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コース212－あなたがたは，

わたしの証人となるであろう



はじめに

人を教えることは尊い務めであり，主の生涯と教えにつ

いて教えることは，神聖な業である。教師には，生徒たち

が噴い主，救い主について学び，進歩成長するのを助ける

特権が与えられている。

この教師用ガイドは，2つの学習コースから成っている。

最初のコースは，生徒たちが救い主と個人的に親しい関係

を築くのを助けることを目的としている。後のコースでは，

古代の使徒たちの住む世界について学ぶ。このコースは，

幸福と喜びを得るのに欠かせないキリストの持っておられ

る特質を，生徒たちに理解させるのに役立つであろう。

しかし，多くの手引きとは異なり，本書は，教師に各レ

ッスンの詳細を逐一指示するものではない。というのは，

まったく同じクラスというのはあり得ないからである。情

況に応じ，地域に応じて，生徒の要求や経験，成長度合，

対応の仕方は著しく異なるためである。しかし，指定され

た資料を中心にして，教えるテーマ，強調する事項を決め

るようにするとよい。実際にどの資料を使ってクラスで教

えるかを決めるのは，管理の責任を与えられている教師自

身である。教師はそれぞれ生徒の必要に合わせて資料を準

備し，レッスンを行なうようにしなければならない。この

ように，この教師用手引きと学習資料は，教師のためにレ

ッスンを備えるのではなく，レッスンのために教師を備え

るよう意図されているものである。

主は管理の責任を果たそうとする教師を，特別な援助手

段なしに放置するようなことはなさらない。すなわち聖典

には，福音を教える人々にとって大切な指示がふたつ与え

られている。

1．みたまによって教える。教義と聖約42：14で，主は

次のように言っておられる。「『みたま』は，信仰の祈りに

よりて汝らに与えらる。而して汝らもし『みたま』を受け

ざる時は教うべからず｡」数カ月後,主はこれがどれほど大

切なことであるか次のようにはっきりと述べておられる。

「われ誠に汝らに告ぐ,およそわれによりて聖職の按手任命

を受け，『慰め主』すなわち真理の『みたま』によりて真

理の言を説くために遣わさるる者は，果して真理の『みた

ま』によりて教えを説くか，はたまた他の道によりてこれ

を説くか。もし何らか他の道によるとせば，これ神による

にあらず｡」（教義と聖約50：17-18）

すべての生徒の霊的な状態，情緒面の要求の知的な能力

を識別できる人がだれかいるだろうか。このような事柄は，

人間の能力では及ばないことである。しかし，みたまは教

師に，語る言葉，用いる話，また強調すべき事項を明らか

にし，生徒の心に触れ，それぞれの必要を満たす。福音を

教えることによる感動的な出来事のひとつは，しばらく後

に,生徒から，｢断食と祈りをして答えを求めましたが,私も

あなたがおっしゃった通りの答えを受けました」と言われ

ることである。言葉に出さない要求を特別な霊感によって

伝えることだけが，みたまの働きではない。クラスにおい

て，教師の語っていることはまことにみたまにより啓発さ

れた教えであることを証するのも，聖霊の働きなのである。

みたまがなければ，私たちは失敗することだろう。

2．生命の言葉を心に蓄える。福音を教える人へ与えら

れた主の大切な戒めの第2は，みたまによって教えるため

に次元を高く持つようにということである｡｢私はきょうあ

まりよく準備をしていませんので，みたまによって教えた

いと思います」と言う教師がいる。彼は次の主の勧告を理

解していないようである。「終始生命の言を心に蓄うべし。

さらば必要の時に当り，すべての人に適いたる言うべき言

を与えらるくし｡｣(教義と聖約84：85）

生命の言葉を心に蓄えるとは，予言者を通して与えられ

た主のみ言葉を休みなく学ぶということであり，これは教

師の準備の中で最も大切な事柄である。ジョセフ・フィー

ルディング・スミス長老は，このことを次のように要約し

ている。

主の言葉を宝とするとは単に読む以上のことであって，

読んで研究することはもちろんのこと，謙虚にかつ従順に

与えられた戒めを守り，聖霊より霊感を得るように努めな

ければならない｡(｢救いの教義」1:284)
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教師がこのような準備を行なってはじめて，主のみたま

は教師を導き，レッスンの準備を助け，レッスンでも助け

を与えて下さるのである。

本コースの資料は（生徒用と教師用を含めて)，教師であ

るあなたが，みたまの力によってもっと効果的に教えるこ

とができるように，あなたに生命の言葉を蓄えさせること

を目的として作成されたものである。次頁の図は，教師用

と生徒用の両方の資料を図示したものである。

｢基督」Jesust/zGC/z"s2「基督イエス」ジェームス

E・タルメージ著。邦訳あり。

｢箇条」Aγ〃cJeso/F"胡「信仰箇条の研究」ジェーム

ズ.E・タルメージ著。邦訳あり。

｢救い」Dociγ伽eso/Sqjひα〃o〃「救いの教義」（全3

巻）ジョセフ・フィールディング・スミス。ブル

ース。R･マッコンキー編。邦訳あり。

コース211，212のテキスト

他のコースについても言えることであるが，コース211,

212の最も大切なテキストは，四大標準聖典である。その

ほかに，教師が利用できる書物として｢基本図書」があげ

られている。教師はレッスンの準備としてこれを読む時に，

近代の予言者の言葉を知ることができるであろう。このリ

ストは，地域や言語によって異なるかもしれないが，以下

にあげたものは，「基本図書」として，ほとんどの国で入

手できることだろう。

「基本図書」のほかに，教師と生徒の両者のために，コー

ス資料が用意されている。また，教師のために，教師用ガ

イドもある。それらの資料の内容は，各害の「はじめに」

に概説されている。したがって，教師のコースを始める前

に，よくそれを読んでいただきたい。

この教師用ガイドでは，「基本図書」については,下記の

左の欄の略称を用いる。

｢教え」
巾】。〆

leac凡L刀gSOノダ

言者ジョセフ・

ルディング･ｽ

t/leP70p/leiJOSep/ZS77Z"/'「予

スミスの教え」ジョセフ・フィー

ミス編。邦訳なし。

｢説教」DZSCO"γSeSO／Bγjg/la77ZYOUγ唱「ブリガム・

ヤング説教集」ジョン･A･ウイッツオー編。邦

訳なし。

生徒は四大標準聖典を持つようにしなければならない。

また，教師と生徒はそれぞれ，下図に示す資料を持つ。

コースの基本学習資料

(教師用）

ll
。

基本図書
、

崖
II

ll
一

I
｢大会」Co"/ere"ceReport「大会報告｣-1970-75年

度の大会の大管長会，十二使徒定員会，大祝福師

による説教は邦訳・刊行されている。したがって

本書中，1970-75年度以外の年度，または大管長

会，十二使徒定員会，大祝福師以外の教会幹部に

よる説教からの引用の表記は英文の「大会報告｣，

「聖徒の道」に翻訳・掲載されたものによる。

一

、

！-4
、 、

正 、

|’
[三、 ､

｢福音」GospeJDoctγme「福音の教義」（全2巻）－

ジョセフ．F・スミス著。一部邦訳あり。未訳部

分については引用表記の箇所に〔英文〕と表記し

てある。

基本図書標準聖典

｢赦し」MjγαcIeo/Forgj"e"ess｢赦しの奇跡」スペ

ンサー･W・キンボール著。邦訳あり。
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その他のコース資料(生徒用）

(生徒用）(教師用）

イエスと使徒たちの

生涯と教え

(コース学習ガイド）

イエスと使徒たちの

生涯と教え

（教師用ガイド） イエスと使徒たちの

生涯と教え

(コース学習ガイド）

標準聖典

教師用ガイド タイトル

テ ー マ

テーマの分析のページは教師用0

の准め方の提案が言

母
添
（ A、

1．

2．

ガ
て

B、
テ l.

2．の目的が簡潔にまと汐のH1乙裁

る 学習資料

コース学習ガイド

テ

標準聖典かりやすく概説し，6

の杣の概令左与えろへを

学
基本図書

学習資料は以下の4つに分けられる。(1)コース学習ガイ

ドーレッスンに関連したコース学習ガイド中の読書課題，

(2)標準聖典一レッスンのテーマに合った標準聖典からの

大切な聖句，(3)基本図書一レッスンの理解を深めるのに

役立つ書籍，(4)その他の資料一レッスンの準備に絶対必

要というわけではないが，教師が理解を深めるのに役立つ

資料。

その他の資料
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4

レッスンの提案

この提案は，ある教師が実際に使ったレッスンの進め方

である。したがって，必ずしもこの通りに行なう必要はな

いが，レッスンを準備する時に利用することのできる方法

が見いだせることだろう。この提案を実情に即したものに

変え，発展させるとよい。そして，自分の生徒に合った独

自のレッスンを行なうようにする。

コース学習ガイドの構成

キリストの生涯と教え-28章から成る

古代の使徒たちの教え-28章から成る

教師用ガイド､とコース学習ガイド

教師用ガイドの課は，すべてコース学習ガイドの章に対

応している。またテーマも一致しており，生徒には教師用

ガイドに挙げられた学習参考資料と同一の読書課題が与え

られている。したがって教師も，生徒に割り当てられた読

書課題をよく読むようにすべきである。これは1－5ある

いは13－2というように番号で示される。また，コース学

習ガイドに指示された以外の読書課題を割り当ててもよい。

その際，番号を用いれば割り当てを容易に行なうことがで

きる。

イエスと

使徒たちの

生涯と教え

(コース学習ガイド）

コース211

コース212
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「 ”
わ方しはて道ある」

テーマ

昇栄と永遠の喜びに通じる道は，救い主イエス・キリス

トによってのみ見いだせる。

テーマの分析

A.救い主は，「わたしは道であり，真理であり，命であ

る」と言われた。（ヨハネ14：6）

1．救い主は神の御子として，すべての人々が神の息

子，娘となることのできる道を示された。

2．救い主は真理を明らかにされただけでなく，真理

そのものである。

3．救い主は実際の生命と力を人に与えて下さる御方

であり，永遠の生命をも与えて下さる。

B.あらゆる時代の予言者たちと聖なる人々が，口をそ

ろえて証しているように，イエスは神の御子であり，

世の救い主である。

C.近代の主の弟子たちも，イエスがキリストであるこ

とを知っている。

1．このことを理解するためには，福音に従って生活

しなければならない。

2．福音に従って生活する者は，救い主を知ることが

でき，将来，永遠の生命を得ることができる。

学習資料

コース学習ガイド

「はじめに」と第1章「わたしは道である」

標準聖典

ヨハネ17：3永遠の生命を得ることのできる唯一の方

法は何か。

Iヨハネ5：20キリストは弟子たちに大切なことを教

えられたが，それは何か。

教義と聖約132：24－25多くの人々は,ふたつの理由で

永遠の生命を得られない状態にある。その理由とは何

か。

Iニーファイ19:7,10;モーサヤ15:1救い主はだ

れか。

モーサヤ7：27－28アビナダイは，何について証を述

べたために殺されることになったか。

ヨハネ14：6救い主は，御自身と，御自身の使命をど

のように述べておられるか。

エペソ2:18;ヨハネl:16-18;ヨハネ11:25;教義

と聖約88:1-13,50救い主はどのような点で，道

であり，真理であり，光であられるのか。

使徒4:11-12;モーサヤ3:17人はその他の方法で

救いを得られるか。

基本図書

「基督」pp.1-6教会は救い主について具体的にど

のように教えているか。

「救いJ1:19-37キリストにまみえ，キリストを知

ることのできる人は，どれ位いるか。

その他の資料

（注：下記の資料は,新約聖書について研究する上で非常

に優れたものである。末日聖徒でない著者のものも幾つか

あるが，学問的には優れており，救い主についてよく学ぶ

ことができる。しかしこれらの書籍は，本書の他の課では

引用されていない）

デビッド．O・マッケイ，「古代の使徒」

Clarke,Adam.TheHojyBめ/e..．ACo771771e”αγyα〃。

Cγ畑caj/Votes,6vols.

Dummelow,J.R.,ed.ACo771771e7ztαγyO71t/le"olyBめ/e

NewYork:MacmillanCo.,1930.

Alexander,DavidandAlexander,Pat,eds.Ee7･d77z(z71's

〃α九dboohmiﾉ,eBj6/e.Berkhamsted,Herts,
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England:ZionPublishingCo.,1973.

McConkie,BruceR.DociγmaJNewTesm771e71t

Co772771e71tαγy.3voIs.SaltLakeCity:Bookcraft,

1965-73.

Smith,William.S771〃/l'sBj6/eDic"o〃αγy・rev.ed.

GrandRapids:ZondervanPublishingHouse,1948.

Clark,J.Reuben,Jr.0似γLo7･do/il,eGoSpe/8．

SaltLakeCity:DeseretBookCo.,1954.

Edersheim,Alfred.TheL旅α"dT"eso/Jesus

2/leMessj(z/l.GrandRapidS:Wm．B.Eerdman

PublishingCo.,1967.

Farrar,FredericW.T/,eLi/bo/C/,risi.Portland,

Oregon:FountainPublications,1964.

Matthews,RobertJ.,AB似γ"加gLjghi:TheLi/e

(z"dM"jsiryo/Jo/,"j/,eB(Ip"si.Provo,Utah:

BrighamYoungUniversityPress,1972.

Conybeare,W.J.andHowson,J.S.T/leL旅a7zd

Epjst/eso/Sα伽tPau/.GrandRapids:Wm.B.

EerdmanPublishingCo.,n.d・

Goodwin,FrankJ.A〃αγw'o7'yo/i/leLI/bo/Si.

Pqu/・GrandRapids:BakerBookHouse,1964.

Matthews,RobertJ．U刀加A〃Ⅳα〃07zS:AGMdeto

j/teBooko/ACtS(z"dWγ〃mgso/Pauj.Salt

LakeCity:DeseretBook,1975.

Sperry,SidneyB．Pα勉/'sL帷α7zdLe"e7･s.Salt

LakeCity:Bookcraft,1955.

教材

録音用資料「イエスをあなたの理想とする」(デビッド

o・マッケイ）－巻末の付録参照

レッスンの提案

永遠の生命とは

永遠の生命は，御父と御子を知るという条件付きで与え

られるものである。このことに関連して，以下の質問につ

いて話し合うとよい。救い主を知るとはどういう意味だろ

うか。救い主に関する知識を持ち，かつて救い主が生きて

おられたということを信じるだけで十分であろうか。救い

主を知っていたペテロは，救い主を知るようになった人々

に与えられる祝福について語っている。(IIペテロ1:2-

4）

注：召しと選びについては後の課でとりあげるのでここで

は触れない。

ペテロが知識という言葉を用いたことについて，ここで

言葉の分析を行なうとよい。教師はこの方法を用いて鍵と

なる言葉を選び，その意味を説明するとよい。あるいは，

クラスの生徒に言葉の意味を提案してもらい，次いで前後

関係からその聖句の要点を強調するとよい。ここで言われ

ている知識という言葉は，ギリシア語のepignoseosから

翻訳されたものであり，普通に使われるgnosis(知るこ

と）を翻訳したものではない。gnosisはある事柄につい

て知るという意味である。他方,epignoseosは経験に基

づいた知識をあるいはある事柄と深いつながりを持つとい

う意味である。ペテロは，平安と恵みは何によってもたら

されると言っているであろうか。マタイ7：23「あなたが

たを全く知らない」が，霊感訳では「あなたがたは私を全

く知らない」に変更されていることはどのような意味を持

つであろうか。

救い主を知る

ふさわしい生活を送っている人は，みたまを受け，救い

主を理解し知るようになる。それゆえ，救い主について学

ぶことは大切である。それによって自分が何をすべきかが

わかるからである。救い主の行なわれたことを行なう人は

みたまを受け，主を知ることができるようになる。黒板に

｢従う」と書き，この点を強調する。次いで，次の質問をす

る。イエスはあなたのできるどのようなことを行なわれた

か。黒板に答えを列記する。バプテスマ，聖霊の授与，親

切，飢えた人に食を与えるなどが挙げられるであろう。救

い主に従う人はどのようになるか｡(答え：主を知るように

なる）

主に従った人々は主が道であることを知った

福音書の様々な特徴を比較検討することにより，キリス

トを知った人々の証の力について学ぶとよい。そのために

第1章の資料を使うことができる。あるいは他の資料が手

に入ればそれを使ってもよい。話し合いは，イエスがキリ

ストであったという記者の証，絶対的な確信に中心を置く。

その要点を強調するために，福音書ならびに新約聖書のそ

の他の記録から聖句を選び，生徒にそれを読んでもらうと

よい。以下の聖句はその提案である。マタイ1:1,23;

マルコ1：1；ルカ1:31-32;ヨハネ3:16-17;

使徒1：1－3；ローマ1:1-4;Iコリント1:

4－7；カラテヤ1：3－5；ヤコプ2:1;I/､:

テロ1:1-5;Iヨハネ5:20;ユダ24-25;黙示

l:1-3．その他の聖句をとりあげてもよい。



主のみこころを行なう人は教義の源を知るであろう

生徒と共にコース学習ガイドの「はじめに」の最初の2

段落と，第1章の読みもの1-1,1-2について検討す

るとよい。コース学習ガイドを使うことはその大切さを強

調し，読み物に対する生徒の関心を高めるのに役立つであ

ろう。

証を得る責任は生徒自身にある。物質的な富を得ようと

する人は，犠牲と代価を払わなければならない。その代価

は何か。霊的な富を得ようとする人は，犠牲と代価を払わ

なければならないだろうか。その代価は何か。物質的な富

を得ることに何か利点があるだろうか。霊的な富について

はどうか。

「今一度申し上げたい。ナザレ人イエスの生涯と教えこそ

が最も気高い理想である。そしてその教えに従う人は，最

もキリストに似た偉大な人物である。

あなたが心の中でキリストについて思うことが，将来の

あなたの状態を決め，また将来のあなたの行ないをも決め

るであろう。キリストの尊い人格について研究する人は，

必ずやキリストの教えを受け入れ，自らの内に気高い影響

力が及んでいることに気づくであろう。」

(デビッド。O･マッケイ,Co71/bre"ceRepoγオ「大会報告」

1951年4月,p.93)

その例がペテロやパウロ，マリヤ，マルタ，ジョセフそ

の他の人々の生活にどのようによく表われているだろうか。
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2

約束されたメシヤ

テーマ

イエスは世の基が据えられる前から，キリストとなり，

油注がれた者となるように選ばれていた。イエスの降臨は，

世の初めからすべての予言者たちが告げてきたことである。

テーマの分析

A.イエスは永遠の父母から生まれた最初の霊の子供で

あった。またイエスは前世で神に似た御方であったた

めに，救い主として選ばれた。

B.イエスは御父の指示の下に働く，世の大いなる造り

主であった。また旧約の神でもあった。

C.あらゆる時代の予言者たちは，世の最も大いなる出

来事として，キリスト，約束されたメシヤの降臨を告

げていた。

学習資料

新約聖書読書課題

ルカ1：1－4；ヨハネl:1-18;17:1-5

コース学習ガイド

第2章「約束されたメシヤ」

標準聖典

ヨハネ17：3－5，24；6：38，51－58イエスは御自

身の前世での存在をどのように述べておられるか。

ヨハネ1：1－2，14；コロサイ1：14－15これらの

聖句は救い主の前世の存在についてどのようなことを

述べているか。

黙示13:8;Iペテロ1:18-20イエスは世の初めか

らほふられた神の小羊であった。

へブル1:1-9油注がれた者はだれか。世の初めに

予任され，神と呼ばれた者はだれか。

アブラハム3：22－26「神の如き者」とはだれのこと

か。

ヨハネl:3,10;モーセ1:31-35;7:30救い主

の創造はどの範囲に及んでいるか。

出エジプト3:1-16;6:1-3;ヨハネ8:56-59

イエスは神であることを考えた時に，これらの聖句は

どのような意味を持つか。

Iコリント10：1－10古代イスラエルの神はどなたか。

Iニーフアイ10：4－5；モーサヤ3：4－10予言者

たちは約束されたメシヤについて具体的に予言を述べ

ていたか。

ヤコブ7：9－11何人の予言者たちがキリストの降臨

を証していたか。

基本図書

「箇条」pp.612-26神の長子イエスは過去にも現在に

もエホバである。

「教え」p.181イエスは世の救い主に定められた。

「救い」1:19-37救い主に関する福音の教義の概要

ブルース．R・マッコンキーCM/W･enceRepo7･f「大

会｣1972年4月pp.133-35参照キリストの地位と大

切さに関する証。

「基督」pp.7-18キリストの前世の存在。

その他の資料

マリオン。G・ロムニー0dJesusChrist:Lordofthe

Universe"I771p7･0"e771e71iE7･(z,1968年11月号，

pp､46-49

教材

トランスペアレンシー「万物の創造主，キリスト」

レッスンの提案

黒板を使った提示と討論



黒板にヨハネ17：3の聖句を書き，その横に救い主の絵

を掲示するとよい。そして，次の質問をする。「イエスにつ

いて知ることは，なぜそんなに大切なのだろうか｡｣その後，

次のように写真の下に表を書く。生徒と共に聖句について

話し合うとよい｡(表に上げられた聖句はひとつの例である。

したがって，別の聖句を加えてもよいし，他の聖句に置き

換えてもよい）

イエスの前世に

おける予任

へ ブ ル1：1－9

アプラハム3：24－27

その他 ｜

ヨハネ17：3

イエス，旧約の神

Iコリント10：1－9

出エジプト6：l－3

ヨハネ8：56－59

その他

インマヌエルー

神われらと共にいます

マタイl：23

マタイ8：25－27

その他

私たちが旧約聖書を読むのは，だれについて学ぶためで

あろうか。（ヨハネ20:27-31)

聖句とトランスベアレンシー

教材キット中のオーバーヘッド・トランスペアレンシー

｢約束されたメシヤ」を使い，救い主の役割に関する討論を

興味深く展開するとよい。また，モーセ1：31-33を生徒

に考えさせるとよい。
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永遠の父なる神の御子

テ ーマ

永遠の父なる神の文字通りの御子であるイエス・キリス

トも，この世の試練や苦難を克服しなければならなかった。

これを理解することは私たちにとって大切である。

テーマの分析

A.イエスは肉における御父の生みたもう独り子である。

したがって，イエスは死の縄目を断ち切る力を受け継

いでおられた。

1．イエスはマリヤからお生まれになったので，死ぬ

能力も具えておられた。

2．イエスは神の御子であった。したがって，全人類

の苦しみを自らの身に引き受ける能力を含め，い

かなる人間よりも大きな苦しみに耐える能力を具

えておられた。

B.ジョセフ・スミスが語っているように，イエスもこ

の地上に生まれてくるすべての人々と同じように，忘

却の幕を通してお生まれになった。しかし，イエスは

子供の時から，ユダヤ人の王国を治めるために必要な

英知をことごとく具えておられた。（｢基本図書」の資

料を参照）イエスは幕を通して，天父と交流を持って

おられたからである。

C.私たちはみたまによって，イエスが神の御子である

という知識を得るようにしなければならない。

学習資料

新約聖書読書課題

マタイ1：1－25；2

1－52；3：23－38

1－23；ルカ1：5－80；2

コース学習ガイド

第3章「永遠の父なる神の御子」

10

標準聖典

Iニーファイ11:14-17ニーファイは「神のいつくし

み深さ」について何を学んだか。

ルカ1:28-35;Iニーフアイ11:18-20;アルマ7:

10イエスの御父はどなたであったか。

ヨハネ5：26イエスは父なる神からどのような力を受

け継がれたか。

モーサヤ3：7－8イエスはマリヤから何を被る能力

を受け継がれたか。

アルマ34:10-14噴罪にはどのような犠牲が必要とさ

れたか。

ルカ2：46－47神殿でだれがだれを教えていたか。

ヨハネ8：28；12：49イエスはなぜ国の博士たちを驚

かせるような答えをすることができたのだろうか。

基本図書

「基督」pp.93-94この言葉はイエスの誕生について

理解する上でどのように役立つか。

「説教」p.50御父とイエスの関係。

「教え」pp.187-88イエスは世を克服する能力をどの

ようにして得られたか。

「基督」pp.119-20イエスの誕生の月日。

「基督」pp.97-100イエスを殺そうと計ったサンヒド

リンの指導者たちの望みをかなえるのに役立った事柄。

「教え」p.261ヨハネはなぜ荒野に住んでいたか。

「救い」1:32-34イエスは誕生の時にいかに多くの

知識と理解力とを具えておられたか。

「福音」p､68イエスはどのようにして全き知識を受け

られたか。

「説教」p.26イエスは御父からどれだけ多くの知識を

与えられたか。

「教え」p.392イエスは12歳の時までに，御父からど

れほど多くの理解力を与えられていたか。

「救い」1:19-37イエスが神の御子であることを理

解するのに役立つ,どのようなことがこの章に記されて



いるか。

その他の資料

マリオン。G・ロムニー0lJesustheChrist:Lordof

theUniverse,''I77zP7.0"e77ze71jEγα,1968年ll月号，

pp､46-49

レッスンの提案

イエスは肉における御父の独り子であった

(討論と聖句の分析）

Iニーファイ11：16－18「いつくしみ深い｣とはどうい

う意味か。

アルマ34:10-14イエスが神の御子であることと，續

罪を行なう能力のあることとの間にはどのような関係があ

るか。

イエスの御父

（イエスは永遠に

生きながらえる能力である，

不死不滅の能力を受け継がれた）

イエスの母

（イエスは死ぬ能力を

受け継がれた）

イエス

（イエスは死ぬ能力と再び

肉体をとる能力を合わせ持った

唯一の御方であった）

討論と聖句の分析

各人の証に焦点をあてながら，生徒と以下の聖句につい

て分析を行なう。

マルコ14：61－62この聖句にはだれの証が述べられて

いるか。この証はどのような条件の下に述べられたものか。

この証はどのような意義を持つか。

Iコリント2:4-5,11,14イエスが神の御子であ

るという証はどのようにして得ることができるか。私たち

はどのような生活をする時に，このような証を得ることが

できるか。

マタイ3:17;17:5;Iニーフアイ11:18-21;ヨハ

ネ20：13；ルカ1:32等の聖句についても同様に分析を行

なう。

以下に挙げるのは，ヒーバー。C・キンボール長老の言

葉である。証とヒーバー．C・キンボール長老のこの警告

との間にどのような関係があるだろうか。

「いかなる男女も，借り物の光では耐えられない時が来

る。一人一人が自らの内にある光によって導かれなくて

はならなくなるであろう。この光がなくてどうして耐え

ることができるだろうか｡」(J・ゴールデン・キンボール

引用「大会」1930年10月,p.60)

処女懐妊の意義

(討論と黒板を使った提示）

今日キリスト教界の多くの人々はイエスを信じたいと願

っている。しかし，偉大な人間としてのみ信じたいと願っ

ているのである。彼らは処女懐妊という奇跡を信じること

をよしとしない。しかしこれを否定するならば，噴罪のす

べても同様に否定しなければならない。実に主の續罪が可

能になったのは，死すべき体を持つ母と父なる神からもた

らされた受け継ぎによったのである。以下の文を黒板に書

いて提示するとよい。

もしもイエスの両親が死すべき体を持つ

父と母であったならば，

1.イエスは死を克服する力を持てなかったであろう。

2．イエスはケッセマネの園で受けた大きな苦痛に耐え

ることができなかったであろう。（｢基督」pp.700-

701参照）

3．イエスは罪を犯し，他のすべての人々と同じように

正義の律法の要求に従わなければならなかったであ

ろう。

もしもイエスの両親がともに神であったならば，

1．イエスは不死不滅の状態であり，死ななかったであ

ろう。

2．イエスは肉体の苦痛を感じることがなく，ケツセマ

ネの園における大きな苦しみを経験することができ

なかったであろう。

3．イエスは誘惑にあわず，罪を犯す機会もなかったで

あろう。
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しかし，イエスの父は神であり，母は死すべき体を持った

この世の人間であった。そのために

1

2．

12

イエスには死ぬ力と，再びよみがえる力が兼ね具わ

っていた。ヨセフとマリヤの子供たちはそのような

ことができなかった。

イエスは普通の人と同じように苦しみを受けること

ができ，他の人々以上にそれに耐えることができた。

ヨセフとマリヤの息子たちにはそれができなかった。



4

｢見よ，神の小羊」

テーマ

パプテスマのヨハネは，道を備える者としてエライヤス

の鍵を持ち，イエスが天父に対してすべての面で忠実であ

ることを証する者であった。

テーマの分析

A.パプテスマのヨハネは，救い主のみ業の道を備える

ために遣わされた。

1．ヨハネは神の王国を備える鍵を有するエライヤス

であった。

2．イエスがキリスト，神の小羊であることを証する

務めがヨハネにあった。

B.主は神権の権能を持つヨハネを探し，彼からバプテ

スマを受けられた。

C.キリストはすべての点で御父に従順であった。

1．イエスはパプテスマを受けることによって，御父

のみこころに従う態度を示された。

2．イエスはすべての誘惑に抗し，罪のない状態を保

たれた。

学習資料

新約聖書読書課題

マタイ3:1-17;4:1-11;マルコ1:1-13;

ルカ3：1－23；4：1－13；ヨハネ1:14－51;2

：1－12

コース学習ガイド

第4章「見よ，神の小羊」

標準聖典

教義と聖約84：27－28ヨハネはエライヤスとして，ど

のような鍵を持っていたか。

IIニーファイ31:4-10キリストは4つの点ですべて

の義しいことを成就されたが，それは何か。

へブル5：8－9キリストは完全に従順であることが

必要であるということを，どのようにして知ったか。

へブル2:17-18;3:12-15キリストは誘惑を受け

た者を，なぜ救い，強めることがおできになるか。

教義と聖約93:11-17キリストはどのようにして神の

完き栄光をお受けになったか。

基本図書

「教え」pp.318-19なぜヨハネはユダヤ人の王国を倒

すことを使命として帯びていたのか。

「教え」pp.275-76なぜイエスはヨハネのことを天の
王国における最も小さい者と述べられたのか。

「教え」p.336どのようにしてヨハネの使命は制限さ

れたか。

「教え」pp.271-73ヨハネは実際に神の王国の鍵を所
有していたか。

「教え」pp.265-66人々 もまたバプテスマを受けるこ
とによってすべての義しいことを成就することができる

か。

「説教」pp.80-82なぜ誘惑を受けることは祝福か。
「救い」1:155,164-66,186ヨハネは神権時代の長

であったか。

「基督」pp､147-77なぜキリストはパプテスマの後，
荒野に退かれたのか。

「救い」1：166エライヤスとは何か。

「救い」2:98-101ヨハネはどのような点でエライ

ヤスであったか。

その他の資料

ジョン・テイラー,Med〃α〃o〃α〃dAio71e771e71i,pp.9-

10キリストのバプテスマはケッセマネの園の苦悩を

予告するものであった。

13
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教材

トランスペアレンシー

「『エライヤス』(Elias)という言葉が持つ幾つかの意

味」

「イエスは私たちとは異なる誘惑をお受けになった」

レッスンの提案

（注：パプテスマのョハネの務めとキリストの従順さの両

方を特徴づけるとよい。救い主がすべての事柄において御

父のみこころを行なわれたこと以外，パプテスマの教義に

ついては特に触れない。また，奇跡の目的と場所について

も詳しい説明は避ける。これらの概念は後のレッスンで取

り上げる）

バプテスマのヨハネの務めの重要性

次の図を用いて，歴史上バプテスマのヨハネが重要な立

場にあったことを強調するとよい。バプテスマのヨハネは，

旧約の最後の予言者であり，また新約最初の予言者である。

旧約の終わりと新約の開始を告げる選ばれた予言者である。

旧約

エホバ

旧約聖書の

予言者たち

ヨハネの務めヨノ、

ー 新 約

イエス・キリスト

新約聖書の使徒と

‐予言者たち

図表の左下に旧制度の終わりを告げるヨハネの言葉を挙

げ，また右下に新制度の開始を告げるヨハネの教えを挙げ

るとよい。

先立つ者の重要性と必要性

他国の大統領があなたの市を訪問することを望んでいる

とする。大統領の訪問に先立って，どのような準備を整え

ることが必要だろうか。（保安,発表,スケジュール，訪問

の目的，会見する人々などの事前評価）これらの事前の準

備は，その国の代表者たちによって事前に行なわれるであ

ろう。それと同様に，イエス・キリストの来臨に当たって

は，指名された代表者，すなわちバプテスマのヨハネが先

立つ者として事前の準備を行なった。生徒に次の質問をす

る。キリストは御自ら大きな力を持っておられる御方であ

るにもかかわらず，どうして先立つ者を必要とされたので

あろうか。生徒の答えを黒板に列記する。

全人類に範例を示す主の誘惑

主が受けられた様々な誘惑は，主の特別な召しと務めを

物語っている。しかし，これらの誘惑はすべての人々がよ

く直面するものである。(Iコリント10:13参照)誘惑の

種類と，その誘惑を主が克服された方法を生徒によく理解

させるため，黒板に次の表を書くとよい。

誘惑1

(マタイ4：3-4）

誘惑2

(マタイ4：5-7）

誘惑3

(マタイ4：8-11）

誘惑のタイプ

石をバン|こ変

える

宮の1頁

飛び降

上から

りる

世のすべての

国々

根本的な問題

肉体の必要対

霊の強さ

神への依頼と

劇的な証明

人間の誉れと

能力対神の臺

れと能力

克服する方法

救い主の行なわれ

たこと，私にでき

ること

救い主の行なわれ

たこと，私にでき

ること

救い主の行なわれ

たこと，私|こでき

ること

それぞれの聖句を生徒たちに読んでもらい，誘惑のタイ

プを挙げてもらう。また，どのような時にこの種の誘惑に

出会うかを述べてもらう。次いで，救い主がその誘惑にど

のように抗されたか，また生徒たちはどのように抗すこと

ができるかを考えさせる。
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「あなたがたは新しく
生れなければならない」

テーマ

イエスは救い主として人を霊の再生に導く力を持つ。

テーマの分析

A.日の光栄の王国に入る人々は皆，新しく生まれなけ

ればならない。

l.ジョセフ・スミスが語っているように，新しく生

まれるためには，まず神の王国を見なければなら

ない。すなわち証を得なければならない。

2．一度神の王国を見た人は，戒めに従うことによっ

て王国において生まれることができる。

B.新しく生まれることは徐々に行なわれるものである。

そして，それはイエス・キリストの蹟いの力によって

行なわれる。

学習資料

新約聖書読書課題

マタイ4:3-12;マルコ1:14;6:17-20;ルカ3

19-20;4:14;ヨハネ2:13-25;3:1-36;4

1－44

コース学習ガイド

第5章「あなたがたは新しく生れなければならない」

標準聖典

アルマ5：49「新に生れ｣るようにチャレンジを与えら

れているのはだれか。

モーサヤ27：25アルマは新しく生まれることについて，

どのように述べているか。

モーサヤ5：7だれが私たちの精神，霊を新たに産ん

でくださるか。

Ⅲニーファイ9：19－2O私たちは救い主から霊の命を

受けるために，何をしなければならないか。

モーサヤ6：52，65－68新しく生まれるためには，ど

のような条件を満たさなければならないか。

モーサヤ5：5－13私たちは霊的に新たに生まれるた

めには，何をしなければならないか。

アルマ5：7－48新たに生まれる人の特徴は何か。

IIIニーファイ9:20新たに生まれる過程には，常に奇

跡が伴うものだろうか。

アルマ36:10-24アルマの息子アルマは，自分の経験

をどのように告げているか。

基本図書

「教え」pp､12,264,360神の王国を見るためには何

をしなければならないか。

「教え」p.328神の王国を見ることと，入ることとの

間にはどのような違いがあるか。

「救い」pp.299-307第一の誕生と第二の誕生に共通

した要素は何か。

その他の資料

ブルース。R・マッコンキー,MO7･77207IDOCiγme,p.101

この新しい誕生はどのようにして行なわれるか。

B・H・ロバーツ,Compre/lensZ"eMSto7･!/o/t/le

C伽γch,6:383-84ロレンゾ・スノーの改宗の経

験。

レッスンの提案

討論

時折，水のバプテスマだけが日の光栄の王国に入るため

の条件であると考える生徒がいる。救い主は，水によって

生まれるほかに，何が必要であると言っておられるか。霊

によって生まれるとはどのような意味か｡（クラスで以下の

定義を提示するとよい）

｢天の王国における誕生は,死すべき状態の人々が新たに

15
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生まれ，みたまと正義にかかわる諸事に従って生活する時

