
個人の成長

青少年ガイドブック





皆さんには目的があります

天の御父と御子イエス・キリストはあなたを御存じであり，愛
しておられます。あなたは御二方の業において重要な役目が
あり，世界に大きな影響を与えることができるのです。

天の御父は，あなたに才能と霊的な賜物を授けられました。
才能を伸ばす方法，さらにイエス・キリストのようになる方法，
自分自身やほかの人々，さらには世界までもより良くする方法
を知るために，啓示を求めることができます。

この個人の成長ガイドブックは，賜物を伸ばし，イエス・キリ
ストに従う取り組みの中で役立つ原則やツールを提供します。
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あなたは天から 
地上へやって来ました。 
家族の一員なのです。

バプテスマを受けるとき，
そして聖餐を受けるとき，
イエス・キリストに従う 

という聖約を交わします。

あなたは神の 
大切な子供です
天の御父とイエス・キリストはすべてのものを 
創造され，すべてのことを御存じであり，すべて
を克服されました。そしてあなたに御二方の 
ようになってほしいと望んでおられます！ 聖約
を交わし，神の計画に従うとき，自分特有の賜物
を用いて成長し，人々に仕えることができます。

確認を受けるとき， 
導いてくださる聖霊の賜物を 

授かります。
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神殿で奉仕することや， 
神の子供たちを 

永遠につなぐ聖約を 
交わすことができます。

奉仕の完全な模範を示し， 
あなたが悔い改め， 

変わることができるよう， 
天の御父はその御子 

イエス・キリストを遣わされました。

イエスがなさったように
人々を愛し仕えるとき， 
喜びを見いだすことが 

できます。

福音を研究し， 
福音に従って生活し，福音を 

分かち合うとき，あなたは学び
成長することができます。

神の業に携わり， 
神権の鍵の権能の下で教会において 

奉仕することができます。
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「イエスはますます知恵が加わり，背たけも伸び，	

そして神と人から愛された。」

ルカ 2：52

	

霊

的

	

社会

的

	

身
体

的

	

知的
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あなたは救い主に従うことが 
できます
天の御父は，子供たちが学び，成長することを願っておられま
す。御父は御子イエス・キリストを，あらゆる面ですべての人に
とっての完全なる模範となるよう遣わされました。

霊的

イエスはますます「神……から愛され」ました。神に対する
愛と，福音に従って生活するという意欲を示すことによって，
霊的に成長することができます。

社会的

イエスは「人から愛され」，成長されました。どんな人に対し
ても愛を示すことによって社会的に成長することができま
す。

身体的

イエスは「背たけも伸び」，成長されました。労働すること，
自分の体と心の健康に気を付けること，そして神の創造物を
管理することを学ぶことができます。

知的

イエスは「知恵」において成長されました。学校で勉強した
り，新たなスキルを学んだり，才能を伸ばしたりすることがで
きます。
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天の御父に導きを求め祈りましょう。	
考えや思いに心を向けましょう。

「聖霊によって，わたしはあなたの思いと	
あなたの心に告げよう。」

教義と聖約 8：2

見つける
計画する

実行する振り返る
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成長のパターン

成長は天の御父の計画の中で重要な要素です。あなたを助
けるため，天の御父は，聖霊や聖文，預言者を通して導きをお
与えになります。特にイエス・キリストと主の贖罪に頼ると
き，自らの経験から学ぶことでしょう。以下は，生活のあらゆ
る面で福音に沿って生活するためのパターンです。

取り組む必要のある事柄を見つける。

どのように取り組むか計画する。

信仰を持って計画を実行する。

学んだ事柄について振り返る。
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見つける
自分の必要，賜物，才能を見つけましょう

見つける：研究し，学び，想像し，求める
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天の御父は賜物や才能，そして能力をお与えになりました。
天の御父は，あなたがそれらを見つけて伸ばし，自分自身や	
ほかの人々，さらには世界をより良くするよう望んでおられま
す。どのように改善し，成長することができるでしょうか？

