように痛かった。�

「鈐木姉妹は，友達を仲間外れにすることの危険性についていろいろと話したわ。友達を仲間�

外れにしないで，あまり活発でない人をフヱローシップしたり，恥ずかしがり屋の人を誘った�

り，人種や文化の異なる人とも付き合うようにという話。まるでわたしたち青少年には，すべて�

の人�を愛する義務があるとでも言っているようだった。�

鈐木姉妹は，町子さんを仲間に入れてあげなさいと言わなかった。町子さんはいつも黙ってい�

て，付き合いにくいし，それに，鈐木姉妹は信子さんが普通の人とはちょっと違うことを知らな�

いのかしら。彼女のことを理解できる人なんて，だれもいないのに。それとも純子さんが教会に�

着てきた洋服を見て，わたしや幸子さんが笑ったところでも見たのかしら。小石が明子の両足に�

強く食い込んだ。だれでも自分の友達は自分で選ぶことができるはずだわ。2，3週間前に『決�

断を下す』というレッスンで，鈐木姉妹はそう言ったじやないの。それに，中には教会の活動に�

参加したくないっていう人だっていると思うわ。なぜそのような人の気持ちを害することまでし�

なければならないのかしら。」明子はそう思った。�

明子はレッスンを聞いてなぜこんな気分になるのか考えながら，ふと握り締めていた紙に目を�

やった。くしやくしやになってしまっていた。それには参照聖句と，鈐木肺妹が最後に尋ねた質�

問が書いてあった。その聖句がはっきりと目に入ってきた。それに，その質問は答えを求めてい�

た。�

聖句朗読� 紙に書いてある聖句を読んだ後で質問を読むように言う。�

•これらの聖句を読むと，どうしてほかの人に対する自分の態度が気になるのですか。�

主は全人類の創造主である。主は聖文の中で，すべての子供は神聖かつ永遠であると言われ，�

人種，文化，社会的地位を問わず人�を愛するようにと，わたしたちに戒められている。�

誕生が人生の始まりではない�

母親が子供を地上に送り出すこと，すなわち，神の霊の子に肉体を与えることを誕生という。�

ブルース• R •マツコンキー長老はこう語った。�

「わたしたちは初め，父なる神の霊の子供として生まれ，天の御父とともに住んでいた。わた�

したちの人生はこの現世で始まったわけではない。この現世とは，父なる神の前に以前住んでい�

た永遠の霊が住む，単にその状態を異にした場所にすぎない。誕生とは状態の変化である。それ�

は新しい生活をもたらす。」("Household of Faith” Ensign「信仰のある家族」『エンサイン』�

1971年 4�月号，p.6) 

母親と赤ちゃんを紹介する。赤ちゃんの偉大な価値について，また天の御父の子供を育てる祝�

福について話してもらう。�

幼児が母親にとってかけがえのない宝であるように，わたしたち一人一人は天父の霊の子供で�

あり，神にとって計り知れない価値がある。�

愛され大切にされていることを人に感じさせる�

物 語� 割り当てを受けた生徒に，奇跡を起こしたあるセミナリーの教師の話をしてもらう。�

「あるセミナリークラスに，どうにも手の施しようのない少女がいた。そこでわたしは彼女を�

力づけ，彼女に手を差し伸べようと努めた。わたしは彼女がみんなの仲間入りをして何かをした�

引 用�

母親と赤ちゃん�
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いと心から望んでいることを何となく感じていた。しかし，質問をしたり，祈りや聖句の朗読を�

頼んだりすると，しばらくもじもじしているが突然大声で泣きだして席に戻ってしまうのであ�

る。生徒の中には彼女に同情を寄せる者もいたが，しばしばひどい言葉を浴びせる生徒もいない�

わけではなかった。�

髪はばさばさでめったにとかしてあることもなく，身に着けている衣月艮もひどく貧しく，足は�

いつもはだしで，たまに靴下を履いてきても左右ちぐはぐという状態であった。彼女が少し早め�

に教室に来て座っていると，決まってその両隣のいすにはだれも座ろうとしなかった。遅れて来�

て，一つしかいすが余っていないときなどは，かろうじてだれかの隣に座ることができた。�

わたしは彼女がなぜそんななのか，よく知っていた。彼女は父親を亡くし，母親はほとんど無�

収入だった。�

そのクラスには，生徒会の会長をしている男子生徒と，校内美人コンテストで1位になった女�

子生徒がいた。目鼻立ちも整い知性あふれるこの二人は，多くの才能を備え，多くの活動に活発�

に参加していた。�

ある日わたしはこの二人を自分の事務室に呼び寄せ，奇跡を起こしてみる気はないかと尋ね�

た。すると二人は大変興味を示した。わたしは彼らに，奇跡の中にはその現象がすぐに現れない�

場合もあることを話したうえで，例の少女について少し話し合い，彼らに宿題を与えた。生徒会�

長の方には，校内で彼女を見かけたらいつでも彼女にほほえみかけ，言葉をかけるように言っ�

た。それだけである。彼は彼女をデートに誘う必要もなければ，立ち止まって彼女と話したりす�

る必要もなく，ただほほえんであいさつするだけでよかった。楽しげに，彼女の心を引き立てる�

ようなあいさつをしさえすればよかったのである。�

一方女子生徒の方には，学校からセミナリ一の開かれている教会までの道をこの少女と歩いて�

もらうことにした。彼女の責任はそれだけである。毎日学校と教会の間を少女と歩く以外は，彼�

女の友達の一人にその子を入れる必要はなかった。彼女はその子より少し遅れ気味になると小走�

りで追いつき，その子が遅れるとゆっくり歩くといった調子で道を横切り，その子が好きそうな�

話題を探してはあれこれと話し合いながら歩いて行く日�が続いた。�

この男子生徒と女子生徒は，自分たちのしていることを一切人に漏らすことなく，静かにしか�

し熱心に各�の責任を果たした。奇跡は間もなく現れ始めた。ある日わたしは少女にちよっとし�

た変化が起きたことに気づいた。レッスンを始めてしばらくしたときのことである。確かに少女�

はいつもとは違っていた。その日彼女は髪をとかして来たのである。これは彼女にとって大きな�

変化であった。�

一月二月とたつうちに，彼女はますます変わっていった。美人コンテスト第1位の女子生徒も�

少女と次第に親しくなり，一緒に歩きながら楽しいおしゃべりができるようになった。この女子�

生徒の周りにはいつも友達がいて，少女と歩くときも一緒について来たので，間もなく学校で最�

も活気のある彼女たちが毎日わずかな時間ではあったが，少女の周りに集まるようになった。�

このほかにもたくさんの興味深い事柄が起こった。あの恥ずかしがり屋の少女は人が変わった�

ようになり，大学に進み，良い職を得，そして神殿で結婚した。彼女を知る人は，それが若いこ�

ろは『みにくいあひるの子』のような少女であったなどとはとうてい信じることができないであ�

ろう。」（『熱心に教えなさい』pp. 149-150) 

話し合い� 參この少女が大きく変わったのはなぜでしようか。�

拳ほかの人に自分が愛され大切にされていると思ってもらうにはどうしたらよいでしようか。�

眷美人コンテストの女子生徒と生徒会長はこの経験から，人の価値について何を学んだでしよう�

か。�

結 び�

復 習� 紙に書いた文をもう一度読む。周囲の人�に手を差し伸べるときに，その人�の人生に奇跡を�

起こすことができる。そして，自分たちも幸福を味わうことができる。�
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第 課�

レッスンのI®用 一 一 

1.フヱローシップを必要としている友達を一人見つけ，愛と友情を示すように言う。数週間後�

にフォローアップする。�

2.クラスの中に求道者やあまり活発でない生徒がいれば，自分たちが愛され，大切にされてい�

ると思えるように，生徒に特別な関心を示してもらう。�
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第34課� 不正直を避ける�

目 的� 不正直とその結果を避けるようにする。�

• 備� 物語，聖句，引用文，事例研究などの発表を割り当てる。�

レツスンの展開� わたしたちは正直であるように戒められている 

教師の提示� 眷動物を捕らえるわなを見たことのある人はいますか。どんな形をしていますか�

何世紀もの間，人は動物を捕らえて殺すためにわなを使ってきたことを説明する。サタンも�

様�に形を変えた不正直という，いろいろな種類のわなを使う。そして，わたしたちの内にある�

聖霊の力を滅ぼし去るのである。その，よくあるわなの一つが不正直である。�

話しロい� いろいろな形の不正直をあげるように言う。（うそをつく，人をだます，人を裏切る，時間を�
最も有効に使わない，交通法規を破る，賃金に見合う仕事をしない，支払い義務を遂行しない，�

完全な真実を言わない，など。）�

引 用� 次のゴードン.B•ヒンクレ一大管長の話を読む。「シナイ山で，主の指は石板に律法を記した。�

『あなたは盗んではならない』（出エジプト20:15)と。またその命令に3つの戒めが伴った。そ�

のいずれの戒めを破ることも不正直である。『あなたは姦淫してはならない。』『あなたは隣人に�

ついて偽証してはならない。』『あなたは隣人の家をむさぼってはならない。』（出エジプト20: 

14，16，17) j (『聖徒の道』1976年8月号，p. 377) 

正直が福音の最も基本的な原則の一つであることを説明する。人はよく正直は最善の方策であ�

ると言つ。しかし，正直は方策以上のものである。幸福な人生を送る叙なのである。�

黒板と話し合い�

不正直からは多<の否定的な結果が生まれる�

•不正直の結果としてどのようなことが起こります力、�

生徒の答えを黒板の右側の欄に書く。�

事例研究と�

sもし口し、�
以下の事例を紹介する。一つ一つの事例について話し合い，各事例において不正直によりどの�

ような結果が生まれるか考えさせる。意見を右側の欄のリストに書き加える。�

事例研究1 

あなたは家を出て，親しい友達と一緒にアパートで暮らしています。あなたは，彼女が貸して�

ほしいと言えば，ほとんど何でも貸してあげていました。でも，しばらくたつうちに，彼女が�

「貸してね」とも言わず，あなたの物をどんどん使っていることに気づきました。彼女は長いこ�

とあなたの物を使って，返してくれるときにはたいてい破れていたり，汚れていたりしました�

彼女のこのような態湾は，二人の関係のどのような面に影響を及ぼすでしょう。もしあなたがこ�

のようなことをしたら，あなたの評^Jはどうなりますか。�

事例研究2 

沙織は，克子のことでひどいうわさを耳にしました。沙織は，そんなことはうそだと知ってい�

ましたが，克子を弁護しませんでした。この場合沙織が不正直だと言えるのはなぜでしょうか。�

もし沙織がこのうわさをまただれかに話したとしたら，沙織はどういう状態に陥るでしょうか。�
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もし，真実を話したら，どうでしょうか。�

事例研究3 

梨江の家は，梨江が欲しがる物を何でも買えるほど金持ちではありません。梨江は毎日のよう�

に，他人の持っている物を見ては，両親にあれが欲しい，これが欲しいと言います。両親が買っ�

てくれないので，梨江は自分で手に入れる方法を考え始めています。むさぼりは，どのようにし�

て不正直を生み出すでしょうか。人の物をむさぼってばかりいると，梨江はどうなるでしょう�

話し合いの後で黒板のリストは次のような言葉を含んだものとなるであろう。�

不正直の結果�

信頼を失う�

友情を損なう�

悪い習慣が付く�

尊敬を失う�

聖霊が離れ去る�

自尊心がなくなる�

眷人が不正直なとき苦しむのはだれでしょうか。生徒に話し合わせる。�

不正直な人を含む大勢の人が苦しむことを説明する。�

正直は幸福をちたらす�

引 用� ハワード.W•ハン夕一大管長の話を紹介する。�

「わたしたちはしばしば『人が存在するのは喜びを得るためである』という聖句を口にする。�

人には正直であることによって訪れる喜びがある。どうしてかを説明しよう。正直であることに�

より，あなたがたは主とともにあり，聖霊の御霊を受けることができる。正直という戒めを破る�

と，この二つの偉大な祝福が奪われてしまうのである。……主にともにいていただき，聖霊の御�

霊を得たいと望むならば，わたしたちは自分自身と神と同胞に対して正直にならなければならな�

い。これが大きな喜びをもたらすのである。」（"Basic Cone印t of Honesty”偷秘「正直と�

いう基本原則」『ニューエラ』1978年2月号，p.5) 

參正直になると救い主や聖霊を伴侶にできるのはなぜでしょうか。�

物 語� 正直さによって自他ともに祝福をもたらした，アフリカ人の若い女性の話を紹介する。�

「今朝早く，わたしはジンバブエのドンボトンボにある役所へ行きました。並んで待っている�

と，女の人が20ドル札を地面に落としました。わたしが『お札が落ちましたよ』と言うと，彼女�

は拾って『ありがとう』と言いました。�

並んでいた周りの人たちがロ�に言いました。『ばかだね，まったく。お金を拾って，何か好�

きなものを買えばよかったのに。』�

でもわたしはこう言いました。『いいえ，そんなこと，絶対にできません。だってわたしは神�

様の子供なんですから。』�

人�が黙ってしまうと，わたしの後ろに並んでいたおじいさんが静かに話しかけてきました。�

『君は教会に行っているのかね。善良そうな娘さんだと思ったもんでね。』�

『はい，行っています。』�

おじいさんは，『何という教会だね』と尋ねてきました。�

『末曰聖徒イエス•キリスト教会といいます。もしよろしければ，ドンボトンボ会館に火曜日�

の夕方5時半か日曜日の10時半に来てください。お待ちしています。』�

するとおじいさんは，こう言ってくれたのです。『ああ，それはいい。じゃあ行ってみるよ。』�

ですから今日自分のしたことに，わたしは大きな喜びを感じています。」（エシナス•ムツマン�

ジ「ドンボトンボで今日」『聖徒の道』1993年6月号，p.8) 

參この少女は，正直であることによって自分の生活にどのような祝福をもたらしたでしようか。�
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ほかの人の生活に対してはどうでしょうか。�

物 語� 南アメリカのある主の指導者がどのようにして正直の原則を学んだかを紹介する。�

「チリのサンティアゴに住むベン•パントハは6歳のとき，両親が近くの町へ食料品を買いに�

出かけました。両親がいなくなると，8歳になるお兄さんが言いました。『アイスクリームコー�

ンを買いに行こう。』�

アイスクリームコーンは，ベンと妹のメルセデスにとって特別なごちそうでした。二人はお兄�

さんに，お金はどうするのか尋ねました。お兄さんは，おやつがほしいときは引き出しをあける�

とお金が入っているからそれを使いなさいとお父さんに言われた，と言います。ベンにはそれが�

うそだと分かりましたが，アイスクリームコーンの魅力に負けてしまいました。�

3人はアイスクリームを食べました。やがて，買い物から帰って釣り銭を引き出しに入れよう�

としたお母さんが，お金がなくなっていることに気づきました。問い詰められた子供たちのロか�

ら真実が分かりました。�

ベン•パントハはその晚，もう不正直なことは一切やめようと決心しました。自分で正しいと�

思ったことに逆らうのはやめようと思ったのです。今日，彼は南アメリカで，主の一人の選ばれ�

た指導者として活躍しています。その晚の決心を保ち続けたからです。」（リン•ミケルセン�

"Stretching the Truth" New Era「真実を保ち続ける」『ニューエラ』1992年4月号，p. 4 ) 

生徒の話� 生徒に，正直が幸福をもたらした経験を話させる。�

考えさせるための� 自分の生活を注意深く顧みて，正直になるために，今日，やめなければならないことがあるか�

質問� どうかを決めるように生徒に言う。残りの生涯を立派に過ごそうと全員が今日，決心できること�

を説明する。�

結 び�

引用と黒板� マービン• J •アシュトン長老は，正直か否かを判断する基準を教えている。「『都合がよいだ�

ろうか，満足のいくものだろうカゝ，便利なものだろうか，もうかるだろうか』ではなく，『それ�

は正しいだろうか，真実だろう力、』と自問するようにしようではありませんか。」（「何ら害悪に�

あらず」『聖徒の道』1982年7月号，p.17) 

次の問いを黒板に書く。「それは正しいだろうカゝ，真実だろうか。」�

正直かどうか疑問に思えるようなことがあったときには，このニつを自分に問いかけてみるよ�

うに生徒に勧める。�
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デ一卜に関する決断�

目 的� だれとどのようにデートするかが，将来にどんな影響を及ぼすかを理解する。�

準 備 1.紙と鉛筆�

2.物語，聖句，弓丨用文などの発表を割り当てる。�

レッスンの展開� 若い女性は若い男性と一緒のとき，行動に責任を持たなければならない�

聖句を使った 2�ニーファイ10�： 23を読む。神がわたしたちに選択の力を与えてくださったことを説明する。�

話し合い� 決断の中には瞬間的に下せるものもあれば，望みどおりの結果をもたらすためにあらかじめ考慮�

し，計画する必要のあるものもある。これから何年かの間に，若い女性は若い男性に関して幾っ�

かの非常に大切な決定を下すことになる。�

黒板を使った� 拳若い男性に関して下さなければならない決定とはどのようなものでしょうか。�

話し合い� 答えを黒板に書く。以下の問いは話し合いのきっかけに使うとよい。�

教会員以外の人ともデ一トをする力、。�

たばこを吸ったりアルコール飲料を飲んだりする男性とデートをするか。�

10代の間，一人の人とだけデートをするか。�

交際中はどの程度まで親しくするか。�

服装，言葉遣い，態度は何を基準にするか。�

相手の男性には，どのような特性が備えられていなければならないか。�

徳高い思いを常に心に抱いているか。�

福音の標準に従って生活しているか。�

これらの決定がなぜ大切なのか，生徒と話し合う。�

教師の提示� 若い男性に関して今の時期に下す決定が，ほかのどの時期よりも将来の自分と家族の幸福に大�

きな影響を及ぼすことを説明する。�

主は若い女性が若い男性との正しい関係を築けるように，勧告を与スられに�

話し合い� 參主と教会は，若い男性との関係を健全に保つために，どのような助けを与えてくださるでしょ�

う力、。話し合いを進めるうえで次のアイデアを利用するとよいだろう。誠実な祈りにこたえて�

くださる，聖霊の導き，聖典に記されている答え，両親の勧告，教会の指導者，教師，そのほ�

力、の会員の助言，教会の集会から得られる教え（聖餐会や日曜学校のクラス，大会)。�

引 田� 以下は，デートにおいて相手との関係をどう保てばよいかを，教会の指導者が述べたものであ�

る。生徒に読ませる。一つ一つ読んだ後で次のように尋ねる。この勧告をどう思いますか。どう�

したらこの勧告が祝福となるでしょうか。�

1.「若い女性の皆さん，正しいデートの大切さを覚えておいてください。……天父が皆さんの�

デートの相手として望んでおられるのは，教会の熱心な会員で，あなたを神殿に連れて行く�

のにふさわしく，主の望んでおられる方法で結婚をしようとする男性です。若い女性が若い�

男性に対して，……次のように言うならば，これからのシオンは新たな息吹に包まれること�

でしょう。『神殿推薦状を受けられない人とは，たとえこの世だけであつても一緒に住むこ�

とはできないわ。』…… 
133 
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若い姉妹の皆さん，わたしたちは皆さんに大きな望みを抱いています。皆さんに大きな期�

待を寄せています0主が望んでおられるレベルよりも下のレベルで満足してはなりません。」�

(エズラ•タフト•ベンソン「教会の若い女性の皆さんに」『聖徒の道』1987年1月号，pp.
91  

一 92) 

2.「デートは適切なものであれば，神殿結婚への一つの備えとなります。�

社会的に認められている場合であっても，適切な年齢になるまでデ一トは待つべきです。�

また，デートの相手には，自ら高い標準を持つとともに，あなたの標準を尊重し，あなたが�

イエス•キリストの福音の標準を守れるよう助けてくれる人を選んでください。�

若人のすべてがデ一トを必要としているわけではありません。また若人のすべてがデ一ト�

を望んでいるわけでもありません。デートに興味がない人もいれば，デートの機会がない�

人，まだ異性とは特別な関係を作りたくないという人もいます。そういう人たちは，10代の�

うちは良い友人を作ることに感心を向け，特定の人とのデ一トはもっと年齢が進んでからと�

考えています。�

良い友人関係を築くことに心を向けてください。もしデートを始める場合には，グループ�

交際をするようにしてください。�

デートするときには，前もって健全で有益な活動を計画するようにしてください。またお�

互いの理解を深めるのに役立つことをしてください。デートの場所としては，誘惑に遭うこ�

とのないよう健全な環境の所を選ぶ必要があります。デートの相手があなたの両親と会い，�

知り合いになれる機会を作ってください。時にはあなたの家族と一緒の活動をするように招�

くとよいでしょう。�

デートを，神殿結婚に備える機会としてください。」（『若人のために』pp. 7 — 8 ) 

教師の提示�

引 用�

預言者の標準�

34 

愛情は主の預言者が定めた制限の範囲内で示すべきである 

預言者もデ一トのときの愛情の表現について霊感に満ちた勧告を与えていることを説明する。�

これに従うのに若い女性が知らなければならない言葉が幾つかある。�

參愛情と情欲はどう違うでしょうか。（愛情とは相手のために自分を捨てて思いやりを示すこと�

である力ら情欲とは，性的な結びつきを求めた，とどまることを知らない自己本意な欲求であ�

る。）�

次のスペンサー.W.キンボール大管長の言葉を読む。�

「ある人が別の人を愛するということは，その人を傷つけるくらいなら死んだ方がましだとい�

う気持ちである。しかし倣従に陥ると純粋な愛は一方の扉から押し出され，代わりに情欲が別の�

扉から忍び込んで来る。こうしてあなたの愛情は生物学的な物質主義と抑制の利かない欲望に取�

って代わられるのである。…… 

未婚の人�がこの情欲に負けて過度な接触と倣従を招くとき，それは肉体の支配を許し，霊を�

鎖で縛ることと同じである。これを愛と呼べる人がいるとはとても考えられない。」{Faith Pre-

cedes the Miracle『奇跡に先駆ける信仰』p. 154) 

デ一トでの相手との関係を楽しく清いものとするには，愛情の表現を主が預言者を通して定め�

られた範囲内にとどめなければならない。デートについての以下の標準を教師または生徒の代表�

が提示する。�

キス一「キスは愛情の表現です。キスは愛の証であり，情欲の証ではありません。でも，そ�

うなる可能性を秘めています。交際の場で，キスが決して情欲をかき立てるものとならないよう�

にしてください。ネッキングやペッティングは情欲の現れであって，愛ではありません。……何�

度かのデートの後でキスをすることはわたしは問題にはしません。でもそのキスは情欲のキスで�

はなく，愛情のキスであるべきです。」（スペンサー.W•キンボール，address to missionaries 

「宣教師への説教」1959年1月2日付け）�

二人だけで一緒にいる——「悔い改めた若人や成人と面接していると，男女が誘惑に負けるの�
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は暗闇，夜遅い時間，人里離れた場所であることをよく聞く。……自動車は問題が起きやすい場�

所として定評がある。」（『赦しの奇跡』pp.234 —235) 

ネッキングとペッティング——「若い人たちの間で最も一般的に見られる性的な罪は，ネッキ�

ングとペッティングである。このような不健全な関係はこれだけにとどまらず，時には私通，妊�

娠，堕胎へと進む。これらはいずれも邪悪な罪である。しかし，これら一連のことを考えなくと�

も，それぞれが恐ろしい悪であって，若い人�は，いったん足を踏み入れてしまうと，ずるずる�

と流されてしまうことが往�にしてある。」（『赦しの奇跡』p.71) 

聖句を使った� 以上の標準はわたしたちを愛してくださる天の御父が授けてくださったものであることを説明�

話し合い� する。わたしたちが異性に対してロマンチックな愛を感じることは神の定めであるが，その感情�

や表現はコントロールすべきである。そうしないとわたしたちは，その感情と表現にコントロー�

ルされてしまう。�

生徒にアルマ38�：12を読ませる。�

參欲情を制することは真の愛で心を満たすことにどう役立つでしようか。�

欲情を制し，主の標準を守ることは時として簡単なことではない。しかしこの選択がわたした�

ちに永続する幸福を約束してくれるのである。�

今，指針を決めることができる�

黒板を使った� 以上の幹部の勧告，福音の標準，地元の習慣を基に生徒に正しい異性関係の心得を定めさせ�

話し合い� る。生徒の意見を黒板に書く。生徒に紙と鉛筆を配り，必要なときに参照できるようこれらの指�

針を写させる。�

正しい異性関係をもたらす基本的な指針には次のものが含まれる。�

1.教会の標準を守っている教会員とだけデートする。�

2.教会の標準に適した活動だけに参加する。�

3.肉体関係は結婚するまで待っ。�

4.月艮装，言葉遣い，振る舞いの美徳とつつましさの標準を最高のものとする。�

5.デートをしたい男性に望む特性を列挙する。�

6 .清く何のやましさもない状態でデ一トから帰れるようにする。�

7.両親とデートについて話し合う。�

若い男性との閨係が健全な価値あるものとなるかどうかは，女性一人一人の決断と生活によっ�

て決まることを強調する。�

結 び�

これからの数年間に経験する異性との交際と，それに伴う決断は，皆の永遠の将来の生活にま�

で大きな影響を及ぼすことを説明する。基本的な指針のリストを部屋の目立つところにはり，頻�

繁に見るように言う。�
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第36課� 結婚の標準�

目 的� 自分自身の結婚の標準を持つ。�

準 備 1.視覚資料15「くびきをつけた牛」（巻末に掲載）�

2.紙と鉛筆（人数分）�

3.「結婚は恐らく，あらゆる決断の中で最も重大なものであり，将来に最も大きな影響を及ぼ�

す。この世における幸福だけではなく，永遠の喜びにも影響を及ぼすのである」（スベンサ�

一•キンボール）と書いた模造紙を用意する。�

4.任意——本課の最後にある配付物�

5.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。�

導 入�

次のことを話す。人�の尊敬を集めている著名な実業家が，次のような質問を受けた。「25年�

の長きにわたって，あなたと共同経営者の方とが，うまくやってこられた秘訣は何ですか。」す�

ると彼はこう答えた。「そりやあ，いろいろありますよ。しかし，もし一つしか選べないとした�

ら，良い共同経営者を選ぶということでしょうね。多くの事業と同様，この判断はあなた任せに�

はできません。わたしは自分の共同経営者となる人の特性や人格のリストを作りました。その人�

が自分と同じ信条，標準，事業に関する目標を持っていることを知る必要があったのです。結�

局，共同経営者という閨係は，ちょっとやそっとの閨係ではないのです。わたしは長い時間をか�

けて捜さなければなりませんでした。しかし，厳しい標準に合う同じ目標を持つ人を見つけたと�

き，事業に取りかかりました。わたしたちは良い時期も悪い時期も経験しましたが，終始一貫し�

て自分たちの定めた標準を守り通し，ともに努力し，事業を成功させるために自分の持ち分を果�

たしたのです。」�

この事業家が，共同経営者を選ぶときの基準として定めた資格条件を，幾つか挙げるように言�
ぅ。�

わたしたちにはビジネスよりもはるかに重要な共同事業の相手を選択する機会がある。それは�

何だと思うか，生徒たちに尋ねる。（結婚の相手）「永遠に続く幸福な結婚の相手」と黒板に書�

正しい標準を持っていれば，結婚相手を選ぶときに導きとなる�

教師の提示� 次のことを説明する。不幸にして多くの人�が結婚相手を選ぶことよりも，共同経営者，家，�

自動車などを選ぶことに時間をかけている。それは恐らく，恋愛をし，感情のままに行動するこ�

とはたやすいからだろう。将来，好きになった人が，自分が結婚相手として望む標準を持ってい�

ないこともあるかもしれない。性急な結婚は向こう見ずな事業と同じで，痛ましい離婚や不幸な�

家族生活にっながる。初めに標準を定め，それに従えば，多くの場合そのような悲しみは避ける�

ことができる。�

提示物� 用意した模造紙をはる。キンボール大管長が次のように言われたことを話す。「結婚は恐らく，�

あらゆる決断の中で最も重大なものであり，将来に最も大きな影響を及ぼす。この世における幸�

福だけではなく，永遠の喜びにも影響を及ぼすのである。」(Marriage and Divorce『結婚と離�

婚』P.11) 

レッスンの展開 

物 語�

話し合い�
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活 動�

教師の提示�

絵と話し合い�

教師の提示�

話し合い�

教師の提示と�

話し合い�

紙と鉛筆を配る。将来の結婚相手に望む特質を書くように言う。そのリストはレツスンの後の�

方で使うので，持っているように言う。生徒たちは自分がデートをする相手と結婚するのである�

から，このリストはデートをする際の基準としても役立つことを思い起こさせる。�

わたしたちは結婚生活に永遠の命を求めるので，結婚相手を選ぶ際に導きとなる基準は注意深�

く定めなければならない。この基準は，生徒たちが最も重要と思うことに閨して選択をするとき�

に導きとなる。この基準の一つが聖文の中に述べられている。2コリント6�：14を開けて，読む�

ように言う。�

「つり合いのよいくびき」とはどのような意味か尋ねる。くびきをつけた牛の絵を見せる。�

世界中いろいろな所で牛や馬のような動物は，車を引く，畑を耕すなどの重労働をしている。�

くびきとは木の棒で，動物の頭と頭，または首と首をつなぐものである。つり合いのよいくびき�

をしていれば，動物たちは十分にその役目を果たすことができ，荷をよく引くことができる。し�

かし，「つり合わないくびき」をしていれば，一つのチームとしてともに働くことはできない。�

片方の動物が前に進んでその荷の大半を1頭で引き，もう1頭が後でぐずぐずしていたら，その�

動物は首を痛める。同じことが結婚にも言える。結婚においては，夫婦がつり合いのとれたくび�

きを負う必要のある面が幾つかある。その一つが宗教的な信条である。�

二人が結婚を考えるためには，ほかのどのような面で同じくびきを負わなければならないか尋�

ねる。次のような答えが出ればよい。道徳的な標準，教会の活動や奉仕，家族や教育の目標，趣�

味，育った環境など。�

•このような面で二人が「つり合いのとれたくびき」を負わないと，どうなりますか。�

次のことを説明する。だれもが異なった性格や才能を持っている。多くの場合，夫婦はお互い�

に自分にはない性格や才能を補い合い，与えることや，相手と協調することを学んでいく。しか�

しながら，協調することが望ましい解決方法でない面もある。最も大切なのは，夫婦が永遠の目�

標に対して同じくびきを負い，同じ方向を向いていることである。夫婦は結婚のきずなの中にお�

いて，それぞれ自分自身の責任を果たさなければならない。�

ある若い女性は，自分の相手への最も大切な基準として次のことを考えていた。「相手は主に�

ついてどう感じているのだろうか。」�

參この質問に対する答えが結婚の相手を選ぶうえでどう役立つでしようか。�

自分の家族がとても短気だったため，自分の夫には短気でない人をと強く望んだ若い女性もい�

る。また，自分の家族が教会に多くの奉仕をし，そのために多くの祝福を受けていることを知っ�

ていたので，将来の結婚相手はやはり喜んで奉仕をする人，そして自分の家族にもそうするよう�

に励ます人，と標準を定めた少女もいる。また，過酷な労働を強いられるプロのスポーツマンに�

なるつもりでいる若い男性の良き妻としてやっていけるかどうか，自分自身を評価しなければな�

らなかった少女もいる。彼女は，彼がその職業を選んだ場合，自分が定めた家族の標準が守れる�

かどうか判断しなければならなかった。�

牛徒たちに，自分が結婚の相手に期待している標準を具体的に発表するように言う。�

わたしだちは正しい標準をいつも守らなければならない�

教師の提示� わたしたちは自分の生活を評価して，自分自身が将来の伴侶に求める標準に到達しているかを�

吟味しなければならない。�

デビッド• B •ヘイト長老は，自分と同じ高い道徳的標準を持った若い男性と結婚するという�

標準を定めた若い女性の話をした。彼女は交際期間中この高い標準を自ら守った。�

「ある若い婦人がステーク大会で話した証を思い出します。彼女は自分がデートをしていた時�

代のことを話しました。彼女の母親は，彼女が陥るかもしれない問題を理解できるよう，助けて�
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くれました。そのとき彼女はもう若い人妻となっていました力ん……壇上に座っている夫を見て�

……誇らしげに，交際と二人の関係，神殿結婚，何も隠すことがない，何も後悔することがない�

関係を回想していました。彼女は多くの誘惑を受けた経緯を話しました。しかし二人の目標は神�

殿でした。二人は，清らかなキスとネッキングの違いを知っていました。また，純潔は徐�に失�

われることも知っていました。二人はよく心を配りながら計画しました。人けのない道に車を止�

めて車内に二人だけでいることを避け，夜遅くまで二人きりでいることがないようにしました。」�

^ The Uttermost Part of the Earth，，Speeches of the Year，1978「地の果て」『年度講話，1978 

年』pp. 168-169) 

話し合い� 眷この若い女性が定めた正しい標準は，結婚相手を選ぶのにどのように役立ちましたか。�

物 語� マービン• J •アシュトン長老は，自分の標準に忠実だったある若い女性の話をした。彼女は�

神殿結婚に必要とされる標準を身に付けており，この標準に従ったために結婚してからも祝福を�

受けた。�

「今はステーク会長会の一員になっているある兄弟がわたしにこう言いました。『わたしたち�

がこの召しを受けられたのは，妻のおかげなんです。妻とデートをしていたころ，わたしはあま�

り活発でありませんでした。ある晚わたしは勇気をもって，彼女に結婚を申し込みました。わた�

しの求婚に，彼女はイエスもノーも言いませんでした。彼女はこう言ったのです。『どこで？』�

わたしはそれから数か月自分自身と闘い，彼女を神殿に連れて行くことができたのです。彼女は�

自分で計画を立てていました。わたしは彼女を愛していたので，自分の計画を立て直し，彼女の�

計画に合わせたのです。彼女に合わせるために，何をすべきか，どこへ行かなければならない�

か，わたしには分かっていました。』」（“Yellow Ribbons and Charted Courses，，New Era「黄色�

いリボンと計画された道筋」『ニューエラ』1981年7月号，p.16) 

話し合い� 鲁もし彼女が自分の標準に忠実でなかったら，彼女の結婚はどうなっていたでしょうか。�

結 び�

レツスンの最初の項で使った犬管長の言葉を記した掲示物をもう一度示す。正しい標準を定め�

ること，それに従うこと，結婚のきずなの中で「つり合いのとれたくびき」を負うチームとして�

働くことの大切さを指摘する。�

配付物（任意）� 配付物を用意していれば，それを生徒に配る。�

活 動� レッスンの最初に書いたリストをもう一度見るように言う。レッスンを終えた段階でリストを�

再検討し，付け加えるものがあれば付け加える。このリストを日記にはっておき，デートのとき�

や，最終的に結婚の決断をするときに度�見て役立てるように言う。�
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将来の�
結婚相手を�

よく見なさい。�
あなたは�

永遠にその人と，�

くびきを共に�
するのだから。�

その人と�
同じ目標を�

見詰めなさい。�



標準としでの神の言葉�

目 的� この世的な思想に対抗するために，神の言葉を標準としてどう用いるか心に決める。�

準 備 1.現在の犬管長の写真�

2.あなたの地域の若い女性が遭遇するこの世的な思想やチャレンジなどの写真や新聞の見出し�

をはった大きな紙（レッスン中の提案参照)，その反対側に預言者と標準聖典の写真をはる。�

両者の間に，生徒たちの写真をはる。�

3.本課の最後にある資料から選んだテーマについて報告するよう数人の生徒に割り当てる。割�

り当てたテーマに関して，生徒たちに資料の中から情報を与える。最近の『聖徒の道』や大�

会説教の中から情報を与えてもよい。教師のレッスンの都合に合わせて生徒の発表の時間を�

決め，あらかじめ伝えておく。�

4.生徒たちの報告をまとめ，強調し，助けるために必要な質問や資料を準備する。�

5.任意——配付資料（人数分）本課の最後に掲載。�

6.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。�

レッスンの展開� 若い女性たちは皆，チャレンジに遭遇する�

掲示物と話し合い� 用意した掲示物を見せる。そこには，今日の若い女性が遭遇するこの世的な思想やチャレンジ�

がはってあることを説明する。掲示物にはってあるこの世的な思想を挙げるように言う。生徒た�

ちの答えを黒板に書く（黒板の完成図参照)。�

參このようなチャレンジやこの世的な思想を吹き込むのはだれですか。（サタン）�

•このようなものは，なぜ若い女性を傷つけるのですか。�

サタンは多くの偽りの哲学や誤った考えを吹き込み，人�をだまし迷わせようとしていること�

を説明する。しかし，わたしたちは手をこまねいていることはない。黒板に挙げたような悪の力�

と戦うために，聖文や現代の預言者の教えがあることを指摘する。�

この世的な思想� 福音の原則と真理�

離婚� 結婚�

子供を持たない� 親としての責任�

堕胎� 生命の貴さ�

不道徳� 徳と純潔�

ポルノグラフィー� 聖文，良書�

アルコール飲料，たばこ，麻薬知恵の言葉�

占星術� 天文学�

チヤレンジを克服するのに必要な標準は聖文から見つけられる�

2�ニーファイ31：20を開いて読むように言う。�

•�ニーファイはわたしたちにどうするように言っていますか。（キリストを固く信じて疑わない，�

神とすべての人を愛する，キリストの言葉をよく味わう。最後まで堪え忍ぶ。）�

1ぺテロ1：24 —25を開いて読むように言う。�

眷この聖句は人の思想と神の言葉の違いについてどう教えていますか。�

聖句を使った�

話し合い�

9 
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掲示物� 預言者の写真と標準聖典の方に注目させる。預言者を通して，また聖文により天の御父が教え�

られた真理を知ることができることを指摘する。�

生徒の報告� 前もって割り当てておいた生徒に，課末の資料に基づいて報告をするように言う。生徒たちの�

報告は，この世的な思想と戦うときに神の言葉が標準としていかに役立つかを示すものであると�

説明する。各報告が終わるごとに，採り上げたこの世的な思想の反対側に当てはまる福音の原則�

を書く。�

聖句と教えのポイントをはっきりさせるようにする。福音の真理が，サタンの偽りの考えに打�

ち勝つ方法を強調する。各報告の時間を調整し，クラスの時間内で終わるようにする。�

結 び�

聖句朗読か資料配付� 次の聖句は，サタンの力を克服し，真理の原則に従って生活することに関して，助言と勧告を�

与えてくれる。�

箴 g — 6 

アルマ37�： 35，37 

モロナイ7�：16-17 

教義と聖約18�：18 

以上の聖句は生徒に朗読してもらってもよいし，聖句を書いた紙を配って家で研究させてもよ�

い。�

活動の提案�

1.生徒がこの世的な思想を克服するうえで特別なチャレンジを受け，主の言葉や預言者の言葉�

を深く読み研究する助けを与え，安心感と平安を感じられるようにする。�

2.地元の神権指導者の承認を得て，ファイヤサイドを行う。上手な話し手を招き，レッスンの�

中から一つか二つのテーマを採り上げて話させる。その後で質疑応答や討論を行う。�

參考資料 1 . 結 婚�

「結婚は神がご計画を遂行されるために必要であり，この世に生を受ける人�に試しの場を与�

え，家族が永遠の命を受けられるようにする，と教会は教えています。『結婚は人のために神に�

よって定められているからである』と，主は言われました。『これはすべて，地がその創造の目�

的にかなうためであり，世界が造られる前の人の創造に応じて，地が人の数で満たされるためで�

ある。』（教義と聖約49�：15_17) 

わたしたちの結婚に対する概念は，この世の社会学に基づいて形成されたのではなく，啓示さ�

れた真理に基づいています。使徒パウロはこのように教えました。『主にあっては，男なしには�

女はないし，女なしには男はない。』（1コリント11:11)スペンサー.W•キンボール大管長は�

次のように説明しています。『正しく結婚し，結婚を成功させなければ，昇栄にあずかることは�

できない。』{Marriage and Divorce『結婚と離婚』p.24)」（ダリン.H •オークス「人に幸福を�

与える偉大な計画」『聖徒の道』1994年1月号，p.83) 

2.子供をちラけること�

「キンボール大管長はこう語りました。『結婚した夫婦が健康であるにもかかわらず，子供を�

もうけようとしないのは，きわめて身勝手な行為である。』（「悪に対して家庭を堅固に築く」『聖�

徒の道』1979年10月号，p.5)結婚した男女が子供をもうけることを物質的な目標を達した後に�

まで引き延ばすなら，無為に時を過ごして，天父が霊のすべての子供たちのために立てられた御�

計画に参画する能力がひどく失われるでしょう。忠実な末日聖徒は子供が親の物質的な成功の妨�

げになるとは考えません。わたしたちの時間と愛，犠牲を必要とするこうした幼子らは，わたし�

たちが神と交わした聖約や人生の究極の目的と結びついているからです。�

夫婦は何人まで子供を持つべきでしょうか。世話のできる人数までです。子供の世話とは，言�
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うまでもなく彼らをこの世に送り出す以上の意味を持っています。子供には愛，養育，教え，食�

物，衣服，家，そして彼ら自身が立派な親になるための良い環境が必要です。」（「人に幸福を与�

える偉大な計画」P.84) 

「世の初めから定められた家族生活の様式によれば，子供たちは法律上正しく結婚した夫婦を�

父母として生まれ，養われます。親としての務めは神聖な責任であると同時に特権であり，子供�

はまさに『神から賜った受け継ぎ』です。」（ハワード.W•ハンター「尊く，大いなる約束」『聖�

徒の道』1995年1月号，p.10) 

3 . 堕 胎�

「増加しつつある堕胎は罪悪行為である。計画的堕胎の恐ろしい罪は正当化し難い。外聞を恐�

れるためとか，不都合を処理する，責任を逃れるなどのために堕胎を行うことはもってのほかで�

ある。そのような手術をどうして甘受できようか。また経済的に援助を与えたり，励ましたりど�

うしてできようか。特殊な場合に正しいとされることはあっても，それはごくまれである。わた�

したちは堕胎を罪の中でも重いものとし，断固，民に警告するものである。�

『堕胎は今日の最も忌まわしく，罪深い行為の一つである。なぜなら，この恐ろしい堕胎容認�

が，性的な不道徳をもたらしているからである。』{Priesthood Bulletin『神権会報』1973年2月，�

p.1)」（スペンサー.W•キンボール「神の業を清く押し進める」『聖徒の道』1974年8月号，p. 

4 . 離 婚�

「離婚は難局の打開策ではない。単なる逃避，拙劣な手段である。単なる儀式の執行が幸福や�

実りある結婚をもたらしはしないことを，わたしたちは知っている。幸福は，電灯のようにスイ�

ツチを押してもつきはしない。幸福は心の状態であり，内からわき上がるものである。それは勝�

ち得るものである。お金で買うものではない。何かと取り替えられるものではない。」（スペンサ�

一.W•キンボール『結婚と離婚』P.12) 

5.徳と純潔（『若人のために』PP.15—17参照）�

「ソロモンは徳高き女性は宝石よりも優れていると言いました（箴言31:10参照)。若い女性�

の皆さん，自分の命を守るように，徳を大切に守ってください。皆さんには生涯，清い生活をし�

てほしいと望むものです。道徳的に清い生活をしてください。�

確かに道徳的な罪にも悔い改めは可能です。赦しの奇跡があります。真に悔い改める人は主に�

受け入れていただけます。しかし，伝道に出る前でも，いついかなるときでも，罪の種をまくこ�

とを主は喜ばれません。性的な罪を犯しながら，計算づくの告白や悔い改めをすることは主の目�

にかないません。」（エズラ•タフト•ベンソン「教会の若い女性の皆さん」『聖徒の道』1987年1 

月号，P.91)� きょぅ�

「皆様が人生の選択をするとき，このことを忘れないでください。神は昨日も今日も，そして�

明日も変わることのない御方です。神の聖約や教義は決して変わることがありません。たとえ太�

陽が冷え，星がその光を放たなくなろうとも純潔の律法は依然として神の世界と主の教会の基を�

成すものです。教会はその時代の人�が受け入れないからといって，価値のあるものを価値なし�

とは決してしません。教会は，正しく，かつ神が告げられたことは，いつの時代にもそれを守り�

通します。」（スペンサー•キンボール「女性の特権と責任」『聖徒の道』1979年2月号，p. 

152) 

6.ポルノブラフイ一（『若人のために』PP. 11 — 12参照）�

「教会員は場所を問わず，蔓延しつつあるポルノダラフイ一の害悪に?!薛するよう強く求めら�

れている。しかしそれにとどまらず，市民として，この全人類を惑わす狡猾な敵との•いに活発�

に，また毅然とした態度で参加するよう強く勧めるものである。�

昨年は，数十億ドルものお金がわいせつな映画や書物に投じられた。このわいせつという黒��
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としたしみは，今や書店や雑誌店，映画館，そして遺憾ながら，デパートや食料品マーケット，�

ドラッダストアにまで広がっているのである。�

『ポルノグラフィーは性と人間性を堕落させるものであり，性は人と人との関係にあって極度�

にデリケートなものである。もしもこれに打撃を加え，堕落したものとするならば，性は動物的�

なものとなり，ひいては人間性全般にも打撃を加えるものとなるであろう。�

ポルノグラフィーはあらゆる階層の人�に影響を及ぼす。わいせつは文明に敵対するものであ�

り，われわれの根本となる信念を揺るがすものである。これは，家庭を基とした倫理観への攻撃�

と言える。』（ラリー•パリッシュ〔合衆国連邦地方検事補〕，War on Pornography『ポルノダラ�

フィ一との闘い』より，p.76)
0
」（スペンサー.w•キンボール「報告とチャレンジ」『聖徒の道』�

1977年 2�月号，p.36) 

7.知恵の言葉（『若人のために』pp.13—14参照）�

「麻薬に関して，『……肉体や精神を損ない，または道徳的標準を下げるような状況下におい�

て，麻薬やそれに類する薬物を使用することに教会は一貫して反対してきた。』わたしたちは，�

このことをもう一度はつきりと申し上げる。」（スペンサー.W•キンボール，Ensign Tエンサイ 

ン』1974年5月号，p. 7) 

「この世には何が正常かということを決める一定の尺度があるかもしれません。しかし，それ�

と教会が持っている尺度とは異なっています。世の尺度で言えば，たばこを吸うのはごく当たり�

前のことでしょう。しかし教会は，もっと高い次元で，喫煙はすべきでないと言っているので�

す。また世の中では外で杯をくみかわすことは別に禁じていませんが，主の教会はその民をアル�

コールは一切口にしないという段階にまで引き上げています。」（スペンサー.w•キンボール「キ�

ンボール犬管長，道徳について語る」『聖徒の道』1981年4月号，p.181) 

8.占星術�

占星術は，人の人生に対する星の影響を読み取ることにより，運勢を言い当てるようなふりを�

する偽りの科学である。古代文明は，しばしば占星術師のわなにかかった。賢明な教会員は，こ�

のようなものを避ける。なぜなら，そのようなものはサタンの教えだからである。�

天文学は，星とその創造過程や動きなどを研究する学問である。全歴史を通じて偉大な天文学�

者は，モーセ，アブラハム，エノクのような預言者であった。彼らはその知識を主御自身から受�

けたのである（教義と聖約88�： 41-47�；モーセ1：27—39�；アブラハム3�：1—18参照)。�

「星に人間の行動を支配できるはずがない。……神は人に選ぶ自由を与えられた。そして，た�

とえ星であろうとその選ぶ自由を犯すことはお許しにならない。神は星を創造された力れそれは�

占星術の奇妙な崇拝の対象とするためではなかった。」(editorial in the Church News『チャーチ�

ニューズ』の社説より，1972年10月14日付け，p.16) 
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健康を維持する 



健康につf]ての良f]習慣 

目 的 健康についての良い習慣を養うことの大切さを理解する。�

準 備 1.紙と給筆（人数分）�

2.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てるc 

レツスンの展開 

自己評価�

しaし、�

導 入�

紙と鉛筆を配る。過去24時間に関して次の事柄を記録させる。�

1.食べた物�

2.飲んだ水およびそのほかの飲料水の量（コップ何杯か）�

3.睡眠時間�

4.スポーツ，ダンス，体操などに使った時間�

次の質問をする。�

1.昨日はいつもと変わりませんでしたか。�

2.健康によい食品を取っていますか（穀類，野菜果物，乳製品，肉類，魚類，卵)< 

3.1日にコップ6杯から8杯の水分を取っていますか。�

4.市販されている薬物を過度に服用していませんか。�

5.十分睡眠を取って体力を回復していますか。�

6.十分な運動をしていますか。�

7.健康を改善するにはどうしたらよいでしょうか。�

聖句を使った�

5舌レロし、�

主は指針を与えられた�

生徒に教義と聖約89章と88�：124を朗読させる。�

朗読の途中で出てきた項目が「行うこと」か「避けること」かを生徒に指摘させる。生徒が主�

から与えられた勧告の重要性を理解できるよう，それについて話し合う。�

行うこと——� 避けること—— 

野菜と果物を食べるアルコール飲料を飲む�

穀物を食べる� たばこを吸う�

肉類は控えめにする熱い飲み物を取る�

睡眠を十分取る� 怠惰になる�

早寝をする� 必要以上に眠る�

早起きをする�

引 用� 健康に関する教会指導者の次の声明を読んで話し合う。�

「教義と聖約第89章の知恵の言葉は，今もそこに記されるとおり言葉も事項も変わってはいな�

い。知恵の言葉には，教会初期の兄弟たちに『熱い飲み物』はお茶とコーヒーを意味すると述べ�

られた以外，公の説明がなされていない。�
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コーラ飲料に関して教会は公的な見解を言明してはいないが，教会指導者は以前から，そして�

現在は特に，習慣性を持つ害になる薬品を含んだ飲料を取らないように勧告している。体を害す�

る成分を含む飲料は避けるべきである。」（「方針と手続き」『聖徒の道』1972年8月号，p.365) 

「肉体の状態は霊にも影響を及ぼす。これこそ主が知恵の言葉を与えられた理由である。わた�

したちは早寝早起きを励行し（教義と聖約88�：124参照)，自分の力以上に急がず（教義と聖約�

10: 4参照)，すべてに節度を保って行動すべきである。一般に自然の状態のままの食物を多く�

食べ，添加物を加えずに精製もできるだけしないようにすれば，その食物はわたしたちの健康に�

とって良いものとなる。食物は心にも影響する。そして体を構成するある要素が欠けると，心が�

ふさいでくる。定期的に健康診断を受けることは予防に役立ち，病気を見つけ出して治療するう�

えでも役立つ。休息と運動は健康には欠かせない。また新鮮な外気の中での散歩は霊を活気づけ�

るものであり，健全なレクリェーションはわたしたちの宗教活動の一部である。つまり生活に変�

化をもたらすことが必要なのである。ただそのように考えるだけでも霊を鼓舞することができ�

る。」（ェズラ•タフト•ベンソン「落胆してはいけない」『聖徒の道』1975年2月号，p.91) 

教師の提示� 主は体を管理するための具体的な導きを与えてくださった。これらの導きと健康管理の習慣を�

若いうちから培うことによって，健康と活力を増進させることができる。わたしたちはその法則�

に従う度合いによって祝福を受ける。�

參主の律法に従う者に約束された祝福にはどのようなものがあるだろうか（教義と聖約89: 3，�

18—21参照)。�

正しい健康管理の習慣は子孫にち祝福をちたらす�

現在の健康管理が将来の成功と幸福，妻として母としての役割に影響を及ぼすことを思い起こ�

させる。�

生徒と次の質問について話し合う。�

參若い女性が健康な体を持つことは，なぜそれほど大切なのですか。�

鲁健康は現在のあなたにとってなぜ大切ですか。�

參現在健康であることは，将来，妻，母親となるうえでどのように大切ですか。�

參今日あなたが自分の体に対して行っていることは，将来生まれてくる子供にどのような影響を�

及ぼしますか。�

生徒に，配った紙の上に，1から7まで番号をふらせる。教師は下記の正誤クイズを読み，生�

徒に正または誤を記入させる。終わったら答え合わせをする。�

正誤クイズ�

1.母親が栄養不良の場合，母親だけでなく胎児をも危険な状態に巻き込む。（正）�

2.慢性アルコール中毒の母親から生まれる子供には，精神的な欠陥が生じることがある。（正）�

3.ヘロイン，コカイン，モルヒネのような麻薬を母親が常用しても，胎児にまでその常用癖が�

伝わることはない。（誤）�

4.性病の中には胎児の視力を奪ったり，死産をもたらすものがある。（正）�

5.流産や早産の発生率は，たばこを吸う母親の方がかなり高い。また生まれてくる子供は小さ�

い。（正）�

6.女性がLSDを服用すると，胎児の染色体に異常を来す恐れがある。（正）�

7.10代の少女の拒食症や過食症は，後になって不妊症の原因になることがある。（正）�

体を健康に保つことにより健康な子供を産み，生涯にわたって健康な生活を送ることができる�

ことを説明する。�

結 び�

聖句と証� 生徒に1コリント3�：16 —17を読んでもらう。体が価値あるものであり，体を健康に保つこと�

話し合い�

クイズ�

教師の提示�
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が大切であることを説明する。�

次の言葉を読む。�

「知恵の言葉（教義と聖約89章参照）に従い，健康的な生活習慣を取り入れる人は，自由を味�

わい，自分の人生を自分で治めることができます。そして汚れのない肉体と快活な精神という祝�

福を得，聖霊を通して天父の助けと支えを受ける力も得ることができるのです。」（『若人のため�

に』pp. 13 — 14) 

レツスンの)®用 

生徒に身に付けたい健康管理の習慣を一つ選ばせ，時間を取ってそれを始めるよう決意させ�

る。教師自身も一つ選び，これからどうしたいかを生徒に話す。定期的に確認し励まし合う。�

運動，サイクリング，マラソンのようなクラス活動は，健康管理を楽しく行わせ，生徒の努力�

を促すものとなるであろう。�

1 4 6 



社会的，情緒的に成長する 
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目 的� 神の娘としての価値を理解する。�

準 備� 物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。�

レッスンの展開� わたしたちは神の子供であり，すべての人が大切である�

物 語� 次の物語は，マービン• j •アシュトン長老が話したものである。�

「この地域がひどい吹雪に見舞われた数週間前のある日のことであった。その冬，ユタは何度�

か厳しい寒波に襲われていたが，その日の吹雪は特にひどかった。そのため，ハンサムな青年軍�

人と，彼との結婚を目前にした花嫁は，二人が結婚することになっていたソルトレーク神殿へ行�

くのにとても苦労していた。花嫁の方はソルトレーク盆地から，花婿はその隣接の町から出て来�

なければならなかった。ハイウェイは激しい吹雪のため，夜間と早朝は閉鎖されていた。何時間�

も気をもみながら待った後，わたしたちのうち何人かは，二人が神殿に行って，ようやく計画ど�

おりその日のうちに神殿結婚を終えるのを助けることができた。�

この最も大切な約束を守るに当たって払われた思いやりと援助に，当事者の二人も，二人の家�

族，友人もどんなに感謝していたことか。花婿であるわたしの友人——ビルと呼ぶことにしよう�

——ビルは心からの感謝の気持ちを次のように述べた。『わたしたちが無事に結婚式を挙げるこ�

とができたのもすベて皆さんのおかげです。ほんとうにありがとうございました。でも，わたし�

はなぜ皆さんがわたしのためにこんなに骨を折ってくださったのか，よく分からないんです。わ�

たしは，それほどまでにしていただくような，そんな価値のある人間じやないんです。』�

わたしは，ビルが心から感謝してこのように言ったということが分かっていたが，はっきり�

と，しかしビルが親切な言葉として受け止めてくれるように願いながら，こう言った。『ビル，�

わたしはこれまで「価値のない人間」を助けたことは一度だってない。神の王国において「価値�

のない人間」は一人もいないんだよ。』」(Ensign『エンサイン』1973年7月号，p.24) 