に実現する。……

この誕生は，人々が正当な権能を持つ者により水でバプ

テスマを受ける時に始まり，実際に聖霊の導きを受け，神

会の御一方である聖霊の聖めの力によって新しい創造物に

なる時に完成する。

バプテスマの儀式の様式に従ったとしても，新たに生ま

れたとは言えない。バプテスマを受けなければ人は新たに

生まれることができないが，水に沈められ，聖霊を授かる

按手礼を受けても，新たに生まれた，あるいは新たに生ま

れることの保証とはならない。新しい誕生は，実際に聖霊

の賜すなわち導きを享受している者，完全に改宗し，無条

件に自らを主に捧げてきた者にのみ起こるのである｡｣Mo7･-

77107IDOCtγme「モルモンの教義」p.101)

黒板を使った説明

次の表を使って，肉体の誕生と霊的な誕生を比較する

とよい。

肉体の誕生(第一の誕生）

誕生によって，現世の生活

が始まる。

子供にその父親の受け継き

が与えられる。

父親の名前がその子供に与

えられる。

子供はその父親に似た者と

なる潜在力を持つ。

霊的な誕生(第二の誕生）

水による誕生とみたまによ

る誕生によって，キリスト

にすべてを捧げる新しい生

活が始まる。

キリストは新しい誕生の御

父である。そして，子供に

はキリストの霊的な受け継

ぎが与えられる。

新たに生まれた子供には，

クリスチャンという名前が

与えられる。

新たに生まれることによっ

て，人は霊の御父のように

なるための進歩成長を始め

る。

その他幾つかの概念を加えるとよい

最後に次のように質問するとよい。肉体の糧は肉体の両

親から与えられるが，霊の糧はだれから与えられるだろう

か。自分は生ける水であるとサマリヤの女に言われたイエ

スのみ言葉について話し合うとよい。また，生命のパンで

あると言われた主のみ言葉についても話し合うとよい。こ

の言葉は聖餐とどのようなつながりがあるだろうか｡(IIIニ

ーフアイ12：3，5参照）

黒板を使った説明と聖句の分析

1．私たちの誕生には3つの種類がある。

誕生の種類

a・霊の子供として

b.肉体の子供として

c・霊的な誕生

父一誕生をもたらす御方

父なる神

この世の父

イエス・キリスト

2．霊的な誕生はどのようにして行なわれるだろうか。

これについて述べた次の聖句を検討するとよい。ア

ルマ36：5－25；モーサヤ27：23－26；モーサヤ

4：1－4，その他。

3．この過程を歩む者は外形的にどのような変化が表わ

れるだろうか。アルマ13：12．身だしなみ，鑑賞す

る映画，ダンスの標準，伝道に出たいという望み，

など。また，家族や教会に対する態度も変わる。

生徒に以下の事柄について考えてもらってもよい。アル

マ第5章の「アルマの問い｣。ここでアルマは，新たに生ま

れた人々について知る方法に関して，幾つかの質問を投げ

かけている。
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｢わたしが予言者によって

書かれた者である」

テーマ

イエス・キリストは肉体の病のみならず，霊の病をも癒

す力を持っておられる。

テーマの分析

A.奇跡が起こされるのは，イエス・キリストが神の御

子であり，愛の深い御方であることの証拠である。

B.キリストの最も大いなる奇跡は，福音の蹟いの力に

よる人の魂の救いである。

C.信仰深い教会員の間に教会がある時に，そこには常

に奇跡が伴う。

学習資料

新約聖書読書課題

マタイ4：13－25；8：1－4，14－17：9：2－17；

マルコ1:14-45;2:1-22;ルカ4:14-44;

5:1-39

コース学習ガイド

第6章「わたしが予言者によって書かれた者である」

標準聖典

マタイ11：2－6；ルカ5：18－21；ヨハネ2：1－

ll;14:10-11イエスが奇跡を起こされることは，

なぜ必要であったか。

ルカ7:11-35;IIIニーファイ17:6-7奇跡はどの

ように救い主が愛の深い御方であることを証明してい

るか。

モルモン9：18－2lイエスと古代の使徒の死後，奇跡

が教会に見られなくなったのはどうしてか。

使徒9:1-18パウロが肉体と霊の盲目から癒された

のは，どのような奇跡によるか。

アルマ15：3－12邪悪なゼーズロムが苦痛から解き放

たれたのはどうしてか。

基本図書

「箇条」pp.295-98奇跡は自然の法則にかなっている。

「箇条」pp.307-309奇跡は必ずしも神の力を証明す

るものではない。

「赦し」p.374肉体と霊の癒しはふたつの大きな奇跡

である。

｢赦し｣pp.380-81すべての奇跡の中で最も偉大なも

のは，赦しの奇跡である。

「説教」pp.40-41奇跡は実際に起こるか。もし起こ

るとすれば，どのような状況の下に起こるか。

その他の資料

ブルース。R・マッコンキー,MO7･77IO7ZDOCiγme，

pp.506-507奇跡は主のみ業の神聖さを表わしている。

N・B・ランドウォール編,MQsie仇ノascouγsesq72d

Wγ〃mgsofOrso"Pγα〃,pp.565-91

教材

録音用資料「癒された少年と蘇生した死者」

レッスンの提案

討論

1．生徒たちに「奇跡」の意味を定義をしてもらう。次

いで，神は自然の法則に適って人々の間で奇跡を行

なわれることを指摘する。

2．イエスはユダヤ人の間で数多くの奇跡を行なわれた。

a・カペナウムの町で最もたくさんの奇跡が行なわれ

たが，人々は悔い改めなかった。そこでイエスは，

カペナウムの将来について予言をされた｡(マタイ

11:23-24参照）

b、テベリヤ（ガリラヤ）の海で，イエスは奇跡的に

17



18

嵐を静められた。また他の時に，イエスは荒れた

海の上を歩かれた。

3．奇跡はキリストの力を証明するものである。

4．イエスが行なわれた数多くの奇跡は，イエスが人々

を愛しておられること，また自然を支配する力を持

っておられることの証拠である。コース学習ガイド

の付録Bに基づいて表を作成し，黒板に提示すると

よい。奇跡は，肉体の癒し，自然に関する奇跡，死

者の蘇生，その他に分類される。しかし奇跡によっ

ては分類が複数に及ぶものもある。

5．真実の奇跡は必ず真実の教会に伴うものである。こ

れらの奇跡は，真理を信じる人々に与えられるしる

しである。(マルコ16：14－20；モルモン9：20-25）

しかしながら，人々を惑わそうとする偽りの奇跡も

数多くある。したがって，奇跡がある教会だからと

いって，必ずしも真実の教会であると言う訳ではな

い。（黙示13:14;16:14;19:20)

6．キリストがこの地上におけるみ業を始められてから，

数多くの奇跡が教会の中に見られた。

a・イエスが弟子たちに与えられた約束として，マル

．16:15-20を生徒と共に読む。

b.しるしと奇跡が使徒の時代にも続いた具体的な証

拠を生徒たちに挙げてもらい，それを黒板に列記

する。

c、イエス・キリストを信じる人々には必ず奇跡が与

えられ，信仰が失われると奇跡が止む。

7．奇跡の賜は今日の教会に見いだせるか。巻末の録音

用資料「癒された少年と蘇生した死者」をあらかじ

め録音しておき，これを聴かせるとよい。また，今

日の教会で起こった奇跡について証を述べるとよい。

8．あなたがたを癒してあげようと言われたイエスの真

意は何か。(IIIニーファイ18:32;教義と聖約112:

13)

a・教会の回復は，福音の癒しの水を人々に与える一

種の奇跡であった。

b.悔い改めと赦しの奇跡によって，私たちは霊的に

癒される。また，神の息子，娘としての私たちの

霊的な受け継ぎは，私たちの容貌や生活の中に表

われる。

c、人の魂の癒しの奇跡について証を述べる。
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十二使徒の召し

テーマ

使徒は主イエス・キリストの特別な証し人である。

テーマの分析

A.人はすべての国民に天の王国の門戸を開き，すべて

の造られたものに福音を宣く伝える特別な召しを受け

ている。

1．十二使徒評議員会の会員は全員王国の鍵を持って

いる。

2．彼らは救い主の特別な証し人として召されている。

B.使徒は主によって召されている。

1．主はこの地上におられた時，御自ら使徒たちを召

された。

2．昇天後，主は啓示によって使徒たちを召しておら

れる。

C.私たちは言葉と行ないによって，これらの特別な証

し人を支持すべきである。

1．私たちは彼らを支持している時，主を支持してい

ることになる。

2．私たちは彼らを拒む時，主を拒んでいることにな

る。

学習資料

新約聖書読書課題

マタイ10:2-4;12:1-21;マルコ2:23-28;3:

1-21;ルカ6:1-5,12-16;ヨハネ5:1-47

コース学習ガイド

第7章「十二使徒の召し」

標準聖典

使徒1：14－26マッテヤを選ぶ時,啓示はどのような

かたちで下されたか。

使徒13：2；14：14バルナバとパウロはどのようにし

て召されたか。

Iコリント15：1－2Oパウロは「月足らずに生れた」

と語っているが，それはどういう意味か。

ガラテヤ1：1，10－24パウロは他の人たちから知識

を得たか。

IIペテロ1:16-19「預言の言葉は，わたしたちに

いっそう確実なものになった」とあるが，何よりも一

層確実になったのか。

アルマ5：45－49アルマはどのようにして証を得たか。

アルマ17：2－3モーサヤの息子たちは何を行なった

ことにより理解力を増したか。

教義と聖約112主は十二使徒に彼らの初代会長を通し

てどのような特別な指示を与えられたか。

教義と聖約1：14世の人々が使徒たちのメッセージ

を拒む時，どのような結果に見舞われるか｡(ルカ10：

6；教義と聖約84：36-37参照）

基本図書

「教え」p.190十二使徒にはどのような特別な責任が

与えられているか。

「救い」3：158－59聖なる使徒職につける鍵と証。

「説教」p.136使徒はどのような点で予言者よりも偉

大であるか。

「福音」1：217使徒の証。

スペンサー。W・キンボール，「大会」1974年4月，「大

会報告1973-75｣pp.230-31ふたりの使徒の証。

デピッド。B・へイト，「大会」1976年4月，「聖徒の道」

1976年8月号,pp.329-31使徒の召し。

その他の資料

ウイリアム。E・ベネット，アルマ・P・バートン共著，

Readmgj"LDSC伽γchHiSiory,1:88-90ロ

レンゾ・スノーの経験は使徒の証の要件をどのように
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満たしているか。

ブルース。R・マツコンキー,MO7-77,OnDOCtγme,p.785

使徒の証は科学者の論理に勝っているか。

パーレー・P・プラット,A"06jog,αp/'z/o/Pαγjey

Pαγ内eγPγα〃,pp.119－26オリヴァ・カウドリに

よって与えられた十二使徒の責任。

教材

録音用資料「みたまは証す｣(ボイド。K・パッカー）巻

末の付録参照。

レッスンの提案

質問と討論

適当な質問は討論を導き出すのに有効である。その際，

以下の規則に従う。

l.決して批判や中傷を招く質問はしない｡(例えば，次

のような質問をしてはならない｡｢科学者は末日聖徒

イエス．キリスト教会の使徒の証を信じると思いま

すか。科学者はなぜ使徒の証を信じようとしないの

でしょうか｡」このような質問は，生徒たちに否定的

な思いを抱かせ，要点をはずれた討論に発展する可

能性がある。次のように質問するとよい。「多くの使

徒たちの証は科学の立証の原則をどのように確認し

ていますか｡」〔科学では実験が立証されるためには,

発見者以外の人がその実験を繰り返して行ない，成

功を収める必要がある〕次に，証人の律法と，証人

を受け入れる前に信仰を持つ必要性のあることにつ

いて話し合うとよい。〔イテル12：6参照〕）

2．目的をはっきりと心にとどめておく。目的を持って

討論を展開すると，その目的に達成することができ

る。目的のある質問をし，その目的に自然に到達す

るように導く。

不適当な質問のもたらす結果

科学者は予言者の証をどうして疑うのか
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科学者は目|こ見える

ものだけを信じる

科学者は本来懐疑的である

科学者は客観的立場を
とらなくてはならない

偽りの予言者が存在

する

科学者は偏見を持っている

これらの解答は，レッスンに何の価値も与えない。した

がって，このような実りのない討論を行なわないようにし

なければならない。

適切な質問のもたらす結果

キリスト|こよって召された使徒たちは

なぜ神の真実の証し人であり，またキ

'ノストの和合一致の源であるか。

使徒たちが召された

方法によって

彼らの証の源によって

使徒たちの一致した証

は教会の和合一致の源

である

私たちは彼らの証を試すことができるため

後者の質問形式は，使徒たちの召しと，彼らの権能と証

の源に関して肯定的な討論を導き出すことができるだろう

か。

この質問とその目的を列記する場合，論理的にその目的

に到達するように，一貫性を持たせて行なうことが大切で

ある。



8

「あなたがたも

完全な者となりなさい」

テーマ

完全は私たちの究極の目的であり，それはキリストの権

能に頼ることにより得られるものである。

テーマの分析

A.山上の垂訓は完全に至る道を示す道しるべである。

B.完全はこの世の生涯から始まる。

C.究極の完全は神になることである。

学習資料

新約聖書読書課題

マタイ5－7；ルカ6：17－49

コース学習ガイド

第8章「あなたがたも完全な者となりなさい」

標準聖典

IIIニーファイ12-14ニーファイ人の記録は山上の垂訓

を理解する上でどのように役立つか。

Ⅲニーファイ27：27私たちはどのような人にならな

ければならないか。

エペソ5－6；コロサイキリスト教徒のあり方に関

するこれらの言葉は，山上の垂訓とどのように深い関

わりがあるか。

Iヨハネ;IIヨハネ;111ヨハネヨハネはなぜ従順と愛

の関係について述べたのか。

IIペテロ1:1-11ここに記された過程を経なけれ

ば，完成に到達することはできないだろうか。

ガラテヤ5:16－25パウロは霊の健康について何と述

べているか。

へブル5:11-14;6:1-6真実の基の上に立つだ

けで十分であろうか。

アルマ5：26－39私たちが神にまみえる用意をする

のを妨げるものは何か。

基本図書

「教え」p.51予言者ジョセフ・スミスは，完成への過

程をどのように分析しているか。

「教え」p.216私たちは神が住んでおられるところへ

行くためにはどのようでなければならないか。

「福音」2：79私たちは慈悲を得るためにはどのよう

にすればよいか。

「福音」1:163-65人はこの世で絶対的な完全に到

達することができるか。

「基督」pp.275-81祈りの言葉と祈り。

「基督」pp.288-89この世ではどのような完全に到達

できるか。

その他の資料

ブルース。R・マッコンキー,Doci7･majNe"Tesia-

77ze71tCo77z771efltαγy,1:127イエスは試しにあわれ

たか。

ブリガム・ヤング,Jouγ"Q/o/Djsco皿γses,11:173-

74私たちはサタンにどのように私たちの弱点を表わ

しているか。

教材

トランスペアレンシー

に与えられる祝福」

レッスンの提案

｢キリストのみもとに来る人々

あなたの人格の試し

2マイル行くこと（最初の1マイルは律法によって求め

られる)，反対の頬を向けること，上着を与えること，その

他山上の垂訓で求められていることは，私たちの生活をみ

じめにするために与えられたものではない。むしろそのよ
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うにすることによって，私たちは完全なキリストの愛を持

つことを妨げる敵対者から魂の自由を勝ち取ることができ

るのである。なぜならば，この愛を持つことは完全に至る

ために必要であり，日の光栄の幸福を得るための資格だか

らである。

この原則を説明する方法はたくさんある。バスケットボ

ールの試合で，70パーセントシュートを決めるためには，

練習時に何パーセントの確率でゴールを決めることができ

なければならないだろうか。また，自動車が普通の使用に

耐えられるようにするためには，その自動車にどの位の強

度を持たせなければならないだろうか。橋や高層ピルには，

どの位の強度を持たせることが必要だろうか。その他適当

な類推法を用いて説明するとよい。

2マイル行く人は，最初の1マイルについて不平を言わ

ないであろう。人生の泥沼を経験し，その中で力強さを身

につけた人は，少しばかりの苦難には負けない。このよう

な人はどのように素晴らしい生活を営むことができるであ

ろうか。

「あすのことを思いわずらうな」

マタイ6：25-34と1I1ニーファイ13:24-34を比較する。

(コース学習ガイド（8－7））ニーファイ第四書に基づい

て山上の垂訓を教えることは，末日聖徒にとってどのよう

な価値があるかを生徒たちに示す。

ニーファイ第四書の山上の垂訓が，マタイによる福音書

のそれと若干異なっているのはなぜか。両者では聴き手の

構成はどのように異なっているか。（Ⅲニーファイ13：25

-14:],ならびにマタイの相応する箇所参照）どのよう
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に完全になっておられるだろうか。王国はすでに来ていた

であろうか。

質問と討論

公衆の面前で自分はさも祈りをしているかのような態度

で祈る人は，何のためにそれをするのだろうか。（マタイ

6：5参照）

あなたは人の目につかない所で，どのように秘かに祈る

ことができるだろうか。あなたは目を開けたまま祈ること

ができるであろうか。神はどのようにして秘かに祈る人を

目にし，その祈りを聞かれるであろうか。（マタイ6：6

参照）

「三郎が行なったことは悪いことだ｣とあなたが言ったと

する。もしもあなたが三郎と同じことを行なったならば，

そのことで裁きの法廷において責任を負わなければならな

いであろうか。（マタイ1:1-5,特に2節参照）

その他同様の質問を幾つか挙げるとよい。質問をする時

は前もってその目的を考えておき，討論を展開するのに役

立たない解答を導き出す質問はしないようにする。

議論が起こりそうになったら，次のように言うとよい。

「お互いの解釈の基準について論じ合うことは適当ではあ

りません。山上の垂訓は皆さんのために与えられたもので

す。皆さんはそれぞれみたまを求め，キリストが言おうと

しておられる真の意味を理解するように努めなければなり

ません。では次の要点に進みましょう。」



9

「わたしの父の

みこころを行う者」

テーマ

戒めに従うことにより，私たちはキリストを父とし，私

たち自身，息子，娘となることができる。

テーマの分析

A.イエス・キリストを拒むものは，サタンを父に選ん

でいる。

B、私たちは戒めに従うことにより，キリストを父に選

ぶことができる。

学習資料

新約聖書読書課題

マタイ8:5-13;11:2-24,28-30;12:22-50;マ

ルコ3：22－35；ルカ7:1-50;8:1-3,19-21

コース学習ガイド

第9章「わたしの父のみこころを行う者」

標準聖典

へブル12：9パウロの言う「肉親の父」とはだれのこ

とか。たましいの父，霊の父とはだれのことか。

教義と聖約84:31-34忠実な神権者はどのような点で

モーセの息子，アロンの息子であるか。

モーセ6：68神の霊の子供たちはどのようにして神の

永遠の息子，娘となることができるか。

モーサヤ5：7－1Oイエス・キリストにより神の息子，

娘として生まれる人々について，ここでは何と言われ

ているか。

教義と聖約29：43－45人々はだれから「報い」を受け

るか。

アルマ5：38－42人はどのようにして神の子または悪

魔の子となるか。

基本図書

「教え」pp.51-52私たちは神の王国のすべての事柄

においてどのように神と等しくされているか。

「教え」p.331昇栄を得るためにはすべての儀式に従

わなければならないだろうか。

「教え」pp.346-47昇栄への進歩の過程。

「救い」2：33－52私たちはどのようにして神の息子

となることができるか。

その他の資料

ジヨセフ・フイールデインク・・スミス,TαルeHeedio

Yow･sej"espp､345-48

レッスンの提案

討論と聖句の分析

A.マタイ12:46-50を生徒たちに解釈してもらう。イ

エスは母マリヤとその他の家族を拒絶されたのだろう

か。

弟子や母，兄弟たちはどうであろうか。

イエスはここでどのような家族関係を強調しておら

れるだろうか。肉親の家族だろうか，それとも霊の家

族だろうか。

肉体の誕生によって築かれた家族は，私たちに永遠

の生命を保証するであろうか。

あなたの父はだれか

ヨハネ8:31-44の聖句に基づいて討論を展開し，霊の

父と肉親の父について話し合う。その際，次の質問を用い

て討論を活気づけるとよい。

l.肉体の子供であるということはどのような意味を持

つか。（親から生まれる。親の助けと援助を受ける。

親の名前を受け継ぐ。両親への帰属意識を持つ。そ

の他）

2．神の息子となることは，キリストのみ名を身に受け
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3

4

る聖餐の誓約にどのように関係してくるか。

救い主はあるユダヤ人たちのことをサタンの子であ

ると言われた。それはなぜか。

悪魔の子供であるという意識を持っている人がいる

とする。彼は父親についての概念をどのように変え

ることができるだろうか。すなわち，自分が神の息

子であるという思いをどのようにしたら抱けるだろ

うか。

神の息子，娘になるという教義上の聖句に基づいた分析

この教義を考える時に，次の聖句が役立つであろう。

IIニーファイ2:26-27予言者リーハイによると，私

たちはふたつの選択の一方しかｲ丁なうことができない。

これらふたつの選択とは何か。蹟い主に従わなければ，

だれに従うことになるか。

ローマ6：16－18正義の律法に従おうとする時には，

だれの僕になるか。

教義と聖約84：35－38私たちの生活にイエス・キリス

トをどのように受け入れることができるか。主の僕を

受け入れるとはどういう意味か。

ルカ10：16私たちはどのようにキリストを選ぶことが

できるか。すなわち，どのように神を父として選ぶこ

とができるか。

モーサヤ27：23－27私たちはどのようにして神の息子，

娘となることができるか。

モーサヤ5：7－8イエス・キリストはどのような点

で私たちの父か。私たちはキリストの子供となる時に，

父の持てるすべてをキリストと共に受け継ぐ共同の相

続人となるにふさわしいだろうか。



10

「イエスは薑で

多くの事を語られた，

テーマ

イエスのたとえ話は，みたまに満たされている人々にと

って特別なメッセージとなる。

テーマの分析

A・イエスは様々な事柄をたとえ話で教えられた。

1．邪悪な人々はたとえ話を理解できない。

2．義人はたとえ話によって多くのことを学ぶ。

B.たとえ話を理解するには様々な鍵がある。

1．たとえ話の引き出された質問を調べる。

2．それぞれのたとえ話には価値あるメッセージが含

まれている。

3°たとえ話に用いられる用語には，特別な意味があ

る。

C.みたまを感じる人は，イエスのたとえ話を理解する

ことができる。

学習資料

新約聖書読書課題

マタイ9:35-38;10:1,5-42;11:1;14:6-13;

マルコ6：6－13，21－33；ルカ9：1－10；ヨハネ6

:1-4

コース学習ガイド

第10章「イエスは書で多くの事を語られた」

標準聖典

教義と聖約45：56－59賢い処女はいつ，どのように祝

福されるだろうか。

教義と聖約54：53－54この聖句は十人の処女のたとえ

話を理解する上でどのように役立つか。

教義と聖約86:1-7;101:65-66麦と毒麦のたとえ

話は，私たちの時代にどのように成就されるだろうか。

基本図書

「教え」pp.95-102,276-78ジョセフ・スミスは新

約聖書のたとえ話を理解するのに役立つ，どのような鍵

を与えているか。

「基督」pp.327-46たとえ話を解釈する時に，どのよ

うな間違いを犯さないようにしなければならないか。

教材

トランスペアレンシー「たとえ話の活用と目的」

レッスンの提案

黒板を使った分析

この課では黒板を最も効果的な教材として利用すること

ができる。たとえ話の分析の仕方には幾つかの方法がある。

そのひとつは，「たとえ話は……のようなものである」と

書くことである。次いで，たとえ話に似たものを幾つか列

記する。あらかじめ辞典を引いておくとよい。ジェームズ。

E・タルメージ著「基督イエス」p.352では，次のように

定義づけられている。「たとえ話一自然や人間生活に起こ

る実際の事件もしくは出来事に基づいた短い物語，もしく

は記述的な比嶮。通常道徳もしくは宗教上の教えを説く目

的で話される｡」

たとえ話の用語とその意味するもの

用語にとらわれて，中心概念すなわちメッセージを忘れ

ることのないようにしなければならない。黒板に用語とそ

の意味を列記する。種まきのたとえ話の場合，良い地の特

質を挙げ，また3種類の悪い地と良い地から得られた3種

類の収穫量を指摘あるいは列記するとよい。

黒板の表

種まきのたとえ話の表の書き方を練習しておくとよい。
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例えば，様々な良い地は次のように描くことができる。 相互参照

種まきのたとえ話には，私たちは現在救いの計画表と呼

んでいる表の中に見られる数多くの要素が含まれている。

ニーファイはIニーファイ8章でたとえ話を述べ,Iニー

ファイ15章でその解釈を下している。これは木，川，鉄の

棒の比嶮である。これは全体的に，また部分的に種まきの

たとえ話とどのように比較することができるか。生徒にこ

の話を表に描いてもらうとよい。リーハイの示現に出てく

る様々な人々（木の実を食べる人，建物の中にいる人，汚

れた水で溺れる人，禁じられた道に迷い込む人）はそれぞ

れ種まきのたとえ話のどの土壌にたとえることができるか。

良い地

良い地

良い地

倍
１
１

０
倍
倍

０
０
０

１
６
３１

従順

「わたしのこれらの言葉を聞いて行

うもの」（マタイ7：24）

悪い地一石地，いI

〈ことができるか。

いばらの地，乾燥した土地はどのように描
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｢わたしがつかわす者を受けいれる者は，

わたしを受けいれるのである」

テーマ

神権を所有し，それを尊ぶ者は，主の代表者である。し

たがって，主のみ使いとして受け入れなければならない。

テーマの分析

A.許可された方法によって正しく召されている人は，

主の僕として働くにふさわしい。

B.主の僕を受け入れる人は主を受け入れ，主の僕を拒

む人は主を拒む人である。

1．このことはイエスの時代におけると同じように，

今日にも当てはまる。

2．教会幹部と地元の指導者を支持しなければならな

い。

C.敬い，従うことによって主の僕を受け入れる。

学習資料

新約聖書読書課題

マタイ9:35-38;10:1,5-42;1l:1;14:6-

13；マルコ6：6－33；ルカ9:1-10;ヨハネ6:

1－4

コース学習ガイド

第11章「わたしがつかわす者を受けいれる者は，わたし

を受けいれるのである」

標準聖典

教義と聖約18:35-36主のみ声はどのようにして聞か

れるか。(IIニーファイ32:1-5をも参照）

教義と聖約68：2－4主は聖典を何と定義しておられ

るか。

教義と聖約84:36,88-89;99:1-4近代の僕たち

も古代の僕たちと同じように，イエスによって完全に

受け入れられるか。

教義と聖約1:14,38主のみ言葉と僕の言葉｡(ルカ

10:16参照）

IIニーファイ33:10-15ニーファイはキリストを心か

ら受け入れる人について何と言っているか。

イテル12:38-39モロナイはイエスについてどれほど

知っていたか。

モルモン7：8－9聖書の予言者を受け入れる人々は，

モルモン経の予言者を拒むだろうか。

ルカ16:28-31人々はなぜ予言者を拒むのか。

基本図書

「教え」p.74天の王国の扉を開くのはだれか。

「説教」pp.139-40使徒が召しをよく果たす時に何

が起こるか。

「救い」1：290もし私たちが使徒を拒むとしたら何

が起こるか。

「救い」3：137十二使徒は何を知らなければならな

いか。

ジョセフ・フィールデイング・スミス「大会」1972年4

月，「大会報告1970-72｣pp.321－22管理の鍵は

いつ授けられるか。

ハロルド。B・リー「大会」1972年4月，「大会報告19

70-72｣pp.328-30私たちは自分自身を律するよ

うになると何が起こるか。

スペンサー．W・キンポール「大会」1972年4月,pp･

359－62永遠の見地から見た使徒の継承。

「基督」pp.380-84十二使徒に与えられた責任。

「基督」p.493今日キリストを受け入れようとする

人には何が要求されているか。

その他の資料

ボイド。K・パッカーFollowtheBretheren"

Speec/iesoルノ,eyeαγ,1965年3月23日私たちは

なぜ生ける予言者に従わなければならないか。
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ブルース。R・マッコンキー,Dociγmα／Ⅳe@"Testa－

771e7'iCo77,77ze”αγy,1:857-58使徒は罪を赦す

ことができるか。

ブルース。R・マッコンキー,Docγ伽αINez"Testa－

771e"ICom77ze7,iαγ9,1:337ジヨセフ・スミスは

世とキリストに対してどのような立場にあるか。

教材

録音用資材「指導者に従う」（ボイド．K・パッカー）

－巻末の付録参照

レッスンの提案

僕とは（討論）

使徒の持つ権利について教える時には，あらかじめ目的

を明確にしておき，予想される質問への対処の仕方を考え

ておく。例えば，キリストの代理人はキリストと同じよう

に完全でなければならないかどうかという質問が考えられ

る。

かつてイエスが御父にそうであったように，使徒はいつ

完全な代理人であろうか。（ヨハネ3：34-35参照）また

使徒はいつただの人であろうか。（申命18：12参照）さら

に多くの質問をするとよい。目的が適切な質問だけを行な

うようにする。もし準備をよく行なうならば，みたまは助

けて下さるであろう。

もしも予曾者の時代に住んでいたならば

オルソン・プラットの時代以来，私たちの時代をペテロ

やパウロの時代と比較する方法がよく用いられてきた。例

えば，近代の予言者に関して，次のような質問をすること

ができる。イエスはペテロの時代のユダヤ人たちに，心の

中のみたまの証よりも確かな証として主の代理人であるペ

テロを受け入れるように期待されましたか。(IIペテロ1:

16-21参照）人々 はイエスをなぜ拒んだのですか｡（ヨハネ

3:18-21参照）新約聖書の時代のことを近代の状況にあ

てはめることによって多くの問題を扱うことができる。例

えば，パウロが彼を拒んだローマのユダヤ人たちについて

語ったことを参照するとよい。（使徒28：23-29参照）現

在のイエスの代理人たちを拒む人々も，ときどき互いに論

じ合っているだろうか。

くじを引く

ユダに代わる新しい使徒はくじによって選ばれたとよく

言われる。これが啓示に基づいたものであるという記述は

存在するだろうか。（使徒1:24参照）後任者を選ぶ近代

の方法から，くじを引くことは霊感に基づいた一致をもた

らす過程であったと言うことをどのように推論できるだろ

うか。（スペンサー．W・キンボール｢大会報告1970-72」

pp.359-62参照）

逸話による教え

主の僕が正しく受け入れられたことを告げる物語を知っ

ていれば，それを話すとよい。逸話を話すことは，神の神

権を正しく尊ぶことを教えるのに効果的である。例えば，

エズラ・タフト・ベンソン長老の父は家庭の夕べを開くよ

うにという大管長会の指示を家族に読んで聞かせた。それ

以来，ベンソン家では家庭の夕べが開かれるようになった。
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｢わたしが命のバンである」

テーマ

イエスは救い主として，イエスを受け入れるすべての人

人にとって命のパンである。

テーマの分析

A・イエスは，命のパンについて語られた時，御自分が

メシヤであることを宣言された。

1．イエスは私たち各人をそれぞれの必要に応じて祝

福し，助ける力を持っておられる。

2．命のパンについての話を聞いた当時の人々と同じ

ように，私たちもキリストのみもとに行くかどう

かの選択をしなければならない。

B.「命のパン」にあずかるために，私たちはすべての

点で主に依存していることを認識しなければならない。

1．神の予言者たちは，自分が完全に主に依存してい

ることを認識することによって大きな成功を収め

てきた。

2．私たちがキリストに力を求める時，キリストは物

質的にも霊的にも私たちを祝福して下さる。

学習資料

新約聖書読書課題

マタイ14:14-33;マルコ6:33-52;ルカ9:11-17;

ヨハネ6：1－71

コース学習ガイド

第12章「わたしが命のパンである」

標準聖典

ヨハネ15：1－8主の僕たちは力と成功をどの程度キ

リストに依存しているだろうか。

モーセ1:8-10モーセは自分が完全に主に依存して

いることをどのようにして認識したか。

アルマ26:11-12アンモンは自分の力の源は何である

と告げているか。

ピリポ4:13パウロはキリストの助けがあれば何をす

ることができると言っているか。

IIニーファイ4:17-34ニーファイは悲しみと失望に

遭った時，だれに頼ったか。

モーサヤ2:21-23;教義と聖約88:3-13私たち一

人一人はイエス・キリストにどの程度依存しているか。

イテル12：27私たちが完全に主に依存していることを

認識する時，どのような祝福が与えられるか。

基本図書

「基督」pp.393-404私たちはイエス・キリストの体

と血をどのように食べ飲むことができるか。

「教え」p.179キリストに従って生きる人々にどの

ような約束が与えられているか。

「福音」1:80-81私たちは主にどのような恩を受け

ているか。

「救い」1：127－28私たちはどの程度キリストに恩

を受けているか。

レッスンの提案

イエスは御自分がメシヤであることを宣言しておられる

(討論）

読書課題になっている出来事は，イエスが神より使命を

託された御方であることを証している。

5千人の人々を養われたこと，御自分を王にしようとし

た人々の前から退かれたこと，海の上を歩かれたこと，こ

れらはすべて最も大切な説教のひとつである命のパンの説

教の準備行為に過ぎない。これらの出来事について一つ一

つ話し合い，それぞれがイエスが神より遣わされたメシヤ

であることをどのように証しているか考えるとよい。
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教会の指導者は自分が主に依存していることを表明する

新たな召しに支持を受けて間もない教会の指導者の話を

引用するとよい。次に挙げるのはその一例である。

「この数週間，私は自分の限界を思い知らされ，自分の

力を越えた力と，人の知恵を越えた知恵と，今私を待って

いる問題についての霊の眼を，かつてないほどに天父なる

全能の神により頼んでいる自分を知ったのである。大管長

会と十二使徒定員会によって選ばれ，今教会の神権者たち

とこのタバナクルに集まった教会員と，ここ以外の場所で

この聖会に参加している信仰篤い大勢の人々から支持を受

けた職も，神の助けがあってこそ，私に果たし得るのであ

る｡｣(ハロルド．B・リー「大会」1970年4月,｢大会報告

1970-72｣p.33)ほかに聖典や近代の予言者の言葉から

どのような例を見いだせるだろうか。

黒板を使った説明

次のような図を使い，私たちがキリストからどのように

して力を得ることができるか説明するとよい。

私たちの目標私たちの現状イエス私たちとイエスの

隔たりを満たす方法

完全 不完全 完全

私たちが救い主に従って生活をする時,主はその隔たりを

満たして下さる。

以下の聖句を使って表を完成させる。マタイ5：48；Ⅲニ

ーファイ12：48；イテル12：27；教義と聖約93：19－20
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人を汚すもの

