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セミナリーおよびインスティテュート	
卒業式のガイド
卒業式は，セミナリーおよびインスティテュートの
生徒の努力と生徒が達成したことをたたえる手段
です。また，宗教教育を継続するよう青少年を促す
機会でもあります。本ガイドは，ステークおよび
ワードの指導者が，適切な卒業式を計画し開催する
ための助けとなるでしょう。

全体的な指針
•	セミナリーの卒業式はステークレベルで行うべき

である。

•	 インスティテュートの卒業式は，一つのステーク
で行うことも，複数のステークが合同で行うこと
もできる。希望する場合は，インスティテュート
の卒業式をセミナリーの卒業式と合同で行うこ
ともできる。ステークの指導者は，どの選択肢
が自分たちの状況に最も適しているかを見極め
る。インスティテュートの卒業式を開催しないこ
とに決定した場合，卒業証書はビショップが集会
の中で，あるいは個人的に，生徒たちに授与す
ることができる。

•	 ステーク会長会の一員は，卒業式を管理する。

•	 卒業式の計画を立てる際は，ステークの会長会
の一員，または割り当てを受けた高等評議員が，
宗教教育セミナリー・インスティテュート（S&I）
代表者の支援を受けながら行うべきである。 

•	 推奨される卒業式の長さは，約 1 時間である。 

受賞資格を得る
生徒の受賞資格は次のとおりです。 (1) 出席要件を満
たす。 (2) 読書課題を完読する。 (3) 理解度調査に
合格する。 (4) 宗務指導者の保証・推薦を得る。最
初の 3 つの要件を満たしていない生徒には，埋め合わ
せをする機会が設けられています。

S&I の代表者は，卒業証書または証書に署名すること
により，生徒が宗教教育の要件を満たしたことを証明
します。ステーク会長の署名は，必要な宗務指導者の
保証・推薦を生徒に与えたことを証明します。

宗務指導者による保証・推薦
ビショップまたはその顧問は，定期的に計画されてい
る青少年およびヤングアダルトとの面接の中で宗務指
導者の保証・推薦を行うことができます。生徒がふさ
わしさの問題をビショップとともに解決する時間の余
裕があるよう，早期に面接を行うべきです。

ビショップまたは顧問は青少年との面接のガイドラ
インを用いて生徒のふさわしさを保証・推薦します

（『手引き　第 1 部―ステーク会長およびビショップ』
〔2010 年〕7.1.7 参照）。

セミナリー：修了証書または卒業証書を受けることを
望む生徒に対して，毎年保証・推薦を行います。

インスティテュート： インスティテュート卒業証書を
受けることを望むインスティテュートの生徒に対して，
卒業前に保証・推薦を完了します。

内密 性を保つため，生 徒 のふさわしさに関するビ
ショップの情報は，ステーク会長のみに伝えるべきで
あって，S&I には伝えません。ふさわしさの問題を解
決するために卒業式以降も時間を必要とするという要
請がビショップからあった場合，S&I の提供する卒業
証書または証書はビショップに渡してビショップから
個人的に授与してもらうべきです。

教会員でない生徒のふさわしさについては，生徒の居
住地域を担当するビショップまたは生徒の宗教の聖職
者に証明してもらうことができます。



2

特別な必要のあるセミナリー生徒のための
便宜
障がいをもつ生徒やその他特別な状況にある生徒や
学生は，既に卒業証書を受けていても，21 歳になる

まで毎年セミナリーへの出席を継続して出席証書や
修了証書を受けることができます。その後はインス
ティテュートに出席するよう勧められます。

セミナリーの証書および卒業証書
すべてのセミナリー生徒は，毎年以下の賞を受ける資格を有します。

種類 受賞の対象となる生徒：
必要条件

出席 読書 調査 推薦

出席証書
現在のセミナリー学習コースの出席要件は
満たしているが，その他の要件を満たして
いない生徒。

はい いいえ いいえ いいえ

修了証書 現在の学習コースの要件をすべて満たして
いる生徒。 はい はい はい はい

卒業証書

全 4 学習コース（モルモン書，教義と聖約
と教会歴史，新約聖書，旧約聖書）の修
了証書を取得した生徒。（注：卒業証書を
受ける生徒は，セミナリー最終年の修了証
書も授与される。）

はい はい はい はい

インスティテュートの証書および卒業証書

種類 	受賞の対象となる生徒： 宗務指導者による保証・
推薦が必要

出席証書

インスティテュートのコースの出席要件は満たしている
が，その他の要件を満たしていない生徒。これらの証
書は，学期末にクラス内で，あるいはインスティテュー
ト主催の活動または卒業式で授与することができる。

いいえ

コース修了証書  

特定の学期のインスティテュートコースを修了した生
徒。これらの証書は，学期末にクラス内で，あるいは
インスティテュート主催の活動または卒業式で授与する
ことができる。

いいえ

インスティテュート
卒業証書

すべての必須コースを含め，14 単位以上修了した生徒。
卒業証書はステークまたは合同ステーク卒業式で授与
するか，集会で，あるいは個人的に，ビショップが生徒
に渡すことができる。

はい

注―大学で受講する宗教インスティテュートプログラムの場合，学期末に表彰活動を開催して生徒をたたえて
もよい。 卒業証書はそのような行事では授与しない。これらの行事を開催する場合，補完の目的で行うべき
であって，卒業式を開催することを選択するステークと競合するべきではない。
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卒業式の事前準備
ステーク神権指導者は S&I の代表者と協議のうえ，
卒業式の日時と場所を決定します。その後，卒業式
の日程を，ステークやワードの年間カレンダーに入れ
るべきです。