5舌しC•し、 眷アシュトン長老は，なぜ「神の王国において『価値のない人間』は一人もいない」と言ったの�

でしょうか。�

•なぜ自分は「価値のない人間」だと思ってしまうのでしょうか。�

參神の王国において，あなたは何者だと言えるでしょうか。�

わたしたちは神の子供なので，神にとっては最も大切な存在である。アシュトン長老は先の話�

の続きで，天の御父は，わたしたちが自分を「価値のない人間」だと見なすことを喜ばれない�

と，はっきり述べている。わたしたちは神の子供であり，「価値のある人間」なのである。�

聖句を使った�

話し合い�

教義と聖約18�：10を開いて，福音の重要な原則を学ぶように言う。�

參天の御父と御子にとって，なぜ一人一人が大切なのでしょうか。�

生徒に一人一人が神の子であることを理解させる。神はわたしたちを，わたしたちの理解が及�

ばないほど愛してくださっている。イエス•キリストはわたしたちを価値ある存在として理解し�

ておられたので，命を犠牲にし，わたしたちの罪の贖いのために苦しみを受けられた。�

わたしたちは皆，僮大な者となる可能性を持つている�

引 用� 自分はごく在りきたりの人間だと思っているために成功できないでいる人が多いことを説明す�

る。しかし主は，大切な使命を託して一人一人を地上に送られた。H •バーク•ピーターソン監�

自分の価値に気づぐ�
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督はこう語っている。�

「大きなチャレンジの一つは，自分は大切ではない，特別な存在ではない，という気持ちを克�

服することです。天の御父がその子供たちを，偶然に，しかも何の大切な使命もなくこの世に送�

られたと，ほんの一瞬たりとも考えることができますか。…… 

愛する友人の皆さん，皆さんは高貴な世代です。皆さんはこの時代に特別な目的を持ってこの�

地上に来るように取っておかれました。何人かではなく，皆さん全員です。皆さん一人一人には�

ほかのだれにもできない使命があるのです。それに向かって備えをしなければ，その使命は果た�

されずに終わることでしょう。皆さんの使命は皆さんだけに与えられたユニークなものです。ほ�

かの人がその使命を代わって果たさなければならなくなるような状況は絶対に避けてください。�

だれもあなたよりも上手にはできないからです。もし皆さんにさえその気持ちがあるなら，天の�

御父は生涯皆さんとともに歩み，霊感を与え，皆さんにこの地上での特別な目的は何かを知らせ�

てくださるでしょう。」("Your Life Has a Purpose" New Era「人生には目的がある」『ニユー�

エラ』1979年5月号，pp.4 - 5) 

物 語� ごく普通に見える人にも偉大なことができることを，次の話から生徒に理解させる。�

ジョージ•A•スミスが教会に改宗したのはまだ若いころで，教会設立後間もなくだった。当�

時，ミズーリ州の聖徒たちは厳しい迫害のさなかにあり，多くの者が家を追われていた。そして�

1834年，預言者ジョセフ•スミスは当時教会本部のあったオハイオ州カートランドから200人の男�

たちを率い，ミズーリ州ジャクソン郡へと向かった。この一団はシオンの陣営と呼ばれ，1,000 

マイルもの行程を行軍した。シオンの陣営の目的は，教会員の土地や家屋を取り戻すことであっ�

た。�

ジョージ•A•スミスはシオンの陣営の最年少のメンバーであった。彼は大柄だが無器用で，�

とても兵士には見えず，自分でもふさわしくないと感じていた。母親は縞模様のマットレスの布�

でズボンを，またエプロンの布地でバックパックを作ってくれた。父親は，新しいブーツとマス�

ケット銃を渡した。ところが，何日かの行軍の後，ブーツをはいた足には血まめができ，ズボン�

は破れ，麦わら帽子はつぶれてしまった。とても立派とはいえない姿だった。しかし，預言者の�

テントで寝たジョージは，陣営に対する預言者の勧告や提示の多くを耳にすることができた。毎�

曰，ジョセフ•スミスの模範と教えを学んだのである。�

毎日長い行程をこなす陣営にとって，蒸し暑い夜はとても眠れたものではなかった。蚊やはえ�

がひどく，食糧も乏しくてしかも質が悪かった。大平原の水にはくねくね動く小さな虫がたくさ�

んいて，ジョージが言うには，水を飲むときには上下の歯をかみ合わせ，虫が入らないようにし�

たということである。こうした劣悪な環境に，声高に不平を言う者が多かったが，ジョージは預�

言者のすべての指示に喜んで従った。�

ミズーリに着いたシオンの陣営は，土地と家庭を取り戻すことに協力すると約束していた知事�

が態度を翻したことを知った。長くつらい行軍の目的が水泡に帰し，陣営の男たちの落胆は並大�

抵ではなかった。中には預言者を非難する者まで出てきた。�

しかし，後になってこの行軍の価値が明らかになる。この長い試練を通して主と預言者に忠実�

だった人�は，ジョセフ•スミスと親しく接することにより指導者としての技術を学び，強さを�

身に付けることができた。そして，教会の初期の指導者の多くが，このシオンの陣営の忠実なメ�

ンバーの中から選ばれたのである。�

16歳の無器用な少年ジョージ• A •スミスは，それから5年もたたないうちに主の使徒に聖任�

された。後に彼はブリガム•ヤングとともに大管長会で働いた。シオンの陣営での経験が，彼を�

生涯にわたって主に仕える者に仕立てたのである。彼のたった一つの誤ちといえば，自分の偉大�

な可能性に気づかなかったことだけであった。�

話し合い •わたしたちはどういう点で少年ジョージ•A•スミスに似ているだろう力、�

わたしたちは時�，主が自分をどう備えてくださり，またどのような祝福を与えてくださって�

いるか理解できないことがある。しかし，ジョージ• A •スミスのように，わたしたちは主と預�
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言者に従って最善を尽くし，いつの曰か主が自分を王国にあって雄�しく働くために備えてくだ�

さったことに気づくのである。�

教師の提示�

わたしたちは皆，強さに変えることのできる弱さを持っている�

この世ではだれもが可能性を阻害する弱さを持っていることを説明する。しかし，そうした弱�

さは最善を尽くして乗り越え，強さに変えることができる。�

物 語� 次の物語を生徒に紹介する。�

「もし人生を立派に生き抜きたいという希望があり，かつ実際にそのように努めているなら�

ば，わたしたちは終わりまで堪え忍ばなければならない。わたしたちは自分の欠点を克服し，抱�

えているハンディキャップの程度に閨係なく自らを高めていく決心をする必要がある。1956年，�

オーストラリアのメルボルンでオリンピックが開かれた。そのとき，勝利の表彰台の上に，一人�

の背の高いアメリカ人の少女が立った。金髪の美しい少女であった。彼女は金メダルを受けよう�

としていたのである。男の子たちは口笛を吹いて称賛した。『彼女こそ，すべてを備えた少女�

だ。』�

金メダルを受け取ると，涙が頰を伝った。観衆のほとんどは，彼女が感激して泣いているのだ�

と思った。勝利の裏に彼女のどんな決意があったかは，観衆の知るところではなかった。彼女は�

5歳のとき，小児まひを患ったのである。その結果，彼女は手足の利かない体になってしまっ 

た。娘の体が再び自由になることを願った両親は，彼女をプールに連れて行った。水の中に入れ�

て泳ぐことを学ばせれば，再び手足が動かせるようになると思ったからである。自分の腕を自分�

の力で初めて水の中で持ち上げることができたとき，彼女は歓声を上げた。それから彼女は、ま�

ずプールを泳いで横断することに目標をおいた。それからプールを縦に泳ぐこと，その次はそれ�

を何度か往復することへと徐�に目標を高めていった。その努力が実って，ついに彼女はメルボ�

ルン才リンピックで，しかも，水泳の種目の中で最も難しいといわれるバタフライで金メダルを�

勝ち得たのである。もし，この少女シェリー•マン力《落胆していたなら，またたゆまず努力し続�

けなかったなら，金メダルはなかったに違いない。」（ノーマ•アシュトン， Impnwemmt Era 

『インプルーブメント•エラ』1965年9月号，p.787) 

5舌しロし、� •病気はシェリー•マンにどのような影響を与えましたか。�

參彼女の執る態度に影響を与えたのは，彼女のどんな人柄でしょうか。�

參彼女の模範から何を学べるでしょうか。�

聖句を使った�

5舌しOし* 

聖 句�

エテル12�： 27を読む。�

•なぜ主はわたしたちに弱さをお与えになるのでしょうか。�

參弱さを強さに変えるのをだれが助けてくれますか。�

眷聖文にある約束を得るためにはどうしたらよいでしょう力、。�

主を信頼して全力を尽くせば，わたしたちは弱さを克服し，主に雄�しく仕えるのに必要な強�

さを勝ち得ることができる。�

弱さを克月艮して強さに変えた自分自身の体験を話してもよい。生徒にも話してもらう。�

結 び�

教義と聖約18�：10を読む。クラスの生徒全員が天の御父とイエス•キリストから見て大いなる�

価値を持つた存在であることを証する。一人一人が主の偉大な僕となる可能性を秘めているので�

あO o 
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自分を愛し，人を愛する�

目 的� 自分に対して正しい愛を持っていれば，隣人を愛する能力が増すことを知る。�

準 備 1.エノス1：1一18のエノスの物語を話すよう，生徒の一人に割り当てる。�

2.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。�

レッスンの展開� 導 入�

生徒に次の質問について答えてもらう。「自分に対してよいイメージを持っている人の特徴は�

何ですか。」答えを黒板に書く。以下のような答えが挙がるであろう。�

明るい。�

家族や友人を愛している。�

過ちを素直に認める。�

人の気持ちが分かる。�

人の話をよく聞く。�

人を楽しませるのが好きである。�

自分自身に対してよいイメージを抱いていると気持ちが明るくなり，人のためによく尽くせる�

ことを説明する。�

正しい方法で自分自身を愛する�

次のことを説明する。時には，自分を愛する必要があるという概念を受け入れにくいことがあ�

る。自分にではなく，ほかの人に対して愛を向けるようにするべきであると思うかもしれない。�

また，うぬぼれることなしに，自分自身を愛することなどどうしてできるだろうかと思うかもし�

れない。�

主御自身がわたしたちに，自分を愛するようにと言っておられることを説明する。一人の生徒�

にマタイ22�： 36 —39を読んでもらう。�

•この聖句は，自分自身を愛することについて，どんなことを教えていますか。�

次のことを説明する。この聖句は隣人を愛するようにと教えているが，また同時に自分自身を�

愛するようにとも教えている。主は，自分自身のように隣人を愛しなさいと教えられた。それ�

は，隣人を愛すると同じだけ，自分自身をも愛さなければならないという意味である。�

わたしたちが自分自身を愛さなければならないのには，すばらしい理由がある。わたしたちは�

神の子であり，ほかの人のために仕える多くの才能を持っている。また自分の弱点を克服して強�

くなる能力を兼ね備え，いつの日か神のようになることができる可能性を持っている。�

書自分自身を愛することは，なぜそれほど大切なのだと思いますか。話し合わせる。�

生徒たちが次の概念を理解するようにさせる。�

1.わたしたちは神の子であり，自分自身を愛さないということは，神の被造物を尊重しないと�

いうことになる。�

2.自分自身を嫌うとき，わたしたちは意気消沈する。また，本来の姿で主に仕えることができ�

ない。�

3.一般に自分自身を愛さない人は，ほかの人を十分に愛することもできないし，ほかの人から�

愛されるということも理解できない。�
4.自分自身を好きになれないとき，人の歓心を買うために自分の標準を下げて，人に受け入れ�

教師の提示�

聖句を使った�

話し合い�

印�
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られている，愛されていると思おうとすることがある。�

教師の提示� 次のことを説明する。自分に対する正しい愛は，うぬぼれでも高慢でもない。自分自身を正し�

く愛する人は，自分が神の子であり，神が自分を愛してくださり，自分には多くの才能があるこ�

とを知っている。しかしまた，ほかの人も神の子であって，自分の才能を使って人�に仕えるこ�

とを知っている。�

黒板を使った� 正しい方法で自分自身に愛を示す方法を挙げるように言う。生徒たちの答えを黒板に書き，一�

話し合い� つ一つについて話し合う。次の文を読めば，その方法を明らかにするのに役立つ。�

弓I用� 「もしほんとうに自分自身を愛するなら，自分が肉体と，精神と，霊を持つ存在であることを�

心に留めておかなければならない。神が望まれるように自分自身を愛することは，知恵を使って�

自分の生命を守り，地上における使命を全うするために健康を維持する……ことである。�

精神的に強いということは，『神の栄光は英知である』ということを心に留めていることでも�

ある。このことに気づけば，着実に知識と知恵を増し，自分の心を汚すような印刷物や映画，会�

話を避けたいと思うことだろう。自分自身を愛する人は，真剣に主の教えを受け入れ，絶えず徳�

をもって自分の思いを飾る。�

自らを道徳的に清く保つことは，自分を正しく愛することである。…… 

十分に罪の悔い改めをなした後自分を赦すことは，自分自身を愛することの重要な一面であ�

O o 

自分を他とi：匕較すれば，……優越感や劣等感を感じる。……他とは比較できないかけがえのな�

い一人の人間として，自分自身を受け入れなさい。そうすれば，うぬぼれに陥ることなく正しく�

自分自身を愛せるだろう。」（クラーク•スウヱイン"Q & A，，New Era「質疑応答」『ニューエ�

ラ』1979年3月号，p. 38) 

次のことを説明する。ほんとうに自分自身を愛する少女は，健康に気を配り，聡明で，道徳的�

に清く，すべての人�に思いやりを持っている。�

自分自身を愛すれば，隣人を愛することができる�

教師の提示� 次のことを説明する。自分自身を愛していれば，その愛を隣人へと広げることができる。自分�

自身を大切に思っていれば，隣人をも大切に思うようになる。�

參自分自身を愛する少女は，どうしてほかの人に仕えることができるのだと思いますか。話し合�

わせる。�

次のような答えが考えられる。わたしたちは価値ある存在であり，与えることのできるものを�

持っており，そのため人助けができるという自信を持つことができる。自分の問題のことばかり�

考えていると，ほかの人を助けるだけの時間とエネルギーがなくなる。自分自身を愛すれば，ほ�

かの人が自分を愛してくれており，助けてほしいと思っていることをより深く確信できる。�

物 語� 次のことを説明する。『モルモン書』にはエノスの物語が書かれている。エノスは，リーハイ�

の息子であるヤコブの子である。エノスは父親から神に信仰を持つよう教えられたが，このとき�

まで自分が学んだことを実行したことがなかった。�

割り当てておいた生徒に，エノス1：1—18の話をしてもらう。次に，以下の質問を使ってこ�

の物語について話し合う。�

參エノスは罪の赦しを受けようとして，どうしましたカゝ。（キリストに信仰を持って，一日中祈�

った。）�

參エノスは自分の罪が赦されたことを，どのようにして知りましたか。（あなたの罪は赦された�

という主の声を聞いた。）�

參主の声を聞いたとき，エノスはだれのことを考えましたか。（自分の兄弟であるニーファイ人�

のこと。）�
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第43課�

眷自分の兄弟たちのために，エノスは主にどうしてほしいと考えましたか。（人�が信仰を失っ�

て滅ぼされるようなことになるならば，子孫たちが真理を知ることができるよう，記録を保存�

してほしい。）�

參主から罪を赦された後，エノスはなぜ自分の兄弟たちのことを心配したのだと思いますか。話�

し合わせる。�

次のことを説明する。エノスは主が自分を愛してくださり，自分の罪を赦してくださったこと�

を知って心に平安を感じ，それまで以上に自分自身を愛するようになった。一度自分に対して愛�

を感じると，エノスは自分の同胞に対しても大きな愛を感じ，主に彼らを祝福してほしいと思っ�

た。エノス1：19を読み，エノスはこのような経験をした後，自分の兄弟たちに福音を教えて過�

ごしたことを示す。�

引 用� 言葉や行いを通して隣人に愛を示すとき，自分自身に対してよい気持ちを感じることができ�

る。隣人を愛すれば愛するほど，自分自身を愛することがたやすくなる。�

スペンサー.W•キンボール大管長は，次のように述べている。「わたしたちは，人�に仕える�

ときにさらに意義ある存在者となり，自立する。そして，自己を『発見する』ことが実に簡単に�

なる。見つけることが多いからである。」（「小さな奉仕の業」『聖徒の道』1976年12月号，p. 