テーマ

心の清い人には天の力を引き出す信仰がある。

テーマの分析

A.まことの正義は心の中の望みと思いの問題である。

B.思いと望みは，私たちの心を正義におくように心か

ら努力することによって制御することができる。

C、天の能力は正義の原則によってのみ支配される。

学習資料

新約聖書読書課題

マタイ14:34-36;15:1-39;マルコ6:53-56;7

1-37;8:1-10;ヨハネ7:1

コース学習ガイド

第13章「人を汚すもの」

標準聖典

教義と聖約121：34－37天の能力は何の原則に基づい

て人に与えられるか。

詩篇24：3－4主のみ前に恐れなく立つためには何が

必要か。

ローマ8：6霊的なことに心を配ることはなぜ必要かb

ピリピ4：8－9私たちはどのような思いに注意を払

わなければならないか。

モーサヤ4：29－3O私たちの思いを改善することはど

うして大切か。

テトス1：15情い人にはどのような祝福が与えられる

か。

教義と聖約132:52情<ない者には何が起こるか。

基本図書

「赦し」pp.109-10思いと行ないの間にはどのよう

な関係があるか。

「教え」pp.226-27神に従って生きるためには，ど

のように清くなければならないか。

「基督」pp.406-10イエスはなぜパリサイ人のこと

を怒られたのか。

ボイド。K・パッカー「大会」1973年10月，「大会報告

1973-75｣pp.82-85私たちは思いをどのように

して制御することができるか。

その他の資料

マリオン・G

pp､260-73

意味か。

レッスンの提案

ロムニー,LookioGod(z7,dLi"e,

手を清め，心を清くすることはどういう

私たちの人格は私たちの心の思いによって決まる

このレッスンは実際のものを使って行なう。手鏡を手に

とり，私たちの容貌を見るのに鏡がどれほど有用かを指摘

する。鏡やその他反射するものがなければ，私たちは自分

の容貌を知ることができない。

私たちの霊の状態，すなわち人格を映し出すものは何か

あるだろうか。私たちの思いや会話が人格を実際に表わす

ものであるという考え方を実証する証拠が，何かあるだろ

うか。

人の普段の思いと言葉と，習慣的な思いと言葉との間に

区別があるだろうか。もしあるとすればそれは何か。

黒板を使った討論

純粋な思いを持って行動することはどのように大切か。

以下の聖句に基づいて話し合うとよい。

マタイ12:36「無益な言葉」とは何か。
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アルマ12:14裁きの日に，私たちは，神が私たちを正し

く評価しておられることをどのような態度で心の中に受

け止めるか。

教義と聖約1:3;88:108-10私たちのすべての罪悪

と秘密の行ないが，裁きの日に公にされるということを

知ったならば，それは私たちの生活にどのような重要性
を持つか。

教義と聖約121:34-37私たちはなぜ心が清くなければ

ならないか。ある人々は神から大きな力を得ているのは

なぜか。（コース学習ガイド第13章の「考えるヒント」

を参照）

マタイ5：29－3O私たちは悪い環境の下で汚れのない状

態のままでいられるだろうか。本章の霊感訳聖書を参照。

私たちについても同じことが言える。私たちは心を

許すものによってのみ汚されるのである。しかし，

ピンと同じように霊のブタをしっかりとすれば，い

かなる悪も私たちの心の中に入って来ることはない。

これはどのようにすればできるであろうか｡ボイド。

K・パッカー長老は，私たちの思いをよく制御する

方法について述べている。

4

「多くの人々は心の中に，家の建っていない町角の

空地のようなものを抱いて生活していると思う。そ

の空地は多くの事柄のために利用される。子供たち

が遊びに出かけるのにそこを通り，人々が往来し，

また時には自動車がそこを近道として利用すること

もある。空虚な心はこのような状態にある。だれで

もそこを通ることができるのである。しかし私はも

うそのような心を持っていない。『通り抜け禁止』と

いう立て札をその角地に立てて，見守っているので

ある。私は不法な者が一足でもそこに立ち入るのを

許さない。もしもそのような不法な思いが心の中に

入ってくるとしたら，それは侵入者である。無許可

で入ってくるちん入者である。しかし私は，主から

下される霊感には，無条件に，何の心配もなく喜ん

で心を開く｡」(『苦難の時代の教師へ』｢教会教育者の

務め」p.61)

私たちは汚れた世の中で汚れのないままに生活することが

できる

以下の方法を用いて教えるとよい。

透明のコップに水を半分満たし，それぞれのコップ

の水に色をつける。赤色，青色，緑色，黄色。それ

ぞれのコップに次のようなラベルをはる。赤色一不

死不滅，青色一不正直，緑色一物質欲，黄色一麻薬。

透明の小さなブタのあるピンに水を満たす。

その小さなピンをそれぞれのコップの水の中に沈め，

ピンを色のついた水の中に沈めてもピンの中の水に

は色がつかないことを指摘する。すなわち，ピンを

色のついた水の中に沈めても，ピンの中に色の水が

入らない限り，ピンの水は澄んでいる。

1

２
３

人は自分がそれを選ぶ時にのみ汚れ，またキリスト

の助けがあれば人の悪い環境の下にあっても邪悪に

染らずにすむということについて証を述べるとよい。

5
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キリストの変貌

テ ーマ

変貌の山でペテロとヤコブとヨハネは，イエス・キリス

トの栄光を目にし，聖なる訪問者たちから神権の鍵を受け

た。これらの鍵は現在この教会にある。

テーマの分折

A.キリストの変貌とそれに伴う一連の出来事は，キリ

ストが神の御子であり，啓示が現実にあることをペテ

ロとヤコブとヨハネに証した。

B.変貌の山における出来事はひとつに，管理使徒たち

に神権の鍵が託されたところに意義がある。

C.神権の鍵とは，教会における神権の活動を管理し，

導く力である。

D・この世の事柄に関わるすべての神権の鍵は，教会の

大管長が所有している。

学習資料

新約聖書読書課題

マタイ16:1-28;17:1-27;18:1-35;マルコ8:

10－38；9：1－42；ルカ9:18-62;10:1-16

コース学習ガイド

第14章「キリストの変貌」

標準聖典

マタイ17：1－9変貌の山で何が起こったか。

教義と聖約63：20－21変貌の折に，ほかに何が起こっ

たか。

ルカ9:28-36;IIペテロl:16-19;IIIニーファイ28:

13-17変貌に関するさらに詳しい説明。

マタイ16:16－19救い主は神権の鍵の活用についてど

のように述べておられるか。

教義と聖約81:2王国の鍵を常に所有するのはだれか。

教義と聖約27:12-13;llO:11-16神権の鍵はどの

ようにして，だれによって現在の神権時代の指導者に

与えられたか。

基本図書

「基督」pp.429-38変貌。

「福音」1：168－69神権の鍵とは何か。

「救い」3：113－18神権の鍵の回復。

ジョセフ・フィールデインク．・スミス「大会」1972年4

月，「大会報伽970-72｣pp.321-22神権の鍵は

今日この教会にある。

その他の資料

ブルース。R・マッコンキー,Doctγmα/Net"Tesia－

771e71iCo77177ze城αγy,1:399-400｡

ブルース。R・マッコンキー,MormO7zDociγ加e，

pp.411-131掴の鍵。

レッスンの提案

神権と鍵（討論）

神権の鍵と神権との関係を生徒たちに蝿解させるために，

息子に新しい車を買い与える父親の話をするとよい。その

車を走らせるためには何が必要か質問する。（自動車の鍵）

鍵は神権を行使するのにどのように役立つか。一台の自動

車に複数の鍵が使われることがよくある。それはどうして

か。なぜ神権にも多くの鍵がなければならないか。（教義

と聖約128:21)

啓示一教会が築かれる基となる岩（説明）

黒板に次の言葉を書くか，生徒に配布資料を渡すように

するとよい。
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「イエスはその教えの中でこう述べておられる。『わた

しはこの岩の上にわたしの教会を建てよう。黄泉の力も

それに打ち勝つことはない｡』何の岩であろうか。啓示の

岩である｡」（ジョセフ・スミス「教え」p.274)

以下の方法を用いて啓示についての要点を説明するとよ

い。

／ 父、 ▼
三角形1－神に導きを三角形2－人と交流を持とうと

求める人を表わす。する神のみこころを表わす。

、ご／/父、

(マタイ7：7－8参照）（マタイ7:11参照）

率
複合三角形一啓示を表わす。

（マタイ16:18;ヤコブ1:5参照）

教会への啓示はだれを通して与えられるか。（孝

約107:91-92参照。霊感訳ヨハネ1:42も参照）

(教義と聖
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｢わたしは世の光である」

テーマ

キリストの光は，神の王国か，霊的な暗黒かをはっきり

と選ぶ能力を人類に与える。

テーマの分折

A.キリストの光は，万物の中にあり，万物を貫いてい

る。さらにこの光は，その影響力を受け入れるすべて

の人々がさらに光と真理を受けることができるように

助ける。

B.救い主に従う人は闇の中を歩くことがなく，永遠の

光を受けるであろう。

1．救い主に来ない人々は，自らの罪のうちに死ぬ。

2．救い主に来る人々は，彼らに永遠の自由をもたら

す啓示された真理を受ける。

C.人々は永遠の生命を選ぶこともできるし，束縛と死

を選ぶこともできる。

学習資料

新約聖書読書課題

ルカ9:51-56;ヨハネ7

1-41;10:1-21

2－53；8：1－59；9

コース学習ガイド

第15章「わたしは世の光である」

標準聖典

教義と聖約88:6-13キリストの光はどうして万物の

律法であり，命であるのか。

IIニーファイ2:26-27人々に究極的に許されている

選択事項はふたつある。それは何か。

教義と聖約93:31人が罪を宣告される理由は何か。

教義と聖約93：39人々はどのような時に光と真理を失

うか。

教義と聖約1:33人々は以前に受けていた光さえ失う

ことがあるか。

教義と聖約88：63主に近づく人々に対して，主は何を

約束しておられるか。

教義と聖約11:11-14みたまは何に導き，何を行なう

か。

教義と聖約88：66－67；84：45－47人が光に逆らわな

ければ，どのような結果がもたらされるか。

教義と聖約50：23－25人は光と真理を受けることによ

ってどのように完全になるか。

アルマ19：5－6全き光を受け入れる人に，どのよう

な影響が及ぶか。

1I1ニーファイ18:24私たちは何の光を輝かせなければ

ならないか。

基本図書

「基督」pp.461-89盲人として生まれた理由は何か。

「教え」p.49自由意志と「自由な独立心」との間に

はどのような関係があるか。

「教え」p.187悪魔は人に悪を行なうよう強いるこ

とができるか。

「箇条」pp.67-73,90,626-27人の権利の基は何

か。

「救い」1：49－54聖霊とキリストの光との間にはど

のような関係があるか。

「救い」1：57－60，63，67－68自由意志がなければ

救いがないのはどうしてか。

「福音」1：64－68神は自由意志を正しく行使する人

に，どのような祝福を与えて下さるか。

「説教」pp.223-37従順と不従順の及ぼす影響。

「赦し」pp､228-29不従順な人はどうしてすべての

光を失うのか。
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その他の資料

ブリガム・ヤング,Jotjγ刀α/o/Djsco"rses,16:74

－75良い羊飼いの声を知る方法。

教材

録音用資料「過去，現在，未来からの声」（スペンサー

W・キンボール）
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レッスンの提案

みたまの光に近づくのも，闇に近づくのも，すべて

選択の結果である

すべての選択は，善かれ悪かれ，主のみたまを受ける私

たちの能力に影響を及ぼす。したがって’，選択はごくささ

いなものであっても重要である。このことを教えるために，

一本の細い棒は容易に折ることはできるが，それを何本か

束にすると折れなくなることを実演する。人間の一つ一つ

の行為は独立していない。したがって，それはその人の人

となり，あるいはその人の将来の姿に影響を及ぼす。

選択はその人をみたまの光か，さもなければ闇に導くこ

とを指摘するもうひとつの方法として，聖句の分折を用い

る。黒板に以下の聖句を列記する。

マタイ12:30;ルカ11:21-26;IIニーファイ2:27-

29；10：23；ヒラマン14:31;アルマ34:34

聖句を列記した後，次の質問をする。人が選択するもの

にはふたつある。それは何か｡生徒たちに上記の聖句を分折

し，答えを挙げてもらう。このことから討論をさらに展開

し，この世で自由意志を正しく使うことの大切さについて

話し合うとよい。

光と真理は主のみ声に従うことによって得られる

主に従うことによって，私たちは光と真理を受けること

ができる。この概念を導入するために，パレスチナ人の羊

の飼い方と，主が御自身を良い羊飼いと呼ばれたことにつ

いて復習するとよい。コース学習ガイドの(15-6)を生

徒と共に復習するとよい。以下の引用文を使ってもよい。

「ハートレイ著『ギリシアとレバント（地下海東部沿岸

諸国）における調査』&Reseαγc/Zesj7zGreece(z"dt/ze

LeUa脈'p.321には，ヨハネ10:1-16の情景をはっきり

と告げる記述が見られる。『昨夜ヨハネ10:3の言葉が私

の目にとまり，私は雇人に，普通羊に名前を付けるものか

どうか尋ねた。すると彼は答えた。「名前を付けます。そし

て,羊は羊飼いから名前を呼ばれればついて行きます｡」今

朝，私はその言葉を裏づける現場を目にすることができた。

私は羊の群れが近づいて来た時，羊飼いにその同じ質問を

した。すると帰って来た答えは同じであった。そこで私は

彼に羊を一頭呼んでくれるように頼んだ。羊飼いが名前を

呼ぶと，一頭の羊が牧草と仲間を後にして，すぐに羊飼い

のもとに駆けてきた。私はこのように従順な動物をこれま

でに見たことがない。また，「他の人には，ついて行かな

いで逃げ去る」という記述も確かである。羊飼いから聞い

たところによると，彼の羊の多くは野生であり，まだ名前

も知らない。しかし名前を教えれば，必ず羊は自分の名前

を覚えると言うことであった｡』」（ウィリアム・スミス，

S77Zjt/Z'SBi6JeDjC"071αγy「スミスの聖書辞典｣）

福音に反する考え方を説いた新聞記事と，福音の教えを

生徒たちの前で読み上げる。人口爆発や女性解放運動に関

する記事が一例として考えられる。そして次のように尋ね

る。羊はこのように多くの声の中から主のみ声をどのよう

に聞き分けるのだろうか。1971年4月総大会のスペンサー。

w・キンボール長老の説教が役立つであろう。（｢大会報告

1970-72｣pp.166-69)次のように質問するとよい。「羊

飼いの声とは何ですか。羊はそれにどのように応じますか｡」

討論に次の聖句を用いるとよい。教義と聖約88：66；93：

26;18:34-36
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ふたつの大切な戒め

テーマ

救い主は，まず神への純粋な愛，次いで他のすべての人

人への純粋な愛を深めることの重要性を説かれた。

テーマの分析

A.キリストの純粋な愛を持つことが，昇栄を得る必要

条件である。

l.キリストの純粋な愛とは，キリストと同じように

神と他の人々に対して抱く心からの愛である。

2．この愛を強くする能力は，みたまによって与えら

れる。

B.私たちは心を尽くし，精神を尽くし，思いを尽くし

て神を愛する時，自分の救いの基を据えていることに

なる。

1．私たちは神を心から愛する時，神は私たちの生活

の中で最も大切な御方となる。

2．神に喜ばれる事柄を行なう時，神に対する愛を表

わしていることになる。

C.もし私たちが神を心から愛するならば，隣人に対し

ても慈愛を抱くであろう。

1．神を愛していると言いながら，隣人に愛を示さな

い人は自分自身を欺いている。

2．キリストと同じように，愛の気持ちを抱く時，私

たちはすべての人々の霊的な福利に大きな関心を

払うようになる。

学習資料

新約聖書読書課題

ルカ10:17-42;ll:1-54

コース学習ガイド

第16章「ふたつの大切な戒め」

標準聖典

モロナイ7：44－48愛とは。

Iニーファイ11:8-23リーーハイの見た木は何を意味

するか。

ヨハネ3:16-17御父はなぜ御子をこの世に送られた

のか。

マタイ26：36－42救い主は御父にどのような方法で深

い愛を示されたか。

ヨハネ15:12-13救い主は第一の大切な戒めだけでな

く，第二の大切な戒めについても模範を示されたか。

Iコリント13:1-13キリストの純粋な愛の特徴は何

か。

IIニーファイ4:21救い主に従うことによって，この

完全な愛を強くすることができるか。

Iヨハネ2:9-11;3:14-17神を愛することと隣

人を愛することとの間にはどのような関係があるか。

基本図書

「教え」p.9完全な愛。

「教え」pp.240-42愛についてのジヨセフ・スミス

の経験。

「説教」pp.271-75実際の愛の示し方。

「箇条」pp.719-21愛は律法の成就である。

レッスンの提案

聖典にある慈愛を深くした人々の例

この世でふたつの大切な戒めを実際に守った人々の例を

黒板に書くか，配布資料にして配る。

l.アブラハム。創世22:15-18アブラハムはなぜ主

から豊かに祝福されたか。

2．エジプトのヨセフ。創世39：7－9ヨセフはなぜ

罪を犯さずにすんだか。

3．ルヅ。ルヅl:14-17私たちはルツがしゅうとに

示した愛から，何を学ぶことができるか。
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4．ダビデとヨナタン。サムエル下1：23－27これら

ふたりの若者の深い友情の源は何であったか。

5．ステパノ。使徒7：55－60ステパノはどのように

救い主の模範に従い，愛を示したか。

6.IIニーファイ4:21ニーファイにどのように愛が

注がれたか。

7．イノス。イノス9－11神の愛を味わった後，イノ

スは何を考えたか。

8．モロナイ。モロナイ10:1,4モロナイはなぜ身

を隠したか。モロナイはなぜ記録を書き残したか。

9．ジョセフ・スミスとハイラム・スミス。教義と聖約

135：1予言者ジョセフ・スミスとその兄ハイラ

ムはなぜカーセージで自分の命を捧げたのか。

10．救い主。ヨハネ15:12-13;Iニーファイ19:9

救い主はどのように完全な愛の模範を示しておられ

るか。

なぜ神への愛が第一の戒めかぜ神への愛が第一の戒めか（討論）

以下の質問をすることにより，救い主がふたつの大切な

戒めに順位をつけられた理由を生徒たちに理解させるとよ

い。

l.愛の源はどなたか。(Iヨハネ4:7-10参照）

2．人が互いに対する愛を完全なものとすることができ

るように力を添えて下さる御方はどなたか｡(IIニー

ファイ4:21参照）

3．神を愛しながら，神の子供たちを愛さずにおられる

であろうか。(Iヨハネ4:19-21参照）

4．第二の戒めを第一にしたならば何が起こるか｡(ロー

マ1：25-30参照）

5．イエスはマタイ10：37で何を言おうとされたのだろ

うか。

慈愛

慈愛に関してコース学習ガイド第36章の資料を参照する

とよい｡｢注解｣(36－3）を参照する。また「考えるヒント」

の後半の部分も参照する。

（注：上記の資料を使う場合，第36章の学習の効果を薄

れさせないように注意しなければならない）
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多く与えられるものは，

多く求められる

テーマ

まことの弟子であろうとする者は，主の教えに従うため，

自分の望みをも進んで犠牲にすることが必要である。

テーマの分析

A.まことの弟子は，献身的な学徒であり，誠実な従者

であり，主を模範にして生きようと努める人である。

B.キリストは弟子たちに世の誘惑から離れ，進んで神

の王国の原則に従って生活するよう求めておられる。

学習資料

新約聖書読書課題

ルカ12:1-59;13:1-35;ヨハネ10:22-42

コース学習ガイド

第17章「多く与えられる者は，多く求められる」

標準聖典

モーサヤ3:18-19まことの弟子となるためには，主

とどのような関係を保たなければならないか。

モロナイ10：30－33キリストの弟子はどのように清め

られ，完全なものとなることができるか。

マタイ16：25-29霊感訳人は救い主を受け入れるため

に何を否定しなければならないか。

教義と聖約117:12－13オリヴァ・グレンジャーは何

を行なうことで，主の弟子としてのその名を覚えられ

るようになったか。

基本図書

「基督」pp.522-23キリストの弟子になりたいと望

む者は，救い主の要件に対する自らの誠実さを試され

る。

その他の資料

ｱｲバン･』･バﾚｯﾄ,JOSep/lS771"/'Q7'dtﾉle

Restoγα〃o",pp.392-93デビツド。W・パツテン

の死

レッスンの提案

イエス・キリストは深い意味をもって「弟子」という言葉

を与えられた

私たちはイエス・キリストの行ないから，弟子の役割に
ついてどのようなことを学べるか。

イエス・キリストの弟子となる方法

1．ペテロ，アンデレ，ヤコブ，ヨハネは弟子として召

された時に，すぐにその召しに応え，生涯犠牲を捧

げた。これは弟子となるための良い模範である。(マ

タイ4:18-22参照）

2．主は今日も自分の網を捨てて，主に従うように弟子

たちに求めておられる。質問：自分の網を捨てると

はどういう意味か。その網は何にたとえられるか。

主の弟子となる時に払う代価（黒板を使った討論）

弟子となる時に代価を払わなければならないことを告げ

る聖句について，生徒たちに検討させる。（ルカ14:25-

33参照）生徒たちの気づいたことを黒板に簡単にまとめる。

キリストは人間関係を大切にしておられる。

l.マタイ10:32-39福音は友だちや家族を結ぶか，

さもなければ分かつ。

2．ルカ9：57－62だれもふたりの主人に兼ね仕える

ことはできない。

3．マルコ8：34－38まことの弟子はキリストのため

に喜んで大きな犠牲を払おうとする。

弟子になろうとする人は代価を払わなければならないこ

とを聖句から説明するとよい。（例えばパウロ）次いで次

の質問をする。「今日弟子としてどのような模範が見られま
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すか。今日の世で，救い主に従うとはどういう意味ですか。

新しい改宗者が弟子として直面する試しにはどのようなも

のがありますか。

弟子の責任責任（討論）

イテル4:10-12聖典を信じたいと望む人々は，

それが真実であることをみたまによって知るであろ

う。

ヨハネ8:31;13:35;15:4-8主の戒めを守

1

2

り，お互いに愛し合う人々は主の弟子である。

3．教義と聖約84:87-91弟子は主の僕のメッセージ

を喜んで受け入れ，自らの必要を満たそうとするこ

とから見いだされる。

イエスは弟子となるための代価を払おうとする人々に，

どのように大きい祝福を約束しておられるか。（｢その幾倍

もを受け，また永遠の生命を受け継ぐ．であろう」〔マタイ19:

29,27-28節をも参照〕）
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「わたしと一緒に喜んでください。

いなくなった羊を見つけましたから」

テーマ

キリストの弟子はいつも人々に愛と関心を持つ。

テーマの分析

A.イエスはたとえ話を用いて神の子供たち一人一人が

大切であることを教えられた。

B.今日，イエスの弟子たちは，兄弟，姉妹たち一人一

人の救いに心を配らなければならない。

学習資料

新約聖書読書課題

ルカ14：1－35;15:1-32;16:1-31;17:1-10;

ヨハネ11:1-54

コース学習ガイド

第18章「わたしと一緒に喜んでください。いなくなった

羊を見つけましたから」

標準聖典

教義と聖約18:10各人は神にとってどれほど大切か。

モーサヤ18：8－9私たちは何を行なうと誓約したか。

モーセ1：39神の子供たちに対する神の望みは何か。

マタイ7:7-11主は主の子供たちを祝福し，繁栄を

もたらすことにどれほど心をくだいておられるか。

ルカ15：4霊感訳この節は欽定訳をいかに明らかにし

ているか。

基本図書

「教え」pp.240-41人は正義の原則に従うようにな

れば，その程度に応じて，打ち沈んだ人に思いやりを

示すようになる。

「赦し」pp.317-19放蕩息子のたとえ話。

「基督」pp.523-30これらのたとえ話は，神の子供

たち一人一人に対して抱いておられる愛をどのように

示しているか。

その他の資料

フランクリン。D・リチャーズ「大会」1976年10月,｢聖

徒の道」1977年2月号pp.47-49私たちはあまり教

会に活発でない人に，どのように手を差し伸べること

ができるか。

マリオン。D・ハンクス「大会」1976年10月，「聖徒の

道」1977年2月号pp.64-66私たちはどのようにす

れば，まことの弟子となることができるか。

ブルース。R・マッコンキー,DoctγmaJNet"Tesia-

77ze71iCo77z77,e航αγ",1:507-12これら3つのた

とえ話はおもに何を教えているか。

レッスンの提案

私たちは人々に責任を負っている（討論）

物語によって，失われたもののたと,え話のメッセージを

説明するとよい。マリオン．D・ハンクス長老がドナとい

う名前の少女について語った話「一粒の種にはリンゴがい

くつあるか」（巻末の付録）を使うとよい。また，上記の

原則を説明するのに助けとなる自分自身の体験について話

してもよい。他の教会員を助けて活発にするように努力を

することの大切さを強調するために，幾つかの質問をする

とよい。ハンクス長老の話を用いる場合は，次のような質

問をする。

l.ドナの話はどのたとえ話を象徴しているか。

2．彼女が道を踏み誤まるのを助けた人がだれかいたか。

3．私たちは将来，助けたことができたはずであるのに

実際には助けなかった人々について責任を負わされ

るだろうか。マタイ25：31-40参照

4．ある人には霊的な問題があるという事実を気づかせ

てくれるしるしとして，どのようなものがあるか。

（これらを黒板に列記するとよい）
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5．これらのしるしに気づいたら，問題を抱えている人

人を助けるために何をすることができるか。

黒板を使った説明

失われたもののたとえ話に関して，コース学習ガイド第

18章に記された記述を強調するためにこの説明を用いると

よい。または，教師が任意に選んだものを使ってもよい。

対象となる人々

迷 っ た 羊 一

次第

人々

42

に離れていった

人々を強める方法

理由
キリストの弟子が助け

ることのできる方法

1．同年代の人々か 1．活発な末日聖徒にこの人

らの圧力。 をフレンドシップしても

2．その他。 らうよう特に配慮する。

2．ホームティーチャーが心

を配り，助けるための特

別な努力をする。

3．その他。

対象となる人々 理由
キリストの弟子が助け
ることのできる方法

失った銀貨一 1．人々から関心を 1．「少し変わっている」と

無視された人々 払われない。 思われる人々をフレンド

2．その他。 シップする。

2．その他。

放蕩息子一
1．世の事柄に心を 1．愛を示し受け入れるよう

声に従わない人々
引かれる。

2．その他。

にする。

2．その人のために祈る。

3．その他。



■9
「一〃力何がほ、|↓

足りないのでしょう」

テーマ

完成への道を歩むためには，祭壇の上にすべてのものを

残して主のみ業に従事することが大切である。

テーマの分析

A.イエスは，決心されたことを確実に果たした最高の

模範者たる御方である。主は御自身のことを後回しに

して，まず御父に仕え，次いで御父の家族のために働

かれた。

B.救い主の弟子は，主の模範に従って生活し，神に仕

え，神の子供たちのために働くようにしなければなら

ない。

C.神との誓いを守るように努める人々は完成への道を

歩み続けることができる。しかし，それを拒むものは，

永遠の進歩を遂げることができない。

学習資料

新約聖書読書課題

マタイ19:1-30;20:1-34;26:6-13;マルコ10:

1-52;14:3-9;ルカ17:11-37;18:1-4,15

－43；19：1－18；ヨハネ11：55－57；12：1－11

コース学習ガイド

第19章「ほかに何が足りないのでしょう」

標準聖典

教義と聖約64：34主は弟子たちに何と言っておられる

か。

ルカ14：25－33弟子たるものの必要条件。

ルカ17：5－1O私たちの信仰を篤くするための鍵は何

か。（第10節参照；教義と聖約58：26-29）

マタイ19:27-29主に心から仕える人々の受ける報い

は何か。

ヒラマン10:4-10忠実な僕に与えられた祝福。

アブラハム3：25富める若者と同じように，私たちも，

主にすべてを委ねるかどうかを試されるであろうか。

基本図書

「基督」pp.545-48富める若き統治者。

ブルース。R・マツコンキー「大会」1975年4月,｢大会

報告1973-75｣pp.339-41富める若者に関連して

述べられた犠牲と奉献の原則。

ブルース。R・マッコンキー「大会」1974年10月,｢大会

報告1973-75｣pp.252-55主のみ業で雄々 しくあ

ること。

ハロルド。B・リー「大会」1973年4月，「大会報告

1973-75｣p.71神に仕えるとは，神の聖徒たちを愛

し，彼らのために働くことである。

その他の資料

ブルース。R・マッコンキー,Doctγmα/MM"Testa-

77'e71iCo77z77ze7,tαγy,1:551-56救い主と富める若

者の対話に関する教義的な注解。永遠の生命を得るた

めには何が必要か。

レッスンの提案

「これによりて彼らを試し」（アブラハム3：25）

以下の概念について話し合い，救い主に対する私たちの

決意も富める若者と同様に試しを受けるはずであることを

強調する。（雄々しくあるように，というマッコンキー長

老の話について検討するとよい。基本図書参照）
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試される事柄

伝道

神殿結婚

純潔の律法

知恵の言葉

什分の一

教会における奉仕

安息日の遵守

食糧貯蔵

聖典の研究

系図

服装

予言者に従順であること

44

実際の生活 （私たちは劇的な出来事で試されるということはあまりな

い。むしろ日々のささいな事柄で大きな違いがでてくる。

救い主のために自分の命を投げ出すように求められる聖徒

たちはほとんどいない。私たちのほとんどは，福音に従っ

て生活するかどうかで試しを受ける）

「ほかに何が足りないのでしょう」（マタイ'9：20）

最も大きな罪は，いかなる人にも関心を払おうとしない

ことであると言われている。富める若者も恐らくその問題

を抱えていたのであろう。Iコリント11:28の聖句を使っ

て討論を展開するとよい。そして，生徒たちに「ほかに何

が足りないのでしょう」と自問させる。「赦しの奇跡｣(pp.

29-30）に挙げられた数々の罪について話し合うとよい。



20

勝利の入城

テーマ

聖なる市へのダビデの子の入城は，イエスがメシヤであ

ることの証であると共に，主が将来栄光をもって降臨され

ることを象徴している。

テーマの分析

A.イエスがエルサレムへ勝利の入城をされたことは，

メシヤであることのしるしであった。

B.エルサレムとその近郊に住む大多数の人々は，その

勝利の入城のもつ意義を理解することができなかった。

彼らの心にも生活にも，主を受け入れる備えができて

いなかったからである。

C.イエスを受け入れる準備ができていたのは，イエス

の忠実な弟子たちだけであった。

学習資料

新約聖書読書課題

マタイ21:1-13,17-27;マルコ11:1-33;ルカ19:

24－48；20：1－8；21：37－38；ヨハネ12：12－36

コース学習ガイド

第20章「勝利の入城」

標準聖典

マタイ23:37-39ユダヤ人の大多数は救い主を受け入れ

たか。彼らはどのような罰を受けたか。

ヨハネ3:16-2lイエスの降臨はユダヤ人を罰するため

であったか。

ⅡIニーファイ1：4－9すべてのニーファイ人は，主

を受け入れる備えができていたか。

ルカ14:15-20主を受け入れる備えができていなかった

理由。

教義と聖約38:30-31主の訪れを受けることができる人

人の持つ特質は何か。

モーサヤ15:11-18主の来臨に人々を備えさせるため，

今日のしゆるの葉を打ち振りながら主のみ前を行く人

はだれか。

基本図書

「基督」pp.589-93勝利の入城の意義。

「教え」pp.216-17個人と教会は救い主を迎えるため

どのような備えをしなければならないか0

教材

トランスペァレンシー「エルサレムへの勝利の入城から

ベタニヤヘ再び戻るまで」

レッスンの提案

王にまみえるため出て行きなさい（討論）

救い主がエルサレムに近づいた時，恐らくそのことが多

くの人に告げ知らされたことだろう。しかし，救い主が聖

なる市に入って来られた時，全宇宙の主を受け入れた人が

少なかったのはなぜか。当時の人々 はいろいろな理由で救

い主を拒んだ。その理由は以下に挙げる通りである。これ

らの理由について話し合い，また現在の状態に当てはめて

みるとよい。

1．多くの人々は実際に予言者たちを信じなかった。

ヨハネ5:45－47

2．ある人々は霊的な感受性を持たなかった。彼らは日

中でも闇の中を歩いていた。マタイ13:13-15

3．多くの人々は現実を直視していなかった。ヤコブ4：

14（ヨハネ9:22-41参照）

4．祭司の偽善売教と邪悪のために，救い主は拒まれた。

IIニーファイ10:5

5．多くの人々は不道徳に走り，みたまを受けることが

できなかった。マタイ12：39
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6．ある人々はこの世の物に心を奪われ，救い主のこと

を考える余裕がなかった。ルカ14:15-20

マタイ2:1-2

創世49:10；

マルコ10:46－49

マタイ2:11

ゼデキヤ9:9；

マタイ21:1-11

ヨハネ18:33－37

ヨハネ19:19－22

王としての誕生

王の家系

２
３

勝利の入城一王の王エルサレムに入りたもう（討論）

「王の王｣とは主の神聖な称号のひとつである。主は極め

て貧しい環境の下でこの世に来たりたもうたけれども，な

を王であることに代わりはない。主が王であることを立証

王への贈り物

王としての入城
●
●

４
５

王であることを認めたもう

王として十字架につけられる

イエス王の王として復活される

●
●
●

６
７
８

する次の聖句に基づいて，討論を展開するとよい。

王として迎えられる 黙示1:51．ルカ2：8－14
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2Ⅱ

｢偽善者よ，あなたがたは，
わざわいである」

テ ーマ

ひそかに行なう奉仕の行ないは偽善に勝る。

テーマの分析

A.イエスは最も重い罪のひとつとして，偽善な行為を

責めておられる。

B.偽善は背教の一形式であり，偽善者は唇をもって神

に近づくが，その心は神から遠ざかっている。

C・ひそかに行なう奉仕は，偽善を打ち負かす大きな助

けとなる。

学習資料

新約聖書読書課題

マタイ21:28-46;22:1-46;23:1-39;マルコ12:1-44;

ルカ20:9－47；21:1－4；ヨハネ12:37－50

コース学習ガイド

第21章「偽善者よ，あなたがたは，わざわいである」

標準聖典

イザヤ32:6偽善のもたらす結果は何か。

アルマ34:17-29アミュレクは偽善についてどのように

述べているか。

マタイ6:1-18誤った動機で正しいことをすることは偽

善の一形式だろうか。

Ⅲニーファイ13:1－18偽善はどのように克服できるか。

教義と聖約50:6－8偽善者はやがてどのようになるか。

モロナイ7:6－10主は悪い動機から正しいことを行なう

ことについて，どのように考えておられるか。

基本図書

「教え」p.303偽善者の状態。

N・エルドン・タナー「大会」1970年10月，「大会報告

1970-72｣pp.95-98末日聖徒が陥りやすい偽善。

教材

トランスペアレンシー「エルサレムに戻ってから最後の

晩餐まで」

レッスンの提案

イエスは律法学者とパリサイ人の偽善を非難された

レッスンに先立ち，卵のからに小さな穴を開け，中の白

味と黄味をとり出しておく。そして，クラスで生徒たちに

卵のからを見せ，そのからをどのように使えるか尋ねる。

答えを受けた後，卵のからを割って中味がないことを見せ

る。次いで質問する。イエスはユダヤ人の状態をどのよう

な言葉をもって述べられたか。答えは偽善である。

偽善という言葉の意味について話し合うとよい。

事例研究

偽善は，霊的な成長を妨げる重大な罪である。それはな

ぜか。次の事例について考えるとよい。あるいは，その他

現状にあった事例を紹介する。

1．良夫は成人向け映画を見た友達をいつも非難する。

しかし，彼自身そのようなテレビ番組を見ることや，

雑誌を読むのが大好きである。

2．伝道から帰った民夫は，大学に籍を置いた。長老定

員会の会長は彼にホームティーチャーとして働くよ

うに頼んだ。しかし民夫は，大学の勉強やクラブ活

動を理由にして時間がとれないといって断わった。

3．花江は，教会の人は皆偽善者だから，もう決して教

会には行かないと言っている。しかし，彼女自身も

知恵の言葉を守っていない。
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偽善に伴う問題（討論）

偽善に伴う問題について生徒たちと話し合うとよい。

48

偽善的になる傾向をどのように克服することができるか。

Ⅲニーファイ13:1－4参照

ひそかに人を助けようとすることは，偽善を克服するの

にどのように役立つか。

「考えるヒント」の終わりの項について生徒たちと共に

検討する。自己中心的な考え方についてのキンボール大管

長の話は，偽善を克服する上でどのように助けとなるか。

過去に犯した罪を悔い改めようと努めている人々も偽善

者だろうか。



22

｢あなたがまたおいでになる時，

どんな前兆がありますか」

テーマ

救い主の再臨に先立つ数々のしるしに気づく人々は，そ

の大いなる出来事に対する十分な備えができるであろう。

テーマの分析

A.主と予言者たちは，忠実な聖徒たちが主の再臨に対

する備えができるように，その再臨に先立つしるしに

ついて述べられた。

B.キリストの再臨の日時は私たちに知らされないが，

数々のしるしが現われることでその日の近いことがわ

かる。

C、福音に従い聖きみたまの導きを受ける人々のみが，

主の再臨に対する十分な備えを行なえる。

学習資料

新約聖書読書課題

マタイ24:1-51(ジョセフ・スミスl参照);25:1-46;

マルコ13：1－37；ルカ21:5-36

コース学習ガイド

第22章「あなたがまたおいでになる時，どんな前兆があ

りますか」

標準聖典

モーサヤ3:15キリストの最初の降臨と再臨に伴うしる

しと，ひながたと，予言はどのように述べられている

か。

教義と聖約43:29-34キリストの降臨について教会が教

える権限はだれが保有しているか。

教義と聖約45:37-40主はなぜ時のしるしを与えておら

れるか。

IIニーファイ25:9主は世の人々に世の滅びについてど

れほど頻繁に警告しておられるか。

教義と聖約1:12,36教義と聖約の「はしがき」によれば，

この最後の神権時代の大きな特権のひとつは何か。

教義と聖約34:7－9主の大いなる日はどれほど差し迫っ

ているか。

教義と聖約133:16-74これらの事柄が教義と聖約の｢付

録」で述べられているのはなぜか。

基本図書

「教え」pp.286-87救い主の再臨前に見られるしるし

の順序。

「救い」3:1－47時のしるしとキリストの再臨。

「基督」pp.652-67エルサレムの滅亡と主の再臨のし

るしに関する救い主の警告。

「箇条」pp.470-93福千年におけるキリストの統治と

それに先立つ出来事。

マリオン．G・ロムニー「大会」1971年10月，「大会報告

1970-72｣pp.254-56時のしるしと主の再臨に対

する備え。

その他の資料

ブルース。R・マッコンキー,MO7･77ZO7IDOCtγmepp.713

－34時のしるし。

ジョセフ・フィールディング・スミス,Sjg7'sofTﾉle

Ti771es本書は主の再臨とそれに伴うしるしについて

述べたものである。

教材

トランスペアレンシー「エルサレムに戻ってから最後の

晩餐まで」

レッスンの提案

末日の具体的なしるし

ハロルド｡B・リー大管長が指摘しているように(コース学
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26．獣と烏が人の体をむ

さぼり食う。

27．全地が震動する。

28．世界各地に地震が起

こる。

29．神の選民が地の四方

から集められる。

30．流血と火と煙霧がお

こる。

31．民は民に敵対して立

ち上がる。

32．世界各地に疫病と飢

饒がおこる。

33．第二の「荒らす憎む

べきもの」がでる。

人々はキリストが再臨

を遅らせておられると

言う。

ユダヤ人の残りの人々

がエルサレムに集めら

れる。

人々にうじが生じる。

邪悪がはびこる。

肉が骨から離れ，目は

おちくぼむ。

誓約を交わした選民さ

えも惑わそうとする。

疫病が地をおおう。

習ガイド(22-14)参照),聖典には救い主がこの地上に戻

って来られる前に起こる数々の出来事が詳しく述べられて

いる。これらの出来事が起こる正確な順序は別にして，聖

典を丹念に研究すれば，これらのしるしについてよく理解

することができる。以下に挙げた事項は，末日のしるしを

理解する上で助けとなるであろう。これらの事項は次のよ

うに分類することができる。（1物理的な現象。例：地震，

(2)人の状態。例：人々の愛が冷やかになる，（3脾の王国。

例：福音が世の人々に宣く伝えられる。以下のように進め

るとよい。

1．教義と聖約29:14-21;45:26-43;ジョセフ・スミス

1（高価なる真珠）を読む。

2．以下に挙げる出来事を，上記1，2，3に分類しても

らう。（表を作っておくとよい）

3．次いで参照聖句を挙げる。

19

20.