可能な場合，卒業式は，出席者全員を収容できる広
さを持つ教会の建物で開催します。その他の施設を
有料で使用する場合，使用料は最低限に抑え，ステー
クが支払うようにするべきです。管理するステーク会
長会が日時と場所を承認したらすぐに，会場を予約す
るべきです。

生徒が必要な単位をすべて取り終え，賞の手続きを
完了するための時間を十分確保するため，卒業式は
年度が修了した後で開催するべきです。（ステークが
年度内に式の開催を希望する場合，S&I は受賞候補
者の暫定リストを提供しますが，年度が終わるまで実
際の賞状を提供することはありません。）

卒業式や表彰式に先立ち，S&I 代表者は要件を満た
した候補者の一覧が掲載された「ビショップの卒業報
告書」を送ります。神権指導者は，卒業証書やセミナ
リー修了証書を授与する前にふさわしさを確認しなけ
ればなりません。

S&I 代表者は卒業証書と証書を準備し，ステーク会
長に承認と署名を依頼します。卒業証書カバーも S&I 
が提供します。ステークは，プログラムの印刷費を含
むその他全ての費用に対して責任を持ちます。

卒業式の計画
•	 学年や年齢に関係なくすべての生徒を卒業式に

出席するよう招待する。 両親，家族，その他の
青少年も招き，出席を促す。

•	 計画の段階および式を実施する際に，生徒や学
生に参画させる。

•	 早めに話者や音楽の発表の割り当てを行う。

•	 セミナリーまたはインスティテュートに参加する
ことにより生活にもたらされた祝福について話す
よう生徒を促す。また，すべての青少年にこれら
のプログラムを最大限活かすよう勧める。

•	 出席者のためにプログラムを印刷する。 管理す
るステーク会長会の一員は，プログラムが印刷
される前に最終的な承認を行う。S&I の代表者
は，要請により支援を提供することができる。

生徒や学生に卒業証書や証書を授与する
•	 卒業証書およびセミナリー修了証書は，授与の

順番に事前に配置しておくべきである。

•	 ステーク会長会の一員が，生徒や学生に卒業証
書や証書を授与するとよい。

•	 卒業証書や証書を受けた自分のユニットの生徒
や学生にお祝いの言葉をかけるようビショップ

（またはその顧問）を招いてもよい。

•	 セミナリー教師とインスティテュートの教師も，
卒業証書や証書の授与に参加するよう招くとよ
い。

•	 神権指導者は地元の必要に応じて次の提案事項
を調整することができる。
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セミナリー関連の賞

種類 	授与が推奨されている賞

出席証書 セミナリーの学年に関わらず，出席証書を取得した生徒に起立してもらい，彼ら
をたたえる。これらの証書は後日ビショップから生徒に授与する。

セミナリーの最終学年で
はない生徒用の修了証書

セミナリー最終学年をまだ修了していないが修了証書を取得した生徒に起立し
てもらい，彼らをたたえる。これらの証書は後日ビショップから生徒に授与する。

セミナリー最終学年を終
了した生徒のための修了
証書と卒業証書

セミナリー最終学年を修了し，修了証書または卒業証書を取得した生徒に，
壇上に上がるよう招き，修了証書と卒業証書を授与し，彼らをたたえる。

インスティテュート関連の賞

種類 	授与が推奨されている賞

インスティテュート 
卒業証書

インスティテュート卒業証書を取得した生徒たちに，壇上まで来るよう招き，卒業
証書を授与し，たたえる。

注―出席証書とコース修了証書は学期末にインスティテュートプログラムより生徒に授与します。 地元の必
要に応じて，これらの証書は学期末にクラス内で，あるいはインスティテュート主催の活動または卒業式で授
与することができます。卒業式で授与するべきだと判断した場合，これらの賞を受賞する生徒に起立してもら
いたたえることはできますが，通常壇上に招くべきではありません。

プログラムに印刷する内容の提案
•	 前奏曲

•	 歓迎

•	 開会の賛美歌

•	 開会の祈り

•	 宗教教育セミナリーまたはインスティテュート
プログラムに参加することに関する話

•	 生徒・学生の話者（一人または複数）

•	 音楽の発表

•	 生徒・学生の話者（一人または複数）

•	 S&I の代表者の短い話

•	 管理するステーク会長会の一員の話

•	 出席証書および修了証書を受賞する生徒の表彰

•	 修了証書（最終学年を修了したセミナリー生徒），
コース修了証書（インスティテュート），セミナリー
およびインスティテュートの卒業証書の授与

•	 閉会の賛美歌

•	 閉会の祈り

•	 後奏曲
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以下の名前をプログラムに印刷するように提案されて
います。
•	 地域会長会（該当する場合） 

•	 伝道部会長会（該当する場合） 

•	 ステーク会長会 

•	 ビショップリックまたは支部会長会 

•	 教会教育管理会 

•	 教会教育システム教育委員長 * 

•	 セミナリー・インスティテュート担当教育長 * 

•	 宗教教育セミナリー・インスティテュート地域ディ
レクター * 

•	 セミナリー校長または宗教教育インスティテュー
トディレクターまたはコーディネーター（該当す
る場合）* 

•	 セミナリーおよびインスティテュートの教師（該
当する場合）* 

•	 セミナリーおよびインスティテュートの学生評議
会会員（該当する場合）* 

•	 卒業証書または証書を授与される全ての生徒・学
生 

* S&I 代表者がこれらの名前を提供します。

詳しくは，担当の S&I 代表者に問い合わせるか，Information Services 
Division（情報サービス課）に直接お問い合わせください。

Seminaries and Institutes of Religion 
Information Services Division 
50 East North Temple Street 
Salt Lake City, UT 84150-0009

1-801-240-0540 
SI-Information@ldschurch.org
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