541) 

「すべての男女はわたしたちの兄弟肺妹である。彼らは自らの救いを勝ち得るためにこの地上�

に送られた。彼らは問題に取り巻かれ，援助と思いやりを必要としている。人�を大切に思い，�

言葉や行いを通して，人�が救いに到達できることを感じられるように助けるとき，また自分に�

は価値がある，わたしたちは皆神の子である，と感じられるよう助けるとき，わたしたちは神の�

計画を踏み行っているのである。神のこの戒めに従って生活するとき，わたしたちは自分が大切�

に思う人�から，そのお返しとして大切に思われることだろう。」(アリス•コールトン•スミス�

Let Every M a n Esteem His Brother As Himself’，Relief Society Magazine「自分の兄弟を自分�

自身のように尊びなさい」『扶助協会誌』1968年8月号，p.625，下線付加）�

ほかの人を助けたために，自分自身に対してよい気持ちを抱いた経験を話すように言う。教師�

も自分の経験を話せるよう準備しておく。�

結 び�

次のことを説明する。マタイ22�： 36 —39に述べられていることは，近代の聖文め中にも繰り返�

し述べられている。教義と聖約38�： 24を読む。正しい方法で自分自身を愛することを学ぶとき，�

よく隣人に仕えることができ，自分自身に対してよい気持ちを抱くことができることを思い起こ�

させる。�
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第41課� 信頼される人になる�

目 的� 信頼されることの価値を理解する。�

準 備 1.腕時計や目覚まし時計を持って来る。�

2.紙と鉛筆（人数分）�

3.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。�

レッスンの展開� 導 入�

実物を使った� 腕時計または目覚まし時計を見せる。�

レッスン� 次のことを説明する。時計は正確であれば非常に価値がある。しかし，金や宝石でどんなに美�

しく飾られていても，正確に時を告げているかどうか信頼できなければ役には立たない。�

信頼されることは大切なことである�

教師の提示� 次のことを説明する。ある若い女性のクラスの教師と生徒たちが，ある人を手伝う計画を立て�

た。松沢姉妹はもう年を取っていて，夫をすでに亡くしていた。少女たちは，軍手や鎌を持って�

午前9時に松沢姉妹の家に集まることにした。しかし，土曜日に松沢姉妹の家に来たのは，生徒�

一人だけだった。二人は午後1時まで一生懸命に庭掃除をしたが，二人で10人分の仕事をするの�

は無理な相談で，計画したとおりにはとてもできなかった。�

話し合い� 約束を果たした二人は，どんな気持ちだったと思うか話し合う。�

參ほかの生徒たちはどんな責任を持っていましたか。�

•約束をしておいて果たさなかった生徒たちに対して，あなたはどう感じますか。�

黒 板� 信頼されるとはどのような意味か話し合う。信頼される人の特質を黒板に書く。（頼りになる，�

信用できる，責任感がある，勤勉である，意志が固い，などの特質が挙がればよい。）�

引 用� 次の引用文を読み，信頼できない人の例について聞くように言う。次に生活の中で自分が信頼�

している人について考えるように言う。例えば，両親，教師，監督，バスの運転手，医師，薬剤�

師，など。� ，�

「個人的あるいは社会的な問題を起こす理由について孔子は次のように教えている。『信用の�

置けない人はまったく役に立たない。』この教えには，人と人との関係を損なうことがたくさん�

含まれている。例えば，信用がないこと，自分の責任を必ず果たしてくれると当てにできないこ�

と，行わなければ困る状況のとき，実行すると言ったことをしないこと，などである。そうする�

と，落胆や幻滅が深まっていく。いついつまでにしておきますよ，と言っておきながらしない人�

がいる。また，人の物やお金を借りて，いついつまでに返しますよ，と言っておきながら返さな�

い人がいる。契約書に署名し，あることをすると約束しても，それをしない人がいる。このよう�

なことは，枚挙にいとまがない。時にはやむを得ない事情もあろうが，そのようなことをすれば�

信用を失うし，挫折感を味わうばかりか，いつもびくびくして生活するということにもなる。そ�

れは，パラシュートが数回のうち1回しか開かないか，または自動車のブレーキが時�しか利か�

ないようなものである。神の約束に信用が置けないと仮定してみるとよい。また，ある軌道上を�

航行している人工衛星の飛行士が科学者たちの計算を信用できないと，あるいは天体が規則正し�

く運行していないと仮定してみるとよい。潮の干満，太陽の運行，季節の変化などが規則正しく�
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行われないと考えてみるとよい。人生はのるかそるかのかけではなく，信用，信頼，正直，言行�

一致など信頼に足る資質の程度によって決まるのである。『信用の置けない人はまったく役に立�

たない。』」（リチャード• L •エバンズ“Reliable Once in a While” Ensign「たまにしか信用の�

置けない人間」『エンサイン』1971年10月号，p.9) 

聖 句� 教義と聖約82�： 24を開いて読ませる。�

•堅固な人にはどんな祝福が用意されていますか。�

教師の提示� 約束したことを行わなかった経験を思い出すように言う。そのときの気持ちを説明させる。�

•あなたの生活の中でもっと信頼されるようにならなければならない分野としてどのようなもの�

が挙げられますか。家庭や学校，教会，アルバイト先での責任などが含まれるであろう。�

聖 句 1ニーファイ3�： 7を開けて読むように言う。ニーファイの態度にっいて話し合う。また，そ�

のような態度をとっていたため，ニーファイが主のすばらしい僕になった経緯にっいても話し合�
ぅ。�

何かの責任を与えられたならば，主から特別な任務に召されたときのニーファイに倣おうと決�

る、するとよい。�

信頼される人になれば，もっと自信を持つことができる�

物語と話し合い N•エルドン•タナー副管長が話された次の物語は，宗教に従って生活することの大切さ，信�

頼を受けることの大切さにっいて述べている。�

「わたしの友人に，ある大会社の重役でしかも政府の役人をしている人物がいるが，こう話し�

てくれたことがある。『政府で，あるときある一っのポストに対して求人を行ったのですが，た�

くさんの応募があり，わたしたちはまず10人に絞りました。そしてその10人にっいて選考してい�

るうち，その中の一人があなたの教会の会員であることが分かりました。それでわたしたちは，�

あなたの教会の会員ならとすぐに彼を採用したのです。』�

わたしはその友人に聞いた。『なぜ彼を採用したのですか？』すると彼は答えて，『酒を飲んで�

騒ぐことがないからです。信頼できるし，任された仕事を責任をもって成し遂げる人物だと分か�

ったからです』と言った。」（「信頼」『聖徒の道』1974年10月号，p.434) 

•教会員は，どうしてこのような評判を得ているのですか。�

參このような忠実な人�にっいて聞くとき，どう感じますか。�

弓I用� 次の引用の中の問いに照らして自分の生活を振り返ってみるように言う。�

「わたしたちは毎曰，自分自身に問うてみなければならない。わたしは信頼できる人物か，だ�

れにでも信頼される人物になろうと固く決意しているかと。あらゆる機会に恵まれ，前途有望な�

人生と世に貢献できる可能性を秘めていたにもかかわらず，それなりの決心をせず，また誘惑に�

打ち勝っことにより人から非難を受けないようにしようという確固たる意志がなかったために，�

失敗してしまった人�がわたしたちの周りにいる。」（「信頼」p.435) 

教師の提示� 次のことを説明する。信頼を受けるに足る人間であれば，人生や仕事において成功できるだけ�

ではなく，教会員としても成功できる。自分の責任を果たすとき，わたしたちは自分に対してよ�

い気持ちを抱くことができる。また，やましいことがないので，自分の行いに対して言い訳をし�

たり，両親や集金人，学校の教師や監督などから逃げ隠れしたりする必要がない。そして心の内�

に自信を持っことができ，人�の尊敬と信任を勝ち得ることができる。�

物 語� 一人の生徒に次の物語を話させる。�

「シンディ一はドアの上に掛かっている時計を見ました。……時間はすごく速くたってしまっ�

ていても，もうすぐ1時だなんてとても信じられません。…… 
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『ゲームをもう1回しましょうよ。』ドナが言いました。『今のは運が悪かったのよ。今度はあ�

なたが勝つわ。』�

『だめよ，急いでおうちに帰って，シャワーを浴びなくちゃ。それから病院に行って，ホルト�

おばさんのお手伝いをするの。本を読んであげたり，工作をしたりするのよ。』�

『変わってるわね，あんたって。』ドナは顔をしかめて，あざけるように言いました。『そんな�

ふうに夏を過ごすなんて，どうかしてるわよ。週に2回も病気の子と一緒に遊ぶの。』�

『あの子たちは，長いこと病院にいなくちゃならないのよ。だから寂しいのよ。わたし，約束�

したの。』�

『いいわ，でも，もう1回だけならいいでしょ。』ドナは言い張りました。『あなたが行かなく�

たって，どうってことないわよ。あなた，自分で大したことはしていないって言ったじゃない�

の。』シンディーは，そのことについて何回考えたかしれません。シンディーのしていることと�

いえば，紙やクレヨン，はさみ，とにかく何か必要な物を配ることだけです。それから，車いす�

を押してあげたり，松葉づえを渡してあげたりもします。•…" 

『じれったいわねえ，シンディー。あなたのサーブよ。』ドナはじりじりして言いました。�

シンディーはラケットの上でボールを転がして，しばらくもじもじしていましたが，首を振っ�

てこう言いました。『だめよ，約束したんですもの。約束を破ることになるわ。』…… 

シンディ一は大急ぎでシャワーを浴び，病院に行く支度をしました。遅れはしないかと心配だ�

ったので，家から病院までずっと走って行きました。�

急いで病院の階段を駆け上がり，長い廊下を歩いて子供たちが待っている部屋に行ったので，�

足が痛くなりました。ドアを開ける前に，シンディーはちょっと立ち止まって呼吸を整えまし�

た。シンディーは心の中で言いました。『ホルトおばさんは，まだ本を読み始めていないわ。遅�

刻しなかったみたい。』�

『シンディ一が来たよ。』デニスがシンディーを見つけて言いました。デニスは腰から下にギ�

ブスを付けていましたが，お話は絶対に聞き逃さないのです。�

ほかの子たちもシンディーの方を向いて言いました。『シンディー，シンディー。』まるで，コ�

一ラスのようでした。�

ホルトおばさんも，にっこり笑いました。でも，もう白髪のこのおばさんは少し具合が悪そう�

でした。いつもなら，ホルトおばさんは子供たちと一緒に笑っているのです。�

『具合はいかがですか。』シンディーは，そっと尋ねました。�

ホルトおばさんは，首を横に振りました。『今朝からずっと，少しめまいがするんですよ。あ�

なたが来るまで，待っていられないかと思いましたよ。でも，もう来てくれた。もう大丈夫です�

シンディ一は，ドナからもう1ゲームやろうと言われたとき，やろうかなと思ったことを思い�

出して，顔がぱっと赤くなるのを感じました。�

『シンディ一とさよならしたくないわ』とホルトおばさんはため息をつきながら言いました。�

『でも，子供たちは皆シンディ一が好きだから，わたしは心配>しないで家に帰れますよ。シンデ�

ィーが信頼できる子だってことが分かって，うれしいわ。今日はあなた一人だけど，ちゃんとお�

話を読んであげられるわね。……』�

シンディーはそれまで，子供たちにお話を読んであげたことはありませんでした。最初のうち�

シンディ一の声は小さくて震えていましたが，だんだん自信がついて大きくなりました。�

『読むの上手だね』とデニスが言いました。『すごく上手だよ。』�

シンディ一は笑って，デニスの肩をたたきました。『それは，みんながわたしの友達だから�

その日の午後は，時間が瞬く間に過ぎていきました。�

『また来てくれるでしょ。』シンディーが帰るとき，デニスが言いました。『ぼくたち友達だっ�

て言ったじゃない。』デニスはねだるように，こう付け足しました。�

シンディ一は戻って来て，デニスをぎゅっと抱き締めました。『わたしたち，友達よ。また来�

るわ，約束する。』�
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第43課�

病院を出るとき，シンディ一は約束は必ず守ろうと思いました。『来てほしいって言ってくれ�

るなら，何回だって！』」（ルーシー•パー“NothingImportant” Friend「何よりも大切なもの」�

『フレンド』1973年6月号，pp. 43 —45) 

話し合い� 參シンディ一は自分についてどう感じたと思いますか。�

眷シンディ一が約束を守らなかったら，だれが傷ついたでしようか。�

結 び�

引 用� 「わたしたちは，大方信頼できるというのでなく，どんなときでも信頼されるようでなければ�

ならない。大事に忠実であるように小事にも忠実であるようにしよう。かりにそれが教会での話�

の責任であれ，ホームティーチングや病人を見舞うこと，あるいはステーク宣教師やフルタイム�

宣教師としての召しであっても，信頼を受けてすべての務めを果たすことができるだろうか。」�

(「信頼」P. 435) 

教師の提示� 次のことを説明する。わたしたちは約束を守り，責任を引き受けなければ，自分のほんとうの�

価値を示すことはできない。それはちょうど，正確な時を告げてこそ時計としての価値があるの�

と同じである。�

レツスンの)®用�

これから1週間のうちに自分がしなければならないことのリストを作るように言う。例えば，�

教会の集会や責任，家事，学校の宿題など。自分が信頼される人になり，以上のような白分の責�

任を正直に果たすよう励ます。�
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第42課� 変化に備える 

目 的 変化に対処できるよう心構えをする。�

準 備 1.視覚資料16「毛虫，さなぎ，ちょう」（巻末に掲載）できればこの視覚資料を人数分複写す�

るo 

2.招待した話し手か一人の生徒に，変化にうまく対処した経験について話すよう依頼する。�

3.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。�

レッスンの展開 

教師の提示�

視覚資料�

導 入�

次のことを説明する。ちょうは最初卵であるが，卵からかえると毛虫になる。毛虫はちょうに�

なるまでの過渡的な時期で，休んでいるように見えるが，実は急速に変化している。また，この�

時期は外からの力でとても傷つきやすい時期，危険な時期である。この時期の終わりには，あま�

り暑い所に置かれると羽がよく開かなくなってしまう。また，水分が十分に取れないと弱くなっ�

てしまう。しかしすべてが順調であれば，毛虫は美しいちょうになる。�

「毛虫，さなぎ，ちょう」の写真をはる。次のように説明する。わたしたちも毛虫と同じよう�

に変化を経験しなければならない。外面的なものであれ，内面的なものであれ，また肉体的なも�

のであれ，精神的なものであれ，その変化が主の計画に添ったものであれば，変化を経験すると�

きわたしたちはさらに美しくなる。�

教師の提示�

黒板を使った�

a舌しロし、�

変化は人生における正常な出来事である�

人生は静止しているものではない。わたしたちの生活には，毎日何らかの変化が起こる。言い�

古されたことだが，天が下のものに移りゆかないものはない。なぜならわたしたちの人生は常に�

変化し，発展していくからである。�

自分自身の，または家庭生活の中でどのような変化が起こるか，挙げるように言う。生徒たち�

の答えを黒板に書く。次のような答えが出ればよい。誕生，結婚，死，就職，就学，伝道，引っ�

越し，家庭を持つ，など。次のような案も出るかもしれない。病気，老化，事故，離婚，失業，�

火事や洪水による財産の喪失，金銭をもうける，または失う，など。生徒たちの答え一つ一つに�

ついて簡単に話し合う。�

教師の提示� 以上の変化の中には，好ましいものもあれば，そうでないものもある。好ましい変化を期待す�

るのは当然であり，また自分の人生や家族には好ましくない大きな変化など，起こるはずがない�

と無邪気に思い込んでいることもある。�

5占しロし、� 黒板のリストを示し，なぜそれが楽で楽しいのか，または困難なのか，またどうしてそれが苦�

痛あるいは喜びをもたらすのかについて考えさせる。�

時として前向きの変化は難しいことを説明する。�

參好ましいにもかかわらず困難を伴う変化にはどのようなものがありますか。�

例えば，わたしたちは結婚を幸福な出来事と考える。しかし，親はもう子供と一緒に暮らせな�

いと考えて，悲しく思うことがある。また，花嫁や花婿も家庭や家族といった安全な枠の中から�

出ることに不安を感じる場合もある。学業や就職のために家を離れる少女は，好ましい変化を遂�



げるかもしれないが，安全でないと感じたり，ホームシックにかかったりするかもしれない。ま�

た，経済的に自立しようと思えば多くのことを学ぶだろうが，自分の生活の仕方に関して犠牲を�

払い，いろいろなことを変えていかなければならない。�

教師の提示� 次のことを説明する。これまで話してきた変化は，ほかの様�な変化も含めて，だれの生活に�

も，どの家族にも，現在でも将来でも起こる可能性がある。いつどこで起こっても，わたしたち�

はそれが人生の試しであることを理解しなければならない。�

引 用� スペンサー.W•キンボール犬管長はこう教えている。「わたしたちは生まれる前から，この世�

に肉体と経験を得るために来ること，喜びと悲しみ，苦痛と快適さ，安楽と困難，健康と病気，�

成功と失意，そしてやがては死ぬことを知っていました。わたしたちはこれらすベてのことを喜�

んで，好ましいこともそうでないことも受け入れたのです。」{Tragedy or Destiny ？『悲劇か運�

命か』pp. 8 - 9 ) 

変化にうま <�対処するすべを学ぶ�

教師の提示� 変化には自分の力でどうにでもなるものもあれば，そうでないものもある。経験する変化がど�

のようなものであれ，変化が起こったときにどう対処するかは自由に選択できる。家族の中に変�

化が生じたら，特に予期しない好ましくない変化が生じた場合でも，それにうまく対処するすべ�

がある。�

引 用� 次の引用文を読む。�

「わたしたちは変化を目の敵と見る傾向がある力《，変化を受け入れることができずに散�抵抗�

した挙げ句，その変化がわたしたちの益になっていることを思い知らされるときもしばしばあ�

る。変化を注意深く考慮してみると，人生で最も恵みの多い，意義ある経験を生み出すこともで�

きるのである。」（マービン• J •アシュトン「変革によってもたらされる進歩」『聖徒の道』1980 

年3月号，p. 83) 

話し合い� 眷変化にどう対処するかを決定する要素として，どういうものが挙げられますか。話し合わせ�

るO 

変化にうまく対処するために最も大切なものは，主に対する信仰と，主が導き助けてくださる�

という知識である。�

物 語� 次の物語を読む。主に信仰を持つことにより，困難な変化にうまく対処したある女性の話であ�

O o 

「3月のあるうららかな土曜日のこと，朝の陽光を顔に受けてわたしは目を覚ました。まだ家�

族の者が眠っているうちにわたしは着替えを済ませ，家族で手入れをしていた庭を歩いた。…… 

庭と，様�な設備を施した新築の家を眺めたとき，わたしは地の美しさとわたしたちが受けてき�

た幸福な境涯に感謝した。�

主人とわたしは結婚20周年を祝い，その日の残りの時間をともに過ごした。わたしたちは行き�

つけのレストランで昼食を取り，過ぎた日のこと，教会に改宗したこと，7人の子供たちの誕�

生，達成した目標や夢について語り合った。そして，9年前ソルトレーク神殿の聖壇にひざまず�

いたときのことを，懐かしく思い出した。�

その日の夕方，わたしたちはステーク大会の土曜の夜の集会に行く準備をした。車をバックさ�

せて道に出るとき，わたしはフィルの方を向いてこう尋ねた。『この派手な赤いブラウス，ほん�

とうにおかしくない？』�

すると彼は答えた。『君は何を着てもすてきだよ。』�

それが，主人がわたしに言った最後の言葉だった。�

集会所に向けて車を走らせていると，小型トラックがわたしたちの走っている車線に入って来�
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た。何台かの車を一度に追い越そうとしたのである。ところがその場所はちょうど死角になって�

いて，トラックからはわたしたちの車が見えなかった。主人はあらゆる努力を払って正面衝突を�

避けようとした力んどうしても避けられないと知ると，わたしの前に身を投げ出してわたしを守�

ってくれた。�

その次にわたしが聞いた音は，救急隊の人たちがぺシャンコになった車を切っている音だっ�

た。わたしは意識を取り戻すと，主人が死んだことを知った。だれかが知らせてくれる必要もな�

かった。しかし，そのことを知ったとき，わたしの全身に安らぎに満ちた穏やかな気持ちが広が�

った。『フイルは死にましたよ。』御霊がわたしにささやいた。『何もかもこれでいいのです。あ�

なたの人生はわたしの手の中にあるのですから。』�

『わたしは平安をあなたがたに残して行く。わたしの平安をあなたがたに与える。わたしが与�

えるのは，世が与えるようなものとは異なる。あなたがたは心を騒がせるな，またおじけるな』�

(ヨハネ14: 27)とキリストは言われた。わたしは混乱と，不安と，虚脱状態の中で，キリスト�

が言われた平安というものをかつてないほどはっきりと理解した。�

わたしは首の骨の骨折と数か所のけがのために苦しんだ。しかし，やかましいサイレンを鳴ら�

して走る救急車で病院に運び込まれ，問診を受け，監督やステーク会長が心配してくださってい�

ることを知ったときも，わたしは平安な気持ちだった。『みんな，どうして心配するのだろう』�

とわたしは不思議だった。『この人たちは，何もかもこれでいいことを知らないのだろうか。』�

病院から家に帰ると，フィルがわたしにくれた結婚記念日のカードが鏡台の上に置いてあっ�

た。4週間前，わたしがそこに置いたのだ。彼が書いた言葉を読んだとき，わたしはまた平安の�

御霊を感じた。『今でさえ幸福なのに，この幸福と愛は永遠に深まり続ける。わたしには理解も�

及ばない。愛をこめて，フィルより。』」（エディス•ロックウッド“Peace I Leave With You" 