21

22

23

24

25

末日における具体的な出来事 主がしるしを与えて下さる理由（討論）

主がしるしを与えて下さる理由について話し合うとよい。

聖句に基づいて，以下の理由について検討する。

11．畑で働く者は，ひと

りは取り去られ，ひ

とりは取り残される。

12．福音は証として全世

界に宣く伝えられる。

13.偽りのキリストと予

言者が現われ，しる

しを見せ，不思議な

ことを行なう。

14．激しいひょうが降り，

地の作物がそこなわ

れる。

15．邪悪な人々は神をの

ろって死ぬ。

16．義人はキリストの再

臨のしるしを待ち望

む。

17．アブが人々を襲う。

18．人々の愛は冷やかに

なる。

日は暗くなり，月は血

と変わり，星は天から

落ちる。

人々は嘆き悲しむ出来

事に遭う。

福音が異邦人に宣く伝

えられるが，大多数の

人々はそれを拒む。

天の力が振動する。

人の子が天の雲に乗っ

て来られる。

異邦人の時が満ちる。

戦争と戦争のうわさ。

天と地上における大い

なるしるし。

大いなる憎むべき教会

が滅びる。

弟子たちは聖なる所に

立つ。

1．

ジョセフ1:37-39救い主はなぜ時のしるしを与えて下

さったのか。

ヒラマン16:5なぜ予言が与えられているのか。

IIニーファイ11:8なぜヤコブはイザヤの予言から引用

したのか。

教義と聖約45:35-4Oしるしは私たちをおそれさせる

ために与えられているのか。

ヨハネ16:19-22これらの聖句はキリストの再臨とど

のような関係があるか。

黙示22:40神の聖徒は主の再臨をどのように考えるべ

きか。

2

3

●
●

４
５

６
７
８

9

10
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｢わたしがあなたがたを

愛したように」

テーマ

イエス・キリストは御父の愛を具現された御方である。

私たちは主の足跡に従って愛を示してはじめて，主のまこ

との弟子となる．ことができる。

テーマの分析

A.人は神のようになることができる。

1．人が世とサタンに仕える時，その生活と容貌はそ

れにふさわしくなる。

2．救い主に従って生活をしようとする者は，世に打

ち勝つことができるようになる。

3．世に打ち勝つ者は，神の属性を身につけ，キリス

トの純粋な愛を表現できるようになる。

B.まことの弟子は，他の人々に仕え，愛を示すことに

よって知られる。

C.クリスチャンとしてふさわしい奉仕を行なうことに

より，すなわち愛を示すことによってのみ，神のよう

な力を得ることができる。

学習資料

新約聖書読書課題

マタイ26：1－5，14－35；マルコ14:1-2,10-25,27-31;

ルカ22:1－38；ヨハネ13:1-38

コース学習ガイド

第23章「わたしがあなたがたを愛したように」

標準聖典

教義と聖約93:20人が完き状態に至ることのできる唯

一の方法は何か。

教義と聖約20:18-19人はだれに仕えるように命じられ

ているか。

モーサヤ2:17神に仕えるには何をすればよいか。

教義と聖約4:3神の業に召されるために必要なものは

何か。

教義と聖約4:2私たちはどの程度仕えなければならな

いか。

Iヨハネ3:17,23-24中途半端な気持ちで主に仕える

人は，だれに仕えていることになるか。

モーサヤ4:11-23まことの奉仕をする能力を得ようと

するためには，何をしなければならないか。

教義と聖約76:5－10心から主に仕えようとする人々に

は，どのような約束が与えられているか。

教義と聖約20:31人はどのようにして清くされるか。

Iヨハネ2:5,10；4:10-12,16-17私たちはどのように

裁きの日に確信を持って立つことができるか。

基本図書

「基督」pp.676-96愛するようにという主の戒め。

「赦し」pp.23-25神と富とに兼ね仕えることはどう

して不可能か。

「赦し」pp､98-106怠惰であることによって私たちは

どのように罰を受けるか。

「救い」2:109-11神権の召しを全力を尽くして遂行

する時，クリスチャンとしての奉仕を行なっていること

になるか。

「福音」1:300-307他の人々に奉仕する人々は，どの

ように自分自身を敬っていることになるか。

「説教」pp.271-79聖徒たちはどれほど天使のように

生活をすべきであるか。

「箇条」pp.720-21慈愛は奉仕の律法をどのように成

就するか。

「教え」pp.313-16主は愛のある人々 に何を恵まれる

か。

「教え」pp.241-42扶助協会には貧しい人々 を助ける

ほかにどのような責任があるか。
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教材

トランスペアレンシー｢最後の晩餐からケヅセマネまで」

レッスンの提案

主が人々に仕え，助けられたのは，人々を御自分のように

するためであった

（注：第49課でも奉仕／愛をテーマにして学ぶ）

次の質問をする。キリストはこの世で導きと恵みを施し

ておられた時，どのようなかたちの奉仕を行なわれたか。

聖句の分析によってその答えを導き出すとよい。ヨハネ13

:4-17,使徒たちの洗足。マタイ26:26-29,聖餐の施行。

キリストが最後の晩餐の時に行なわれた奉仕に焦点を当て

る。聖句の分析を行ない，質問に対する答えを見いだす。

以下のふたつが大切である。(1)救い主は，私たちが他の人

人に奉仕する方法について模範を示された。(2)主が他の人

人に仕え，助けられたのは，人々を御自身のようにするた

めであった。
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クリスチャンとしての奉仕をするためには，クリスチャン

らしい生活をするようにしなければならない

生徒たちに，救い主のようになろうと実際に務めない限

り，クリスチャンらしい奉仕ができないということを理解

させる。他の人々をキリストに近づけるために，あるいは

救い主のようになるのを助けるために，どのような奉仕が

できるかについて話し合うとよい。

末日聖徒は他の人々がキリストのようになるのを助けるた

めに奉仕をすべきである

奉仕にもいろいろなかたちがある。しかし，最も大切な

奉仕は，他の人をキリストに近づけることである。どのよ

うな奉仕を行なうことによって他の人々を神に近づけるこ

とができるかを，生徒たちに考えてもらう。黒板に表を書

くとよい。

人々を高めることは，神に仕えることである(モーサヤ2：

17）

人への奉仕

1．年老いた人の家庭を訪問する。

2．ホームティーチングまたは家庭訪問

3．（生徒により提案されたもの）

神への奉仕

1．福音のメッセージを伝える。

a・証を築くプログラムを計画する。

b.文字の読める人々に精神を高揚させる読み物を提

2

3

供する。

c.(その他）

家族の霊的な福祉を心にとどめて計画を立てる。

a・みたまによってメッセージを教える。

b.家庭でいつも祈る。

c.(その他）

（生徒により提案されたもの）



24

「わたしの平安を

あなたがたに与える」

テーマ

救い主の言われた平安，世が知らない平安は，慰め主で

ある聖霊を通してまことの弟子に与えられる。

テーマの分析

A.イエスは御自分の代わりに，慰め主として聖霊を送

ると約束された。

B・聖霊は平安の源である。

1．聖霊は救い主を証し，人の救いすなわち罪の赦し

と日の光栄の王国における住まいを約束して下さ

る。

2．聖霊は人を清めて下さる御方である。

C.聖霊はふさわしい生活を送っていることを条件に授

けられる。

1．みたまは，心から真理を求める人々にバプテスマ

前であっても証を述べて下さる。

2．聖霊の賜は，按手礼とふさわしい日々の生活を続

けることによって与えられる。

学習資料

新約聖書読書課題

マタイ26:30;マルコ14:26;ルカ22:39;ヨハネ14:1

-31;15:1－27;16:1-33

コース学習ガイド

第24章「わたしの平安をあなたがたに与える」

標準聖典

使徒28:25-27みたまのささやきに応え,福音を受け入

れたユダヤ人たちが少なかったのはなぜか。

アルマ18:34-35アンモンは何の力によってレーマン人

を教える知識を得たか。

Iコリント2:9－16キリストの思いを持っているのはだ

れか。

IIペテロ1:16-21聖霊によるイエスの証は何よりも一

層確かか。

IIIニーファイ9:20聖霊の賜の代価は何か。

教義と聖約8:2－3みたまは啓示を受けた人にどのよう

な影響を及ぼすか。

教義と聖約130:22-23聖霊が霊の御方であるのはなぜ

か。

教義と聖約121:45-46私たちはどのようにすれば聖霊

を絶えざる伴侶とすることができるか。

IIニーファイ28:30-31;教義と聖約42:61主はどのよ

うに心を開き，私たちに勧告を与えて下さるか。

教義と聖約131:5聖なる神権によって結び固められた

ことはどのようにしてわかるか。

基本図書

「教え」pp.149-50聖霊が人に現われるという物理的

な証明としてどのようなことがあるか。

「教え」pp.242-48みたまはどのような影響を及ぼし，

働きかけるか。

「教え」p.328みたまは啓示以外の方法で働きかける

ことができるか。

「教え」p.199聖霊と聖霊の賜の違いは何か。

「説教」p.19御父は何の力によって遍在されるか。

「説教」pp.30-33神会の御一方はどのような御方か。

聖霊はその体をもってどのような役割を果たしておら

れるか。

「説教」pp.160-61聖徒たちが聖霊によって得る多く

のものについて。

「福音」l:87主のみたまと聖霊との違いは何か。

「福音」l:77-78神権の働きはどのように聖霊に依存

しているか。

「基督」pp.689-96慰め主はどのようにして慰めるか。

また，キリストの平安との違いは何か。
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その他の資料

ブルース。R・マッコンキー,DocjγmaJNe2"Tesm-

771e71iCo77177ze71iαγy,1:754みたまを持つ人は，世を

叱責する時どのような態度をとるか。

討論

以下の質問に基づいて討論を展開するとよい。黒板にそ

れぞれの質問を書いておくとよい。

イエスの平安は，世の平安とどのように違っていたか。

(ヨハネ14:27参照，「基督」pp.689-96をも参照）
イエスが約束された平安の源は何であったか。（聖霊）

聖霊はどのような状態の時に人に平安を感じさせるか。

福音の第一原則に従わない人でも，この平安を感じるこ

とができるか。

その他。

レッスンの提案

慰め主

黒板を使い，主が義人を慰めて下さる方法について話し

合うとよい。聖霊がもう御一方の慰め主（助け主）と言わ

れたのはなぜか。（答え：イエスはこの世におられた時，

弟子たちを教え導かれた。その時に主は，彼らに慰めを与

えると約束された。聖霊，すなわち真理のみたまが彼らの

慰め主となるはずであった。イエスは復活後，その約束を

成就された。ヨハネ14:16-18参照）

進歩の階段の絵を書く。次いで，御二方の慰め主につい

て説明する。（｢教え」pp.149-50参照）

同意語と反意語

平安の同意語を生徒たちに挙げてもらい，黒板にその言

葉を列記する。例：安らぎ，慰め，落ち着きなど

次いで，平安の反意語を提案してもらい，それを列記す

る。例：恐れ，心配など

i
第二の慰め主の

レベルにある人昊
一

第一の慰め主の

レベルにある人

：
肉欲の世界の

レベルにある人
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「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」

テーマ

イエス・キリストがケツセマネで苦しみを受けられたこ

とによって，私たちは罪の赦しを受けることができる。

テーマの分析

A・續罪の教義は，最も大切な福音の教義である。

B.イエスはケヅセマネの園で世の罪のために苦しみを

受けられた。

1．ゲッセマネにおけるイエスの苦しみは，御父のみ

たまが取り去られたことによってさらに大きくな

った。

2．イエスは全人類を愛しておられたので，ケツセマ

ネで苦しみを受けられた。

C.自分の罪を悔い改めるならば，私たちはイエスがか

つて受けられたような苦しみを受ける必要はない。

学習資料

新約聖書読書課題

マタイ26:36－46；マルコ14:32－42；ルカ22:40－46；ヨ

ハネ17:1-26;18:1-2

コース学習ガイド

第25章「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」

標準聖典

1I1ニーファイ27:13-21;教義と聖約76:40-42福音の

メッセージとは何か。

アルマ34:8-16なぜ噴罪が必要であったか。

IIニーファイ9:5-9主の噴罪がなければ私たちはどの

ようになるか。

教義と聖約19:16-19；アルマ7:11-13キリストは噴罪

を達成するためにどのようなことを経験されたか。

モーサヤ3:7－8人はかつてイエスが受け入れられたと

同じような苦しみに耐えることができるか。

IIニーファイ9:21イエスはだれのために苦しまれたか。

教義と聖約88:33私たちはイエスが与えて下さるこの

贈り物をどのように受け取るべきか。

基本図書

「教え」p.121噴罪の教義はどれほど大切であるか。

「基督」pp､22-31なぜ蹟い主が必要か。

「箇条」p.103なぜイエスは私たちの罪のために苦し

みを受けることがおできになったか。

「救い」1:124,126-27キリストは私たちのためにど

のような代償を支払われたか。

「説教」pp.26-28イエスは私たちの救いのために何
を行なわれたか。

「基督」pp.697-701キリストがケヅセマネの園で苦
しみを受けられたことは，私たちの救いのためにどれ

ほど大切か。

「福音」1:124人は赦しを受けるために何をすること

ができるか。

「赦し」p.349私たちはキリストの噴罪によって自分
の罪を清められるために何をしなければならないか。

その他の資料

ジョン・テイラー,Medjtα〃071a71dAtO71e771e71t,

pp.142-47主の噴罪はどのように永遠の犠牲であっ
たか。

教材

トランスペアレンシー「ケヅセマネの園からはりつけの

時まで」
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レッスンの提案

討論と黒板を使った説明

A.レッスンに先立ち，次の引用文のひとつを黒板に書

いておく。

「教会の基本原則は,イエス・キリストが死んで，葬「教会の基本原則は，イエス・キリストが死んで，葬

られ，3日目によみがえって天に昇られたという使徒

と予言者の証である。私たちの宗教のその他すべての

事柄は，それに付随するに過ぎない｡｣(｢教え」p.121)

「救いの計画の中で,主の蹟いの犠牲ほど重要なもの

はない。主の續いの犠牲は，万物の歴史の中でこの上

ない大切な出来事である。（ブルース．R・マッコンキ

-,Mo7･771o"Docjγ伽e「モルモンの教義」p.60)

B・上記の引用文に関連して次の質問をする。なぜすべ

ての教義は主の噴罪に付随するのか。主の噴罪は重要

であるのか。

聖句の分析

聖句を学ぶことから，大きな教訓を得ることができる。

主の噴罪の教義は，聖徒たちにそのような機会を与える絶

好のものである。

1．生徒たちに，四大標準聖典の中から噴罪に関しての

聖句を見つけてもらう。10分ないし20分をこのため

の時間に当てる。具体的に主の蹟罪について述べた

聖句を挙げてもらう。

2．時間が来たら，それぞれ調べあげた聖句を交換する。

聖句は噴罪について教える事柄に従って黒板に分類

して列記する。例えば，それがなぜ必要であったか，

私たちはどのような益を得るか，など。

注：上記の方法が生徒の現状に合わないと思われる場合，

時間外の割り当てとして聖句の分析を与えてもよい。そ

の際，續罪について気づいたことをクラスの時間で話し

合う。



26

「わたしはこの人に

なんの罪もみとめない」

テーマ

イエス・キリストはすべての弟子の模範である。このイ

エスの生涯の最後の日以上に，主の人格の偉大さをよく示

しているものはない。

テーマの分析

A.イエスに対する裁きと十字架の刑は不法であった。

B.イエスに対する裁きと十字架の刑に伴う最後の出来

事は，イエスが神の御子であることをよく証している。

C・イエスの最後の言葉と行ないは，イエスの愛と他の

人々に対する思いやりを示している。

学習資料

新約聖書読書課題

マタイ26:47-75;27:1-61;マルコ14:43-72;15:1-

47；ルカ22:47-71;23:1-56;ヨハネ18:2-14,16-

40;19:1-42

コース学習ガイド

第26章「わたしはこの人になんの罪もみとめない」

標準聖典

ゼデキヤ12:10;13:6将来ユダヤ人はイエスをどのよ

うにして認めるか。（教義と聖約45:51-53参照）

Iニーファイ11:32-34主がお受けになる十字架の刑

についてのニーファイの記述。

Iニーフアイ17:41;IIニーファイ25:20;アルマ33:

19－23；ヒラマン8:14－16モーセがたてた「ひなが

た」は何であったか。（民数21:5-9参照）

Iニーファイ19:7-14ゼノス，ゼノク，ニーアムは将

来イエスがお受けになる苦しみについて何を知ってい

たか。

IIニーファイ6:9ヤコブはどのようにしてイエスの十

字架の刑を知ったか。

IIニーファイ10:3-5なぜイエスはユダヤ人の間に生ま

れたのか。

モーセ7:45－47エノクはなぜ喜んだのか。

基本図書

「基督」pp.746-57カルバリの丘へ向かう途中の出来

事。

「教え」p.309イエスが盗人に言われた「パラダイス」

という言葉はどのような意味を持つか。

「教え」p.222なぜユダヤ人は自分たちの行ないに対
してそのように責任をとったのか。

「説教」pp.121-22この神権時代ではなぜ福音は最後
にユダヤ人に与えられるのか。

「基督」pp.710-33イエスに対する裁き。

「基督」pp.735-40学者たちはイエスに対する裁きに
ついて何と言っているのか。

「赦し」p.106ピラトはどのように弱<,また偽善的
であったか。

「赦し」pp.176-77イエスは「彼らをおゆるしくださ

い」と言われたが，その「彼ら」とはだれのことか。

「赦し」pp.286-89イエスからの赦しについて何を学
ぶことができるか。

「赦し」pp.146-47イエスを拒んだユダヤ人の歴史的
背景。

その他の資料

ブルース。R・マッコンキー,Dociγma/Nez"Tesfα‐

77ze7,tCo77'77'e7'tαγy,1:825-26マリヤの心はどのよ

うに貫かれたか。（ルカ2:35参照）

ブルース。R・マッコンキー,Doctγ伽α/Net"Test(z-

77,e71tCOm771e71tαγy,1:828-32キリストの生涯の最

後の日に関する詳細。

ブルース。R・マッコンキー,DocZγ伽ajNet"Test(z-
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me刀#Co77z77zef,tαγ9,1:737神の愛についての実際的

な定義。

教材

録音用資料「忘れ得ぬ日」

トランスペアレンシー「ケッセマネの園からはりつけの

時まで」

レッスンの提案

解説を加えた講話

この神聖なレッスンを行なうに当たっては，威厳を持ち，

霊性を鼓舞する方法を用いることが大切である。ロールプ

レイングやドラマを使うことは，本課では望ましくない。

聖句の分析に重点を置き，威厳を持ってよく準備したレッ

スンを行なう。絵を用いるとレッスンの効果が増すであろ

う。ただし，あまりたくさん使い過ぎて注意を散漫にする

ことのないようにする。

また，退屈な講話に終始することのないように気をつけ

る。使用する絵として，次のようなものが考えられる。

1．裁判と十字架の刑の情景

2．出来事を列記した聖句

3．イザヤ53章を表わす絵（モーサヤ14-16参照）イザ

ヤ53章には主の最後の日の出来事が予言されている。

詩篇22:10-24と結びつけてもよい）

4．その他（講話に関係したものを用いる）



27

｢イエスは死人の中から，

よみがえった」

テーマ

歴史上の出来事の中でキリストの復活以上に大切なもの

はない。キリストが復活されたことで，すべての人々は各

各の順序に従いよみがえることができるようになった。

テーマの分析

A.キリストがよみがえられた日に，復活を証明する数

多くの出来事が起こった。

1．イエスは多くの人に現われたもうた。

2．その他多くの人々がよみがえり，多くの人に現わ

れた。

B.主の復活は死に対する勝利であり，全人類に喜びが

もたらされた。

C.復活とは霊と肉体が再び結合することである。記録

を調べ，義にかなってみたまを求めるすべての人々は，

このことを知ることができる。

l.イエスは自分の体が触知し得るものであることを

示された。

2．私たちの復活は主の復活にならっておこる。

3．聖句を文字通り解釈すると，復活をそれ以外の意

味にとることはできない。

学習資料

新約聖書読書課題

マタイ27:62-66;28:1-7,9-15;マルコ16:1-13;ル

j724:1-32;ヨハネ20:1-18

コース学習ガイド

第27章「イエスは死人の中から，よみがえった」

標準聖典

IIニーフアイ9:4-15もしキリストが復活なさらなかつ

たら，全人類はどのようになっていたか。

Iコリント15:1－58復活が実際に永遠のものとして起

こらないとすれば，すべての人々はなぜ死に対して希

望を持つのか。

モーサヤ15:20-26だれが第一の復活にあずかるか。

アルマ11:41-46復活しながら肉体を失うことがあるか。

アルマ40:1－5各人の復活の時を知っているのはだれか。

教義と聖約88:97-102将来の復活について。

アルマ41:2-5肉体のほかに何が回復されるか。

ヒラマン14:17復活はどのような点で蹟いか。

IIIニーファイ11:12-16;17:252,500人のニーファイ人

はどのような経験を得たか。

エゼキエル37:1-14復活が物理的なものであることを

この記述はどのように証明しているか。

使徒24:14-15復活の教えはイエスにとって新しいもの

であったか。

基本図書

「救い」1:61,120,124復活の力はどの範囲に及ぶか。

「救い」1:275復活が現実にあるということを知る最良

の方法は何か。

レッスンの提案

復活の必要性「討論」

多くの牧師や他の教会の指導者は，文字通り復活がある

ということを信じていない。すなわち，霊と触知し得る肉

体が永遠に結合することを信じていない。彼らのほとんど

にとって，復活は象徴的な概念に過ぎないのである。また

彼らは一般に，死ぬ時の裁き，すなわちその時に罰か報い

が与えられると教えている。また彼らは，前世の存在がな

いと教えている。

聖書の中では世の終わりと，最後の裁き，それに普遍的

な復活が予言されており，末日聖徒の神学はこの聖書のメ

ッセージに合致している。これを説明するために，ふたつ
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の簡単な表を用いるとよい。ひとつの表は末日聖徒の救い

の計画を描いたものであり，いまひとつは世の多くの教会

で説かれている教えとする。

表は簡単なものを使い，特に復活と最後の裁きに重点を

置く。他のキリスト教会の取る立場を十分に述べた簡単な

図を用いる。一本の線を引き，その上下に「天国」「地獄」

という言葉を書く。また，臨終時に裁きがあり，前世の生

活がないと説かれていることを告げる。

黒板の図を用いて，次のような質問を行ない討論を展開

するとよい。

1．他の教派はいつ裁きがあると言っているか。

2．前世の霊の生活は最後の裁きをどのように合理的か

つ公平にしているか。

3．死後の霊の世界は裁きをどのように合理的かつ公平

にしているか。

4．その他

60

復活の時

復活の力と現実について語る時，復活の時についての疑

問が数多く投げかけられる。これを明らかにするひとつの

方法は，地球の存在を表わす7千年間の時代表を書くとよ

い。（教義と聖約77:6－7参照)次いで，この表の上に復活

の時を記す。将来の出来事については，教義と聖約88:97-

104の聖句を資料として使う。以下の図を参考にするとよ

いo

表は左からアダムの堕落，復活，福千年，最後の裁き

堕落

l.2

復活

5．

最後の裁き

3．4

福千年

l.救い主の復活

2．その他の人々の復活

3．福千年の初めの大いなる復活。（教義と聖約88:97-

102参照）

4．福千年中の継続した復活

5．最後の復活

（注：このテーマに関する質問はしないようにする。も

し質問が出た場合，それを扱う方法については十分に判断

力を働かせるべきである。イエスの復活後エルサレムとア

メリカで復活したと知らされている人々について以外，他

の人々の復活に関する質問は避けるようにする）
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｢私は主が生きておられる

ことを知っている」

テー マ

いつの時代にも予言者たちは皆，イエスが私たちの生け

る救い主であることを証している。また，すべての聖徒た

ちはその証を分かち合う。

テーマの分析

A.主は多くの証し人を立てて，キリストの復活が実際

にあったことを告げておられる。

1．イエスの復活後，多くの人々は主の復活体を目に

し，主について証を述べている。

2．ジョセフ・スミスをはじめとする近代のすべての

予言者たち，ならびにモルモン経の予言者たちは，

今日生けるキリストについて証を述べている。

3．聖霊は心の正しい者に復活についての証を述べて

下さる。

B.条件を満たすすべての人々は，生ける救い主の証を

得ることができる。

1．聖典を研究し，祈り，断食をすることは，この証

を得る手だてとなる。

2．主のみ業に携わることも不可欠な要件である。

学習資料

新約聖書読書課題

マタイ28:16－20；

ハネ20:19－29；

マルコ16:14-19;ルカ24:33-49;ヨ

21:1-23;Iコリント15:6-7

コース学習ガイド

第28章「私は主が生きておられることを知っている」

標準聖典

Iニーファイ10:4-5;19:10-14;IIニーファイll:2-3;

ヤコブ､7:11-12;4:4-5,13-14;モーサヤ13:33;ヒ

ラマン8:14－23；イテル12:19-20;Iコリント15:1-

7；モーセ5:1-12；黙示1:9－18；ジョセフ・スミス2：

14-20．すべての予言者たちは何について証を述べて

いるか。

基本図書

「教え」p.62だれが救い主の証を述べているか。

「救い」2:1主は，人々が真理を見いだせるようにする

ため何を与えて下さったか。

「説教」p.429主の証は人に何を識別する力を与えるか。

ボイド．K･パッカー｢大会｣1971年4月，「大会報告1970-

72｣pp.196-98私たちの証が真実であることはどの

ようにしてわかるか。

ハロルド．B・リー「大会」1973年4月，「大会報告1973-

75｣pp.69-72私たちはなぜ他の人々 に求めるよう

な状態に自らがならなければならないか。

「救い」1:275最良の証拠を与えるふたつの手段は何

か。

マリオン｡G･ロムニー「大会」1975年4月，「大会報告19

73-75｣pp.359-62復活は現実Iこあり得る。

マリオン･G･ロムニー「大会」1976年4月，「聖徒の道」

1976年8月号,p.389私たちは復活の後に異なった体

を受けるか。

トーマス．S･モンソン「大会」1969年4月,pp.126-29

「パットン夫人，アーサーは生きています」

教材

録音用資料

「パットン夫人，アーサーは生きています｣（トーマス．

S・モンソン）

「イエスをあなたの理想とする」(デビッド。O・マッケ

イ）

トランスペアレンシー｢どんなからだをして来るのか」
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レッスンの提案

キリストが生きておられるという証(レッスンの動機づけ）

復活のレッスンに続いて，第28課では主がよみがえりた

もうたという証を取り上げる。主の復活に関する証につい

て検討する。ジョセフ・スミス（ジョセフ・スミス2;教義

と聖約76:20-22)やその他の近代の予言者たちの証を取り

上げるとよい。以下に挙げるのは近代の予言者の証である。

デビッド．o・マッケイ大管長の証

「復活された主に対する私の証は，トマスの証と同じよう

に真実である｡彼は,復活後弟子たちのもとへ来られたキリ

ストに向かってこう言った。『わが主よ，わが神よ｡』（ヨハ

ネ20:28）私は主が生きたもうことを知っている。主は肉

体を持ってこの地上に来られた神である。また『私たちを

救いうる名はこれを別にしては，天下のだれにも与えられ

ていない』（使徒4:12）と言うことも知っている。

私は神が，へりくだり義をもって求める僕たちと言葉を

交わされることを知っている。私がこう言うのは，私自身

主のみ声を聞いたからであり，この地上の王国に関する事

柄について，主の導きを受けたからである。

私は，私たちの創造主なる御父が生きておられることを

知っている。御父と御子は予言者ジョセフ・スミスに現わ

れたまい，数々の啓示を下されたことを私は知っている。

それらの啓示は，教義と聖約ならびにその他の教会の書籍

に記録されている。このことは，私たちの日々の生活に起

こる日常の出来事と同じように現実的なものである｡』（デ

ピツド．O･マッケイ,Co7,たγe7ZCeRePO7･t｢大会報告｣1968

年4月'pp､9-10)

ハロルド。B・リー大管長の証

「主は私たちが考えている以上に,私たちの身近におられ

る。聖霊は神会の御一方であるということを忘れないでい

ただきたい。

主は次のように言っておられる。『われに近づけ，さらば

われ汝らに近づかん。熱心にわれを求めよ。さらば，汝ら

われを見出さん。求めよ，さらば与えられ，叩けよ，さら

ば開かるることを得ん｡』（教義と聖約88:63）すなわち，

主が私たちの身近におられない時は，それは主のみこころ

によってではなく，私たちがそのようにするからである。

この会衆の中には愛がある。みたまの素晴らしい放射が

ある｡私たちが意識していようといまいと,主は影響力を持

ってこの会場に集っている私たちと共にいて下さる。私た

ちは必ずしも主にまみえることがないかもしれない。しか

し主は約束して下さっている。『われ汝らの中にあれば』と。

(教義と聖約49:27）これは主の教会であり，皆さんは主

に属する者である。私は主の教会を管理するように指名さ

れた者として，今日この教会で働いている。……

私は救い主が現在生きておられることを知っている。私

はかつてなくみたまの証によってこのことを力強く感じて

いる。そのことを皆さんに心から証申し上げたい。私の知

っている範囲内で主に近く生活し，もろもろの事柄に関し

て主のみこころを理解し，大管長会として一歩を踏み出す

に当たって，私は皆さんの信仰と祈りを必要としている｡』

（ハロルド．B・リー,C伽γcんⅣe”s「チャーチニューズ」

1972年8月19日,p.5)

スペンサー．W・キンボール大管長の証

「兄弟姉妹たち，私はこれらの予言者たちの証に私の証を

加えたい。私は主が生きておられることを知っている。ま

た，主にまみえることができ，主と共にいることができる

ことを知っている。主の戒めを守って生活し，主に命じら

れ,幹部の兄弟たちに促がされた事柄を実行するならば,私

たちはいつも主のみそばにとどまることができるであろう｡」

(スペンサー.W･キンボール「大会」1974年5月，「大会

報告1973-75｣p.231)

最も小さき者であってもこの同じ証を得ることができるか

「神はジョセフに予言したことで，十二使徒に知らせない

ことはなかった。また，たとえ聖徒たちの最も小さき者で

あっても，それを受けることが可能であれば，すぐ÷さます

べてのことを知らせて下さる。それは，いかなる人もその

隣人に向かって，あなたは主を知っているかと尋ねる必要

のない日が来るためである。また，大いなる者も小さき者

も主を知るためである｡」（ジョセフ・スミス｢教え｣p.149)
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「あなたがたは，