次のように自問してみてください：

•	 生活において何を学ぶべきだろうか。あるいは変えるべき
だろうか。

•	 どんな才能や技術を得たいだろうか。

•	 どんな霊的な習慣を伸ばす必要があるだろうか。あるい
は改善する必要があるだろうか。

•	 バプテスマを受けたときに交わした聖約をどのように守る
ことができるだろうか。

•	 だれに奉仕できるだろうか。

天の御父は，天父に頼るときにこれらの質問に答えて下さる
でしょう。祈りましょう。聖文と生ける預言者の言葉を調べ
てください。持っているのであれば，祝福師の祝福を読んで
ください。聖霊から来る思いや考えを認識することを学んで
ください。天の御父は，あなたが今の自分にとって最も重要
な事柄を知ることができるよう助けてくださいます。何をす
べきか分からないときは，58－ 63 ページを参照してくだ
さい。

「……あなたは心の中でそれをよく思い計り，その後，それが
正しいかどうかわたしに尋ね〔なさい〕。」

教義と聖約 9：8
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計画する
改善するための計画を立てましょう

計画する：整理し，まとめ，準備する
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何を行うかが決まったら，どのように取り組むか計画を立て
ます。計画には，特定の段階や行動を含めることもできまし，
習慣や個人の質を高めるための方法を含めることもできます。

次のように自問してみてください：

•	 これらのことは何故大切なのだろうか。

•	 さらにイエス・キリストのような者になれるよう，これが	
どう助けとなるだろうか。

•	 そのためにどのような行動を取ることができるだろうか。

•	 これらの行動を細分化することができるだろうか。

•	 直面するかもしれない試練を乗り越えられるよう，今どの
ような計画を立てることができるだろうか。

計画について祈り，感じた気持ちやアイデアに注意を払ってく
ださい。聖霊，家族，そして指導者に助けを求めることができ
ます。

「キリストの言葉はあなたがたがなすべきことをすべて告げる。」

2 ニーファイ 32：3
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実行する
信仰によって成長するために実行する

実行する：挑戦し，実践し，最善を尽くす
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計画を実行しましょう！ 集中力を保てるよう，リマインダー
を設定しましょう。メモを取ったり，アラームを設定したり，
あるいはだれかに頼んで助けてもらうことができます。計画
に取り組むのが難しいこともあるでしょう。失敗することも
あるでしょう。それでもよいのです。うまくいくこと，いかな
いことを学ぶことは，あなたの成長の助けとなります。

行き詰まったら，次のように自問してみてください：

•	 うまくいったことは何だっただろうか。それはなぜだろう
か。

•	 うまくいかなかったことは何だっただろうか。それはなぜ
だろうか。

•	 ほかに何ができるだろうか。

•	 どうすればもっとたくさんのアイデアが得られるだろうか。

•	 わたしの目標を細分化し，小さな行動に分けることができ
るだろうか。

•	 失敗からどのように学ぶことができるだろうか。

うまく行うには実践と忍耐が必要です。家族や友人，指導者
に助けを求めてください。救い主はあなたを御存じであり，
直面する試練も御存じです。難しいことを達成できるよう助
けてくださいます。助けと導きを祈り求めましょう。

「まことに，わたしは言う。〔あなた〕は熱心に善いことに携
わり，多くのことを〔あなたの〕自由意志によって行〔わ〕な
ければならない。」

教義と聖約 58：27
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振り返る
学んだ事柄について振り返る

振り返る：考え，学び，復習し，熟考する
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取り組んでいる間，そして完了したときに，あなたの目標と	
計画について深く考えてください。どのような気持ちを感じ
ますか。何を学びましたか。思いや印象を書き留めることが
将来役に立つことでしょう。

次のように自問してみてください：

•	 わたしはどのように成長しただろうか。

•	 学んだことを奉仕の機会にどう活かすことができるだろう
か。

•	 わたしの行動は救い主にさらに近づくうえでどのように助
けとなっただろうか。

•	 この項目において成長し続けるにはどうすればよいだろう
か。

目標や計画への取り組みが完了したら，天の御父と助けてく
れた人々に感謝を伝えましょう。聖餐を受けるとき，生活に
おける救い主の役割について思い巡らしてください。次に取
り組む事柄について考え，祈りましょう。

「あなたの足の道に気をつけよ。」

箴言 4：26

成長を祝いましょう！ 自分の進歩と
達成できた事柄について自分を褒め
てあげましょう。
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始めましょう！
見つけ，計画し，実行し，振り返るというパターンを活用し，救
い主の模範に従って成長しましょう。バランスの取れた生活
を保つために，4つの項目それぞれにおける目標を立てるこ
とを，次のページを活用しながら検討しましょう。別の日記
や，自分に適した目標設定法を用いることもできます。