Ensign「わたしは平安をあなたがたに残して行く」『エンサイン』1983年4月号，pp.30 —31) 

5舌しC3レ、�

聖句を使った�

5舌しロし、�

話し手か生徒の提示� 招待した話し手か生徒に，変化にうまく対処した経験を話してもらう。学業や伝道のために家�

を離れてホームシックになったときのこと，引っ越しをして新しい土地の環境に慣れるまでのこ�

と，転校したときの不安な気持ち，特別の計画が失敗したときのこと，心身の障害にうまく対処�

した経験，事故や身近な人の死（平静に話せるほど昔のことであれば）などについて話してもら�

うとよい。�

時間があれば，ほかの生徒たちに話させてもよい。教師も自分の経験を話すとよい。�

結 び�

教師の提示� 変化はだれの人生にもあることなので，それを受け入れること，そのために準備することが必�

要である。主に近く生活し，人は人生の変化を通して成長することを心に留めていれば，恐れず�

に将来に向かって歩むことができる。複写したちょうの視覚資料を配り，人は変化を経験するこ�

とにより成長することを思い起こさせる。�

レツスンの®用�

家庭の夕べのときに本課で学んだことを話し合い，すでに起こった家族の変化に当てはめて考�

X. Oo 
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鲁人生が変わる非常に困難な時期に，この女性がこれほど平安な気持ちでいられたのはなぜです�

か。�

ヨハネ14�： 27を聞かせ，読んで印を付けるように言う。�

眷キリストが与えられた平安は，どうして世の平安と違うのですか。（キリストが与えられた平�

安は，何が起こってもなくならない。）�



人との交わり 

目 的� 人�とよい交わりを持つようになる。�

準 備 1.紙と鉛筆（人数分）�

2.聖句，物語，弓丨用文などの発表を割り当てる。�

レッスンの展開 

掲示物をfeつ/こ 

話し合い�

教師の提示�

17世紀のイギリスの有名な詩人であり牧師であったジョン•ダンは，その著書『膜威』第17巻�

に^:首にも残る名言を書き残している。それは「人は島のように孤立した存在ではない」という�

言葉である。この言葉を書いた紙をはり，これはどういう意味か生徒たちに尋ねる。その答えに�

ついて話し合う。�

ほかの人と交わることにより成長する�

次のことを説明する。主は人間を，ほかの人を必要とする存在として創造された。わたしたち�

は家族の一員として地上に送られ，他に依存し，生涯を通じて他との交わりを必要とする。神は�

アダムとエバをエデンの園に置かれたとき，人には他との交わりが必要なことを御存じであり，�

「人がひとりでいるのは良くない」（創世2�：18)と言われたのである。�

話し合い�

書 <�活動�

聖句を使った�

話し合い�

參わたしたちはどのような点でほかの人を必要としていますか。話し合わせる。�

生徒たちは次のようなことを挙げるだろう。（特に乳幼児期には）ほかの人に頼って保護を受�

け，食物を与えてもらい，教育やしっけを受ける。問題を解決するとき，仕事を成し遂げると�

き，人を愛するとき，何かをうれしく思うとき，ほかの人の助けを借りるときなど。�

參ほかの人�はどのようにしてわたしたちの成長を助けますか。�

紙と鉛筆を配る。自分が達成したこと，資格，才能などを書くように言う。�

書き終わったら，書いたものを幾っか発表するようにする。どうしたら才能を伸ばし，物事を�

達成できるか話し合う。才能を伸ばすために努力しなければならなかったであろうが，ほかの人�

の助けなしでは何もできなかったことを生徒たちに気づかせる。例えば，両親，学校の理事会，�

教師，納税者らの助けがなければ，生徒たちは教育を受けることができない。また，絵を描くこ�

と，楽器を演奏すること，スポーツが上達すること，レッスンを教えることなど，教えてくれる�

人がいなければできなかったであろう。証を得ることにしても，一部分はほかの人の教えや模範�

のおかげである。�

教義と聖約46�：11—12を開いて，読むように言う。この聖句の中で，主は御霊の賜物にっいて�

述べておられる。�

眷人は皆御霊の賜物を持っていますか。すべての人がすべての賜物を持っていますか。�

次のことを説明する。主はすべての人に御霊の賜物を与えられた。賜物は人によってそれぞれ�

異なっている。わたしたちが賜物を使ってよりよい人生を送り，周囲の人�を幸福にするように�

主は期待しておられる。この聖句の中で，わたしたちが自分の賜物を分かち合い，お互いに成長�

するように，主は再び命じておられる。�
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教師の提示�

よりよい交わりを持つすべを学ぶ�

次のことを説明する。わたしたちがお互いの生活を豊かにするすべを学ぶよう，主は望んでお�

られる。しかし，たいていの人は思うように意義ある成長ができない。ほかの人�との関係に満�

足できないと感じている。人は何かの技術を学ぶことができるように，ほかの人との関係を改善�

するすべを学ぶこともできる。�

黒板仓使った�

しロレ、�

參人との父わりを改善するために，どんなことができますか。話し合いをし，生徒たちの答えを�

黒板に書く。�

次の3つの概念を強調するようにする。�

1.積極的に人に近づく。�

2.人を批判したり裁いたりしない。�

3.もっと深い愛を持てるように祈る。�

生徒の意見や以下の提案を用いて，以上の概念についてもう少し詳しく話し合う。�

積極的に人に近づ< 

現在自分にとって最も大切で楽しい2，3の交友関係について考えるように言う。�

拳そのような交友関係は，あなたの助力や努力なしで築くことができましたか。友人との交わり�

を良いものにするために，どんなことをしなければなりませんでしたか。�

次のことを説明する。友情を築きたければ，積極的に相手に近づかなければならない。相手が�

近づいて来るのを座って待っていることはできない。�

參自分から相手に近づいて友達になることが，ためらわれるのはなぜですか。（恥ずかしい，相�

手がどう思うか怖い，努力をするのが面倒くさい。）�

眷恥ずかしくて相手に近づくことができないと，どのような成長の機会を逸しますか。（福音を�

分かち合う機会，いろいろな人から貴重な教訓を学ぶ機会，人と交わることからしか得られな�

い幸福を味わう機会，グループ活動に参加する機会。）�

自分の気持ちよりも相手の気持ちを考えることに神経を集中すれば，恥ずかしさを乗り越えら�

れることがよくある
n 

事例研究� 次の状況について考えるように言う。�

薫さんは，若い女性のクラス会長に召されました。しかし，薫さんは知らない人と接するのが�

苦手だったので，クラスの人たちをあまりよく知りませんでした。薰さんはクラスの人たちのこ�

とを知って助ける責任なんて，とてもできないと思いました。そして，クラスの人たちよりも能�

力のない指導者だと思われはしないかと心配しました。�

•責任を果たす勇気を得るために，薫さんにはどんなことができましたか。�

•自分の気持ちを克月艮しなかったら，薰さんはどんな機会を失いますか。�

人を批判したり裁いたりしない�

聖 句� 教義と聖約88:124を開いて読むように言う。「互いに非難し合うのをやめなさい」という箇所�

を指摘する。�

參ほかの人の欠点を探し，それに気を取られることがないよう，主はなぜ戒めておられるのだと�

思いますか。（相手の短所ではなく長所を見れば，相手を愛しやすいし，助けやすい。相手の�

すべてを知ることはできないので相手の行いを裁く資格はない。短所に気を取られると長所を�

見ることはできない。）�

物 語� 次の物語を読み，批判しないことがいかに大切かを示す。�

マーサが夕一ニヤに「ポーラつてだらしがないわよね。そう思わない」と言いました。ほんと�

うのことを言つて，夕一ニヤはそのことに気づいていませんでした。でもマーサに言われてみる�
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と，夕一二ャも気になってきました。そして，だんだんほんとうにポーラのことが嫌になってき�

たのです。夕一二ャはそのとき，人を批判することがどんなに有害か気づきました。…… 

ターニャは思いました。自分をよく思いたいために他人をこきおろすよりも，自分と一緒に他�

人をも引き上げるならば，自分を成長させることができる。何という違いだろう。彼女は，自分�

が愛されたい，助けられたいと思っていると同じように，人も自分たちの愛と助けを必要とし，�

望んでいることを知ったのです。�

友達に対して批判的だったときのことを思い出すように言う。次に自分がその友達に対して批�

判的であったように，周囲の人が皆自分に対して批判的であったらどう感じるか，考えるように�

言う。_分が友達に対して寛容である以上に，友達が自分に対して寛容であることを期待できる�

だろうか。�

もっと深い愛を持てるように祈る 

聖句を使った� モロナイ7�： 46 —48を読むように言う。�

話し合い� 眷モロナイは愛にっいて何と言っていますか。�

•なぜこのような愛を持っことができるよう祈らなければならないのだと思いますか。（キリス�

トのように人�を愛することを学びたければ，人を愛する能力を伸ばすためにキリストの助け�

を借りなければならない。）�

•だれか特定の人をもっと愛せるように祈ることが役立っのはなぜでしょうか。�

次の物語は，ほかの人と深いっながりを築く方法を示している。物語を読み終わったら，ほか�

の人とのっながりを深めるためにその物語の主人公が何をしたか話し合うように言う。�

物 語� わたしたちのワードの若い女性は皆，年に1度のユースカンファレンスに出かけました。理紗�

は恥ずかしがりやで，そのうえ引っ込み思案な子でした。初めて参加したのです。その晚，何人�

かの女の子たちはロッジの大きな暖炉の前でゲームをしていました。でも，理紗は，そのゲーム�

をやったことがありませんでした。わたしも含めてほかの女の子たちは皆，何回もそのゲームを�

したことがありました。わたしはいっものように元気にはしゃぎながらやっていました。自分の�

番が回ってくる度に，本気で一生懸命やりました。わたしの競争心はエスカレートしていきまし�

た。わたしは何回かやったときに，厚子さんがあまり騒ぎもせず慎重にゲームをしているのに気�

づきました。それから間もなく，理紗が勝っようにやっていることが分かりました。厚子さんは�

自分が勝っことよりも，理紗のことを考えていたのです。結局，勝ったのは理紗でも厚子さんで�

もなく，ほかの二人の女の子でもなく，わたしでした。後になって，わたしは忘れ難い教訓を得�

ました。「別にゲームに勝たなくたってよかったわ。わたしは勝ったけど，理紗ちゃんが勝った�

方がもっとうれしかった。」�

參この物語を読んで，語り手の少女にっいてどんなことが分かりますか。厚子さんにっいてどん�

なことが分かりますか。ゲームをするとき，ほんとうに大切なのはどんなことですか。�

物 語� ダイアナという女性がいます。ダイアナはとても苦しい状態にあったときに，進んで助けを与�

えてくれた一人の友達のことをよく話してくれます。ダイアナは17歳のときにひどいうっ病にな�

り，長い間その状態が続いて，最後には医者にかからなければならないほどになりました。そん�

なとき，彼女の友達のレイチヱルはそれを知ると，ダイアナが自分を必要とするときには，いっ�

でもそれに応じようとすぐに決心したのです。そして二人は今でも電話で話し合ったり，一緒に�

散歩やテニスをしたり，病気のことも含めていろいろな事柄にっいて話をしたりしていますが，�

それはダイアナの心身が元どおりの健康な状態に快復していくうえでも役立ちました。�

參レイチヱルは，どんな特別な技術を示しましたか。レイチェルは，どんな報いを受けました�

力、�

結 び�

教師の提示� 次のことを説明する。主はわたしたちの周囲に人を与えられた。そのためわたしたちは，お互�
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いの成長と永遠の命を受ける準備のために助け合うことができる。わたしたちは皆，他に依存し�

ながら，自分の可能性を最大限に伸ばしていくのである。�

レツスンの服用�

自分の生活において，交友関係を向上させる方法を書き出すように言う。これから何週間か，�

書き出した事柄に取り組むように言う。�

i6a 



与えられてHるちのを管理ずる�



時間に追われる生活をしなH 

目 的� 賢明な計画を立てることにより，時間に追われないようにする。�

準 備 1.紙と給筆（人数分）�

2.次の言葉を書いた紙（黒板に書いてもよい。)——a先順位をつける，重要でないものを削除�

する，仕事と勉強の習慣を付ける，自分の能力と限界を知る。�

3.物語，聖句，弓丨用文などの発表を割り当てる。�

導 入�

次の物語を紹介する。�

「家族と一緒に夕食をすませた後，ヘレンはもう一度レポートを読み直し，夕イプミスを2か�

所訂正して封筒に入れました。『原稿用紙27枚，こんなに長いレポート書いたことないわ。ガイ�

ラム先生もきっとこのテーマについて，関心を持っていると思うわ。』ヘレンはそのレポートを�

ほかのレポートと一緒に机の上に置きました。『あのときに始めてよかった。ぐずぐずしてたら�

とても明日までに提出するなんてできなかったわ。』ヘレンは自分の部屋を出て居間に行き，寝�

る前に弟と一緒にテレビを見ました。�

ヘレンの3軒隣に住むポーラは，ヘレンと同じクラスを取っていました。ポーラは母親の手作�

りのラザーニャをほおばると，こう言いました。『ママ，ごめんね。わたし，レポートを書き上�

げなくちゃならないのよ。』ポーラはド夕バタと自分の部屋に駆け込み，机の前に座りました。�

机の上には，ノートの下書きやらメモやらが山のように載っていました。『ゆうべ図書館でリサ�

一チノートだけは書いておいたわ。徹夜で書いたら間に合うわ。』ポーラは，下書きやメモを整�

理して，書き始めました。『書き出しの部分は，ちょっと保留にして……。』ポーラはため息をつ�

きました。『徹夜しても明日の朝までに書けるかしら。』2，3枚書いたとき，ガイラム先生が�

『このレポートで今学期の成績の半分は決まる』と言っていたのを思い出しました。ポーラは思�

いました。『わたしって，いつになったら，早めに書き始められるようになるのかなあ。』」（ロ�

ン•ウッズ"Taking Control of Your Life” New Era「生活の管理」『ニューエラ』1980年9月�

号，p.12 iり翻案）�

•あなたは，ヘレンとポーラのどちらの夕イプですか。先生はどちらのレポートに良い点を付け�

たと思いますか。二人のうち，自分自身に対してよい気持ちを抱いているのはどちらだと思い�

ますか。�

時間に追われないようにする�

教師の提示� 次のことを説明する。人生は決断の連続である。一日中，一時一時，わたしたちは何をし何を�

しないのかの選択に迫られている。一つのことをやれば，ほかのことは捨てなければならない。�

賢明な選択をするのは大切なことである。�

引 用� スペンサー.W•キンボール大管長はこう語っている。「イエスは時間を上手に使うことの大切�

さを教えてくださいました。これは別に遊びをなくさなければならないというわけではありませ�

ん。瞑想や気持ちの切り替えのための時間が必要だからです。しかし，時間を無駄にしてはなり�

ません。時間をどう管理するかは非常に大切なことです。そしてわたしたちは，慌てたり人に差�

し手がましくしたりしなくとも，上手に時間を管理することができるのです。時間はリサイクル�

レッスンの展開 

物 語�

eSしtiし、�
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が利きません。過ぎ去った時間は取り戻せません。ささいな出来事という暴君がほんとうに大切�

な人や時間を追い出し，重要な事柄を奴隸にしてしまいます。そして，暴君の支配をあまりにも�

しばしば許してしまうのです。賢い時間管理とは，ほんとうは賢い自己管理なのです。」�

("Jesus�： Perfect Leader" Ensign「イエス——完全な指導者」『エンサイン』1979年8月号，p. 

6) 

教師の提示� 次のことを説明する。わたしたちには皆同じように，1日24時間という時間が与えられてい�

る。与えられている時間を無駄に使えば，わたしたちは仕事に追いまくられ，プレッシャーを感�

じ，時間の使い方をコントロールできなくなる。いつも時間に追いまくられるような生活になっ�

てしまう。�

多くの人は忙しい生活を送っており，たやすく時間に追われる生活に陥ってしまう。しかし，�

こうした状況の多くは避けることができる。�

ワードス卜リップ� 用意してあれば，言葉を書いた紙をはる。黒板に書いてもよい。一つ一つの事柄が時間をコン�

トロールするうえでどう役立つかを話し合う。�

1.優先順位をつける。毎週あるいは毎日自分がしなければならないことについて考え，何がい�

ちばん大切かを判断する。いちばん大切なことを最初に行い，大切な順に次�に行うように�

する。�

2.重要でないものを削除する。あなたが行うことの中には，時間の無駄で生活に役立たないも�

のがあるであろう。重要でないものは削除する。�

3.仕事と勉強の習慣を付ける。勉強や仕事は自制心を働かせて一生懸命にやる。長期にわたる�

プロジヱクトはできるだけ早く着手する。�

4.自分の能力と限界を知る。何もかもできる人はいないことを認めたうえで，自分の能力と限�

界を評価する。自分の能力を他人と比較しないようにする。�

以上の提案を実行した人がいれば，その経験を話してもらう。�

物 語� 時間に追いまくられないようにするために，ある女性は若いころ解決策を発見した。この女�

性，エリス•レイノルズ•シップは，後に開拓時代初期の最初の女医となった。�

「若いころ，わたしは自分自身のために勉学の計画を立てましたが，その計画はずっと後まで�

役に立ちました。わたしは非常に忙しい日中は集中して読書をすることができなかったので，朝�

早く勉強することにしたのです。それでわたしは4時に起きて，家族の者が起き出してくる前�

に，丸 3�時 P日う勉強しました。」（The Eariy Autooiograpny and Diary of Ellis Reynolds Shipp，M. 