わたしの証人となるであろう」

テー マ

すべての教会員は，キリストの証し人になるという誓約

を交わしている。

テーマの分析

A.古代の人たちは，彼らに託されるみ業のために特に

備えられた。

1．彼らは召され，聖任され，救い主から個人的な教

えを受けた。

2．彼らは聖霊の力によって主が神の御子であるとい

う証を受け入れた。

3．このように備え，証を得たことにより，彼らは福

音を宣く伝える召しを受けた。

B.イエスの時代の使徒たちは，神の力と彼ら個人の証

によって伝道の業に大きな成功を収めた。

1．五旬節の日がこの例である。

2．大勢の人々が改宗し，多くの病人が癒やされたこ

とにもその力が見られる。

C.近代の使徒や予言者たちも，古代の使徒たちが持っ

ていたと同様の証を持ち，同様の成果を上げている。

l.ジョセフ・スミスや，この神権時代の予言者や使

徒たちは特別な証し人である。

2．近代の予言者たちの指示の下に，全世界に証が宣

く伝えられている。

D.私たちはキリストについての証を持ち，キリストの

ために証し人となることができる。

l.証は，心からの研究と祈りと奉仕によってもたら

される。

2．証を受け入れ，バプテスマを受ける人々は，主の

証し人になるという誓約を主と交わす。

学習資料

新約聖書読書課題

使徒1－8章

コース学習ガイド

第29章「あなたがたは，わたしの証人となるであろう」

標準聖典

使徒2:32使徒たちは何の証人であったか。

IIペテロ1:13-18ペテロは何について特に証を宣く，

それをどのようにすることができたか。

使徒10:39-43使徒たちは何について特に証を宣くなけ

ればならなかったか。それはなぜか。

Iコリント15:3-8パウロはコリント人へ宛てて何を証

したか。

ジヨセフ・スミス2:14-19,25；教義と聖約76:11-24;

110:1-10ジョセフ・スミスはキリストについてどの

ように証を宣くたか。

ヨハネ15:26；14:26；モロナイ10:3－5主は御自身に

ついての証を心から望む人々に何を約束しておられる

か。

ヨハネ6:63；教義と聖約18:33-36;76:51-53私たち

が救い主についての個人的な証を得るのは，どのよう

な方法によるか。

モーサヤ18:8-13;教義と聖約88:81ひとたび証を得た

者には，どのような責任が与えられるか。

基本図書

「救い」1:216世の人々 は,神から遣わされた証し人を
どのように受け入れるかによって裁かれるであろうか。

スペンサー．W・キンボール「大会」1972年10月，「大会

報告1970-72｣pp.359-62現在予言者はどのように

証を述べているか。

ボイド･K・パッカー「大会」1971年4月，「大会報告1970
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-72｣pp.196-98証はどのようにして与えられるか。

｢救い」1:287-95教会員の大きな責任はふたつある。

それは何か。

｢教え」pp.47-48どのような状態の時に，そのように

個人的な証を述べることが緊急に必要とされるか。

｢救い」2:26-27証を述べようとしない人々の行く末。

｢救い」l:42-48,192私たちは主の証をどのようにし

て得ることができるか。

教材

フイルムストリップ（パウロの生涯，1）「約束の成就」

レッスンの提案

教師へ

本課はコース212｢あなたがたはわたしの証人となるであ

ろう」の最初の課である。本課の主目的は，救い主の証し

人になるｲ固人的な責任が各自にあることを生徒たちに理解

させることである。さらに，使徒行伝から黙示録までを勤

勉に学ぶように生徒たちを動機づけることも本課の目的で

ある。このコースをよく学ぶ聖徒たちは，古代の聖徒たち

がイエス・キリストの福音の証し人として立派にチャレン

ジを果たしたことをよく理解することができるであろう。

コースの概要

使徒行伝から黙示録までの概要について，生徒たちと共

に話し合うとよい。その概要は以下の通りである。

1.証を分かち合おうとするペテロの勇敢な努力。

2．異邦人への福音の伝道が始まる。

3．パウロの改宗と奉仕の生涯。

4．パトモス島からのヨハネの証。

5．各時代の政治史の概要。（新約聖書の年代表を参照）

「地のはてまで」（討論）

使徒1:8の意味について話し合う。1974年10月号の「聖

徒の道」(pp.481-82)に掲載されたスペンサー。W・キン

ボール大管長による解説を用いる。（コース学習ガイドの

｢考えるヒント」を参照。また，コース212の紹介をも参照）

主についての証（黒板を使った討論）

1．今日，福音について何が，まただれが証しているか。

次の表を用いるとよい。

主についての証

睡雲ヨ標準聖典 近代の使徒と

予言者たち

2．学習資料に挙げられた参照聖句を使って答える。

a、上記のすべては主についてどのように証することが

できるか。

b.私たちには福音について証を述べる責任があるか。

（モーサヤ18:8-10;IIIニーファイ18:24;「救い」

1:287）

c、私たちはどのようにして個人の証を得ることができ

るか。

主は道を開きたもう（討論）

古代の使徒たちが証を述べた結果，世の人々にどのよう

な影響が及んだかについて話し合う。聖徒たちにできるだ

け多く具体的な結果を挙げてもらう。例：使徒1:15;2:41,
47；4：4

今日福音を宣く伝えることについて，キンボール大管長

はどのような信仰を持っているか。（コース学習ガイド(29

-24)参照）

福音を世の人に宣く伝えるというこの責任を達成するた

めに，私たち一人一人には何ができるか。このコースはそ

のためにどのような助けとなるか。

使徒3:1-10(聖句の分析）

この話は今日にどのように当てはまるか。以下について

検討する。

l.1,2節。福音を持っている人々の身近に生活をし

ていながら，癒しを得る方法を知らない人々がいる

か。

2．3－6節。私たちもぺテロのように「金銀」を与え

ることができないかもしれないが，何を与えること

ができるか。「わたしにあるものをあげよう」とペテ

ロは言ったが，それはどういう意味か。これは証と

どのような関係にあるか。

3．7節。ペテロはこの男を言葉によって励ましただけ

でなく，彼を立ち上がらせるために何を行なったか。

4.8-10節。私たちは友達や隣人にどのような霊的祝

福をもたらすことができるか。



30

｢神は人をかたよりみない

かたである」

テーマ

主は人をかたよりみない御方である。したがって，だれ

でも，どこに住んでいようとも，神の王国の民となる機会

が与えられている。

テーマの分析

A.使徒たちは「地のはてまで」福音を宣く伝える責任

を与えられている。

1．使徒たちは当時まだ完全には理解していなかった

が，イエスから全世界に福音を宣く伝える責任が

託されていた。

2．福音のメッセージの伝道は特別な方法によって進

められた。

B.主は啓示を通して，異邦人にも福音を宣く伝える必

要のあることをペテロに明らかにされた。

C.神はすべての神の子供たちを愛しておられ，御子の

模範に従う限り，彼らに祝福を与えて下さる。

学習資料

新約聖書読書課題

使徒10-12章

コース学習ガイド

第30章「神は人をかたよりみないかたである」

標準聖典

教義と聖約18:10-16各人は神にとってどれほど価値が

あるか。

11ニーファイ26:33神は人が神の恵みにあずかること

を拒みたもうか。

エペソ6:9；コロサイ3:25パウロはいつも何の教義を

強調されたか。

ローマ2:6－13だれが神から栄光と誉れを得ることがで

きるか。

Iニーファイ17:35主はあらゆる人を公平に見たもう

にもかかわらず，どうして神の祝福を受ける人とそう

でない人がいるのか。

マタイ21:33-45これは何についての予言であったか。

アブラハム2:6－11；ガラテヤ3；教義と聖約110:12選

ばれた民とは全世界のすべての民に福音を携えて行く

ように召された神の僕である。

ヤコブ5－6異邦人の改宗者は教会にどのように祝福を

もたらすか。

基本図書

「教え」pp.199-265コルネリオは，バプテスマを受け

る前に聖霊の賜を受けたか。

「福音」1:77-80使徒10:44-48に述べられている聖霊

と聖霊の賜の相違は何か。

「箇条」p.73神の正義公平は,最後の裁きの時どのよう

に及ぶか。

「救い」2:119-22神は神のすべての子供たちにどの

ように愛を示しておられるか。

「救い」1:42-43聖霊は教会員でない人々 に証を述べ

ることがおできになるか。

デルバート．L・ステイプレー「大会」1970年4月，「大

会報告1970-72｣p.60だれが主から啓示を受けるこ

とができるか。

教材

フィルムストリップ（パウロの生派，2）「迫害の嵐」

レッスンの提案

神は予言者を通して伝道活動を導いておられる（討論と黒

板）

使徒10-12章から学んだメッセージについて話し合う。
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黒板に列記するとよい。主はどのようにして，福音の門戸

を異邦人に開くよう当時の教会の導き手，指導者であるペ

テロに指示されたかを学ぶ。以下の表を使うとよい。

啓示を最初に受けなかったのか。

今日福音を宣く伝える鍵を保有しているのはだれか。

現代の予言者はこの責任を果たすために何を行なって

きたか。

３
４

福音の伝道

神は神の子供たちをどのように判断されるか（討論）

使徒10:34-35のペテロの言葉について話し合う。この言

葉には，私たちは他の人々にどのように接すればよいかに

ついての教訓が含まれている。私たちが他の人々に福音を

宣くようとする時に直面するひとつの問題は，福音を受け

入れる備えのできている人々を，その外見から判断しがち

であるということである。

外見から判断して，福音を受け入れる可能性がないと判

断された人が教会に加入するという例がしばしばある。

神は神の子供たちをどのように判断されるか。人々をそ

の人の職業や家柄によって判断する傾向があるか。このよ

うな偏見を表わす言葉としてどのようなものがあるか。（｢彼

は無神論者だから，福音は受け入れないだろう｡」「彼はお

酒が大好きだ。だから知恵の言葉は守れないだろう｡｣）

それでは，私たちはどのように人々を判断すべきであろ

うか。サマリヤの女性の話から，キリストは私たちにどの

ようにその模範を示して下さったか。百卒長の僕が癒され

た例の場合はどうか。

ペテロが示現を見る前 ペテロが示現を見た後

≦垂塁三三
サマリヤ

岳

サマリヤ人

⑥
寵
Ｉ
Ｉ
Ｂ
、3

ﾐ室－言恵三〉
矛

ナ
ノヲ

ー
スプ

小規模 大規模

｢異邦人」とはどういう意味か。〔パウロはふたつの意

味で使った。(a)イスラエル人でない人々(b)バプ

テスマを受けていない人々〕

パウロはなぜ異邦人に福音を宣く伝えるようにという

1

2
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別

わ方しが「器きして 9

んだ‘．者てある」
、己己

乃建

テーマ

パウロがダマスコヘ向かう途中，神の業に召され，生涯

忠実であったことから，どのようにすれば人は主の選ばれ

た器となることができるかがわかる。

テーマの分析

A、ダマスコヘ向かう途中主にまみえたことによって，

パウロの生涯は変わった。

B、パウロは世の基が据えられる前から神の業に召され

ていた。しかし，地から立ち上がり，主の道を歩み始

めた時に，選ばれた器となることができたのである。

C.パウロと同じように，多くの人々が神の業に召され

ている。予任されている人々も多い。しかし，パウ口

のように戒めを守り，忠実に生活を続けた者だけが祝

福を受ける。

学習資料

新約聖書読書課題

使徒9章

コース学習ガイド

第31章「器として，わたしが選んだ者である」

標準聖典

使徒9:15これらの言葉が語られた時，パウロはどの

ようにして神の選ばれた器となることができたか。

アルマ13:3－7神の計画の中で予任はどのような意

味を持つか。

教義と聖約121：34－36予任はこの世の生涯における

祝福を保障するか。

使徒26：19何がパウロの人生に大きな影響を与えたか。

IIペテロ1:4;教義と聖約82:10ある人の人生で約

束が成就されるかどうかについて，何が影響を及ぼす

か。

IIコリント11:23-28パウロは生涯どのように忠実で

あったか。

IIテモテ4:6-8なぜパウロは選ばれた器であった

か。

IIニーファイ31:19-21すべての人々 は何に基づいて

選ばれるか。

基本図書

「基督」pp.812-16救い主，パウロに現われたもう。

「教え」pp.63-64神の忠実な僕の模範であるパウロ。

「箇条」pp.254-60予任と前存。

「赦し」pp.8-9前世の生活は現世の生活に影響を

及ぼす。

「赦し」pp.129-30終わりまで絶え忍ぶことの重要性。

その他の資料

デビッド。O・マッケイ「古代の使徒」pp.107-14パ

ウロの青年時代と改宗。

ロバート・』・マシュウズ,U"tbA〃Ⅳα〃07Is,pp､11

-14パウロの生涯と奉仕。

マリオン．G・ロムニー『キリストの光』｢聖徒の道」19

77年10月号,pp.473-75召しと選び。

教材

フィルムストリップ(パウロの生涯，3）｢主にゆだねて」

レッスンの提案

サウロの半生のまとめ

サウロの若い頃のことはあまり知られていない。しかし，

若干のことは記録に残されている。以下に挙げるのは，サ

ウロがダマスコヘ向かう途中で示現を受けるまでの彼の半

生である。(彼が主のみ業に召される備えをどのようなかた
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ちで行なっていたかに注目する）

1．サウロは，キリキヤのローマの町，タルソで若い時

代を過ごした。（使徒21：39；22：3）

2．彼はベニヤミンの部族の子孫であった｡(ピリピ3：

5－6；ローマll:1)

3．彼の家族はモーセの律法を厳格に守っていた｡(ピリ

ピ3：5－6）

4．彼の父親も彼と同じようにパリサイ人であった｡(使

徒23：6）

5．彼は若い頃，著名なガマリエルの下でエルサレムに

おいて教育を受けた。（使徒22：3）

6．彼はパリサイ人であったばかりでなく，厳格で熱心

であった｡(ガラテヤl:13-14;ピリピ3:5-7;

使徒22：3）

7．サウロはステパノの死に加担して以来，議会(サン

ヒドリン)に所属していたと思われる。(使徒26：10

－11）

8．議会の一員であったならば，サウロは結婚していた

であろう。というのは，議会に所属する者は結婚し

ていなければならなかったからである。

9．サウロはギリシア語と，ユダヤ人の言語であったア

ラム語の両方を話すことができた｡(使徒21：37，40；

22:1-2)

10．サウロはローマの市民として生まれた｡(使徒22：25

-29;16:37-39)

ll.サウロは天幕造りを職業としていた。（使徒18:3)

12．サウロには少なくともひとりの姉妹がいた。そして，

彼女はエルサレムに住んでいた。（使徒23:16)

13．サウロはいつも自分がユダヤ人の出であり，ユダヤ

人の血統を持っていることを誇りにしていた｡(ロー

マll:1)

サウロの誕生の地，タルソ

パウロとゆかりある地について話し合うとよい。

ご式一
癖

召される者は多いが，選ばれる者は少ない(討論）

教義と聖約121：34-35を読み，討論を展開する。主に

よれば，なぜ神の選ばれた器となる者は少ないのか｡(教義

と聖約121：35に，選ばれた器になるのに障害となる事柄
つ

が記されている）「この世に属ける者」として次のものが

挙げられる。物質欲(Iテモテ6:10);怠惰（ピリピ2:

12);高慢(Iテモテ3:6);無知(IIテモテ2:15)な

ど。パウロがこれらの問題にどのように対処したかを学ぶ。

また，今日私たちはこれらの事柄にどのように対処してい

るか考える。
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｢わたしは，あなたを立てて
異邦人の光とした」

ているか。

ヤコブ1:17-19;エゼキエル3:17-21;教義と聖約

88：81－82もし証し人が光を輝かさなければ，どの

ような結果がもたらされるか。

教義と聖約1：38－39証し人の声と神御自身の権能。

IIニーファイ27:14;教義と聖約84:94証し人の声を

聴く人はどのような責任を負うか。

モーサヤ18:8-10証し人となる誓約はいつ交わすか。

アブラハム2：10人はどのようにして選民のひとりと

なるか。

申命26：17選民の義務は何か。

テーマ

主は僕を通して，選民となるようにすべての人々を招い

ておられる。

テーマの分析

A.主は証し人を使ってみ言葉を宣言される。

パウロの半生の備えが彼を立派な証し人にした。

，研究と断食と祈りがこれに含まれる。

，予言者からの指示も含まれる。

，当人の決意もこれに含まれる。

B、

１
２
３

C.近代の弟子たちは主の証し人となるように，また世

の光となるように召されている。

l.これには努力と犠牲，決意，献身が含まれる。

2．福音を説くという責任を果たす必要がある。

基本図書

「救い」1:193-216証し人に関する神の律法とは何

か。

「教え」pp.262-64聖霊は証し人とどのような関係を

持つか。

「教え」p.123宣教師に勇気を与える予言。

「教え」p.311自分の知識を働かせて他の人々を教えよ

うとしない人々にはどのような結果がもたらされるか。

「説教」p､432主は証し人なしに神の子供たちを放置な

さるか。

「教え」3：219－21人はどのようにして選民となるか。

「教え」3：226－27エフライムは何の責任を負ってい

るか。

「教え」3：3－5主の再臨前に何が起こるか。

「教え」1:287-302教えと誓約。

「箇条」pp.437-38聖霊は純粋な異邦人にどのような

影響を与えるか。

D.証し人の証を受け入れる人々は主の選民となり，主

の誓約と祝福を受け入れる。

学習資料

新約聖書読書課題

使徒13：6－使徒18：23

コース学習ガイド

第32章「わたしは，あなたを立てて異邦人の光とした」

標準聖典

IIコリント13:1神は御自身の言葉を立証するために

どのような定めを設けられたか。

IIコリント13:1神の証し人の律法とは何か。

アルマ12：28－30主はなぜ証し人を召されるのか。

ヨハネ8：12－19神の証し人の律法。

Iコリント9：16－24証し人はどのような責任を負っ

教材

フィルムストリップ

（パウロの生涯，4）

（パウロの生涯，5）

トランスペアレンシー

｢パウロの伝道」

｢福音の心」
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｢パウロの第1回伝道旅行」

｢パウロの第2回伝道旅行」

｢パウロの第3回伝道旅行」

おもな責任は何か。

下記の図は，証し人が教え，証を述べることの重要性を

示したものである。番号順に言葉を書き，説明を加えると

よい。例えば，黒板に「主」と書き，神はすべての真理と

知恵，蹟いの力を持っておられることを説明する。次いで

矢印を書き，「聖霊｣と書く。そして，知識を与え，証を述

べる聖霊の働きについて説明する。以下同様に行なう。

レッスンの提案

異邦人に必要な光「討論」

l.人は神のことを教えられずに，神のことを知ること

ができるだろうか。

2．当時の民は真理の一部を知っていたが，その源は何

か。

3．証し人にとって大切なことは，自分自身が神につい

て知ると共に，他の人々にも神のことを教える方法

を知っていることではないだろうか。

①主

叫

渓“証

ヱ

⑤
雫

予言者

類

生ける予言者の証と現在のキリストの弟子の証は，世の

人々に対する神の証し人の律法をどのように成就するか。

上記の質問かそのほか適切な質問を用いて討論を始める。

次いで，次の記事を読む。

「アダムの直接の子孫には,神の実在を証明する何の証が

与えられていたか。彼らの父親の証。また，彼らは父親の

証によって神の実在を知った後，神が人格を持ち，完全な

御方であることを知るために，また神の属性を知るために

自分自身の信仰を働かさなければならなかった。

アダムがいなければ，人類は人の証以外の方法によって

神の実在を知ることができただろうか。彼らはできなかっ

た。彼ら自身で神の導きを得る能力を身に付けるまで，す

べての重要な事柄は彼らの父親によって彼らに教えられた

のである。そして，神が実在されるという知識は，父から

子へと受け継がれた。人々が神が実在しておられるという

知識を得たのは，初めにこの方法によったのであった｡｣(N

B・ランドウォール編,ACo77'p"atjo7ICo7zia加如gt/ie

Lec”γeSonFaMp.25)

パウロは異邦人に対する光としての役割を果たした(分析）

パウロの伝道方法はどのような点でユニークであったか。

以下の点は現代の教師や宣教師と比較することができるか。

l.パウロはどのような状況にも自分自身を適応させる

ことができた。(Iコリント9:19-23)

2．パウロはユダヤ人としての経歴を有効に使い，まず

ユダヤ人に宣く伝え，次いで異邦人に宣く伝えた。

（使徒13:5,15;14:1;17:1,17)

3．パウロはユダヤ人に拒まれてもあきらめなかった。

次いで彼は異邦人のもとに行った。

4．彼は逆境に遭っても地方の状況を巧みに利用した。

（使徒17：22-31）

5．彼は自分を任命してくれた人々を敬った｡(ガラテヤ

2：2）

6．彼は神の王国で奉仕するために，自分自身のローマ

市民権を使った。（使徒22：25-28）

黒板を使った提示

まことの生ける神に至る道を照らす光を持っている人の
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33

主イエス・キリストの再臨

テ ーマ

生ける予言者に従う人々は，キリストの再臨に対する備

えができる。

テーマの分析

A.主は再臨の近づいていることを立証する数々のしる

しを与えて下さっている。

B.主は，備えのできている人々は主の再臨に付随する

数々の出来事について恐れを抱く必要はないと約束し

ておられる。

C.備えのできている人とは，生ける予言者に従ってい

る人々のことである。

学習資料

新約聖書読書課題

1,11テサロニケ

コース学習ガイド

第33章「主イエス・キリストの再臨」

標準聖典

教義と聖約1:17-18;133:57-59福音はどのよう

な目的をもって回復されたか。

教義と聖約38：30；45：32－35だれが主の再臨に備え

られるか。

教義と聖約124:45-46私たちは聖なる所にどのよう

に立つことができるか。

教義と聖約112:23－28自分自身を清くしていない教

会員には何が起こるか。

教義と聖約21:4－6主は予言者に従う人々に何を約

束しておられるか。

基本図書

「教え」p.341キリストはいつ再びおいでになるか。

「教え」pp.64-65義人は主の再臨の時に何を受ける

か。

「福音」l:112-13聖徒たちはどのようにして将来に

積極的な展望を抱くことができるか。

「説教」pp.111-15シオンはいつ蹟われるか。

「救い」2:103,272主の再臨に伴ってどのような出

来事があるか。

「救い」3：1－50主の再臨。

ハロルド．B・リー「大会」1972年10月,｢大会報告1970

-72｣p.403主の再臨について知りたい時に何を研

究すればよいか。

エズラ・タフト・ベンソン「大会」1975年10月,｢大会報

告1973-75｣pp.396-98世の人々 への勧告。

ハロルド．B・リー「大会」1970年10月,｢大会報告1970

-72｣pp.148-49聖徒のための唯一の安全は何か。
エズラ・タフト・ベンソン「大会」1973年10月,｢大会報

告1973-75｣pp.107－10私たらは来るべき災いに

どのように備えることができるか。

レッスンの提案

教師へ

本課では，キリストの再臨に対して聖徒たちが肯定的な

展望を持つように教えていただきたい。多くの若い人々は，

この大いなる出来事に関して予言の否定的な面のみに心を

向ける傾向がある。したがって，主は予言者に従う人々に

大いなる約束を与えておられることを，聖徒たちによく理

解させていただきたい。黒板に主が義人に与えておられる

約束を列記するとよい。また，本課では,I,IIテサロニ

ケに記されたパウロの教えに基づいて学ぶ。第22課でも主

の再臨について学んでいる。
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予言にはどのような価値があるか（黒板を使った討論）

以下の表を用いるとよい。

昊－王三一
歴史

過去あなたが立って 将来

いる所

教義と聖約59：23私たちは苦難の世にあって，どのよ

うにして平安を見いだすことができるか。

IIニーフアイ31:16-17主の再臨前の大いなる苦難の

時代にあって恐れを抱く必要のないのはだれか。

Iニーファイ22：17主は義人をどのように守って下さ

るか。

私たちはどのように備えをすることができるか

(討論と黒板）

以下のような事例研究を用いて討論を展開するとよい。

時のしるしのレッスンの時に，忠男は手を上げて次のよう

に言った｡｢私たちはキリストの再臨が間近に迫っているの

で，食糧貯蔵をした方が良いとよく言われます。私の父も

祖父も同じことを言われました。それだけでなく，もっと

以前の教会員もそのように言われました。私にとっては無

意味なように思います。私の死んだ後，孫も同じように言

われるのではないかと思うのです｡」

これに対して聖徒たちはどのように答えるだろうか。

歴史を知ることにはどのような価値があるか。

将来は何をもたらすと思うか。

将来に起こる事柄はどのようにしたら知ることができ

るか。

テサロニケの聖徒たちは主の再臨についてどのような

疑問を持ったか。

●
●
●

１
２
３

4．

疑 問パウロの答え

主の再臨前に死ぬ人は

どうなるか。

聖句

Iテサロニケ

4:13-18

「兄弟姉妹,これが主の告げておられる日である。あなた

がたはそのしるしを今ここに見ている。だから，備えなさ

い。どのようにし備えるべきかは，兄弟たちがこの大会で

話をした。これほどの直接な教え，これほどの勧告が告げ

られた大会は過去にない。問題がはっきりと示され，解決

の道も提案された。

今や耳をそむけず，主に霊感を受けた主よりの言葉とし

てこれに聞き従おうではないか。そうすれば，主が子らの

ために取っておかれるすべてのことが成就する日に至るま

で，私たちはシオンの山上で守られるであろう｡」（ハロル

ド･B・リー「大会報告1973-75｣p.145)

Iテサロニケイエスはいつ来られる

5：1 －3か。

私たちは主の再臨に備

えるためにだれから導

きを得ることができる

か。

IIテサロニケ

2:1-17

5．主の再臨に関する予言の意義について検討するとよい。

ハロルド。B・リー大管長の語ったことを思い出す。

（｢大会報告1970-72｣p.403参照）

だれが主の再臨に対する備えができるか（聖句の分析）

聖句を参照しながら次の質問に答えるとよい。

Iテサロニケ5：1－28私たちはどのようにして光の

子となることができるか。（コース学習ガイド参照）

パウロはI,IIテサロニケで，主の再臨に備えるために

何をするように私たちに提言しているか。今日の予言者は

主の再臨に備えるために何をするように私たちに勧めてい

るか。
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34

「あなたがたの信仰が

人の知恵によらないためである」

テーマ

末日聖徒は人の知恵に頼らず，神を信頼すべきである。

テーマの分析

A・コリントの教会は論争と分争によってかき乱された。

1．パウロは兄弟たちに，彼らのもとに来て,｢弟子た

ちを自分の方に，引っ張り込もうとする者」たち

に気をつけるよう警告した。

2．コリントの教会には，自分はこの人に従う，自分

はあの人に従うと主張する教会員たちがいた。そ

して彼らは他の人々にも同じようにするように勧

めた。

B.人々が自分自身の限りある知恵を神の無限の真理に

取って代えようとする時，宗教上の分争が起こる。

C.分争と争いは神の力によって克服される。

l.パウロは自分は神から救いのメッセージを託され

た器であると述べた。

2．永遠の真理が説かれ，受け入れられるのは神のみ

たまによる。

a，霊的な人は聖霊によって教えられるままに神の

事柄を受け入れる。

b・世の知恵にのみ感化される俗的な人は，しばし

ば神の事柄を受け入れようとしない。

D.神のみたまを受け入れるために，私たちはキリスト

を基として立たなければならない。

1．人は神の宮である。

2．私たちは清くなるために，学び，祈り，断食し，

奉仕しなければならない。

学習資料

新約聖書読書課題

使徒18:24-28;19;20;21:1-17;Iコリント1－3章

コース学習ガイド

第34章「あなたがたの信仰が人の知恵によらないためで

ある」

標準聖典

教義と聖約50:13-18福音が「他の道により」説かれ

たならば，私たちはどのようになるか。

教義と聖約50：19－24主が定められた方法以外の方法

で真理を受け入れたら，私たちはどのようになるか。

IIニーファイ9:28-29,42サタンはどのような「狡
ばかり二と

猜な謀」を工夫したか。

IIニーファイ28:14-16ニーファイはどのような誘惑

によってキリストの謙遜な弟子たちが堕落するのを目

にしたか。

アルマ12:10-11心をかたくなにするとはどういう意

味か。

IIニーファイ28:31人間をすがる腕にするとはどうい

う意味か。

モーサヤ23：21－22私たちはだれに信頼をおくべきか。

IIニーファイ32:4;ヤコブ4:8-13;7:11-20;

教義と聖約42:14;43:16;アルマ17:2-3私た
ちはどのようにすれば神のみたまを受けることができ

るか。

基本図書

「説教」pp.258-61知識の源は何か。

「福音」2：49私たちが気をつけなければならない3

つの危険は何か。

「福音」1：54－55理論と神の啓示はどのように違う

か。

「福音」2:114私たちは偽りの教えをどのようにして

見分けることができるか。

「救い」1:272-85真理と偽りの区別。
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｢救い」.2:97-100エライジャに関するこの記事は人

に信頼をおかないようにという私たちの理解にどのよう

に貢献しているか。

｢教え」pp.11,191-92私たちはどのようにすれば最

もよく知恵を得ることができるか。

｢教え」p.43私たちはどのようにすればみたまを受け

ることができ，また論争を避けることができるか。

｢教え」p.62みたまはだれに与えられるか。

｢教え」pp.112,155-56,243福音はどのように宣く

伝えなければならないか。

｢箇条」pp.213-25聖霊は私たちにどのような影響を

及ぼすか。

マーク．E・ピーターセン「大会」1973年4月,｢大会報

告1973-75｣pp.62-65歴史はキリストが分けられ

ていないことを私たちにどのように教えているか。

のをどのようにすれば避けることができるか。この

質問には,Iコリント1－3章に述べられているパ

ウロの言葉，およびその他の標準聖典と教会指導者

からの引用によって答えることができる。「学習資

料」参照

聖霊は論争や偽りの考えを正すのにどのような助けを与

えて下さるか。

私たちはどのように神のみこころを知ることができるか

(聖句の分析）

多くの人々が決断を下す時に主に助けを求めようとしな

いのはなぜか。私たちが世の人々の意見に時として左右さ

れやすいのはなぜか。主は何か決断を下す時に私たちに何

をするように望んでおられるか。私たちはどのようにして

聖霊から導きを受けることができるか。マリオン．G・ロ

ムニー長老の次の引用文を用いるとよい。教材

フィルムストリップ（パウロの生涯,6）｢献身の結ぶ実」

「皆さんにこのことを申し上げたい。あなたは聖きみた

まの導きに従うならば，人生のすべての決断を正しく下す

ことができる。自分自身の気持ちを制してみたまの勧めに

従うよう自らの訓練を行なう時に，これができる｡」（マリ

オン．G・ロムニー「大会」1961年10月,p.60)

レッスンの提案

コリントの教会の問題（黒板を使った討論）

コリントの聖徒たちが直面していた問題について聖徒た

ちと共に話し合う。(テーマの分析AとB;コース学習ガイ

ド(34-4);Iコリント1:10-13;3:3-4参照）以

下の表を用いるとよい。

｢学習資料」の聖句を用いてみたまを受けるために何をす

ることができるかを示すとよい。

キリストの思いを持つ（聖句の分析と黒板を使った説明）

Iコリント2：16パウロはコリントの聖徒たちに何を

チャレンジしたか。

斑会の問題

旨導者，特に

言葉を研究し

舌に取り入ｵ1

f，むしろ自

乙合う教会a

司様の同悲

改義につい

白分の好

０
０
０

卜
て
者

ン
ペ
ニ
コ

黒板を使ってこれを説明するために，キリストの思いを

表わす線を引き，その下に人の思いを表わす線を引く。(イ

ザヤ55：8－9参照）次いで，人は聖きみたまによって

キリストの思いを持つことができることを説明する。次の

聖句を使うとよい。．刀弘91

散義．＃M反云

笥楠ぴ Iコリント2:1-16

教義と聖約68：2－5

ヒラマン3：27－30，35

神の知恵と人の知恵(聖句の分析とトランスペアレンシー）

1．私たちはコリントの聖徒たちが直面した問題に陥る
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35

｢わたしを言己念するため，
このように行いなさい」

テ ーマ

私たちはふさわしい状態で聖餐にあずかれるようにする

ため，すべての邪悪な行為を捨て，キリストに倣って生活

するように努めなくてはならない。

テーマの分析

A.肉欲に従う人は神の敵である。

1．彼は主のみたまと力にあずかることができない。

2．不道徳や離婚，不正行為，不法，肉欲が結果とし

てもたらされる可能性がある。

B・聖餐は，人々が聖きみたまにあずかり，再び生まれ

ることができるようにする大切な儀式のひとつである。

C.聖餐の誓約はひとつの結果をもたらすふたつの部分

からなる。

1．パンにあずかることによって，弟子たちは3つの

事柄を喜んで行なうことを示す。

2．水にあずかることによって，弟子たちは主を記念

することを誓約する。

3．弟子たちはもろもろの条件を満たす時に，聖きみ

たまを受ける。

，．ふさわしい状態で聖餐にあずかることによって，聖

きみたまを受けることができる。そして，その聖きみ

たまによって，欲望は克服され，神聖な属性が強化さ

れる。

学習資料

新約聖書読書課題

Iコリント4－11章

コース学習ガイド

第35章「わたしを記念するため,このように行いなさい」

標準聖典

教義と聖約76:118永遠の世界における神の栄光に耐

えるためには何が必要か。

モーサヤ3：19肉欲に従う状態を抜け出すために何を

しなければならないか。

モーサヤ27：25－26なぜすべての人々は神にとって｢新

なる者」とならなければならないか。

ヨハネ3：8人生の中に霊的な再生が起こる時，どの

ようにしてそれがわかるか。

教義と聖約20：75－79；モロナイ4：3；5：2；モル

モン9：29常に主を忘れない人々にどのような約束

が与えられているか。

Ⅲニーファイ20：7－9ふさわしい状態で聖餐にあず

かる時にどのような報いが与えられるか。

ヨハネ6:30-51この聖句は聖餐にパンが用いられる

こととどのような関係にあるか。

ヨハネ4:7-14この聖句は聖餐に水が用いられるこ

ととどのような関係にあるか。

Ⅲニーファイ18:5－12聖餐にあずかることは主を忘

れないようにという戒めをどのように満たすものであ

るか。

教義と聖約27:2-15将来主が管理なさる大いなる聖

餐にあずかるためには，どのような資格が必要か。

1I1ニーファイ18:27－32ふさわしくない状態で聖餐に

あずかることによって何を失うか。

基本図書

「基督」pp.396,700-701主はなぜ聖餐を定められた
か。

「箇条」pp.235－36ふさわしい状態で聖餐にあずかる
時，どのような特別な祝福がもたらされるか。

「福音」1：243－48犠牲，聖餐，救い，救い主はどの

ような関係にあるか。

「説教」pp.170-72聖餐の儀式はどれほど神聖である
か。
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｢赦し」pp.376-78肉欲に従う人は心を入れかえない

時，どのような結果を被るか。

｢救い」2：313－24聖餐を受けることを拒む者は，何

を失うか。

その他の資料

ジョン・テイラー,Medja"072a7zdA加刀e771e71t,pp.