自分の成長は自分次第だということを心に留めてください。
しかし，これは一人で行うという意味ではありません。天の御
父は，助けたいと願っておられます。両親や指導者，友人に
助けを求めることもできます。ほかの人の成長を助ける機会
も探してください。天の御父は子供たちが互いに愛し合い，
支え合うのを望んでおられます。
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見つける
何を学び，改善するべきだと感じますか。次の質問について
考える際に，感じたことやアイデアを書き留めましょう：自分
の才能をどのように伸ばすことができるだろうか。	 	

	

霊

的

	

社会

的

	

身
体

的

	

知的

例：健康的な食事を作って食べる，運動する，身の回りを掃除し
たり改善する

例：日記を書く，毎朝祈る，毎日聖文を研究する，安息日を聖く
保つ
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例：人々に奉仕する，噂話を避ける，新しい友人を作る

例：得意なことやスキルを伸ばす，教える練習をする，予算の
立て方を学ぶ

わたしは何をするのが好きだろうか。今，どのような責任を
持っているだろうか。どうすれば聖霊の影響を認識すること
ができるだろうか。だれに奉仕できるだろうか。

	

霊

的

	

社会

的

	

身
体

的

	

知的
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•
 

計画する
わたしの目標：� �
�

これらのことは何故大切なのだろうか。
� �
�
さらにイエス・キリストのような者となれるよう，これがどう
助けとなるだろうか。
� �
�
わたしは以下のように取り組みます：

目標に取り組むためにわたしができる小さな一歩や行動には
どのようなものがあるだろうか。

日付／頻度�

日付／頻度�

日付／頻度�

だれから助けを得たら良いだろうか。

•
 

•
 

霊的
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実行する
•	わたしは何を学んでいるだろうか。
•	どのような調整を加える必要があるだろうか。
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振り返る
•	どのようなことを学んだだろうか。
•	救い主に近づくという点ではどうだっただろうか。
•	学んだことを奉仕の機会にどう活かすことができるだろうか。
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完了した日付：	

わたしは成長を祝うために次のことをします：	

次に何を行ったらよいだろうか。

「見つける」に戻ってアイデアを探しましょう。
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•
 

計画する
わたしの目標：� �
�

これらのことは何故大切なのだろうか。
� �
�
さらにイエス・キリストのような者となれるよう，これがどう
助けとなるだろうか。
� �
�
わたしは以下のように取り組みます：

目標に取り組むためにわたしができる小さな一歩や行動には
どのようなものがあるだろうか。

日付／頻度�

日付／頻度�

日付／頻度�

だれから助けを得たら良いだろうか。

•
 

•
 

社会的
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実行する
•	わたしは何を学んでいるだろうか。
•	どのような調整を加える必要があるだろうか。
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振り返る
•	どのようなことを学んだだろうか。
•	救い主に近づくという点ではどうだっただろうか。
•	学んだことを奉仕の機会にどう活かすことができるだろうか。
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完了した日付：	

わたしは成長を祝うために次のことをします：	

次に何を行ったらよいだろうか。

「見つける」に戻ってアイデアを探しましょう。
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•
 

計画する
わたしの目標：� �
�

これらのことは何故大切なのだろうか。
� �
�
さらにイエス・キリストのような者となれるよう，これがどう
助けとなるだろうか。
� �
�
わたしは以下のように取り組みます：

目標に取り組むためにわたしができる小さな一歩や行動には
どのようなものがあるだろうか。

日付／頻度�

日付／頻度�

日付／頻度�

だれから助けを得たら良いだろうか。

•
 

•
 

身体的
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実行する
•	わたしは何を学んでいるだろうか。
•	どのような調整を加える必要があるだろうか。
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振り返る
•	どのようなことを学んだだろうか。
•	救い主に近づくという点ではどうだっただろうか。
•	学んだことを奉仕の機会にどう活かすことができるだろうか。
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完了した日付：	

わたしは成長を祝うために次のことをします：	

次に何を行ったらよいだろうか。

「見つける」に戻ってアイデアを探しましょう。
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•
 

計画する
わたしの目標：� �
�

これらのことは何故大切なのだろうか。
� �
�
さらにイエス・キリストのような者となれるよう，これがどう
助けとなるだろうか。
� �
�
わたしは以下のように取り組みます：