D.『エリス•レイノルズ•シップの少女時代と日記』エリス•シップ•マサ一編，p.64) 

參わたしたちはエリス•レイノルズ.シップの生活から何を学ぶことができますか。�

注意深く，しかも祈りをもって何に時間を使うかを学ぶことにより，成功と満足を見いだせる�

ことを説明する。�

知恵と秩席をちつてすベてのことを行ろ�

引 用� 主は，わたしたちがこの世で望むすべてのことは行えないことを知っておられる。M•ラッセ�

ル•バラード長老はこう語った。「御存じのように，日常生活の複雑で込み入った様�なチャレン�

ジに対処していくこと（これは決してたやすいことではありませんが)，それがわたしたちの望�

む生活のバランスや調子を狂わせてしまっています。心ある多くの善良な人�は，そのバランス�

を保とうと一生懸命なのです。彼らは住�にして圧倒され，くじけてしまうのです。……多くの�

人�が，親として，家族として，また仕事や教会，社会において重要な責任を受けています。こ�

れらすべてにおいてバランスを保つのは，並大抵なことではありません。」（「人生の求めにバラ�

ンスよく応じる」『聖徒の道』1987年7月号，pp. 14 — 15) 

聖句を使った話し合いジョセフ•スミスがまだ若いころのことだが，大きな失意を味わった直後のジョセフに，主は�
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幾つかの愛に満ちたアドバイスを授けられた。このアドバイスは，生活を上手に管理できなくて�

いらいらしているわたしたちすべてに応用できる。�

生徒に教義と聖約10: 4を読ませる。�

參わたしたちの時間とエネルギーの管理の仕方について，この聖句は何と言っているでしよう�

か。�

ベニヤミン王もニーファイ人への説教の中で同じことを言っていることを説明する。彼は，福�

音に完全に従って生活し，飢えている者に食物を与え，乏しい者を養うように勧告した。しかし�

その後で，一つの警告を与えている。�

生徒にモーサヤ4�： 27を読ませる。�

參わたしたちはこの勧告を生活にどう応用したらいいでしようか。�

主はわたしたちに，能力以上に速く走ったり働いたりすることは求めておられない。主が求め�

ておられるのは，勤勉に働くことと知恵と良い判断力を用いることである。そして，主が期待し�

ておられることを達成するのである。�

結 び�

教師の提示� わたしたちは皆，自分の時間の使い方に責任を持たなければならない。日�が生産的で秩序の�

あるものとなるか，または小さな危機の連続かは，自分が決めるのである。主はわたしたちに，�

毎日ベストの状態で御自身に仕えてほしいと思っておられる。�

人生はわたしたちに二つの貴重な贈り物を与えてくれる。時間と時間を望みどおりに使う自由�

である。そして，時間をどう使うかで，どういう人生を送るかがほとんど決まる。�

レッスンの應用�

生徒に紙と鉛筆を配る。時間をもっと効果的に管理するために，本課で提案した事柄をどう応�

用するか書いてもらう。�

68 



職業を選ぶ� 第45課�

目 的� 賢明な職業選択の方法を学ぶ。�

準 備 1.紙と給筆（人数分）�

2.任意——地元の職業安定所からパンフレットやちらしを入手する。興味のある生徒に配る。�

3.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。�

レツスンの展開� 職業選択の大切さ�

話し合い� 紙と鉛筆を配る。自分が就きたいと考えてきた職業を書くように言う。全員が書き終わった�

ら，一人一人に，自分がいちばんなりたいものと，その理由を話させる。�

教師の提示� 次のことを説明する。生徒たちは女性であるため，二つの職業を考えなければならない。一つ�

は主婦という職業，もう一つは必要が生じたとき家族を支えるお金を得るための職業である。ま�

た，多くの女性には，結婚前に，また中年を過ぎて子供が大きくなってから職業人として働く時�

間ができる。�

次のことを説明する。職業はただ選択するのではなく，賢明に選択しなければならない。自分�

の選ぶ職業は，いろいろな方法で人生に影響を与える。職業によって，住む場所，友達，就学年�

数，職業訓練にかかる費用，収入，家族に対する貢献度などが決まる。どのような職業を選ぶに�

せよ，わたしたちは最善の仕事ができるよう準備すべきである。�

弓|用� ハワード.W•ハンター長老は次のように述べている。「教会の姉妹が仕事に就くことを考える�

にはよくよくの理由があります。……わたしたちは，結婚する前にできるだけ多くの教育を受け�

ておくように望んでいます。そして，もし配偶者の死去や離婚によって働かなければならなくな�

った場合は，きちんとした報いのある仕事に就いてください。結婚していない姉妹であれば，自�

分の賜物や才能を伸ばせる職業に就く権利があります。」("Prepare for Honorable Employ-

ment" Ensign「尊敬すべき職業への備え」『エンサイン』1975年11月号，p. 124) 

話し合い� 眷あなたが考えている職業は，準備をしている今，また将来において，あなたにどんな豊かさを�

与えてくれますか。�

拳あなたは自分の才能をあなたが考えている職業にどう活用できますか。�

•あなたが考えている職業は，家族にどんな利益をもたらしますか。�

•その職業は自分の生活を支えるのに十分ですか。�

職業選択のための指針�

引 用� 次のハワード.W•ハンター長老の話を読む。職業を選択するための指針となるものである。�

「わたしたちが選ぶ職業は，尊敬に値し，しかもやりがいのあるものであるべきです。理想を�

言えば，自分の興味や適性，あるいは受けた訓練に合ったものがよいでしょう。また，仕事は適�

切な収入をもたらすのみならず，自尊心を感じさせ，毎日心待ちにさせるような喜びを与えてく�

れるものでなければなりません。�

『尊敬に価する職業』とはどういう意味かをお話ししましょう。尊敬に価する職業とは正直な�

職業です。公正な価値観の下，横領や不正，詐欺とは無縁です。その製品やサービスは質が高�

く，雇用主も客も患者も，期待以上のものを受けます。尊敬すべき職業とは正しい倫理観に基づ�
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くものです。公序良俗を乱すような要素は一切ありません。例えば，酒類や麻薬，ギャンブルに�

かかわりません。尊敬すべき職業は役に立ちます。この世をもっと住みやすい場所にすることに�

貢献します。」（「尊敬すべき職業への備え」pp.122 —123) 

教師の提示と� 職業選択の指針となるものがある。今選択する準備ができていなくても，この指針は将来役に�

話し合い� 立つ。以下の3つの指針について生徒と話し合う。�

1.自分自身について知る�

職業を決める前に，自分自身の価値観や目標，興味，才能についてできるだけ詳しく知る必要�

がある。�

以下のことを説明する。どんな職業を選んだとしても，わたしたちは自分の価値観を持ち，目�

標を追及することができる。その職業を選んだために神の律法を破ったり，自分の価値観を下げ�

たりする必要はない。また，職場の環境や，その職業が自分自身や永遠の目標に与える影響につ�

いて考えることも大切である。自分の価値観を下げなければならず，永遠の目標を達成できなく�

なるような職業は避けるべきである。�

•あなたが考えた職業はあなたの価値観や目標にどう影響するでしょうか。�

職業を選ぶ前に自分が何に興味があるかを知ることは，生徒たちにとって役に立つ。学科で�

も，余暇にする活動でもよい。本を読んで，または働く姿を見てその職業に関する興味を広げる�

人もいる。�

物 語� 次の話をする。�

ある若い女性のクラスの生徒たちは，月に1度病院でボランティア活動をしました。この経験�

から，ある少女は看護婦という職業に興味を持ち，今では大病院の主任看護婦として働いていま�

す。�

また，ある少女は動物と遊ぶのが好きでした。彼女は家の近くの獣医さんのところで，無報酬�

で働きました。しばらくして，彼女はそこでアルバイトをするようになり，獣医になりました。�

ある女性は10代のとき洋裁にとても興味を持ち，それを職業にしました。何年かの間，自分や�

子供たちの服を作って，腕を磨きました。子供たちを育て上げてから彼女は裁縫の仕事を見つ�

け，家の近くのスタジオでテレビ番組の出演者の衣装を縫っています。彼女は腕がとてもよかっ�

たので，しばらくして衣装部の責任者になりました。�

教師の提示� 自分の持っている能力や才能も考慮しなければならないことを説明する。�

生まれながらにして多くの才能に恵まれている人もいれば，勉強や練習により技術を身に付け�

る人もいる。能力は，その人が成功するか否かにも影響する。�

生徒に自分が今持っている能力や才能について考えさせる。�

參あなたが考えている職業で，あなたの能力や才能はどう役立っていますか。�

2.様�な職業について知る�

自分自身を知ることに加えて，様�な職業についても知る必要がある。�

眷地域の中で職業について調べる情報源としては，どのようなものが挙げられますか。�

利用できる情報源を挙げる。学校の教師，地元の商工会議所，職業専門学校，この分野で経験�

の深い教会員などが含まれるであろう。�

生徒の中でこうした情報源を利用したことのある人がいたら，経験を紹介してもらう。�

3.主に心を向けながら決断を下す�

引 用� 次のことを説明する。決断を下すまでの過程の中で，祈りは非常に大切である。ハワード• 

W•ノヽン夕ー長老は，職業を選択しようとしている青少年に次のような助言をしている。「決断を�

下すまでの間，常に祈らなければなりません。情報を集め，決断を下し，適切な訓練を受け，経�

験を積み，そして仕事を探すとき，へりくだった信仰深い態度をもって自分自身で探すことが肝�
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第45課�

要です。わたしたちは自分で決断を下しますが，熱心に主を求めるとき，主はわたしたちの知恵�

を増してくださいます。」（「尊敬すべき職業への備え」p.123) 

聖句を使った� 主は，自分で職業を選択した後，主にその確認を取るよう望んでおられる。�

話し合い� 教義と聖約9�： 7 —9を読む。決断を下すとき，わたしたちはどのような過程を踏むだろう�

力、�

結 び�

職業の選択は若人にとって大切な選択である。このレッスンで学んだ指針を用い，主の導きを�

求めれば，自分にとって最善の選択ができるであろう。�

レツスンの応用�

このレッスンで学んだことについてもう一度考え，賢明な職業選択に必要なことでまだしてい�

ないことがあれば，するように言う。�

活動の提案�

夕方に集会を開くよう計画し，各生徒に自分が興味を持っている職業について発表してもら�

う。いろいろな人に話を聞く，職場を訪問する，生徒たちに職業に関する出版物を持って来ても�

らってそれを読む，などの活動もよい。�
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第46課� 金銭管理�

目 的 賢明な金銭管理の原則を学ぶ。�

準 備 物語，聖句，引用文などの発表を割り当てるC 

レッスンの展開 

黒 板�

主は金銭管理について健全なアドバイスを与えて<ださつている�

次の文を黒板に書く。「金銭管理のよしあしは人生すベての面に影響を与える。_ 

參金銭管理が人生に影響を与える例を幾つか挙げてみましょう。�

聖句を使った�

話し合い�

生徒に教義と聖約29�： 34を読ませる。�

參金銭管理が霊的な影響を及ぼす例を挙げてください。�

金銭管理については，若い今のうちから身に付けておくと将来役に立つことを説明する。まず�

は自分で最善を尽くすことである。そうすれば後は主が助けてくださる。主は教会の指導者を通�

して，金銭管理の指針を示された。�

黒 板� 黒板に健全な金銭管理の6つの分野を書く。生徒に各分野の引用文を読ませ，その勧告をどう�

生活に応用していったらよいか，またそれが将来どのような祝福となって返って来るかを話し合�

う。生徒の考えを黒板に書いてもよい。�

引用と話し合い�
•じゆうぶん� ，、、，�

「什分の一を納めることは主や教会に対する寄付ではないことを，わたしたちは自覚してい�

るでしょうカゝ。什分の一を納めることは，主に対する負債を返済することです。主は，わたした�

ちの生命も含めてあらゆる祝福の源となる御方です。�

什分の一を納めることは戒めであって，一つの約束を伴っています。すなわち，この戒めを守�

るならば，『地に栄える』（アルマ50: 20)という約束がそれです。この繁栄は，物質的な事柄だ�

けにとどまりません。健康や精神の活力，家族の一致，霊性の高揚などももたらされます。皆さ�

んの中に什分の一を完全に納めていない人がいるならば，その人は戒めに従う信仰と勇気とを求�

めてください。創造主に対する義務を遂行するならば，この戒めを守る者にしか分からない，実�

に豊かな幸福を味わえることでしょう。」（N •エルドン•タナー「不変の原則」『聖徒の道』1982 

年3月号，p.48) 

2 . 負 債�

「大管長会はすべての教会員に対して，教会の定めた規範にのっとり，収入の範囲内で生活す�

るよう強く勧めるものである。自分の収入以上の生活をする人は，だれでも災いを招いているの�

である。借金は収入ではない。……生活のために借金をすることは，物品先渡し販売でも，分割�

払いでも，不健全なことである。わたしたちは，質素，俟約，自給，節制，貯蓄，そして正しい�

生活をお勧めするものである。」(J •ルーベン•クラーク•ジュニア“Making Money More 

Valuable" Relief Society Magazine「金銭を有効に使う」『扶助協会誌』1957年10月号，p. 695) 

「負債から逃れ，支払い能力を持つために，できることは何でもすべきである。家の購入のた�

めのローン，学費，また時には転勤の費用には借金が必要なこともあろうが，それ以外のことに�

は現金払いをすべきである。」（エズラ•タフト•ベンソン“The Gospel Teacher and His 

Message，，address given to religious educators「福音の教師とそのメ�ッセージ」1976年9�月17 
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日，宗教教育者たちへの説教) 

3 . 貯 蓄 

「金持ちになりたければ，貯蓄しなさい。愚か者でも金を稼ぐことはできるが，貯金してそれ�

を役立てるには知恵がいる。」（ブリガム•ヤング，Discourses of Brigham Young『ブリガム• 

ヤング説教集』P.292) 

「勤労，儉約，自立という基本原則に従って生活するよう，心から強くお勧めいたします。�

……収入の範囲内で生活しましょう。収入の一部を定期的に貯蓄に回しましょう。」（エズラ•夕�

フト•ベンソン，The Teachings of Ezra Taft Benson『エズラ•タフト.ベンソンの教え』pp. 

262-263) 

「この人生においてわたしたちは遅かれ早かれ，自分自身を制することを学びます。食欲を制�

し，経済的な欲求を抑えるのです。収入の範囲内で生活し，思いがけないときのために幾らかの�

蓄えを残す人は，何と祝福されていることでしょうか。」（「不変の原則」P.49) 

4 .自 _心 

「今日の生活の糧として足るだけのものが得られなければ，買っても支払いができないものは�

なしで済ませるすべを学びなさい。そして，手持ちのもので済ませなければならない，済ませ�

る，と決意しなさい。」（『ブリガム•ヤング説教集』P.293) 

「何でも買えるだけの収入を得ることなどできるわけがありません。わたしは確信をもって言�

いますが，人の心に平安をもたらすものは収入の額ではなくて，その財政管理です。金銭は従順�

な僕にもなるし，厳しい主人にもなります。生活水準をいくらかゆとりのある程度に抑える人�

は，自分の置かれている環境を支配しますが，いくらか収入を超えた範囲に求める人は，環境に�

支配され，囚われの身になります。」（「不変の原則」P.48) 

5.子算を立てる 

「毎週または毎月どれだけの金額で生活しようとも，お金は賢く使わなければなりません。予�

算を立て，その範囲内で生活するのです。予算の範囲内での生活はおもしろ味がなく，窮屈だと�

言う人がいます。しかし，予算を立てて生活する不便さを受け入れられない人は，予算なしで生�

活する痛みを甘んじて受けなければなりません。教会は予算の範囲内で運営されています。成功�

しているビジネスは，予算の範囲内で動いています。大きな負債を持たない家庭は，予算を立て�

ています。予算があるため，仕事の業績も管理も改善されるのです。」（マービン.J •アシュト�

ン“It，s N o Fun Being Poor” Ensign「貧しいのは楽しいことではない」『エンサイン』1982年�

9�月号，p.75) 

6 . 正 直 

「金銭的な事柄はことごとく正直に保ってください。正直の理想的な姿は，決してその姿勢を�

崩さないことです。教会の指導者や会員として，わたしたちは正直を絵に描いたような人物にな�

るべきです。」（「不変の原則」P.51) 

「うそは罪です。うその犠牲になった人は実にかわいそうです。不正直やうそをつくというわ�

なには，たった1回ではまってしまうことはありません。一つの小さなうそや不正直な行いが次�

の行いを呼び，それがついにはくもの巣のようにその人を捕らえてしまうのです。…… 

『都合がよいだろうか，満足のいくものだろう力、，便利なものだろうか，もうかるだろうか』�

ではなく，『それは正しいだろうか，真実だろうか』と自問するようにしようではありません�

か。」（マービン.J •アシュトン「何ら害悪にあらず」『聖徒の道』1982年7月号，pp.14，17) 

賢明な金銭管理は幸福をちたらす�

教師の提示� この世に住む人�の経済状態は地域によって大きく違っている。しかし，自由にできる金銭を�

上手に管理する人は皆，大いなる平安と幸福を見いだしているのである。�
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物 語� お金を上手に管理する方法を学んだ若い女性たちの話を紹介する。�

幸子はニューヨークに行きたいと思っていた。幸子は計画を立て，2年間貯金をした。しか�

し，出発の2週間前になって歯科医師から，以前に痛んでいた歯を治療する必要があると言われ�

た。幸い治療費は緊急時用の予算でほとんど賄うことができたが，旅行資金にも少し手をつけな�

ければならなかった。そのため，プレゼントやアクセサリーにかけるお金を少し削ったが，幸い�

にも旅行をキャンセルせずに済んだ。2週間後，幸子はうれしそうに旅路に就いた。�

眷幸子は緊急事態をどう乗り越えましたか。なぜ，それができたのですか。�

ジムとコニーは学生結婚をした。二人はお金がなかったので，早く学業を終わらせたいと思っ�

た。ジムは夏の間アルバイトをして，コニーは学校に行った。ジムは二人の学費を1年分以上稼�

ぐことができた。�

ジムはその年に卒業するために，クラスもたくさん取り，土曜日にも働いた。ジムのアルバイ�

ト料で，二人は少ない収入に見合った狭いアパートに住み，什分の一と断食献金は，いつも最�

初に納めた。�

その年の終わりに，男の赤ちゃんが生まれた。ジムは熱心に勉強して良い成績を修めた。コニ�

一も学業を終えることができた。�

卒業後，ジムは教職に就いた。二人はずっとうまく財政のやり繰りを続けたので，そのときに�

はもう少したくさん貯金ができるようになっていた。数年もたたないうちに，二人は小さな家を�

探すまでになっていた。�

話し合い� 生徒に儉約と賢い金銭管理の例を紹介するように言う。金銭管理が上手になるためにできるこ�

とを提案してもらう。�

結 び�

お金をうまく使った経験について証する。金銭管理をもっと注意深くできるようになるため�

に，変えるべき点は変えるように生徒一人一人を励ます。�

活動の提案�

神権指導者の承認を得て，金銭の管理に熟達したワード内の会員を一人招き，金銭管理と予算�

の立て方について役立つヒントを話してもらう。�
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指導力を養う�



第47課� 末0の預言者のメッセージ�

目 的� 本課で紹介する末日の預言者の大切なメッセージを生徒に理解させる。�

準 備 1.総大会説教からレッスンを組み立てることについて述べた第48課に目を通す。本課の内容を�

さらに効果的に提示できるように準備する。�

2.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。�

レツスンの提案� （以下は，エズラ•タフト*ベンソン大管長が教会の若い女性に向けて語った説教からの抜粋�

である。）�

「親愛なる姉妹の皆さん，実にすばらしい会でした。世界中の教会堂に集っておられる，選ば�

れた天父の娘たちとこのように集えることはすばらしいことだと思います。…… 

わたしが若い姉妹の皆さんに抱いている望みは何と大きいことでしょう。同じように，天父が�

抱いておられる望みも何と大きいことでしょう。�

皆さんがこの時代に生まれたのには，神聖ですばらしい目的があります。皆さんがこの時満ち�

る最後の神権時代に地上に生まれるようにとどめおかれていたのは，決して偶然ではありませ�

ん。この特別な時代に生を受けるように，天においてあらかじめ定められていたのです。�

皆さんはこの末日において主の娘として生まれて来ることになっていたのです。貴い生得権を�

持つ若人です。」�

家族を強める�

「若い姉妹の皆さん，こよい，お母さんがたとともにこのように大勢集っておられることを心�

からうれしく思います。お母さんと常に親密であってほしいと思います。お母さんを愛し，敬�

い，尊んでください。お母さんの勧告に従ってください。お母さんは皆さんを愛し，正しいこと�

を教えてくれるからです。また，お父さんを敬い，その勧告に従ってください。家長であるお父�

さんの霊性をあなたも身に付けましょう。�

若い女性の皆さん，家族は永遠に続くものです。家族を強めるために，すべてのことを全力を�

尽くして行ってください。それぞれの家庭の中で家庭の夕べが行われるように進んで協力し，積�

極的な気持ちで参加してください。家族の祈りを率先して提案し，家族の神聖な輪の中に加わっ�

て，ともにひざまずいてください。家族のまことの一致と団結のために自分が果たすべき責任を�

果たしてください。�

そのような家庭の中に世代のギャップはありません。この世代のギャップと呼ばれるものは，�

サタンが用いる武器の一つなのです。皆さんが最も大切にしなければならないきずなは，自分の�

兄弟姉妹，両親とのきずなです。自分の家族を愛してください。家族に対して誠実であってくだ�

さい。自分の兄弟たちに心からの閨心を向けてください。兄弟の重荷を負って彼らを助け，ある�

歌に書かれていた『重くなんかないさ。兄弟なのだから』という言葉を自分で言えるようにして�

ください（ボブ•ラッセル，He Ain’t Heavy「重くなんかないさ」）。�

忘れないでください。家庭は現代の悪に立ち向かうために，神から与えられた最強のとりでで�

皆さんの家庭を強め，そのきずなを強め，御父からの祝福を受けるにふさわしい場としてくだ�

さい。そうするならば，信仰と力が増し加えられ，永遠に祝福を受けていくことができます。」�
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聖文をffi曰読む�

「次に，若い女性の皆さんにお勧めしたいことがあります。毎日聖文を学び，それについて深�

く考えることです。皆さんはスペンサーキンボール大管長の話を覚えておられると思いま�

す。14歳のとき，彼は『聖書』を終わりまで読むようにとの勧告に従う決心をしました。彼は屋�

根裏部屋でランプの光で読み続けました。毎晚読み，1，519ページのすべてを約1年で読み終え�

ました。自分で決めた目標を成し遂げたのです。�

この教会には4つのすばらしい標準聖典があります。『聖書』『モルモン書』『教義と聖約』『高�

価な真珠』です。わたしはその中でも特に，『モルモン書』を何度も何度も読んで深く考え，そ�

の教えを実践するように勧めたいと思います。『モルモン書』はジョセフ•スミスの言葉によれば�

『地上で最も正確な書物であり，わたしたちの宗教のかなめ石であって，人がその教えに従って�

最も神に近づくことのできる書物』です(History of the Church『教会歴史』4�： 461)。 

若い女性の皆さん，『モルモン書』は皆さんの生活を変え，この時代の様�な悪に立ち向かう�

力を与えてくれることでしょう。またほかの本では得られない霊的な力を得ることができます。�

人生のチャレンジに備えるうえで，最も大切な書物となるでしょう。若い女性で，『モルモン書』�

を知り，愛する人，また何度も読み，それが真実であることに対して強い証を持ち，その教えを�

実践する人�は，悪魔のはかりごとに負けず，主の手の中にあって，力強い働き人となることで�

しょう。�

もう一つ，ティーンエイジャーになろうとしている若い姉妹の方�に対して，祝福師の祝福を�

受けるよう勧めたいと思います。祝福文を注意深く読み，自分に与えられた聖文として大切にし�

てください。事実，祝福師の祝福は個人的な聖文なのです。『祝福師の祝福は霊感による預言の�

言葉であり，祝福師が促されるままに生涯の使命を示し，祝福，警告，勧告を与えてくれるも�

の』なのです。」（ヒーバー• J •グラント，J •ルーベン•クラーク•ジュニア，デビッド• 0 • 

マッケイ，Messages of the First Presidency oj The Church of Jesus Christ of Latter-day saints 

『末日聖徒イエス•キリスト教会大管長会メッセージ』ジヱームズ• R •クラーク編，6:194) 

若い女性の皆さん，断食と祈りによって準備をし，祝福師の祝福を受けてください。そして定�

期的に読み返し，自分自身に対する神の御心を理解してください。」�

すべての集会に出席する�

「ここで，教会の集会に出席することの大切さについてお話ししたいと思います。教会の集会�

に忠実に出席するなら，ほかの方法では得られない祝福がもたらされます。�

毎週聖餐会に出席してください。そして注意深く話を聞いてください。理解と証が得られるよ�

うに祈ってください。ふさわしい状態で聖餐の準備，祝福，パスができるようにしてください。�

清らかな手と心をもって聖餐にあずかってください。�

日曜ごとに欠かさず日曜学校に出席してください。注意深く耳を傾け，積極的にクラスの話し�

合いに参加してください。福音に対する知識が増え，証が強まることでしょう。�

日曜日の若い女性の集会，また週日の活動への出席も欠かさないでください。福音の中での自�

分の責任についてよく学び，それを熱心に実行してください。�

定期的にセミナリーに出席し，セミナリーを卒業していただきたいと思います。セミナリーで�

学ぶことは，若い女性が味わえる最も霊的な経験となることでしょう。�

若い女性の皆さん，教会のプログラムを十分に活用していただきたいと思います。教会が提供�

している各種の業績達成プログラムを終了できるよう目標を定めてください。�

若い女性のための『成長するわたし』のプログラムは，目標達成を主眼としたすばらしいプロ�

グラムです。このプログラムの目的は，皆さんが模範的な末日聖徒の若い女性として人格と徳を�

高めることができるようにすることにあります。『若い女性確認証』を取得し，誇りをもって金�

のメダルを身に着けてください。教会の若い女性のために設けられたこの偉大なプログラムを中�

途半端で終わることのないようお願いいたします。」�
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伝道活動を支援する�

「神の王国における伝道活動についてお話ししたいと思います。伝道については非常に強く感�

じるものがあります。皆さんにわたしの思いがどれほど強いものか理解していただきたいと思い�

ます。�

預言者ジョセフ•スミスはこう宣言しました。『結局，わたしたちの最も偉大で大切な責任は，�

福音を宣べ伝えることである。』（『教会歴史』2�：478) 

主はすべての若い男性に，伝道に出るように望んでおられます。現在，資格ある若い男性のう�

ち，伝道に出ているのはわずか3分の1に過ぎません。これは主の目にかなう状態ではありませ�

ん。もっと多くの人が伝道に出られるはずです。またそうしなければなりません。伝道は神権者�

の義務としてだけ考えるべきものではありません。すべての若い男性は，心からの喜びと期待を�

もって，伝道の機会を待ち望むべきです。�

若い男性にとってこれ以上に重要なものはありません。学業は先に伸ばすことができます。奨�

学金も延期できます。職業上の目的についてもそうです。神殿結婚も，若い男性が主のために専�

任宣教師としての立派な働きを終えるまで待つのです。�

こよい，どうしてこのようなことを若い女性の皆さんにお話しするのでしょうか。それは，皆�

さんが専任宣教師として伝道に出る若い男性にかなりの影響力を持っているからです。彼らが宣�

教師としての責任に就くようあなたが期待していること，彼らが伝道に出ることをあなたが個人�

として望んでいることを彼らにはっきり理解してもらってください。なぜならば，それこそ主が�

望んでおられる道であることを皆さんは知っているからです。�

若い男性が伝道の召しを受ける前に，決まった男性だけとデートすることはしないでくださ�

い。若い男性との関係が特定なものでなければないほど，その男性にとっては伝道の決意を固め�

やすく，また伝道に出て故郷のガールフレンドに思いを注ぐ代わりに伝道の業にすべてのエネル�

ギ一を注ぎやすくなるからです。伝道を立派に行って帰って来たときには，専任宣教師としての�

働きを第一に行ったのですから，必ずや良き夫，良き父，良き神権者となることでしょう。�

信仰の篤い末日聖徒の若い女性が若い男性に良い意味での感化を及ぼすことには疑問の余地が�

ありません。若い女性は，若い男性が神権の力を全力をもって行使するように助け，また良い働�

きをするように励まし，自分でも最良の人間になろうとします。�

若い女性の皆さん，あなたがたもまた専任宣教師として働く機会があることを心に留めておい�

てください。わたしの永遠の伴侶が，ソルトレーク神殿で結婚をする前にハワイで伝道をしたこ�

とに感謝しております。3人の孫娘が専任宣教師として働いたこともうれしく思っております。�

わたしたちの最も優れた宣教師の中に若い姉妹宣教師も名を連ねているのです。……」�

神の子としての可能性にふさわし<生活する�

「若い姉妹の皆さん，わたしたちは皆さんに大きな望みを抱いています。皆さんに大きな期待�

を寄せています。主が望んでおられるレベルよりも下のレベルで満足してはなりません。�

ニーフアイ第二書第31章20節の中で預言者ニーフアイは言いました。『したがって，あなたが�

たはこれからもキリストを確固として信じ，完全な希望の輝きを持ち，神とすべての人を愛して�

力強く進まなければならない。そして，キリストの言葉をよく味わいながら力強く進み，最後ま�

で堪え忍ぶならば，見よ，御父は，「あなたがたは永遠の命を受ける」と言われる。』�

家庭や家族を愛し，日�聖文を読み，深く考え，『モルモン書』に対して燃えるような証を持�

つ若い女性はすばらしいものです。教会の集会にまじめに出席し，セミナリーを卒業し，若い女�

性確認証を取得し，誇りをもってメダルを身に着ける若い女性となってください。徳高く，清�

く，神殿結婚以外のものには満足しない若い女性になってください。そうしたならば，この世の�

みならず永遠に至るまで主のために奇跡を行う若い女性になれることをお約束いたします。…… 

最後に，若い姉妹の皆さん，わたしは心から皆さんを愛し尊敬しております。皆さんのために�

祈っておりますし，皆さんに大いなる希望を抱いております。今日のわたしの勧告を忘れないで�

ください。今日わたしが話したことは，主が皆さんに聞いてほしいと願っておられることです。�
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神のような者となるにふさわしく生活してください。自分が何者であるか，また自分に与えら�

れている天父の娘としての受け継ぎについて心に留めてください。�

貴い生得権を持つ若人の皆さん，心から申し上げます。『続け，励め，進めよ！』（『賛美歌』�

167番）イエス•キリストの御名により申し上げます。アーメン。」（「教会の若い女性の皆さんに」�

『聖徒の道』1987年1月号，pp. 88-92) 

さらに救い主と似た者となる�

(以下はハワード• W •ハン夕一大管長の説教からの抜粋である。）�

「わたしはすべての教会員の方�に，主イエス•キリストの生涯と模範に，特に主が示された�

愛と希望と思いやりにさらに注意を払って生活するようにお勧めします。わたしたちが互いにも�

っと親切にし，もっと忍耐強く，もっと礼儀を尽くし，赦し合えるように祈っています。…… 

救い主のすべての教えを学び，その模範にもっと完全に従いましょう。主はわたしたちに『い�

のちと信心とにかかわるすべてのこと』を授けてくださいました。また主は『栄光と徳とによっ�

て，わたしたちを召され……尊く，大いなる約束』を与えてくださいました。それはわたした�

ちが『神の性質にあずかる者となるため』です。（2ぺテロ1：3 — 4) 

わたしはこの『尊く，大いなる約束』を信じ，わたしの声を聞いていらっしゃるすべての方��

に，それを求めるようにお勧めします。わたしたちは『神の性質にあずかる者』となるように努�

力しなければなりません。そうして初めて，『この世においては平和を，また来るべき世におい�

ては永遠の命を受け』るという望みを持つことができるのです。（教義と聖約59: 23)…… 

わたしは，イエスがキリストであり，世の救い主であることを，厳粛に，また喜びを込めて証�

します。イエスは確かにわたしたちの信仰の中心であり，幸福の鍵となる御方です。生活のあら�

ゆる面で，どんなときも神の御子に従いましょう。イエスを模範とし導き手としましょう。�

世界の歴史上のこの時期にあって，また教会が成長を遂げる時期にあって，わたしたちは，聖�

なる事柄にいっそう思いをはせ，救い主が弟子たちに望んでおられるとおりに行動しなければな�

りません。あらゆる機会に，『イエスだったらどうなさるだろうか』と自らに問うてみる必要が�

あります。そしてその答えに従い，さらに大きな勇気をもって行動してください。わたしたち�

は，主が御父の業を行われたごとくに，主の業を行わなければなりません。キリストのようにな�

るため，全力を尽くさねばなりません。キリストだけが，この世でただ独りの，完全で罪のない�

模範なのです。」（「尊く，大いなる約束」「神の御子に従う」『聖徒の道』1995年1月号，pp. 9，�

神殿を教会員としての象徴とする�

「末日聖徒の皆さんが主の神殿を教会員であることの崇高な象徴とするようにお勧めします。�

わたしの心からの願いは，すべての教会員が神殿に参入するふさわしさを身に付けることです。�

すべての成人教会員が有効な神殿推薦状を受けるにふさわしくあり，しかもそれを所持するな�

ら，主が喜ばれることでしょう。神殿推薦状を得るためにすべきこととすべきでないことは，わ�

たしたちが個人として，また家族として，幸福になるのを約束する事柄でもあるのです。…… 

わたしたちは，神殿での礼拝を通して個人に与えられる祝福について改めて強調します。この�

聖なる宮の中で与えられる清めと安らぎについても強調したいと思います。神殿は主の宮であ�

り，啓示と平安を受けられる場所です。神殿に入ると，人生の目的についてもっと豊かに掘り下�

げて学ぶことができますし，主イエス•キリストの贖いの犠牲の大切さについてさらに理解を深�

めることができます。神殿での礼拝，神殿で交わす聖約，神殿結婚など，神殿で行われる事柄を�

地上での究極の目標とし，現世の生涯における至上の経験としましょう。…… 

ふさわしい状態で神殿に参入できるように，将来宣教師となるすべての人を備えましょう。神�

殿参入の経験が，彼らにとって伝道の召しを受けること以上に人生で重要な出来事となるように�

しましょう。子供たちが主の宮で結婚するように計画し，教え，説き勧めましょう。どこで結婚�

し，どのような権能の下で夫と妻として宣言されるかがいかに大切かを，従来にも増して積極的�

に強調していきましょう。�
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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。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�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。その時が来れば，『彼らはそのつるぎを打ちかえて，すきとし，そのやりを打ちかえて，か�

まとし，国は国にむかって，つるぎをあげず，彼らはもはや戦いのことを学ばない。……〔しか�

し〕主の光に歩』むようになるのです。（イザヤ2�： 4 — 5)」（「尊く，大いなる約束」「神の御�

子に従う」pp. 9一 10，97—98) 
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教師へ——総大会説教を基に 

レツスンを組み立てる�

現代の預言者の言葉は追加レッスンの材料として最適である。追加でレッスンをする必要があ�

るときは，『リアホナ』の中から最新の大会説教を選ぶ。こうしたレッスンは，よく準備して提�

示すれば，若い女性の抱えている特別な問題について話し合うときに御霊の導きを受ける機会を�

与えてくれるであろう。前もってどの説教を採り上げるか話しておき，生徒が読んで来ることが�

できるようにする。レッスンの組み立てに当たっては，中央幹部の教え，大会説教，それに聖文�

に頼るようにする。�

準備と提示は本書のほかのレッスンと同じように行う。それに加えて，準備のために以下のス�

テップを取り入れるとよいであろう。�

1.どの福音の原則や主概念を教えるかを祈りをもって選ぶ。主概念を補足する補助概念を2，�

3選ぶ。�

2.レッスンの結果として何を達成したいかを考える。例えば，生徒に原則を理解させる，生徒�

の信仰を深める，生活態度を養う，行動を変えるように啓発する，などである。�

3.レッスンの資料を準備する。末日聖典に付いている『聖句ガイド』を使って參照聖句を探�

す。図書委員の援助を得てふさわしい視覚資料を入手する。�

4.選んだ引用文，あるいは説教で用いられている聖句に基づいて質問を考える。それぞれの引�

用や聖句はどういう意味を持っているだろうか。それらを生徒の生活に見立てて考える（1 

ニーファイ19�： 23参照)。�

5.生徒を参画させる教授法を選ぶ。生徒が参加できるような割り当てをする。説明や教授法に�

ついては，『教師，その犬いなる召し』（36123 300)を参照する。�

説教を基にしたレッスンを組み立てるときは，以下の手順が役立つであろう。�

説教の夕イトル��

福音の原則または主概念��

補助概念��

1.福音の原則と補助概念を紹介する。�

眷福音の原則と補助概念を黒板に書く。実物を使ったレッスンや物語，視覚資料，考えさせ�

るための質問などを使ってレッスンへの導入とする。�

2.レッスンの本論を提示する。�

參説教の中の聖句を用いて話し合う。また追加の聖句を用いて福音の原則を明らかにする。�

鲁採り上げた福音の原則に関する主と預言者の言葉について話し合う。�

眷説教の一部を引用して話し合う。説教の中の物語や例を用いて福音の原則を説明する。�

參採り上げた福音の原則を守って生活するとどのように信仰が深まり，正しい決定ができ，�

問題を解決できるようになるか話し合う。�

參採り上げた福音の原則を生活に取り入れさせる質問や話し合いをする。�

眷話し合う内容について生徒の経験や気持ち，証を紹介してもらう。あなたの感じているこ�

とも付けカロえる。�

3.全体のまとめをして終える。�

參教えた福音の原則が真実であり，あなたの人生にあって価値のあるものであることを証す�
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