124－25キリストが最後の晩餐の時にあずかった

ふたつのものは何か。

メルビン．J・バラード『聖餐の誓約』｢聖徒の道」1976

年6月号,pp.251-54

レッスンの提案

（注：パウロの手紙にはたくさんの助言や指示が記されて

いる。しかし，不道徳や結婚，偶像への供え物，分争など，

パウロが語っている数々の問題は単なる兆しに過ぎない。

実際の問題はIコリント2:14に述べられているように，

コリント人が肉欲に従う者になっていることである。聖餐

の目的は，人がこのような欲を克服し，神の属性にあずか

る者となるように助けることである）

常に主を忘れないこと

救い主が言われているように，「神のひとり子の名を｣(ヨ

ハネ3：18）信じない人々は罰を受けるであろう。古代の

人々にとって名前は非常に大切であった。というのは，名

前は人の特質や性格を表わしていたからである。このこと

は神についても言えることである(モーセ7：35参照)。生

徒たちに，できる限りたくさんの主のみ名を挙げ，その意

味について考えてもらうとよい。黒板に列記する。次のよ

うに質問して討論を展開するとよい。キリストのみ名を身

に受けるとはどう意味か。

肉欲に従う人は敵である

コリントの聖徒たちの基本的な問題は，彼らが肉欲に従

う状態を捨てなかったことである。聖句の分析を行なうこ

とによってこのことを調べるとよい。生徒たちにパウロが

述べているすべての問題を明らかにしてもらうとよい。こ

れらは霊的な病の兆しに過ぎないことを述べ，次いで生徒

たちにその病を明らかにしてもらう。さらに，その治療法

を話し合うとよい。

主の晩餐の聖餐

聖餐式は，悔い改めを始めるだけでなく，過去の罪を最

76

終的に悔い，誓約を新たにする時でもある。メルピン・』・

バラード長老の次の言葉を検討する。

「(私たちは）私たちが罪を犯した人のもとへ行き，赦し

を求め，それから聖餐のテーブルに着くのである。心から

悔い改めて自らをふさわしい状態におくならば，私たちは

赦しを受け，心に霊的な癒しがおとずれるであろう。それ

は実際に私たちの心の中に起こるのである。あなたはそれ

を感じたことがあるはずである。私は聖餐が施される時に

みたまがそこに宿り，頭の上から足の先まで暖かくなるの

を感じたことがある。あなたがたも霊の傷が癒され，重荷

が軽くされるのを感じることができる。安らぎと幸福がお

とずれるのである。それはこの霊の糧にあずかることによ

って受けることができる，ふさわしくまたまことに望まし

い祝福である｡」（『聖餐の誓約』｢聖徒の道｣1976年6月号，

p.252)

心を癒された人は，霊的な力を得る。そして他の弱点を

克服し，さらにキリストに似た者となることができる。ま

た，いつも主のみたまを受けることによって，世を克服し，

神の属性を身につけることができるようになる。

誓約の下にある人々は，信仰の弱い人をつまずかせないよ

うに気をつけなければならない

Iコリント8章で，パウロは慈愛，すなわち「キリスト

の純粋な愛」に基づいた教えを述べている。人は完全に誤

っていないが，避けた方が良いことを行なう場合がある。

このことを田中良夫という名前の架空の教会員を例にして

教えるとよい。良夫がもしパウロがこの章で述べている教

えを理解していたらどのように違っていたか，生徒たちに

答えてもらう。一例は以下の通りである。

事例1：良夫の会社で年末の忘年会が開かれた。皆は酒を

飲んでいた。しかし，良夫は酒を断わり，コップにサイダ

ーをついで飲んだ。

事例2：良夫は仕事を終えた後，帰宅途中，成人映画の上

映されている映画館の前を通った。そこで近所に住む山本

氏に出会った。彼はその映画館で働いていた◎良夫は立ち

止まって山本氏にあいさつをした。

事例3：良夫の弟が大学に行くことになった。そこでその

荷造りをするために，良夫は酒屋に入って行き，ビールの

空箱をもらって来た。
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｢大いなる賜物を得ようと

熱心に努めなさい」

テ ーマ

主は，私たちが愛をもって互いに祝福し，励まし，強め

合うことができるように，みたまの賜を与えて下さってい

る。

テーマの分析

A.みたまの賜は様々ある。

1．神のみたまの賜は数多い。しかし，すべての人々

がすべての賜を持つ訳ではない。各人はみたまの

賜の一部だけを与えられる。

2．みたまの賜は聖霊の力によって私たちに与えられ

る。しかし，すべての賜の源はキリストである。

3．みたまの賜は必ずしも人の目には見えないし，ま

た人の心に理解される訳でもない。

B・神の聖徒たちは，「最善の賜を求め｣なければならな

い。（教義と聖約46：8）

1．私たちはみたまの賜を熱心に求めなければならな

い。

2．私たちは欺かれることがないように，主の賜を求

める時には識別の力を働かせる必要がある。

3．私たちは常に賜が与えられる理由を覚え，個人的

な権勢のためではなく，主のみ業のためにそれを

求める必要がある。しかし，すべての賜は慈愛す

なわちキリストの純粋な愛をもって取り扱うよう

にしなくてはならない。

学習資料

新約聖書読書課題

Iコリント12-16章

コース学習ガイド

第36章「大いなる賜物を得ようと熱心に努めなさい」

標準聖典

モロナイ10:8-16;教義と聖約46:13-33みたまの

賜にはどのようなものがあるか。

モロナイ10：17これらの賜はどのようにして与えられ

るか。

教義と聖約46:11-12人が皆すべての賜を持たないの

はなぜか。

教義と聖約46:7;Iコリント12:11-31みたまの賜

が与えられる目的は何か。

教義と聖約7：44賜を授かっていながら慈愛に欠ける

場合，私たちはどのような状態にあるか。

教義と聖約50:1－46;52:1-21私たちは神の賜と

サタンから与えられる力とをどのように区別すること

ができるか。

基本図書

「教え」pp.242-46みたまの賜は常に目に見えるか。

「箇条」pp.294-95みたまの賜とは何か。

「説教」p.34みたまの賜は，私たちがサタンを看破す

る上でどのように役立つか。

「福音」1:243;2:119-20みたまの賜が与えられ

る目的は何か。

その他の資料

ジヨセフ・スミス,Hjsmγyo/tんeC伽γcﾉz,4:3-

5癒しの賜の例。

ジョセフ．F・スミス「福音」l:243-44私たちは

サタンから欺かれないようにするために何をしなけれ

ばならないか。

レッスンの提案

みたまの賜（グループ討論および黒板を使った討論）

1．教義と聖約46：11－28；モロナイ10:4-22;Iコ

リント12:1-11を使い，みたまの賜について話し
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合うとよい。討論の方法はいろいろある。例えば，

事前に印刷物を用意しておく。クラスを3つのグル

ープに分ける。始めからクラス全体で討論を行なう。

それぞれの賜について簡単に話し合うとよい。以下

はその例である。

a・アルマ11:21-25識別

b.使徒2:14-41教える

c.Iニーファイ3:7信仰

d・教義と聖約76：5－13知識

2.Iコリント12章の聖句を基にして話し合う。括弧内

は単なる答えの提案である。

a、これらの賜はだれから人に与えられるか｡(聖霊の

顕われと力によってイエス・キリストからもたら

される）

b.すべての教会員は少なくともひとつの賜を持つ権

利があるか｡(ある。この賜は従順と正義によって

明らかにされる）

c、なぜこのように多くのみたまの賜があるか｡(人々

が霊的な面で必要としている事柄が多い）

d.神のみたまの賜が与えられる目的は何か｡(人が永

遠の世界で神のみもとに立ち返ることができるよ

うに，彼らを高め，励まし，強め，啓発し，備え

させることである）上記の事を実際に示す例は

あるか。

e，これらの賜は常に肉の眼で見ることができるか。

（できない。「教え｣pp.242-46)

みたまの賜と慈愛の関係（討論）

多くの素晴らしい賜を持っていても慈愛を欠いた場合，

なぜそれが役に立たないのか。

1．みたまの賜が与えられる目的は何か｡(他の人々を祝

福する）

2．他の人々に祝福をもたらしたいという望みの基にな

るものは何か。（慈愛）

3．慈愛とは何か。（モロナイ7：45-47参照）

4．慈愛はどのようにして得られるか。（モロナイ7

48；アルマ38:12)

下記の表を使うとよい。

救い主に従う

私たちはみたまの賜をどのように求めることができるか

(聖句の分析）

教義と聖約130：20－2lみたまの賜を得る前に何をし

なければならないか。

教義と聖約50：26－28神が授けて下さろうとしている

みたまの賜を，どのように得て，どのように使うこと

ができるか。

モロナイ10:24これらの賜が失われる時，その第一の

原因は何か。

教義と聖約46：7－8私たちは欺かれることなくこれ

らの賜を得るためには，何をしなければならないか。

教義と聖約46：9私たちがこれらの賜を求める目的は

何か。

教義と聖約11:10私たちはどのようにして賜を得るこ

とができるか。

討論

次の質問について考えてもらうとよい：どのようにすれ

ば自分に与えられているみたまの賜がわかるか。
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「患難は働いて，栄光を，

あふれるばかりにわたしたちに得させる」

テー マ

主は私たちに，銀難に耐えて主から望まれる者となるよ

うに求めておられる。

テーマの分析

A.まことの聖徒とは，神の承認を得られるように，世

の事柄から自らを遠ざける者である。

l.まことの聖徒は福音の理想に従っていつも生活を

する。

2．まことの聖徒は，福音の純粋な光を輝かして他の

人々の道を照らそうとする良い模範である。

B.まことの聖徒とは，悪を拒み，キリストのためにす

べての銀難や苦難に雄々しく耐える人である。

l.彼はこの世の生涯が自らのふさわしさを立証する

時であることを承知している。

2．彼は，銀難が神の選民を清める手段であることを

知っている。

3．彼は，苦難に耐え，主に近づこうとする。

C、まことの聖徒は，赦しを得，赦しを与えることによ

って，キリストにあって「新しく造られた者」となる。

また彼は，いつもキリストに認められる者になろうと

努める。

学習資料

新約聖書読書課題

IIコリント

コース学習ガイド

第37章「患難は働いて，栄光を，あふれるばかりにわた

したちに得させる」

標準聖典

モーサヤ3：19；ヒラマン3：35「肉欲に従う人｣の反

語は何か。

Iヨハネ1：7－9；ローマ6：2－12バプテスマと，

聖徒としてふさわしい生活を送るという誓約。

イテル12:27;IIコリント12:7-10進歩を遂げるた

めに試練はなぜ必要か。

教義と聖約95:1－2主は何の目的を持って私たちを

鍛えられるか。

アルマ14:8-11;モーサヤ17:9-10,20神の目的

を遂げるために銀難は必要か。

教義と聖約58：2－4初期の聖徒たちは神から銀難に

関連してどのような約束を受けたか。

アブラハム3：24－26；モロナイ8：26；教義と聖約122：

9聖徒としてふさわしい生活を送っている人々には，

どのような祝福が与えられるか。

基本図書

「箇条」pp.145-53人はどのようにして罪から清めら

れるか。

「赦し」p.163神のみこころに添うた悲しみは，どの

ように人を聖徒としてふさわしい者にするか。

「赦し」pp.198-99この手紙の中では，神のみこころ

に添うた悲しみとしてどのようなことが挙げられている

か。

「福音」1:139－40まことの聖徒の資格。

「説教」pp.345-53人生で様々 な経験を得る目的は何

か。

「福音」l:301-302人々は神の王国でどのように生

活すべきか。

「救い」3：25－26私たちは自ら苦しみを招いてはい

ないか。

「教え」p.78なぜ銀難の後に祝福がもたらされるのか。
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教材

録音用資料「とぎすまされた矢｣(ハロルド．B・リー）

レッスンの提案

まことの聖徒は清く汚れない人である

「聖徒｣を表わすラテン語の言葉Sanctusには，「清い｣と

いう意味がある。教会員でありながら聖徒でないというこ

とがあり得るだろうか。聖徒たちにまことの聖徒の基準を

理解させるひとつの良い方法は，対照法を用いることであ

る。その際，基本としてモーサヤ3：19を用いる。黒板に

｢肉欲に従う人｣と書き，このタイプの人の特徴を挙げても

らう。一通り挙げたら，これと対照的なまことの末日聖徒

の特徴をその横に書く。聖徒たちがまことの聖徒の特徴を

理解したら，レッスンをさらに進める。次いで，これらの

聖徒たちの特徴が銀難によってどのように形成されるかを

示す。

80

試練の目的は立派な聖徒を築くことである

すべての人々は社会的な圧力や肉体的な苦難，霊的な試

練など様々な試練や苦しみを経験する。私たちが試練を経

験することによって聖徒になることができるということを

理解させるために，黒板に次の表を書くとよい。

人生の盛衰

霊的な高揚

霊的な低迷

この表は人々がこの世で経験する霊的な盛衰を表わすも

のである。質問をしてクラスから次の3つの点を引き出す

とよい。

1．現世の生活は，人類が神々となるのを助けるために

計画されたものである。

2・ヨブやジョセフ・スミスのように，神から非常に愛

された人々も大きな試練を受け，霊的に沈んだ時期

があった。

3．霊的に沈んだ時期も，私たちが神が望んでおられる

ような人間になるために非常に大切である。

最後の要点に関連して以下のことを説明する。

l.キリストは私たちに，主御自身のようになって欲し

いと望んでおられる。

2．キリストは私たちを強制せず，私たちが自由に選ぶ

に任せて下さっている。

3．人は主に従うかどうかを自分で選ぶに任せられてい

る。したがって，人が霊的に低迷している時期は神

の目から見ると極めて大切である。というのは，そ

の時に人は神が望んでおられるように行なおうと決

心をするからである。主は人に主の道を歩むよう望

み，そのための道を示しておられる。しかし，み手

を止め，人が自分の意志でその道を歩むかどうかを

選ばせて下さる。

現世はすべての人々を試すために設けられたものである

ある人々は，主が「彼らを試し｣(アブラハム3：25）と

言っておられる意味を正しく理解していないことがある。

現世の生涯は人類にとって結果のわからない試しである。

しかし神にとってはそうではない。神は，結果を御存じで

ありながら，試しの時として現世の生涯を定められた。聖

徒にこのことを理解させるために，教授法として比較法を

用いるとよい。鉄から鋼鉄を造る時には熱を加え，圧力を

かけ，化学反応を起こさせることが必要である。主が子供

たちを試す時も同様である。神に従う人々は，銀難の炎の

下ではどのようになるだろうか。パウロはこの原則を理解

していただろうか。「学習資料｣に挙げられた聖句を用いて，

予言者たちが私たちにこの原則を理解させようとしていた

ことを示す。
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｢人は自分のまいたものを，

刈り取ることになる」

テーマ

正義のうちに終わりまで耐え忍ぶ人々のみが永遠の生命

を得る。

テーマの分析

A・刈り入れの律法とは，自分のまいたものを刈り取る

ことである。

B.イエス・キリストの福音は，神の子供が豊かな収穫，

100倍の収穫さえも得られるようにするために与えら

れている。

C.神は侮られる御方ではない。したがって，忠実な者

のみが地の良きものを与えられる。

学習資料

新約聖書読書課題

ガラテヤ1－6章

コース学習ガイド

第38章「人は自分のまいたものを，刈り取ることになる」

標準聖典

ガラテヤ5：16－26私たちが良い実を味わえるかどう

かは，どのようなことからわかるか。

ガラテヤ6：7－9刈り入れの律法とは何か。

マタイ13：8，23私たちが良い実を得るのはどのよう

な原則によるか。

アルマ32：42多くの人々が十分な刈り入れを行なえな

いのはなぜか。

ヨハネ15:1-8完全に至るまで良い実を得る鍵は何

か。

マラキ4:1邪悪な者はどのような報いを受けるか。

ヤコブ5：47主は主の子供たちが報いを得るのをどの

ように助けて下さるか。

詩篇1:1-3人はどのようにすれば悔い改め，良い

報いを得ることができるか。

アルマ41:1-10回復の律法とは何か。

基本図書

「教え」p.365裁きの教義は，福音の主要な原則であ

る。それは刈り入れでもある。

「赦し」pp.311-32刈り入れの時は報いの日となる。

「福音」3：12－16末日の大いなる刈り入れ。

スペンサー．W・キンボール「大会」1970年10月,｢大会

報告1970-72｣pp.123-26いなごの食べた年。

「基督」pp.659-69刈り入れの律法に関する3つのた

とえ話。

その他の資料

スターリング．W・シル,T/'eLawo/i/'eHaγγeSt,

pp.11－18刈り入れの律法とは。

レッスンの提案

いなごの食べた年（討論）

スペンサー．W・キンボール長老の大会説教（基本図書

参照）に基づいて話し合いを行なうとよい。また，次の質

問をする。

1．教会の召しを断わる時，どのようなことが起こるか。

2．どのような時に結婚生活の実りが得られないか。

3．子供たちはどのような点で主の刈り入れと言えるか。

4．私たちに与えられている機会はどれほど大切である

か。

私たちは主にとって喜ばしい作物となっているか（討論）

以下の質問をすることによって，討論を興味深く展開す

る。

1.主のぶどう園を構成するものは何か。主の喜ばしい
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作物になっているのはだれか。（イザヤ5：7参照）

2．主は子供たちに何を期待しておられるか｡(マタイ3

:10参照）

3．主のみ前に豊かな収穫を得る具体的な方法は何か。

（アルマ32：37-43参照）

4．良い実を結ばない木にはどのようなことが起こるか。

（ヤコブ5：46参照）

回復の律法（アルマ40,41章)(図解）

アルマは息子のコリアントンに主の正義公平の律法を説

明するにあたって，回復の律法を説いた。これは次のよう

に図解することができる。

人の行ないと報い

人

↓
行ない

／/（､『、
裁き－報い

－
－

↓ ↓

喜び

↓

永遠の生命

悲しみ

↓

永遠の死
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「,‘人が義各一されるのは，

信仰|でよる」

テーマ

人が救いを得るのは信仰によって与えられるキリストの

恵みによる。

テーマの分析

A.パウロの時代の多くのユダヤ人とユダヤのキリスト

教徒は，人が救われるのは自分の良い業によると信じ

ていた。

B.パウロはローマの聖徒たちに，人が義とされるのは

信仰によると教えた。

l.現在の状態が神から認められ，受け入れられては

じめて，その人は義とされる。

2．みたまを受けていることは，神から義とされてい

ることの証拠である。

3．聖きみたまは，勤勉に努めて神から義とされる道

を歩まない人に対して承認を取り消すことがある。

4．人は定められた時に自分にできるすべての事柄を

行なう場合，義とされる道を歩んでいることにな

る。

C.イエス・キリストを信じる信仰は，人が義とされる

力である。

1．イエス・キリストは罪のない生活を送り，私たち

の罪のために犠牲を捧げて下さったので，罪の結

果から私たちを蹟うことがおできになる。

2．信仰，すなわち神の力は，神について正しい知識

を持ち，犠牲を捧げること（神のみ業を行なうこ

と）によって得られる。

3．イエス・キリストが私たちを愛して下さっている

ので，私たちは義とされる。

学習資料

新約聖書読書課題

ローマ1－5章

コース学習ガイド

第39章「人が義とされるのは，信仰による」

標準聖典

教義と聖約20:30-31正しくかつ真実の教義は何か。

ローマ3：19－20；4：15律法はどのように人々を罪

人とするか。

マタイ7:21－23キリストは私たちの行ないと主に対

する献身についてどのように感じられたか。

ガラテヤ2:20-21もしも私たちの業が私たちを救う

とすれば，ローマ4：1－5に述べられているように，

救いは神が私たちに負っている負債とはならないだろ

うか。

モーサヤ2:20-21私たちは自分自身の力で救いを勝

ち取ることができるか。

IIニーファイ31:7-21私たちを主の恵みに至る道に

とどめるものは何か。

モーサヤ13：28モーセの律法と主の噴罪の間にはどの

ような関係があるか。

アルマ22:14堕落と恵みの必要性との間にはどのよう

な関係があるか。

アルマ42：12－16慈悲は正義をそこなうことなしに罪

人に何を要求するか。

IIニーファイ2:5－7律法と恵みは何をもたらすか。

基本図書

「教え」pp.338-39予言者ジョセフ・スミス，恵みか
らの堕落に関する他宗派の教えを正す。

「説教」p.154あなたに信仰を持たせるものは何か。

「説教」p.155恐れについての誤った考え方。

「福音」1：124どのような状態の時に罪は洗い流され

るか。

「救い」2：285－87私たちはなぜ自分自身の力ではな
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〈，主の恵みに頼らなければならないのか。

その他の資料

ブルース。R・マッコンキー,DociγmaINewTesia-

77ze71tCom771e71ia7･y,本課に関連のある箇所を通読す

るとよい。

ブルース。R・マッコンキー,MO777'O7IDOCtγ航e，

pp.408,670-72恵みにより救いを得ることについ

ての解説。

ジョセフ・スミス,Lec加γeso7IFajtll,特に第6の講

話

レッスンの提案

数多くの教派を見てみると，人の行ないが極端に強調さ

れたり，あるいは主の恵みが強調され過ぎたりする例が数

多く見られる。しかし，パウロはそのいずれも必要である

と語っている。一方に極端に偏ることなく，両方とも非常

に大切である。

対話による提示

（信仰によってもたらされる)恵みと(信仰のある証拠であ

る）行ないの果たすそれぞれの役割について理解させるた

めに，対話法を用いるとよい。あらかじめ質問を紙に書い

ておき，それを読み上げて生徒たちから正しい答えを引き

出すようにする。正しい答えが出されたら，あるいは時間

の関係でさらに続けた方がよいと思われたら，正しい答え

をオーバーヘッド・プロジェクターを使って映し出すよう

にする。以下に挙げるのはこの対話の例である。

84

問：日の光栄の王国において昇栄の報いを得るためには，

私たちはその王国に関するすべての律法と儀式に従わ

なければならない。それはなぜか。

答：「昇栄を得て最高の住まいに住もうとする者は，日の光

栄の律法に従い，しかもそのすべての律法を守らなけ

ればならない．…．．…

救いを得るには，神から命じられた一部を行なうだ

けでは足りない。すべてのことを行なう必要がある｡」

（ジョセフ・スミス,Teac九伽gSo/f/teProp/letJo-

sep/tS772"ん「予言者ジヨセフ・スミスの教え｣pp.331

-32）

問：主は私たちに直ちに福音のすべての律法に従って生活

するように期待しておられるだろうか。それとも，次

第にそのような完全な状態に向かって成長するように

望んでおられるだろうか。

答：「主は言葉通りの意味で言われたと私は信じる。すなわ

ち，私たちは天の父が完全であられるように完全にな

らなければならない。一度に完全になるのではなく，

規則に規則，教訓に教訓，模範に模範を加えられて完

全になっていくのである。しかもこの現世にいる限り

は完全になることはない。完全の域に達し，神に似た

者になるには墓を越えてさらに前進しなければならな

い。

しかし私たちが基盤を築くのはこの現世である。イ

エス・キリストの福音の簡潔な真理を教えられて，こ

の完全に向かって準備をするのは，この試しの生涯で

ある現世である。私たちは昨日よりも今日，今日より

も明日とよくなっていく義務がある。なぜだろうか。

それは主の戒めを守っているならば，私たちはその完

成に向かう道の上にいるからである。従順であって，

世に打ち勝ちたいという望みが心にあってはじめてそ

の道に立つことができるのである。(ジョセフ・フィー

ルデイング・スミス｢救いの教義」2：17）

問：しかし，誠実に努力をしていながらなお完全にはほど

遠い人の状態はどうであろうか。戒めに従って生活す

るように努めていながら，まだそれが完全にできない

人に対しても，聖霊は導きを与えて下さるだろうか。

答：然り。福音に従って生活をしようと誠実に努力をして

いる人々にはそのような祝福が与えられる。最善を尽

くして努力をしているならば，主はその人に，みたま

の導きを与えて下さる。それと同時に，すべての律法

に従って生活しているかのどと<に福音に伴う祝福を

授けて下さる。彼が正しい望みを持っていることによ

って，聖霊を受け，義とされるのである。(ジョセフ・

スミスー日の光栄の王国に関する示現9節；モーセ6：

60；教義と聖約20：30，32－33参照）キリストの噴罪

によって与えられる神の恵みは，義を求める人々を義

しい者として下さる。しかし，もし最善を尽くして世

の事柄を克服しようとしなければ，みたまは退き去る。

ジョセフ・フィールディング・スミス大管長は次のよ

うに説明している。

｢人が誓約を破るなら，それがバプテスマであろうと，



聖任，結婚あるいはその他の儀式であろうと，みたま

は承認の印を取り下げ，祝福は得られない。

すべての儀式は忠実を条件に報いが与えられるとい

う約束をもって結び固められる。しかし誓約が破られ

た場合，聖きみたまは承認の印を取り下げる｡｣(｢救い

の教義｣1：45）このような人は義とされない。しか

し，もし心から悔い改めるなら，みたまは再び戻り，

もう一度義とされるであろう。
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40

「神の相続人であって，

キリストと共同の相続人なのである」

テーマ

人は御父の持てるすべてを受け継ぐ相続人となる可能性

を秘めている。

テーマの分折

A.人は男女を問わず，神の霊の子供である。

l.私たちは前世において，永遠の御方から生まれた。

2．私たちには，永遠の両親のようになる潜在力があ

る。

B.人は神の肉体の姿かたちに創造されている。

C.福音に従うことによって，人は男女を問わず，御父

の持てるすべてを救い主と共に受け継ぐ共同の相続人

となることができる。

l.神の文字通りの御子であるイエスは，生来御父の

相続人である。

2．相続権を持っておられるイエスは，御父に従うこ

とによって，御父の持てるすべてを得られた。

3．私たちは福音に従うことによって，御父の持って

おられるすべてをキリストと共に等しく受け継ぐﾞ

ことができる。

学習資料

新約聖書読書課題

ローマ6－8章

コース学習ガイド

第40章「神の相続人であって，キリストと共同の相続人

なのである」

標準聖典

IIIニーファイ12:48;27:27私たちは主からどのよう

な戒めを与えられているか。
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ピリピ2：5－6

ヨハネ17：2－6，15－22；教義と聖約93：2－4，21

－26；へブル1：3－4私たちは救い主と同じよう

に，どのような目標を持つべきか。

ローマ8：14－19人はどのような原則に従う時に，噴

い主と共に神の相続人となる資格を得ることができる

か。

モーセ6：64－68；教義と聖約84：31－39そのほか，

私たちは神の相続人となるために何をしなければなら

ないか。

教義と聖約93:11-20,26-28私たちが神の戒めを守

る時に，どのような約束が与えられているか。

基本図書

「救い」2：33－37共同相続人に関する教義。

「教え」p.54私たちは救い主と共に共同の相続人とな

るためには，何をしなければならないか。

「教え」p.347イエスと共に共同の相続人になる人は，

どのような栄光を受けるか。

「福音」p.31私たちはどのようにして神の子供となる

ことができるか。

「説教」pp.96-97人の行く未は何か。

その他の資料

ブルース。R・マッコンキー,MO7･77107IDOCtγme，

p.394共同の相続人になるとはどういう意味か。

レッスンの提案

人の究極の目的は神のようになることである（討論）

この世において，また来るべき世において人の究極の行

く末は何か考えてもらう。

私たちは実際神のようになることが可能であろうか。も

し可能であるならば，私たちは現在神について何を知って

いるだろうか。神はどのような御方であろうか｡(神は完全



イエスは御父の持てるすべてのものを受け継ぐ。
生まれながらの相続人であった。しかし御父に
従うことにおいてそれを相続する権利を得られた。

な御方であり，日の光栄の律法に完全に従っておられる）

それでは，私たちは何を目標とすべきか｡(生徒たちと共に，

コース学習ガイドの(40-5)について話し合うとよい）

私たちは神の相続人となることができる（討論）

本課の題を黒板に書く。「神の相続人であって，…･･､キリ

ストと共同の相続人なのである」（ローマ8：17)次いで，

｢相続人」という言葉の意味について話し合う。

この世の相続権と，永遠の祝福の相続権とを比較する。

(コース学習ガイド(40-7）参照）

御
澗
の

御父の持

てるすべて

のもの

イエス・

キリスト

ス・

スト
私たち

神の相続人現世の相続人

福音に完全に従うことによって，私たちはイエス・
キリストを通して，主の恵みと愛によって自分の相
続分を得る。

御父の持てるすべてを受

ける。

宣言された祝福を得る資

格を得た時に，この相続

権を持つ。

その他

資産，お金，肩書等を

受ける。

一般には誕生に伴って

相続権を得る。

その他

11

22

ヨハネ16：15イエスは神の御子であった。したがって，

イエスは何に対する生まれながらの相続人であったか。

教義と聖約93：5－7イエスはどのようにして御父の持
っておられたすべてのものを得ることがおできになった

か。

ローマ8:14-18私たちはどのようにして「共同の相続

人」となるか。

ガラテヤ3：26－29；4：1－7

教義と聖約84：33－41；50：26－28；76：50－60；88：

107；93：15－30；132：2O私たちは救い主との共同の

相続人として，御父からどのような祝福を得ることが

できるか。

3

3

私たちはどのようにして神の相続人となるか（黒板を使っ

た説明と聖句の分折）

以下の聖句を用いて，私たちはイエス・キリストを通し

て神の相続人になることを説明す｡(コース学習ガイド（40

－8）参照）
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41

｢世の造られる前から

選ばれていた」

テーマ

現世で特別な召しを受けるように予任されていた人々は，

忠実にその召しを果たすであろう。

テーマの分析

A.前世で忠実であった人々は，現世で召しを受け，特

別な祝福を得るであろう。

1．神の霊の子供たちは皆，前世で自由意志を働かせ

る権利を与えられていた。

2．前世で忠実であった人々は，現世である使命と祝

福を得るよう召され，選ばれた。

3．これらの祝福には，バプテスマ，神権，神殿結婚，

永遠の生命が含まれる。

B.人が予任された祝福を受けるかどうかは，その人が

福音に忠実に従うかどうかにかかっている。

学習資料

新約聖書読書課題

ローマ9－16章

コース学習ガイド

第41章「世の造られる前から選ばれていた」

標準聖典

ローマ11：1－5パウロが述べている恵みの選びとは何

か｡(コース学習ガイド(41-1)参照）

エペソ1：1－6神のある子供たちは，何に対して世の

造られる前から選ばれていたのか。

アブラハム3：22－24前世で選ばれた霊たちは,何を行

なったために，現世における特別な使命に召されたの

か。

アルマ13:3一部の人々にこの世で神権を持つ特権が

与えられているのはなぜか。
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教義と聖約121:34-40前世で選ばれたものが,現世で

召されながら選ばれないことがあり得るか。それはな

ぜか。

基本図書

「教え」pp.189,321主の選びの教義とは何か。

「教え」p.365予言者ジョセフ・スミスは予任につい

て何と述べているか。

「説教」p.55イエスは予任された召しを拒むことは可

能であったか。

「救い」l:59悪を行なうように予任された人はいる

か。

「箇条」pp.254-51,658-59予任と神の予知との関係。

ハロルド．B・リー，「大会｣1973年10月，｢大会報告1973

-75｣pp､77-81私たちは予任された召しを果たすた

めに何をすることができるか。

ブルース。R・マッコンキー，「大会｣1974年4月,｢大会

報告1973-75｣pp.190-92予任と選びの関係。

その他の資料

ブルース。R・マツコンキー,MO7･77107ZDOCir･me,

pp､216,290選びと予任の教義。

教材

録音用資料

「予任の法律｣(ブルース。R・マッコンキー）

「予任｣(ハロルド．B・リー）

レッスンの提案

討論

黒板に下記の言葉を書き，生徒たちにこの言葉を定義づ

けてもらう。

宿命

（｢救い」3：255－56参照）



予任

（｢救い」2：53-55参照）

選び

これを用いて学習資料に挙げられた討論に導くとよい。

選びまたは予任の教義（黒板を使った説明）

下記の図と質問を用いてこの教義について話し合うとよ

い。

l.