目標に取り組むためにわたしができる小さな一歩や行動には
どのようなものがあるだろうか。

日付／頻度�

日付／頻度�

日付／頻度�

だれから助けを得たら良いだろうか。

•
 

•
 

知的
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実行する
•	わたしは何を学んでいるだろうか。
•	どのような調整を加える必要があるだろうか。
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振り返る
•	どのようなことを学んだだろうか。
•	救い主に近づくという点ではどうだっただろうか。
•	学んだことを奉仕の機会にどう活かすことができるだろうか。
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完了した日付：	

わたしは成長を祝うために次のことをします：	

次に何を行ったらよいだろうか。

「見つける」に戻ってアイデアを探しましょう。
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•
 

計画する
わたしの目標：� �
�

これらのことは何故大切なのだろうか。
� �
�
さらにイエス・キリストのような者となれるよう，これがどう
助けとなるだろうか。
� �
�
わたしは以下のように取り組みます：

目標に取り組むためにわたしができる小さな一歩や行動には
どのようなものがあるだろうか。

日付／頻度�

日付／頻度�

日付／頻度�

だれから助けを得たら良いだろうか。

•
 

•
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実行する
•	わたしは何を学んでいるだろうか。
•	どのような調整を加える必要があるだろうか。

37



振り返る
•	どのようなことを学んだだろうか。
•	救い主に近づくという点ではどうだっただろうか。
•	学んだことを奉仕の機会にどう活かすことができるだろうか。
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完了した日付：	

わたしは成長を祝うために次のことをします：	

次に何を行ったらよいだろうか。

「見つける」に戻ってアイデアを探しましょう。
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•
 

計画する
わたしの目標：� �
�

これらのことは何故大切なのだろうか。
� �
�
さらにイエス・キリストのような者となれるよう，これがどう
助けとなるだろうか。
� �
�
わたしは以下のように取り組みます：

目標に取り組むためにわたしができる小さな一歩や行動には
どのようなものがあるだろうか。

日付／頻度�

日付／頻度�

日付／頻度�

だれから助けを得たら良いだろうか。

•
 

•
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実行する
•	わたしは何を学んでいるだろうか。
•	どのような調整を加える必要があるだろうか。
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振り返る
•	どのようなことを学んだだろうか。
•	救い主に近づくという点ではどうだっただろうか。
•	学んだことを奉仕の機会にどう活かすことができるだろうか。
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完了した日付：	

わたしは成長を祝うために次のことをします：	

次に何を行ったらよいだろうか。

「見つける」に戻ってアイデアを探しましょう。
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•
 

計画する
わたしの目標：� �
�

これらのことは何故大切なのだろうか。
� �
�
さらにイエス・キリストのような者となれるよう，これがどう
助けとなるだろうか。
� �
�
わたしは以下のように取り組みます：

目標に取り組むためにわたしができる小さな一歩や行動には
どのようなものがあるだろうか。

日付／頻度�

日付／頻度�

日付／頻度�

だれから助けを得たら良いだろうか。

•
 

•
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実行する
•	わたしは何を学んでいるだろうか。
•	どのような調整を加える必要があるだろうか。
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振り返る
•	どのようなことを学んだだろうか。
•	救い主に近づくという点ではどうだっただろうか。
•	学んだことを奉仕の機会にどう活かすことができるだろうか。
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完了した日付：	

わたしは成長を祝うために次のことをします：	

次に何を行ったらよいだろうか。

「見つける」に戻ってアイデアを探しましょう。
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•
 

計画する
わたしの目標：� �
�

これらのことは何故大切なのだろうか。
� �
�
さらにイエス・キリストのような者となれるよう，これがどう
助けとなるだろうか。
� �
�
わたしは以下のように取り組みます：

目標に取り組むためにわたしができる小さな一歩や行動には
どのようなものがあるだろうか。

日付／頻度�

日付／頻度�

日付／頻度�

だれから助けを得たら良いだろうか。

•
 

•
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実行する
•	わたしは何を学んでいるだろうか。
•	どのような調整を加える必要があるだろうか。

49



振り返る
•	どのようなことを学んだだろうか。
•	救い主に近づくという点ではどうだっただろうか。
•	学んだことを奉仕の機会にどう活かすことができるだろうか。
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完了した日付：	