2．

3

ある人はなぜイスラエルの家系に生まれたのか。

イスラエルの家系の人々は，現世で何を受けるように

前世で選ばれていたのか｡(バプテスマ，教会への加入，

神権，神殿結婚）

私たちはこれらの約束された祝福を受けるために何を

しなければならないか。

討論

次のふたつの文を用いて，討論を展開するとよい。

「主は神のすべての子供たちの中から，少数の優れた霊た

ちを選ばれた。これらの選ばれた霊たちは，この最後の時

代にこの世に来て，時満ちたる神権時代に肉体を受け，地

上に神の王国を組織し，それを確立し，擁護し，………永

遠の神権を受けるために霊界で6,000年の間とどめおかれ
ワワ

たのである｡」(ウイルフォード･ウッドラフ6dOurLineage

Uja/,Ge7,e(zjogidzJSocjeiy〃α〃d6ooル『私たちの血統」

｢ユタ系図協会手引き｣p.4)

「この教会の名前はいい加減につけられたものではない。

私たちの教会は末日聖徒イエス・キリスト教会である。現

在は末の日であり，最後の神権時代である。そして，教会

のプログラムはすべて終わりの時のために備えられている。

現在はかつてなく，諸事をてきぱきとさばかなくてはなら

ない時代である。そのために，すでに予任されている人々

がその業を推し進めることである。しかし，昼に続いて夜

は必ずやって来る。もし私たちが自ら選んで，自分の責任

を果たそうとしなければ，すなわち現在行なわなければな

らないことを後回しにして怠け心を起こすならば，主の計

画と目的の達成が妨げられることのないように，私たちに

代わって他の人が立てられるであろう。

シオンの若者たちよ，立ち上がって期待に応えていただ

きたい。あなたが確信を持っている事柄に勇気を持って立

ち向かっていただきたい。天の御父の王国で，あなたに代

わってだれか他の人が立てられるようなことがあってはな

らない｡」（ロバート．L・シンプソン,"YouthofZion,

Standup,andBeCounted!"ImP7･0"e77ze71tEγα『シ

オンの若者よ，立ち上がり，期待に応えよ』｢インプルーブ

メント・エラ」1963年12月号,p.1101)

聖句の分析

予任されていた予言者たちの例を引いて，予任の原則を

説明するとよい。

救い主

バプテスマのヨハネ

ジョセフ・スミス

モーセ4：1－4；イザヤ53

1ニーファィ10：7－10

11ニーファィ3

｢選び」に関するパウロの教え（聖句の分析）

ローマ9-14章に基づいて質問をし，選びの教義に関す

る生徒の理解を深める。以下の例を参照にして事前に割り

当てを生徒に与えておくとよい

ローマ9：1－4イスラエルの人々は6つの事柄を受け

るために選ばれている。その6つとは何か。

ローマ9：6－8特別な祝福を受けるように召され，選

ばれていながら,｢肉の子」となってしまった人々は，そ

れらの祝福を受けることができるか。

ローマ9：9－12なぜエサウに代わってヤコブが選ばれ

たのか。

ローマ9:13-21神が特定の人を選ばれるということで，

神に不正はあるだろうか。それとも，それはその人の問

題であろうか。

ローマ9：24－29救いを得るように予任されている人は

だれか。
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42

｢あなたは,エルサレムでわたしのことをあかしした

ように，□－マでもあかしをしなくてはならない」

テーマ

主は，逆境の下にあっても，勇気を持って主のメッセー

ジを宣く伝えようとする人々を強め励まして下さる。

テーマの分析

A.私たちはしばしば，私たちの霊性をそこなおうとす

る人々に出会う。

1．彼らは私たちに罪を犯させようとする。

2．彼らは私たちをあざけり，あるいは脅かして，私

たちが神の王国と王国の律法を擁するのを阻害し

ようとする。

3．彼らは私たちに善い業を行なうのをやめさせよう

とする。

B.私たちの防護壁となるのは，精神的また肉体的な勇

気である。

C・クリスチャンとして抱くまことの勇気は，キリスト

への確信とキリストへの誠実な心，キリストの律法と

計画の実践，将来の麗しい情景を心に描くことによっ

て得る展望，これらによってもたらされる。

学習資料

新約聖書読書課題

使徒21：18－28：31；コロサイ

コース学習ガイド

第42章｢あなたは,エルサレムでわたしのことをあかしし

たように，ローマでもあかしをしなくてはならない」

標準聖典

Iニーファイ3：7（3－5章も参照）主はなぜニー

ファイが主の戒めを容易に守れるようにして下さらな

かったのだろうか。
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ヤコブ2:1-10ヤコブがこのことを伝えるのにどう

して勇気が必要であったか。

ヤコブ7:1-20神の勇者を侮った人の話。

モーサヤ17アピナダイに自分の信念に誠実であるよう

に導いたのは何か。

モーサヤ21邪悪な人々の迫害から逃がれるためには何

が必要であったか。

使徒21:10-13危険な旅に出るのには特別な勇気が必

要である。

使徒21:30-22:24鎖に縛られた状態で述べた証。

使徒23：12－2lパウロの敵はどのように考えたか。

使徒23:11良い知らせと悪い知らせ。

基本図書

「福音」1:269-73ジョセフ．F・スミス大管長の勇

気。

ハロルド．B・リー「大会」1972年10月「大会報告1970

-72｣pp.400-406私たちは行動と教義に関する導

きをどこに求めればよいか。

「教え」pp.155-57背教を避ける鍵。

「教え」p.180パウロに出会った人の語るパウロの容姿。

「教え」p.225古代近代を問わず問題を起こす人はどの

ような種類の人か。

「説教」pp.275-76自信の欠如のもたらす影響。

「説教」p.347私たちは主のみ業を行なう上で試練にど

のように立ち向かえばよいか。

その他の資料

パーレー・P・プラット,A剛”6jogγαp/ZyofPαγ/ey

P.Pγα〃,p.192パウロと同様に投獄されたジヨセフ・

スミスに関する記録。

リチャード。L・エバンズ,F7･077ZWMli7ZT/leSe

Wtz"s,pp77-78責任を果たす人の人格。

レオン．R・ハートショーン『勇気ある人物ジョン・テ

イラー」｢聖徒の道」1972年10月号,pp.473-77近代の



勇敢な宣教師の話。

教材

フィルムストリップ

（パウロの生涯，7）｢無視された証」

（パウロの生涯，8）｢終りまで耐えしのぶ」

レッスンの提案

質問と討論

質問：パウロやニーファイ，その他多勢の偉大な僕たちが

多くの試練を経験した。しかし，主はどうして，彼ら

を救い出し，彼らの問題を解決する力を与えるのをそ

のように引き延ばされたのだろうか。

討論の目標

1．神の僕たちは神についてよく知り，自分が神のみ手

の下にあると言う十分な信仰を持つ必要がある。

2．私たちはパウロやニーファイが示したような決意な

しに主のみ業を果たすことはできない。

3．信仰があれば，将来についてすべてを知る必要はな

い。一時に少しずつ歩むことができればそれでよい。

4．私たちに実際に信仰があれば，私たちは自分のため，

また王国のみ業のため最善の事柄を期待するように

なる。(教義と聖約98:3;100:15;ローマ8:25

参照）

5．私たちは障害や苦難を克服することなしに霊的に成

長することはできない。

質問：なぜ偽りの教義や誘惑に抗する勇気が必要なのか。

討論の目標

1．時析，肉体的危害や経済的，社会的報復が与えられ

ると言う恐れを持つ｡(経済的報復とは何か。答え：

ある種の生活様式を受け入れないと職を失う。社会

2

的報復とは何か。答え：ク、ループから除外される）

あざけられる。(例えば,｢まったく馬鹿だなあ。君が

間違っていることは科学が証明しているじゃないか｡｣）

肉体的苦痛を受ける方が，心理的な打撃や，社会的

な疎外感を受けた時よりも立ち直るのが容易である。

質問：勇気の源とは何か。

討論の目標

1．神の正しい知識は信仰へ導く。

2．その他（討論を行なうことによって達成できるその

他の目標）

質問：個人の純粋さと従順さは，神のメッセージを勇気を

持って宣言することとどのような関係にあるか。

討論の目標

1．例えば，喫煙家はタバコを吸わない人と同じ確信を

持って知恵の言葉を語ることはできない。

2．その他

同意語と反意語

同意語と反意語を挙げてもらうことによって，福音を宣

く伝える時に勇気と信仰が必要であることを強調する。

勇 気 憶 病

信仰疑い

肯定的な自己のイメージ 否定的な自己のイメージ

その他その他

コロサイ人への手紙と大会報告

コロサイ人への手紙に記された教えが現在にも等しく適

用できることを示す。そのために，コロサイ人への手紙に

記された警告と教えを幾つか列記するとよい。また，最近

の大会説教から幾つか抜粋を読む。
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43

「あなたがたは，

聖徒たちと同し国籍の者である」

テ ーマ

末日聖徒は，互いの重荷を負い，互いに友情の手を差し

伸べる時にさらに一致の精神を強くすることができる。

テーマの分析

A.主は福音を広め，教会員を完成させ，高める目的を

持って教会に様々な役職を設けられた。

B.上記の目的は，役員各個人がそれぞれの義務を果た

すことによって達成される。

C.これらの義務を果たす時に，友情の手を差し伸べて

いることになる。

学習資料

新約聖書読書課題

ピレモン；エペソ1－6章
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コース学習ガイド

第43章「あなたがたは，聖徒たちと同じ国籍の者である」

標準聖典

Iニーファイ6：4ニーファイの心からの望みは何で

あったか。

ヤコブ1：7－8ヤコブの望みは何であったか。

イノス9：20イノスは救いの望みを得た後，何を願っ

たか。

モーサヤ2：17まことの奉仕の精神は何か。

モーサヤ18：8－1l私たちはパプテスマを受ける時に

何を行なうことを同意するのか。

IIコリント11:22-33パウロは聖徒たちのために自分

が受けた試練を告げている。

モロナイ1：1－4モロナイはレーマン人に対してど

のような気持ちを持っていたか。

基本図書

「教え」p.316友情は鉄と鉄を溶接するようなものであ

る。

「教え」p.228あなたは他の人々を助ける時にどのよう

な気持ちを持たなければならないか。

「福音」1：303-308教会における友情。

「福音」l:218私たちは教会幹部にどのように友情の

手を差し伸べればよいか。

「福音」1:239-41ヒーバー．C・キンボールへの賛

辞。

スペンサー．W・キンボール「大会」1976年4月,｢聖徒

の道」1976年8月号,pp､358-61特に友情を必要と

している人がいるか。

その他の資料

ボーン・』・フェザーストーン「大会」1973年4月,｢聖

徒の道」1973年11月号,pp.516-18兄弟たちはどこ

に友情を求めるべきか。

レッスンの提案

友情（フェローシッピングについての説明）

黒板に次の3つの事柄を書く。(1)教会の職召し。（2駿

務。(3)この義務とフェローシッピングの関係。次いで，こ

れらの欄を満たす答えを言ってもらう。以下に挙げるのは

その例である。

教会の職召し義務

執事 1.聖餐の

パス

この義務とフェローシッ

ピングの関係

1．この基本的な儀式は

キリストにあって，ま

たキリストによってす

べての会衆が等しく受

け入れられ，友情の手

が差し伸べられている



る祝福師に対してどのような気持ちを持つか。祝福師の祝

福は，それを受ける人にどのような気持ちを与えるか。改

宗者は宣教師をどのように感じるか。改宗者はメッセージ

以外に宣教師に何を期待するか。

ことを象徴している。

2．（適切だと思われる

事柄を書く）

2．断食献

金集め

上記の方法を用いるに当たって，パウロがエペソ4：11

で述べているそれぞれの職にどのようなフェローシッピン

グの機会があるかを考えておく。もし本課でこの方法を用

いるならば，自分自身の状態を振り返り，また生徒たちに

心の備えをさせる上でコース学習ガイドの第43章が役立つ

であろう。

討論を促す質問

教会の組織があるのは何の目的か。（教会の組織は必要

がないと考え，また語っている人々がいる）生徒たちにフ

ェローシッピングの立場からこの質問について考えてもら

う。次いで質問する。教会は先の質問に対する答えをどの

ように成就しているか。

教会ではフレンドシップとフェローシップの象徴として

右手が使われていることを話す。

すべての職が必要であろうか

質問をして討論を展開することにより，すべての教会の

組織にフェローシッピングが大切であることを聖徒たちに

理解させる。次の質問をする。イエスはなぜ使徒たちを友

と呼ばれたか｡(ヨハネ15：15；教義と聖約84：63；93：45

参照）祝福師の祝福を受ける人は，その祝福を与えてくれ

私たちは支持する時に右手を上げる。

私たちは歓迎やあいさつをする時に右手で握手をする。
１
２
３ その他
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44

「あなたは，

信者の模範になりなさい」

テーマ

末日聖徒の若人は，信者としての霊的な強さと模範で悪

の軍勢と教えに立ち向かうことができるように，この時代
のためにとどめおかれた。

テーマの分析

A・パウロは教会に侵入してきた悪を非難し，模範的な

生活を送るように聖徒たちに呼び掛けた。

B.パウロの時代と現代には多くの類似点がある。

1．サタンは教会と聖徒たちを滅ぼそうと努めている。

2．パウロが語った警告の多くは，それが告げられた

時代と同様に現代でも価値がある。

3．世は益々悪くなり，義人は益々善くなると言うよ

うに，善悪の隔たりがさらに大きくなっている。

C.現在の聖徒たちは，今日の世に対して信者の模範と

なるように特に召されている。

学習資料

新約聖書読書課題

ピリピ;Iテモテ

コース学習ガイド

第44章「あなたは，信者の模範になりなさい」

標準聖典

マタイ24：21－23，30－32（ジョセフ・スミス1参照）

パウロの時代のどのような出来事が現在でも見られる

か。

Iニーファイ14:6-7今日救われる者と罰せられる

者を区分するものは何か。

IIニーファイ30:10善悪の隔たりの結果，義人はどう

なるか。
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Iニーファイ22：17－19現在の義人はなぜ恐れる必要

はないのか。

Iコリント10：1－13へプライの予言者たちはなぜい

つもモーセの下におけるイスラエルの歴史を回顧する

のか。

モルモン経ヤコブ2：35；3：10邪悪なニーファイ人

は彼らの子孫にどのような影響を及ぼしたか。

教義と聖約93：38－50家族には模範のほかに何が必要

か。

アルマ39:11この悪い模範はどのような影響を及ぼし

たか。

アルマ24:21-27この素晴らしい模範的な行為はどの

ような影響を及ぼしたか。

Iペテロ2：9－19なぜ王国の神権者は人々の模範と

ならなければならないのか。

モーサヤ17:2-4アヒ、ナダイの示した勇気と献身の

模範は，どのように多くの人々に感化を及ぼしたか。

Iペテロ2：20－25私たちに模範を示して下さったの

はどなたか。

基本図書

「説教」p.208模範的な親にどのような約束が与えられ

ているか。

「福音」2:16-18子供たちは父親に従い，将来の配

偶者を適切に取り扱うことをどのようにして学ぶか。

「赦し」p.99悪い模範の影響はいつ表われるか。

「赦し」pp.226-27イエスはどのような模範をもって

罪を避けることの大切さを教えられたか。

「箇条」pp.546-48;716-17イエスとパウロは現代の

大きな問題を解決する方法をどのように示して下さった

か。

その他の資料

ジョセフ・スミス,"jStoryofil,eC伽γc/z,'IJoﾉ.6,

I71iTOdUC伽",p.XLI"ハイラム・スミスの模範は



ハイラム・スミスとジョン・テイラーにどのような影

響を及ぼしたか。

デルバート。L・ステイプレー「大会」1969年4月，『心

の糧』｢聖徒の道」1970年8月号模範の力。

レッスンの提案

将来の展望と知恵（討論）

将来の展望を持つことの大切さについて話すことから始

める。知恵とは問題の結末，すなわち自分の取る行動の最

終結果を見る能力である。したがって，私たちが注意力を

集中する度合に応じて注意力は増し加わる。以下のような

質問をするとよい。

1．将来を考えた時に，罪悪は電柱が遠くに行くにした

がって小さくなるように小さくなるものだろうか。

それとも，次第に大きくなるものだろうか。

2．罪悪は次第に小さくなり，ある日突然消えてしまい，

完全に正しい状態になることが可能であろうか。

3．私たちは自分自身をパウロの時代において，自分を

省みることは益があるだろうか。私たちはパウロと

パウロの敵について何を知っているだろうか。

4．私たちには，罪悪の結果と義の結果を示す実際の模

範があるだろうか｡100年後の将来の展望を持つこと

は好ましいだろうか。私たちよりも年を取った人々

の生活の中にそのような将来の展望を見いだせるだ

ろうか。

5．その他（正しい生活を長期間送る時にもたらされる

影響についての質問を幾つかするとよい。レッスン

に先立って目的をよく心にとどめておく。目的のひ

とつは，罪悪を犯すよりも誉れある死を選ぶ方が賢

明であると言う気持ちを生徒たちの心に起こさせる

ことである。裁きの法延か日の光栄の王国における

自分自身の姿を心に描かせることによって，永遠の

生命を待ち望み気持ちを奮い立たせるとよい。

万人の模範

永遠の律法が存在することを指摘する。十戒は現在でも

有効な戒めである。イエス・キリストの模範はすべての時

代を通じてクリスチャンの共通の模範である。

キリストが時代を問わず万人の共通の模範であるという

概念は，聖徒たちにひとつの基準を与えてくれる。私たち

はどのようにすればこのキリストの模範に到達できるだろ

うか。（答え：バプテスマ，まことの改宗）

将来に関する予言

コース学習ガイドと新約聖書読書課題に取り上げられて

いる将来の事柄について検討するとよい。このレッスンの

ため，黒板に7000年の年代線を引く。（教義と聖約77:6

－7参照）パウロや彼の時代の他の殉教者たちの正しかっ

たことが明らかにされる時代が，現在どれほど近づいてい

るかを生徒たちに示す。将来の出来事に関するパウロや他

の新約聖書の記者たちの言葉を読み，黒板の図に記入する。

以下はその例である。

l.ピリピ1:6,107000年の年代線上で将来の「キ

リスト・イエスの日」はどこに当たるか。

2．ピリピl:19-20この望みはいつ報われるか。

3．ピリピ3：21この変化はいつ起こるか｡(将来喜び

を受けるために現在苦しみに耐えるという考え方を

述べている前の節をも参照する）

4.1テモテ2:6この「定められた時」はいつ来るか。

5.1テモテ6:11-16この勝利はいつ得られるか。

95



45

「わたしは戦いをUつばに戦いぬき，
走るべき行程を走|ﾉつくし，信仰を守りとおした」

テーマ

キリストによって定められた模範に従う時に，霊性を培

い，感受性を養う上で障害となる事柄すべてを克服する強

さを身につけることができる。

テーマの分析

A.パウロが述べているように，霊性を培い，感受性を

身に付ける上で障害となる事柄が幾つかある。

1．世の諸事と不正直

2．争いの原因となる無知や無学による疑問

3．聖徒間の，あるいは異教徒との論争
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B.パウロがテモテやテトスに与えた指示に従って生活

をする者は，みたまを受けることができるであろう。

これらには以下の事柄が含まれる。

l.主と主の教会について証を述べる時は，恐れずに

勇気を持って行なう。

2．愛と信仰，親切，柔和，勤勉，忍耐を持って人を

教えられるような生活をする。

3．学び，聖典に厳密に従い，健全な教えにかなった

生活を送る。

C.キリストの模範に従おうと努める人には，聖霊の力

が与えられる。

D・聖きみたまを受ける者は，世の事柄を克服し，終わ

りまで耐え忍ぶことができる。

学習資料

新約聖害読書課題

テトス;IIテモテ

コース学習ガイド

第45章「わたしは戦いをりっぱに戦いぬき，走るべき行

程を走りつくし，信仰を守りとおした」

標準聖典

ヨハネ15：5私たちは救い主にどれほど従うべきであ

るか。

Iヨハネ5：12私たちは救い主に従う時，何を受ける

か。

ヨハネ15:18-19;17:14世の人々はキリストに従う

人々をどのように感じるか。

Iヨハネ5：4人は世の事柄をどのように克服するこ

とができるか。

ヨハネ8:12;1:4救い主が与えて下さる命の光と

は何か。

アルマ17：3モーサヤの息子たちは何によって霊的な

巨人になったか。

教義と聖約88：66－68；5：16；97：1－2キリスト

に従おうと決心する者には何が与えられるか。

教義と聖約42：12－14完全な福音はどこに見いだせる

か。

IIIニーファイ17:3救い主が人に聖典の言葉をよくよ

く考えるようにと言っておられるのはなぜか。

教義と聖約33：6聖霊なしには聖典を理解できないの

はなぜか。

IIIニーファイ26:1-12聖徒たちはどのような状態の

時にさらに聖文を受けることができるか。

基本図書

「赦し」pp.364-65世の事柄を克服する者にはどのよ

うな福音が与えられるか。

「説教」pp.448-53福音にはどのような喜びが見いだ

せるか。

「福音」1：77いかなる状態の下にあっても，聖きみ

たまの導きを受けるためには何が必要か。

「福音」1：192－93なせ聖徒たちは勇気を持たなけれ

ばならないか。



｢救い」3：181－82家庭に良い図書を置くことによっ

てどのような祝福がもたらされるか。

｢救い」1:281-84私たちはどのような目的を持って

聖典を研究すべきか。

｢教え」pp.64-66キリストの模範に従うことは，世の

事柄を克服する上でどのような力となるか。
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レッスンの提案

世の諸事は霊的な成長を妨げる

パウロは戦わなければならなかった主要な事柄のひとつ

は，世の影響であった。人は故意に邪悪な行ないに走らな

くても，世の事柄に深い関心を持つならば，その人は聖き

みたまを得る，あるいは保つ努力をしていないことになる9

聖徒たちは霊性を培う事柄に多くの時間を割けるように，

世の諸事とかかわり合いを持たないようにすることが大切

である。

世の諸事とのかかわりを持つのを避けることができると

言うことを明らかにするため，すべての仕事は，教会の責

任と両立できることを指摘する。教会は，聖徒たちの持っ

ている時間，資産，指導性，経験を多くの点で必要として

いる。

次の文を黒板に書く。世の事柄に関心を持たないように

すれば，教会の事柄に関心を向けるのが容易である。

マタイ13:22とIIニーファイ3:8を参照する。ジョセ

フ・スミスが自分の生活のことをいつも気に掛けなかった

のはなぜか。以下の質問をする。

l.教会幹部が全時間を教会での奉仕に捧げるように召

されているのはなぜか。

2．私たちは皆，世の事柄に関心を向けずにいられるか。

3．世の事柄に煩わされないようになるためには，今何

ができるか。

これらの図のどれが理想的な状態を示すものか。どのよ

うにすれば世にあって世の者とならずにすむかについて，

パウロがテトスとテモテに語った勧告は何か。世の標準は

今日の聖徒たちにどのような影響を与えているか。教義と

聖約10：33；76：28-30で，主は聖徒たちにどのような警

告を与えておられるか。

今日の人々は，パウロがテトスやテモテに警告した多くの

問題に直面している

パウロの時代と現在の類似点を幾つか挙げるとよい。パ

ウロがIIテモテ3:1-7で警告している事柄を黒板に列

記する。それぞれの言葉の意味を簡単に定義づけると共に，

現代の弟子もそれに立ち向かわなければならないことにつ

いて話し合う。

1．「自分を愛する者｣(利己主義）

2．「金を愛する者｣(物質主義）

3．「大言壮語する者｣(虚栄）

4．その他

また，相違点について指摘するとよい。例えば，本課で

提案されている聖句を検討しながら，この神権時代に見ら

れない事柄を挙げる。この最後の神権時代をもって大背教

は幕を閉じた。この神権時代は何を導き出す時代か。

聖典の研究は神のみたまを得るのに欠かせない

聖句の分析を行なってこの概念を展開する。聖徒たちに

それぞれ聖句を割り当て，それが何を意味するかを報告し

てもらう。以下の聖句を用いるとよい。Iニーファイ8：

24;IIニーファイ3:12;アルマ17:1-3;111ニーファ

イ23;111ニーファイ26:1-12;教義と聖約88:77-80;

88：118；申命31：9－13．その他の聖句を加えてもよい。

世にあって世の者とならない

救い主は大祭司としての偉大な祈りの中で（ヨハネ17)

弟子たちは世にあって世の者ではないことを述べておられ

る。ここで言う｢世｣とはどういう意味か｡(ジョセフ・スミ

ス1：4参照）世にあって世の者ではないと言う言葉の意

味についてはいろいろな考え方がある。次の図はこのこと

を説明するものである。
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「完成を目ざして

進もうではないか」

テーマ

完成はイエス・キリストによって明らかにされた永遠の

福音の求める条件に従うことによって得られる。

テーマの分析

A・教義と祝福の水準は神権の水準によって決まる。

l.パウロはそのひとつの水準を｢乳｣，またもうひと

つの水準を｢肉」と述べている。

2．完成を得るために必要な教義と義式は，大神権に

よって施されるものであ．る。

B・完成された状態を築くためには，適切な基が据えら

れていなければならない。

1．その基はキリストへの従順である。

2．完成はメルケゼデク神権の権能と儀式によって得

られる。

C.完成は終わりまで耐え忍ぶことによってはじめて得

られる。

1．ある場合，耐え忍ばずに滅びに至ることがある。

またすべての場合に低い光栄に甘んじなければな

らない。

2．私たちが耐え忍ぶ時，神は永遠の生命をもって私

たちを祝福して下さる。

学習資料

新約聖書読書課題

ヘブ､ル1－7章

コース学習ガイド

第46章「完成を目ざして進もうではないか」

標準聖典

教義と聖約84：19－22神聖な力を得るためにはふたつ

98

の事柄が必要である。それは何か。

1I1ニーフアイ9:12-22アロン神権によって完成がも

たらされるか。

へブル7：11－12レビ神権によって完成がもたらされ

るか。

IIニーフアイ25:23-27;アルマ25:15-16モーセの

律法における救いの原則は何か。

教義と聖約107：1－12大神権の権利は何か。

教義と聖約130：20－21完成の祝福はどのようにして得

られるか。

教義と聖約76：31－37主は滅びの子となる人々につい

て，どのように述べておられるか。

へブル5：4－8イエスは苦しみから何を学ばれたか。

IIニーファイ31:20終わりまで耐え忍ぶことによって，

どのような祝福が得られるか。

IIニーファイ31:15-16どのように終わりまで耐え忍

べばよいか。

教義と聖約76:79;131:1-4;132:16-17耐え忍

ばない者はどうなるか。

基本図書

「説教」P､4聖徒の救いや罰を決めるものは何か。

「教え」p､198地獄の罰とは何か。

「教え」pp.356-58聖霊に対する罪。

「救い」2:17-18完全に至るためにはどの位の期間

が必要か。

「救い」2：33－64昇栄への道は完成への道と同じか。

マービン。J・アシュトン「大会」1975年4月,｢大会報

告1973-75｣pp.363-65人はなぜ毎日完成を求める

必要があるのか。

マーク。E・ピーターセン「大会」1974年10月，｢大会報

告1973-75｣pp.263-66私たちは完成を目ざしてど

のような計画を立てることができるか。

「赦し」p.219完成はどのようにすれば得られるか。

「福音」1：172－73神権と救いと結び固めの関係。



｢箇条」pp､579-83,725-26神殿の誓約と完全になる

ことの関係。

｢福音」1：255－56人々 はこの世にいる間にどうすれ

ばある程度の完全を見いだすことができるか。

｢福音」1：163－65この世の人間には完全になる能力

があるか。

なければならない。

当事者が共に利益を得なければならない。

誓約あるいは同意はある種の権能によって保証また

は承認されなくてはならない。

誓約を破った時には罰が課せられる。

誓約の期間が満了したならば，もはやそれは効力を

有さない。

その他

２
３

●
●

４
５

レッスンの提案 6

神権の水準（へブル7：11-12)(黒板を使った討論）

パウロはヘブル人への手紙の中で，福音はモーセの律法

ではなく，大神権によって取り扱われるものであることを

強調している。そして，パウロは福音はより高い律法であ

ると結論づけた。さらにこれを完成の教義と結びつけ，完

成を得るためにはメルケゼデク神権が必要であることを告

げている。パウロはモーセの律法による数多くの習慣を維

持したいと願ったヘブル人の聖徒たちに，多くの事柄を語

っている。生徒たちにそのパウロの言葉に注目させ，各自

の生活にこのレッスレがどのように役立つか考えさせると

よい。黒板にふたつの言葉（アロン神権，メルケゼデク神

権）を書く。次いで，聖徒たちにこれらふたつの神権の権

能と働きとを挙げてもらい，それをそれぞれの神権名の下

に列記する。メルケゼデク神権にはアロン神権の権能と働

きがすべて含まれることを強調する。ふたつの神権につい

て話し合った後，モーセの律法には黒板に挙げられたアロ

ン神権の表に見られる幾つかの事柄がどのように含まれて

いたかを示す。次いで，モーセの律法のその他の特徴につ

いて話し合う。この話し合いの最終結論として，次の事柄

を挙げる。(1)モーセの律法に固執したユダヤ人の愚かさ。

(2)メルケゼデク神権に伴うさらに豊かな祝福を求めようと

する若人の賢明さ。その後，アブラハム1:1-4を読む。

そして，アブラハムが求めた同じ福音を求めるように勧め

る。

質問

1 私たちはなぜ神の要求を受け入れなければならない

か。

私たちは条件を緩和するように神に求めることがで

きるか。

私たちはバプテスマの誓約からどのような益を得る
か。

私たちは結婚の誓約からどのような益を得るか。

神はどのような益を得るか｡(モーセ1：39参照）

誓約を破る時，私たちはどのような罰を受けるか。

(へブル6:4-6;10:26-31;IIIニーファイll

:39-41;27:16-19参照）

モーセの律法の有効期限はなぜ満了したか｡(IIIニー

ファイ15：1－8参照）

その他

2

3．

４
５
６

7

8．

誓約に関する上記の教義は，次のように図解することが

できる。

私

主

誓約（黒板を使った討論）

誓約の性質と，ユダヤ人のキリスト教徒がモーセの律法

を放棄した理由を，生徒たちに考えさせる。レッスンの進

め方として，パウロの時代の誓約について黒板に列記し，

理解を促すのに役立つ質問をする。

私たちは神と交わしている誓約のひとつについて，この

表を完成させるとよい。また，それぞれの誓約を｢乳｣すな

わち「キリストの教えの原則｣,および「完成を目ざして進

むこと」に関連してパウロが語った事柄と結びつける。(へ

ブル5：8－14；6：1－6参照)教義と聖約130:20-21；

132:1-7と82:10と関連づけてもよい。

誓約の要件

1．当事者が双方とも誓約事項に同意し，誓約を交わさ
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「あなたがたは

血によって清められる」

テーマ

キリストは血を流すことによって，人が清めを受ける蹟

いの力を各個人に及ぼされた。

テーマの分析

A.永遠の噴罪によって，主は主に完全に従う人々を清

めることがおできになる。

B.キリストの流された血は清めの血であり，その清め

はバプテスマを受ける時に始まる。

C.私たちは福音の原則と儀式に従う時にみたまの力を

受け，キリストによって完全に清くされる。

D.救い主を通して得られる救いは，清く汚れない者と

なる過程であり，清くされた者は永遠に神のみもとで

暮らすことができる。

学習資料

新約聖書読書課題

へブル7:23-28;8-10章

コース学習ガイド

第47章「あなたがたは血によって清められる」

標準聖典

モーセ6：59－60キリストの血による清めの教義が福

音の一部として説かれてからどの位の期間になるか。

教義と聖約20:3i清めの教義は現在の神権時代におい

てどのように反復されているか。

教義と聖約43：1lここで述べられている主の戒めは何

か。

IIIニーファイ27:19-21主によれば，清められるため

の基本要素は何か。

100

エペソ5：26－27キリストは教会をどのように清めら

れるか。

教義と聖約88：21，34－35人は具体的にどのように清

めを得ることができるか。

教義と聖約84：33神権の召しを全力を尽くして遂行す

ることによって，個人にどのような影響が及ぶか。

モロナイ10：30－33清めを受けるための鍵は何か。

Iテサロニケ5：23神の聖徒たちの最終目標は何か。

基本図書

「教え」pp.297-98救いについて。

「説教」p.389救いの道。

「福音」1:254-62私たちはどのようにすれば清めを

受けることができるか。

「救い」2：8－18様々な救い。

「赦し」pp.364-66克服することによって罪を清める。

その他の資料

ブルース。R・マッコンキー,MO7･771072DOCtγ航e，

pp.675-76清めの教義。

ブルース。R・マッコンキー,Dociγmα/NewTesm-

77Le7,iCo771771e71iαγy,3:186-87あなたがたは血に

よって清められる。

レッスンの提案

モーセの律法とキリストの降臨のひながたと影（黒板を使

った討論）

次の言葉を黒板に書く。ひながた，影，比嶮,型,思い出。

次いでこれらの言葉はパウロがモーセの律法の執行と儀式

はキリストとキリストの噴罪を予表するものであるという

ことを述べるために使われた言葉であることを説明する。

アルマ34：13-14を読み，へブル9：11－15と比較しな

がらこれらについて簡単に話し合う。

本題の聖句ならびに学習資料に挙げられた聖句を提示し，



これについて説明をしながら以上のことを黒板に書くとよ

い。

ひながたまたは影

1．律法の大祭司

2．至聖所

3．血の捧げ物

4．祭司の仲保（小羊の血）

成就

l .イエス

2．日の光栄の王国

3．キリストの苦しみと死

4．キリストの仲保

へブル書の聖句からその他考えつく事柄を上記の表に加

える。

清めへの進歩（討論）

清めへの進歩のそれぞれの過程について以下の質問をす

るとよい。

1．肉欲に従う人とはどのような人か。（モーサヤ3：

14;Iニーフアイ7:21;アルマ26:21参照）

2．私たちは自分が実際に進歩していることをどのよう

にして知ることができるか。

予言者ジョセフ・スミスは次のように述べている。

「唯一の知恵のある真実の神を知ること，これが永遠の生

命である。あなた方は，自分自身いかにすれば神々となり，

神の祭司，王となれるかを学ばなければならない。あなた

方の前の神々がすべてなしたと同じように，すなわち，小

さき者から大いなる者へ，恩恵に恩恵を加えられ，昇栄か

ら昇栄へ進むことにより，ついに死者の復活を成就し，永

劫の光輝のうちに住まい，永劫の力を付与されて座す者た

ちと同じく栄光のうちに座すのである｡」（噺え｣pp.346-

47）

「私たちは，神が人間を教育するに値する者として，また

天から人間に告げられた光に従順かつ勤勉に従うその度合

に応じ，能力を高めることのできる存在として創造したも

うたと考える｡また,人間は完成に近づけば近づくほど視野

が開け，喜びは大きくなる。そしてついには悪に打ち勝ち，

あらゆる罪への思いを断ち切るようになる。そして，いに

しえの人と同じように，その信仰は高まり，創造主の力と

栄光に包まれて共に住むことのできる状態となる。しかし

この状態は，人が一朝一夕で達することのできないもので

ある。神の特質，正義，公平さ，不変さを理解できる段階

にその思いが到達するまで，ある程度神の王国の律法と管

理により訓練されなければならない｡」(｢教え｣p.51)

3 私は清めに向かって進歩していることをどのように

告げることができるだろうか｡(ガラテヤ5：22－25

参照）
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｢信仰とは,まだ見ていない事実を

確認することである」

テーマ

信仰は永遠の生命をもたらす力である。

テーマの分析

A.イエス・キリストを信じる信仰は，福音の第一原則

であり，あらゆる正義の基である。

B.信仰とは，みたまを通して神を心から信頼すること

であり，それは神のみこころにかなう行為や業の中に

明らかにされる。

C.信仰とは，まだ見ていないが事実である真理に対し

て人が抱く確信である。

D.信仰とは，偉大な力の原則であり，それによってす

べての事柄は支えられ，神の人は永遠の生命へ向かっ

て進歩できるのである。

E.神を信じる信仰を試されることは，私たちがこの世

にいるひとつの目的である。

F.信仰がなければ，神を喜ばせることはできない。

学習資料

新約聖書読書課題

へブル11-13章

コース学習ガイド

第48章「信仰とは，まだ見ていない事実を確認すること

である」

標準聖典

へブル11：1

アルマ32：21
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パウロは信仰を何と定義しているか。

アルマの定義はパウロの定義にどのよう

に類似しているか。また，どのように異なるか。

使徒4:12;IIニーファイ9:23私たちの信仰は結局

だれに基づいたものでなければならないか。それはな

ぜか。

アルマ34:14-15完全な悔い改めへ導く信仰を人に与

えるものは何か。

アルマ37：33あらゆる誘惑と人生の試練を克服する鍵

は何か。

使徒15：9信仰は清めをどのようにもたらすか。

マタイ23：23信仰も「重要な」もののひとつであるの

はなぜか。

へブル11：6信仰がなければ神を喜ばせることができ

ないのはなぜか。

アルマ32：26－35人の生涯の中で信仰を育む過程は何

か。

モロナイ7：37信仰はどのような点で力の原則か。

マタイ7:21;ヤコブ2:17信仰を表わす上で，行な

いはどのように重要か。

アルマ32：36－43信仰の実とは何か。それは個人の生

活の中でどのように育むことができるか。

基本図書

「教え」pp､148-49信仰の起源。

「箇条」pp.96-108信仰についての説明。

「福音」1:127だれに対して信仰を持たなければなら

ないか。

「教え」p.270信仰には必ずみたまの賜が伴う。

「説教」pp.153-55信仰は救いに至る神の力をもたら

す。

「救い」2：279救いへの信仰。

「赦し」pp.216-18信仰と行ない。

その他の資料

ジョセフ・スミス,LeCiU7･eSO71F(Z"/Z,第一の講話

信仰とは。



ブルース。R・マッコンキー,MO7･77ZO71DOCtγ伽e，

pp.261-67信仰についての説明。

レッスンの提案

アルマ32章による

信仰の循環一信仰，望み，知識の水準

木は実を結び，私たちは

そのおいしい実(永遠の生命)を神のみ言葉を聞く

美収穫する。次いで，私たちは

他の人々を養う者となる｡(知識2)〃 、
琶
広

が
の

“
二
一

この望みを乙

雪テスーイ望刀

知 調
一

4ワー』 、

信仰を持ち，忍耐
引き続き，勤勉に
なるのを待ち望む

動き，実0
イ 歪 璽 ワ ｝

注意して勤勉にそ

てる（信仰2）

ころを行おうと思う者で

れでも，わたしの語って

が神からのものか，それ

し自身から出たものか，

ろう｡」(ヨハネ7：17）

心を開き，理解力

良いことを認識す

のみ言

アルマ32章をとり上げた後，へブル人への手紙に記されたパウロの語る信仰についても参照するとよい。

を得ることができるのである。信仰が福音の第一原則であ

ると言われるのはこのためである。信仰はあらゆる行為に

先立つという意味で第一であるばかりでなく，重要さにお

いても第一である。

学習資料の聖句を用いて，予言者たちが信仰について教

えている事柄を学ぶとよい。

イエス・キリストを信じる信仰：主に全心を向ける

次の文を配布資料にして渡すとよい。

主イエス・キリストを信じる信仰(ただの信仰ではない）

は福音の第一原則である。ある人に信仰を持つとはその人

に信頼を置き，その人には自ら宣言した能力があるという

確信を持ち，その人が語ることを信じることである。信仰

の反意語は恐れや疑いである。神が全知全能の御方である

ことを疑う人々は，神御自身の言葉をも疑う。そのような

人々は神のみ言葉を信じて行動することができない。聖典

に述べられているように，信仰は希望の基であり，望んで

いる事柄を確信し，まだ見ていない事実を確認することで

ある。私たちが主のみ業に従事するのは，信仰があるため

である。キリストを信じる信仰が篤くなると，赦しと，ま

たさらに篤い信仰をもたらす。また，信仰をもって神を呼

び求めることは，すべての誘惑を立ち切る力をも与える。

かくして信仰のある人は,｢一切のよい賜｣(モロナイ10:30)

福音の第一原則である信仰の及ぶ範囲

ボーン・』・フェザーストーン長老の次の言葉について

話し合い，福音の第一原則の及ぶ範囲について生徒たちに

理解させる。

「信仰とは何かについて理解することは素晴らしいことで

ある。信仰とは何であろうか。それはどのように働くので

あろうか。皆さんは完全な信仰を持っているだろうか。信

仰の意味を完全に理解するようになると，必ず悔い改めの

気持ちを起こすに違いない。それを十分に理解する時に，
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次の原則に進む。しかし，私たちがこの世の生涯で信仰に

ついて理解し，完全な知識を得ることができるかどうか私

は知らない。私は皆さんがどれほど知性に優れ，また長い

期間学んでいるか知らない。また，皆さんがいつの日か福
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音の第一原則である信仰について完全に理解できるかどう

か私は知らない｡」(@4AslfTheyWouldAskHimto

TarryaLittleLonger,''BYUSpeecﾉZeso/f/leyeαγ

1975,p.375)