わたしは成長を祝うために次のことをします：	

次に何を行ったらよいだろうか。

「見つける」に戻ってアイデアを探しましょう。
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感じたことやアイデア

52



「わたしに学び，わたしの言葉を聴きなさい。	
わたしの御霊の柔和な道を歩みなさい。そうすれば，	
あなたはわたしによって平安を得るであろう。」

教義と聖約19：23
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「キリストは言われた。『あなたがたは	
わたしを信じるならば，わたしの心にかなうことを	

何事でも行う力を持つであろう』と。」

モロナイ 7：33
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覚えておく事柄

•	 気に入った活動やレッスン
•	 どのようなときに救い主を身近に感じたか
•	 わたしが奉仕した人，またはわたしに影響を与えた人
•	 学んだこと
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「わたしを強くして下さるかたによって，	
何事でもすることができる。」

ピリピ 4：13
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人生のあらゆる 
分野で成長する 
ためのアイデア
生活において成長する方法は数多くあります。次のページから
アイデアを得てください。あるいは自分自身で考えましょう。
今取り組む必要のある事柄を知ることができるように，天の御父
に助けを求めましょう。

ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.orgや福福音実践 	
アプリ（Gospel Living App）でそのほかのアイデアを見つける
ことができます。
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霊的 社会的

知的身体的
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•	 心から祈る。

•	 聖文と預言者の言葉を研究する。

•	 福音を分かち合う機会を見いだす。

•	 霊的な賜物を見つけて伸ばす。

•	 祝福師の祝福を受ける備えをする。

•	 ふさわしい状態で神殿推薦状を受け，保持する。

•	 家族歴史に取り組み，神殿で奉仕する。

•	 日々感謝の気持ちを伝える。

•	 もっと完全に戒めを守る。

•	 キリストの生涯を研究する。

•	 毎週ふさわしい状態で聖餐を受ける。

•	 セミナリーに参加する。

霊的
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•	 人々の必要にもっと注意を払う。

•	 よく聴き，明確に考えを伝えることを学ぶ。

•	 周りの人々を愛し，仕える。

•	 家族と時間を過ごす。

•	 伴侶や親になる備えをする。

•	 	レジリエンス（困難な事柄に適応し，耐え忍ぶ能力）を	
伸ばす。

•	 学校や地域の活動に携わる。

•	 困っている人を世話する方法を見つける。

•	 謝ることを学ぶ。赦すことを学ぶ。

•	 親切な話し方や行動を取り，噂話を避ける。

社会的
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•	 	体の健康と体力を改善する。

•	 	スポーツ，ダンス，野外活動といった身体スキルを学ぶ，ある
いは伸ばす。

•	 	芸術的あるいは手作業のスキルを学ぶ，あるいは磨く。

•	 身体的欲求を健康的な方法で管理する。

•	 	虐待から身を守る方法を学び，必要であれば助けを求める。

•	 ポルノグラフィーを避ける。

•	 健康的に感情やストレスを管理する方法を見つける。

•	 子供の世話をすることを学ぶ。

•	 良好な衛生環境を整える。

•	 	庭仕事や家事に必要な基本的な道具の安全な使い方を学ぶ。

•	 応急処置と野外での自活の技術を学ぶ。

•	 適切な言葉遣いをし，乱暴な言葉を使わない。

身体的
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•	 読み書きのスキルを改善する。

•	 良い学習習慣を育む。

•	 	良い仕事に就くために必要な事柄を見いだし，目標に向かっ
て取り組み始める。

•	 関心のある事柄についてもっと学ぶ。

•	 	尊敬する人々と話し，あなたが得たいと思う特質を彼らが
どのように伸ばしたか見いだす。

•	 お金を賢く管理する方法を学ぶ。

•	 福音のテーマを掘り下げて研究する。

•	 	今あるいは今後活用できる基本的な職業スキルを学ぶ。

•	 文化的催し物に参加する。

•	 外国語を学ぶ。

•	 もっと自立する。

•	 自制の原則を学んで実践する。

知的
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リソース

『個人の成長 —青少年ガイドブック』

『個人の成長 —子供のガイドブック』

『若人の強さのために』

子供と青少年のウェブサイト
ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org

福音実践アプリ（Gospel Living App）
Androidおよび Apple 携帯機器で利用可能
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