49

｢清く汚れのない信心」

テーマ

まことのキリスト教の信心は，人を完全な者とする愛の

奉仕の中に見られる。

テーマの分析

A.ヤコブが告げているように，この世の生涯は信仰を

もった戦いである。そして，人はたとえ理解できなく

ても，外部の力と戦わなければならない。

1．人は苦難に直面する時に，忍耐を学ぶことができる。

2．人は理解できない事柄に直面する時に，聖霊を通

して霊感を求めることができる。

3．人は誘惑に直面する時に，信仰によって悪に抗し，

世の事柄を克服することができる。

B、人がこの世にいるのは試されるためであり，また自

らの肉体をコントロールし，自分自身に従わせること

を学ぶためである。

C.「み言葉を行なう人」になる時に，その人の信仰は

愛に結びつき完全になる。

1．人は信心深く見えるだけでなく，自分の語った事

柄に従って誠実に生活をしなければならない。

2．まことの信心を持っている人は，すべての人を公

平に取り扱い，自分自身のように隣人を愛すると

いう尊い律法に従う。

学習資料

新約聖書読書課題

ヤコブ

コース学習ガイド

第49章「清く汚れのない信心」

標準聖典

アブラハム3：24－26地球が創造された目的は何か。

教義と聖約88：21－24神が律法を与えて下さっている

目的は何か。

教義と聖約132：39ダビデは長年律法に従ったが，そ

れで十分であったか。

IIニーファイ31:20人は永遠の生命を受け継ぐために

何をしなければならないか。

Iニーファイ13：26終わりまで耐え忍ぶ人の受ける報

いは何か。

IIニーファイ31:16終わりまで耐え忍ぶために何をし

なければならないか。

IIニーファイ9:18耐えなければならないこの世の苦

しみにはどのようなものがあるか。

モロナイ8：26愛を増し加えるために人は何ができる

か。

アルマ34：28私たちの祈りを空しくするものは何か。

モーサヤ4：16－20人を永遠に滅ぼす原因となる大き

な罪は何か。

基本図書

「赦し」pp.178-79人がこの世で自分の弱点を克服す
ることはなぜ大切か。

「教え」p.331御父の家で住まいを得るためには,すべ

ての日の光栄の律法に従わなければならないか。

「赦し」pp.367-69律法を破った後それを悔い改めた

人は，そうしなかった人よりも強いか。

「箇条」pp.131-32信仰と知識を実生活に生かすこと

は，単に真理を知ることよりもなぜ大切なのか。

「福音」1：139-4O私たちは寛大な心と善意をどのよ

うに育むことができるか。

「福音」1：300-306まことの末日聖徒となる条件は

何か。

「福音」1：292私たちは貧しい人を助けるためにどれ

ほどのものを与えることができるか。
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｢説教」･pp.87-89神の子供たちは何を積極的に行なう

べきか。

マリオン．G・ロムニー｢大会報告1970-72｣pp.391-

94「大会報告1973-75｣pp.111-13,274-77まこと

の慈愛の原則。

その他の資料

スペンサー。W・キンボール,FQ"/LPrecedesj/le

Mjγαc/e,pp95-97善行の結果は必ずしも直ちに表

われないのはなぜか。

教材

録音用資料「清く汚れのない信心｣(ポール。H・ダン）

レッスンの提案

聞くだけでなくみ言葉を行なう人になる

聖句の分析を行ない，ヤコブがふたつの事柄に関心を持

っていたことを生徒たちに理解させる。そのふたつの事柄

とは，自分自身の問題に対処する方法と，他の人々を取り

扱う方法である。黒板をふたつの部分に分け，片方に「自

分自身への関心｣，もう一方へ「他の人々への関係」と書く。

ヤコブの手紙の最初の2章から，使徒の特別な勧告を表わ

す事例を引き出す。

私たちの信仰の試し

ヤコブが述べているように，私たちがこの世にいる大き

な目的のひとつは，私たちの信仰が試されることである。

私たちは自分自身への関心と他の人々への関心の点で，信

仰をどのように試されるだろうか。

ジョセフ・スミスは，ヤコブ1：2に記されている「試

練」という言葉を，霊感訳聖書で「苦難」に変えた。この

ように言葉を変えたことにはどのような意義があるか。

信仰は苦難と試練によって試される。私たちが直面する

問題の原因は神にあるだろうか。神はなぜそれを許してお

られるのだろうか。それはどのような役に立つのだろうか。

デピッド。O・マッケイ大管長は次のように述べている。

「霊性の道には，肉体の満足ではなく，キリストが理想と

して立っておられる。表面上の必要をまず第一に満たそう

として自分の命を救うものは，自分の命を失い，自分の幸

福，生涯の喜びを失うであろう。人生の本当の目的を求め

ようとする人は，自我以上の何かを求めて生活しなければ

ならない。救い主は次のように述べておられる。『私は道で

あり，真理であり，生命である｡』（ヨハネ14:6)その声
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に従う人は，自分ひとりでは幸福も永遠の生命も得ること

ができないということを間もなく知るであろう。また，次

のことも知るであろう。『人生を築くのは，大きな犠牲や負

担ではなく，ほほえみや思いやりのようなささいな事柄で

ある。小さな働きを習慣的に行なうことで，心の平和と慰

めが得られるのである｡』（ハンレー・ダピー卿）

私たちが心から求める霊性とは，自我に勝利をおさめる

良心であり，永遠の神と交流を図る心である。霊性は人に

困難を克服させ，さらに大きな強さを得させる。人に能力

が授けられ，その心に真理が開かれるのを感じることは，

人生で最も荘厳な経験のひとつである。

この世の事柄に心をとらわれる者，平然と自分の兄弟を

だます者，利を得るために偽りを言う者，隣人から盗む者，

人を中傷し名声をそこなう者，これらの者は低欲な動物界

に生きていると言えよう。このような者は霊性を窒息させ，

あるいは休止させているのである。欲に心を奪われる者は，

霊的に死んだ者である｡｣(OlMoreSpiritualityinOur

DailyLives"Iilstγ迦c”γ『日々 の生活においてもっとも

霊性を失う』「インストラクター」1969年1月号p.2)

清く汚れのない信心

1．神と隣人を愛している人はその行動からわかる。それ

はなぜか。隣人のために働くことはどのような点で自

分の宗教上の誓いをしっかりと守っていることになる

か｡｢考えるヒント」に記載されている事例研究につい

て話し合うとよい。み言葉を行なう人になること，ま

た他の人々に心からの関心を示し奉仕をすることに関

連して，完全に至る過程がどれほどたくさんあるか生

徒たちに明らかにさせる。

2．ヤコブヘの手紙には，信仰と行ないの関係がよく記さ

れている。ヤコブ1：27は，これに関するヤコブの教

えが要約された言葉である。ヤコブの言う「清い信心」

とは何か。

a・孤児を見舞う。

b.困っている未亡人を見舞う。

c・世の汚れに染まらない｡(慈善奉仕は人にこれを達成

させる上でどのように役立つか）

神への信仰を持っている人は，隣人への愛ある行為とし

てその信仰を表わす。それはなぜか。

人は神に何でも与えることができるだろうか。戒めを心

から守ることは，神のために何かを行なうことになるだろ

うか。神から祝福を受けるためには自分自身を清く保つだ

けで十分であろうか。モーサヤ4：26-28に記されたベン



ジャミン王の教えは，これとどのような関係にあるか。か

つて教会のある伝道部で,｢腕に子供を，胸に親を,」という

モットーを設けていた。この言葉は神の子供に清い心を持

って奉仕をする人々とどのように結びつけることができる

か。私たちが隣人に奉仕する時，それは神が関心を抱いて

おられる唯一のものを神に捧げていることになるのはなぜ

か。
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50

「死人にさえ福音が

宣く伝えられたのは」

テーマ

末日聖徒は自分の亡き先祖に福音の祝福をもたらそうと

努める時，シオン山の救い手となる。

テーマの分析

A.救いには儀式が欠かせないと，主は宣言を下してお

られる。

B.これらの儀式は，死者のためには生者が代理で執行

することができる。

C.すべての教会員は，自分の亡き先祖に救いをもたら

す責任がある。

D.この業を行なうことによって，私たちは死者に対し

て救い手となることができる。

学習資料

新約聖書読書課題

Iペテ ロ

コース学習ガイド

第50章「死人にさえ福音が宣く伝えられたのは」

標準聖典

ヨハネ3：5日の光栄の王国に入るためにはふたつの

儀式が欠かせない。

ヨハネ5：25－29死者のためにどのような約束が与え

られたか。

Iペテロ3：18－20；4：6この約束はどのようにし

て成就されたか。

Iコリント15：29生者は死者のために何の儀式を執行

するか。

教義と聖約103:9-10私たちはどのようにして他の
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人々の救い手となることができるか。

教義と聖約128:15死者のための業は軽々しく見過ご

してはならない。それはなぜか。

教義と聖約128：24私たちはおもに，主が完全に受け

入れたもう価値ある書物を捧げなければならない。そ

の書物は何か。

教義と聖約128：17「すべての事項中最も光栄ある｣福

音のテーマは何か。

基本図書

「教え」pp.193,223,330-31,337-38死者のための

業はどれほど重要か。

「救い」2：149-5Oなぜ死者のための代理の儀式を行

なうのか。

「箇条」pp.196-206この世で福音を聞く機会のなかっ

た死者のために,主はどのような備えをしておられるか。

「救い」2:132-33死者のための救いの儀式はなぜそ

のように光栄ある事項なのか。

「福音」2：220-2l私たちは死者にどのような祝福を

もたらすことができるか。

「説教」pp.393-408この世で福音を聞く機会がなく死

んだ人は，どのような状態にあるか。

マーク．E・ピーターセン,｢大会」1976年4月，｢聖徒の

道」1976年8月号,pp.325-27私たちはどのように

してシオン山の救い手となることができるか。

ボイド。K・カツパー,｢大会」1975年10月，｢大会報告19

73-75｣pp.442-45死者に対する私たちの責任は，

なぜそのように重いのか。

その他の資料

ハロルド．B・リー,YeAreiheLjghiOfiheWorld,

pp.203-206どのようにすれば私たちの死者のために

地獄の門を閉じることができるか。

"Zs加γyo/t/ZeC伽γch,5:423;6:319,365死

者の救いのためにすべての儀式はどれほど大切か。



予言されていたようにエライジャは来たか。（教義と聖約
110:13-16;128:5参照）

レッスンの提案

世に平和をもたらす（討論と黒板を使った提示）

世に平和をもたらすために何ができるかを生徒たちに考

えさせる。主はその答えを教義と聖約98:16に与えておら

れる。黒板に次のような表を書く。

主は死者に祝福をもたらそうと努める人々のために道を開

いて下さる（討論）

1．死者のための業に関する実際の出来事を紹介する。

2．死者のための業を行なう上で何が必要か，生徒に尋

ねる。以下の答えが考えられる。その業を行なおう

とする望み，適切な施設（図書館，神殿)，探求の技

術，時間。コース学習ガイドの記事を引用し，家族

を心から愛している人は，この大切な時間を行なう

時間を見いだせることを指摘する。

先祖の心を子孫に

これはどのように達成されて

いるか。

子孫の心を先祖に

何が約束されているか。

（教義と聖約22参照）

子孫はこれをどのように

成就することができるか。

上記の活動は世にどのように平安をもたらすことができ

たか。

聖句の分析

教義と聖約128：24を読む｡この書物は何か｡(私たちの覚

えの書と終了した神殿の儀式の記録）これらの書物には何

を記録すべきか｡(表題，個人の歴史，系図表，家族の記録，

家族の伝記）私たち個人の歴史はどれほど大切か。

（スペンサー･W・キンボール,『永世にわたる記録』，「聖

徒の道」1977年6月号,pp.300-301参照）

エライジヤのみたま（ジョセフ・スミス2：23-39)(聖句

の分析）

モロナイは何が啓示され，明らかにされると言ったか。

この啓示はだれによってもたらされることになっていたか。

モロナイは子らの心に何が植えられると言ったか。

何が起こることになっていたか。

これが実現しなければ，地球はどうなるはずであったか。

なぜエライジャが遣わされたか。

先祖とはだれのことで，その先祖にどのような約束が与え

られているか。

シオン山の救い手（黒板を使った討論）

「マラキが言う父とはだれで,また子とはだれのことだろ

うか。父とは福音を受け入れる特権を得ないで死んだが，

その特権の与えられる時が来るという約束を受けた私たち

の死んだ先祖のことである。子とは今系図の情報を集め，

神殿で代理の儀式を行なっている人々のことである。

子らの心を父に向けることは，子らの心に死者の記録を

探求したいという気持ちと望みを植え付けることである。

子らの心にこの望みと気持ちを植え付けることが必要であ

る。子らが主の宮居に入って，福音を知らずに死に，した

がって全き福音を受ける特権に浴さなかった先祖のために

必要な働きをするには，この望みを心に持たなければなら

ない。（ジョセフ・フィールディング・スミス「救いの教

義」2：118）

受いをE

主の力により

主の續罪により

主の儀式により

死者のための私たちの

代理の業により

１
２
３
４

上の図を使って，私たちが死者のために儀式を行なう時，

私たちが救い主とどのように結ばれるかを示す。

死者を救うのは主である。しかし私たちは代理の業を行

なうことによってその救いに貢献することができる。した

がって，私たちは救い手となることができるのである。

（教義と聖約103:9-10参照）

もしこの業が行なわれなければ，なぜ地はことごとく荒

れ廃れるだろうか｡(ジョセフ・フィールディング・スミス

｢救いの教義」2：112参照）
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51

｢神の性質にあずかる者」

テーマ

福音の目的は，罪を剋艮し，イエス・キリストの神聖な

属性にあずかる者となれるように人を助けることである。

テーマの分析

A.私たちは，現在世の中にある堕落した状態を避ける

ことによって，神の属性にあずかる者となる。

1．ペテロは聖徒たちに，蹟い主の正義によって彼ら

はすでに世の欲から救われていると告げた。

2．ペテロは聖徒たちに，クリスチャンとしての徳を

増し加える方法を告げられた。

3．ペテロは聖徒たちに，これらの徳を身に付けるよ

うに絶えず努力をしない者は，「近親｣の者であり，

自分の以前の罪が清められたことを忘れている者

であると言われた。

B.福音に伴うすべての責任と祝福は，神の性質にあず

かるようにというぺテロの勧告に内包されていた。

1．ペテロが約束した永遠の王国は，永遠の生命と同

様のものである。

2．ペテロは聖徒たちに召しと選びとを確かなものに

するように告げた。

3．ペテロは聖徒たちにひときわ確かなる予言の言葉

を持つようにと告げた。

学習資料

新約聖書読書課題

IIペテロ

コース学習ガイド

第51章「神の性質にあずかる者」

標準聖典

IIペテロ1:4ペテロは神の属性について何を教えたか。
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IIIニーフアイ12:48;27:27イエスはニーフアイ人を

管理する人々にどのような戒めを与えたか。

Iニーファイ3：7神は戒めを受け入れる人々に常に

どのような約束を与えておられるか。

教義と聖約93：12－18私たちは御父の完きを受けるた

めに，何の模範に従っているか。

Iヨハネ3：2－3ヨハネは神のようになりたい者は

何を行なわなければならないと告げたか。

モロナイ7：48祈りは人が神の属性を伸ばすように努

力する時，どのような役割を果たすか。

IIニーファイ32私たちはどのようにすれば聖きみたま

を伴呂とすることができると，ニーファイは言ってい

るか。

基本図書

「教え」pp.216,345-48私たちは属性を身に付け，

神のようになるためには何をしなければならないか。

「説教」pp、264-80私たちは天の力をもっと受ける

ためには何をすればよいか。

「福音」1：149－67教会と福音の目的は何か。

「福音」1：75－85人は神聖な属性をどのようにして

伸ばすことができるか。

「救い」1:271-85私たちは救いの知識をどのように

して得ることができるか。

「救い」2：34私たちはどのようにすれば完全な光と

真理に到達できるか。

教材

トランスペアレンシー「完成へのステップ」

レッスンの提案

神の属性にあずかる（聖句の分析と黒板を使った討論）

イエスは私たちの模範であり，仲保者である。イエス・

キリストは私たちが神の属性を身に付けることができるよ



93：12-28を用いて，以下の図を示しながらそれを説明す

る。

うに，その方法を教えて下さった。主がどのような点で私

たちの模範であるかを生徒たちに考えさせる。教義と聖約

蜂
唾

冬
一
／
／
神

呈
呈＃㈱原差三豊二言了私たち

王 神の属性

8に記エス・キリストIキリストは恵みにイ

卜の属性を身に恵みを受けてこの されているキリストの属性を身に

状態に達せられた。 付けることによって，恵みに恵み
完成へのステップ

を加えられこの状態に達する。

「完成へのステップ｣を表わすトランスペアレンシーは，テロが話しているもろもろの徳が完成へ到達するためにど

IIペテロ1:4-8を説明するのに有効である。これはぺのように役立つかを明らかにするものである。

人を完成へと

導く
〃

親等
教師へ：召しと選びとを確かなものにするというテーマ

について話し合う時は，特に注意を要する。以下の資料が

役立つであろう。ジョセフ・スミス,TeQcMIgsq/i/te

P7･OP/ZeiJOSeP/iS"i/Z,PP､150,298,305;ブﾙーｽ

。R・マッコンキー,DociγmαノⅣez"Tesi(z77ze城CO771-

me城αγ",3:323-55;マリオン。G・ロムニー，『キリス

トの光』「聖徒の道」1977年10月号,pp.473-75
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5ワ～L,
中にく」

光の「

神がの
00

ますよっ にい

わ方し 光方ちも 中を歩

テ ーマ

光の中を歩く人々は，キリストの愛を受け入れ，御父と

御子，それに神の子供たちと楽しい交わりを持つ。

テーマの分析

A.ヨハネが教えているように，光の中を歩く人々は再

び生まれる。

1．ヨハネはこのことを説明するために，子供の誕生

と，キリストの家族への養子縁組を象徴として用

いた。

2．象徴の背後にあるのは，主の噴罪の力とみたまの

力である。みたまは人に目に見える変化をもたら

し，また御父と御子，それに神の子供たちとの実

際の交わりをもたらす。

B.ヨハネは，人が自分は再び生まれているかどうかを

判断するのに用いることができる基準について述べた。

1．「すべて愛する者は，神から生れた者である」(I

ヨハネ4：7）

2．「義を行う者はみな彼(キリスト)から生れたもの

である」(Iヨハネ2:29)

3．「すべて神から生れた者は，世に勝つ」(Iヨハネ

5：4）

4．「すべてイエスのキリストであることを信じる者

は，神から生れた者である」(Iヨハネ5:1)

C.人は神の愛を受けることによって神の息子，娘とな

る。

D.再び生まれる者は，救い主や神の子供たちと心から

の交わりを持つ。

学習資料

新約聖書読書課題
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Iヨハネ

コース学習ガイド

第52章「神が光の中にいますように，わたしたちも光の

中を歩く」

標準聖典

教義と聖約34：1－3キリストはなぜ，だれのために

苦しまれたか。

教義と聖約11：30；モーセ6：58－68人は神の息子，

娘となる力をどのようにして受けるか。

モーサヤ5：7私たちはキリストの家族に生まれるの

であって，御父の家族に生まれるのではない。それは

なぜか。

イザヤ63:1-9;教義と聖約133:46-53主は人が

再び生まれることができるように，どのような苦しみ

を受けられたか。

ヨハネ14：15-18；17：21－23主の子供たちは主とど

の程度の交わりを持つか。

モーセ1:1-11,24-41なぜモーセはこの偉大な示

現を見ることを許されたか。

IIコリント3:18人々は主の栄光のうちに，どのよう

にして，何によって変えられていくのか。

基本図書

「教え」pp.149-51人は救い主とどの程度の交わり

を得ることができるか。

「救い」1:12,93-94人々は実際どのようにして神の

ようになるか。

「救い」2：59結婚はなぜ神の息子,娘となるのに欠か

せないのか。

「救い」2：35－39神権はなぜ神の息子となるのに欠

かせないのか。

「説教」pp.16,227福音は何のために定められている

のか。



その他の資料

ジェームズ。R・クラーク,MesS(zgeSo/オノleFj7･st

PTesjde"cy,5:30-31神の息子となる。

レッスンの提案

人は血と水と霊によって再び生まれる

Iヨハネ5：4－12とモーセ6:51-67を比較すること

によって，両方の聖句がみたまの再生の要素とどのように

関連しているかを示す。黒板に次の表を書き，「誕生」の

意義を生徒たちに理解させる。

肉体の誕生

1．新たな始まり

2．母親の苦しみ（出産時の苦痛）

3．羊水

4．出産時に流される母親の血

5．罪汚れのない子供

6．生命と英知，個性，人格を

与える前世の霊

再生

1．新たな始まり

2．イエスの苦しみ（特にケツセマネの園における）

3．バプテスマの水

4．ケツセマネの園とゴルゴダにおいて流された救い主

の血

5．キリストの血により清められた罪汚れのない改宗者

6．新しくより大いなる生命と英知，個性，人格を与え

る新たなみたま（聖霊の賜）

主の噴罪は現実的なものであったか，それとも抽象的な

ものであったか。（現実的なものであった。イエスは神の

永遠の正義が要求する代価を実際に支払われた）

贈罪の力と，実際の変化をもたらすみたまの力

生徒に一連の質問をし，それに答えさせることによって

この素晴らしい教えを与える。生徒に簡単に答えてもらい，

生徒の理解に応じてさらに説明を加える。以下に挙げるの

は質問と答えの例である。

みたまの力についてどのようなことを知っているか。改

宗者は新たなみたまを得ているか。（新しい霊体を得るわ

けではない。前世の霊界から来て肉体に宿った霊は，なお

その肉体に宿り続ける。しかし，改宗者が常に聖霊を伴侶

とすることができるように，新たなみたまが与えられる。

それによって改宗者は変わり，彼が交わした誓約を守るこ

とができるようになるのである。

この新たなみたま，すなわち聖霊は，改宗者が聖霊を完

全に受け入れる時に，彼のために何を行なうか。（改宗者

を変える。改宗者は新たな人になり，みたまに感じやすい

人々にはそれがはっきりとわかる。彼の行ないや活動，愛，

その他の特質が著しく改善され，彼が世の事柄を刺Rし始

めていることが明らかになる）

私たちは実際にキリストの息子，娘として養子縁組され

ているだろうか。

されている。私たちは堕落と私たちの肉体の両親を通し

て実際に母体の弱さを受け継いだ。（モーセ6：55;イテル

3：2；ローマ7:15-25;IIニーファイ2:29参照）それ

とまったく同じように，私たちは主の蹟罪と，キリストの

家族への養子縁組によって神の属性を受け継いでいる。(I

ヨハネ3：1，10;イザヤ53：10－13;モーサヤ5：2，7；

27:25;IIペテロ1:4参照)こうして私たちは，キリスト

の息子，娘と呼ばれる新たな人間になっているのである。

その他，聖徒の思考を促す独特の質問をつくるとよい。
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53
「‘‘不信仰な人々が

しのんてきび込’‘て」

テー マ

末日聖徒は誤った考え方や不義な行ないに気をつけ，

信仰のために戦うようにしなければならない。

テーマの分析

A.末日聖徒はまことの教師と偽りの教師を見きわめ，

キリストから離れないようにしなければならない。

B.末日聖徒は生ける予言者と，キリストに従って生活

する正しい人々の教えを受け入れ，キリストを否定す

る者を拒むようにしなければならない。

1．ヨハネは，たとえ教会員であっても福音を実際に

信じていない人は偽りの教師であると語っている。

2．反キリストとは，イエスがキリストであることを

否定する者である。

C.現代の世でも，同じような反キリストの教えと多く

の反キリストがいる。

1．神は骨肉の体を持っておられないという教えが，

宗教界，科学界を問わず，今日の世に広く見られ

る。

2．公然とキリストに反対する個人や団体がいる。

D.神の王国を得て，欺かれないようにするために，人

はキリストを隅み石として自分の生涯を築かなければ

ならない。

学習資料

新約聖書読書課題

II,IIIヨハネ；ユダ

コース学習ガイド

第53章「不信仰な人々がしのび込んできて」
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標準聖典

使徒20:29-30パウロが彼の時代に恐れていたふたつ

の問題がある。それは何か。

IIコリント11:26;ガラテヤ2:4パウロはどのよう

なことのために多くの試練と迫害を味わったか。

IIヨハネ7ヨハネは何を心配したか。

ユダ4ユダはどのようなことを警告したか。

IIニーファイ28:14－16今日のキリストの弟子はどの

ような問題に直面すると，ニーファイは予言している

か。

IIニーファイ28:31私たちはどのような基準に従って

物事を判断すればよいと，主は言っておられるか。

モロナイ7：12－18私たちは何を基準にして善悪を判

断できるか。

基本図書

「教え」pp.67-68なぜ背教者は教会の敵になるのか。

「救い」3：37，249キリストを拒む国民はなぜ最後

には滅びるのか。

「救い」1：199-200キリストは御自身を拒む人々に

は姿を現わさない。それはなぜか。

「赦し」p.63反キリスト者の特徴は何か。

「教え」p.318救い主の上に自らの生涯を築こうとす

る人には，どのような祝福が与えられるか。

エズラ・タフト・ベンソン，「大会」1970年10月，「大会

報告1970-72｣pp.105-108今日どのような偽りの

教育が施されているか。

エズラ・タフト・ベンソン，「大会」1971年10月，「大会

報告1970-72｣pp.239-43サタンは今日の若人の信

仰をどのようにそこなおうとしているか。

教材

録音用資料「羊の群れの中のおおかみ」（ハロルド｡B・

リー）



レッスンの提案 善悪を判断する方法（黒板を使った説明）

以下の図を使い，キリストをすべての真理の基準とする

ことの意義を説明するとよい。迫害と諸問題（聖句の分析と黒板を使った討論）

1．以下に挙げるもののうち，どれが教会に最も大きな打

撃を与えるか，またそれはなぜかを生徒に尋ねる。 真実，善キリスト
ー

(キリストへ導く）モロナイ7：16－19

偽り，悪い
－

（キリストから離れる）
キリスト

外部力

生徒への配布資料（討論）

次の引用文を用いるとよい。

黒板にこれらの見出しを書き，教会が今日直面している，

内部からの問題と外部からの問題を具体的に挙げてもらう。

コース学習ガイド第53章を参照し，「考えるヒント」のマ

ッケイ大管長の言葉を引用する。教会内部の問題は神の王

国の発展を測る上でなぜ大きな障害となるか。

「教会の初期の時代，私たちは中傷と誤説に会い，それを

乗り越えてきた。私たちは外敵から防ぐため結束した。そ

して生き残ってきた。私たちは暴行と追放に会った。生命

が奪われ，血が流された。そして殉教者が私たちに力を与

えてくれた。私たちは貧困に遭遇した。その試錬から私た

ちは力を得た。ついで，私たちはいわゆる背教すなわち内

部からの裏切りに会った。私たちが遭遇した最も苛酷な試

錬のひとつである｡現在私たちは別の試錬,純真さを失った

時代とも言うべき試錬に遭遇している。現代は多くの賢明

な人々が主の予言者に耳を傾けようとしない時代である。

私たちはその苦しみを味わってきた。これは苛酷な試錬で

ある｡」（ハロルド．B・リー@@SweetAretheUsesof

Adversity:'I71siriJcmγ『災い転じて福となす』｢インスト

ラクター」1965年6月号,p.217)

2．使徒の時代の教会が直面していた問題(II,IⅡヨハネ

およびユダ参照）は，今日における問題とどのように類

似しているか。下記のような表を用いるとよい。

現在私たちが直面している試錬は何か。それはどのよう

に明らかにされているか。生ける予言者に従うことは，欺

かれないようにするためにどのように助けとなるか。
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使徒の時代にお

ける教会の問題

今日の類似した

問題

信仰の戦いのた

めに聖徒たちに

できること

l.父なる神と，

神の御子の使

命を否定(II

ヨハネ7

4）

2．その他

●
も
夕

。‐ ダ

l.神はすでに

死んでおり，

イエスは神の

肉の子供では

ないという人

人の教え

2．その他

1．心から祈り，

学び， 奉仕

することによ

って ，

在とイ

神の実

エス 。

キリストの確

固たる証を得

る ○

2．その他



54

「僕ヨハネに伝えられた
イエス・キリストの黙示」

テーマ

7つの教会にあてたヨハネの手紙は，現代でも大きな意

義を持つ。

テーマの分析

A.7つの教会についての啓示は，栄光を受けられたキ

リストの実在を確認している。

1．ヨハネはこの手紙の初めに，キリストについての

証と忠実な者があずかる関係について述べている。

2．この証は復活されたキリストの個人的な訪れによ

ってさらに強められた。

3．キリストの実在に関する確認は，黙示録の最も価

値あるテーマのひとつである。

B.7つの教会へあてられた手紙は，主が聖徒たちのこ

とを心にかけておられること，また主に忠実に従う者

には祝福が与えられることを是認している。

1．7つの教会への手紙には，各支部の霊的な状態に

ついての個人的な評価が含まれている。

2．7つの手紙には，世の剋艮する人々を待ち受けて

いる祝福がわかりやすく，また詳しく記されてい

る。

3．7つの手紙には，主がそれぞれの聖徒の霊的な強

さと弱さを御存じであることが記されている。

C.私たちはこれら7つの手紙を指針として，主に対す

る私たちの立場を評価し，主が約束しておられる祝福

にふさわしい者となる。

学習資料

新約聖書読書課顕

黙示1－3章

116

コース学習ガイド

第54章｢僕ヨハネに伝えられたイエス・キリストの黙示」

標準聖典

Iニーファイ14：19－29なぜヨハネは黙示録を書くよ

うに予任されていたか。

IIIニーファイ27:19私たちはどのようにすれば，黙示

l:5で約束されているようにキリストの血によって

洗われるか。

教義と聖約76：63；88：98黙示1：7で告げられてい

るように，キリストはどのようにして世に姿を現わさ

れるか。

イザヤ66:18;58:10;教義と聖約133:3すべての人

はどのようにして主にまみえるか。（黙示l:7参照）

教義と聖約45:51-52;ゼカリヤ12:10;13:6主を

「刺し通した」人々はどのように嘆くか。

教義と聖約45：49，53；ゼカリヤ12:10-14;マタイ24

：30主が来られる時，だれが嘆くか。

ダニエル10:1-19;教義と聖約110:1-10黙示1:

12-17に記されている以外に，救い主はどのような姿

であると記されているか。

創世48:13-14;詩編16:8;イザヤ62:8黙示1:20

によれば，私たちが交わす誓約は何で象徴されている

か。

教義と聖約117:11黙示2:6に見られるニコライ宗の

罪は，私たちの時代にはどのように述べられているか。

ヨハネ6：48－50黙示2：17に述べられている「隠さ

れているマナ」とは何か。

教義と聖約130:10-11黙示2:17に記されている「白

い石」とは何か。

IIニーファイ9:41-43黙示3:19-21に言われてい

る主と「食を共に」するのを許されるのはだれか。

基本図書

「教え」pp.289-90黙示録はどのように扱われるか。



黙示録はどのようにすればよく理解できるか。

｢教え」p.247パウロは示現の中で何を見たか。

その他の資料

ブルース．R・マッコンキー,Doctγ伽α/Ne"Tesm-

77Ze7,iCo77,77,e城αγy,3:429－62黙示1－3章の解説。

ブルース。R・マッコンキー,"Understandingthe

BookofRevelation"E7@sjg71,1975年9月号,pp.85

－89．

"jsmγZ/o/MeC伽γc/l,5:554-56黙示1:6の記

述によれば，だれが神の王となり，祭司となることが

できるか。

レッスンの提案

救い主についてのヨハネの証（オーバーヘッド・トランス

ペアレンシーと黒板を使った討論）

黙示1：4－8の霊感訳による聖句をオーバーヘッド・

トランスペアレンシーに書いて見せる。この聖句を読み，

現在訳されている聖書と対比させる。黒板に「ヨハネの証

するキリスト」と書き，霊感訳の聖句について話し合う。

上記の見出しの下に，キリストについてのヨハネの言葉を

列記する。次いで，その一つ一つの言葉の意味について話

し合う。以下はその例である。

ヨハネの証するキリスト

l.今いまし，昔いまし，やがて来るべき御方

2．御座から御使いを遣わされた御方

3．死人の中から最初に生まれた御方

4．地上の諸王の君

5．その他（黙示19：16をも参照）

考えられる質問

1．救い主はどのように永遠か。

2．ヨハネはどのようにしてこの啓示を受けたか。

3．その他

討論

コース学習ガイドの「地図と表」の項に，黙示録の構成

が表にして掲載されている。ヨハネの黙示録の学習を動機

づけるために，一緒にこの表を使って学ぶとよい。これは

啓示の意味を説き明かし，示現の基本的な年代を理解する

のに助けとなる。

7つの教会にあてた7つの手紙の分析（グループ討論）

7つの手紙の内容を効果的に分析するひとつの方法は，

クラスをグループに分けて，それぞれに7つの手紙を読ま

せて，具体的な情報を入手させたことである。それぞれの

手紙はほとんど次の内容からなっている。（1脚自身につい

てのキリストの説明。(2)教会への賞賛。(3)教会への叱責と

勧告。(4)み言葉に従うものへの約束。

その後，各グループからの報告を受ける。

（教師へ：主は7つの教会の聖徒たちへ個人的に愛ある

勧告を与えられた。しかし，本課の目的は生徒たちにこの

ことを理解させることではない。以下の結論を引き出し，

生徒たちの生活にそれを適応させることが，本課の主目的

である。もしキリストが7つの教会の聖徒たちを御存じで

あり，彼らの霊性を正確に評価することがおできになるな

らば，またヨハネが証しているようにキリストが永遠の御

方であるならば，キリストは現代の聖徒たちについても一

人一人を皆御存じである。もし主がインスティテュートの

クラスの生徒たちに対して評価の手紙を書いて下さるとす

れば，何とお書きになるだろうか。

霊感訳黙示1：4－8より和訳

さて，これは，アジアにある七つの教会を管理する七人の僕にあて

た，ヨハネの証である。今いまし，昔いまし，やがて来るべき御方，
七つの教会を管理する七人の僕である人々 に証を述べるために，御座

から御使いを遣わされた御方から，恵みと平安とが，あなたにあるよ

うに。

それゆえ，忠実な証人である私ヨハネは，御使いから伝えられたこ

と，また死人の中から最初に生まれた御方，地上の諸王の君であるイ

エス・キリストから伝えられたことについて証を述べる。

私たちを愛し，御自身の血によって私たちを罪から洗い，御父なる

神のために私たちを王とし，祭司として下さった御方に，栄光がある
ように。その御方に，世々限りなく栄光と支配があるように，アーメ

ン。

見よ，その御方は御父の栄光をまとって，王国における幾万の聖徒
たちと共に，雲にのって来られる。すべての人の目は，この御方を見
るであろう。この御方を刺しとおした者たちも見るであろう。そして，

地上の諸族はみな，この御方のゆえに胸を打って嘆くであろう。まこ

とに然り，アーメン。

今いまし，昔いまし，やがて来るべき御方，全能の主が仰せになる。

「私はアルパであり，オメガである。はじめにして，終わりである｡」

117
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「この世の国は，

われらの主の国となった」

テーマ

大いなるバビロンが倒れる時に，義なる聖徒たちはキリ

ストの王国の一部となる。

テーマの分析

118

A.日の光栄の王国の示現の中で，ヨハネは御父と御子

と，御二方と共に住む人々とを見た。

1．ヨハネは，示現の中で見た将来日の栄光化される

地球について述べている。

2．天のこの示現は，アジアの7つの教会の聖徒たち

にとって非常な励みとなったであろう。

B.御父は神の小羊だけが開くことのできる書物を持っ

ておられた。

1．ヨハネが神の右手に見た書物は，地球の現世にお

ける存在を象徴していた。

2．その書物を封じていた封印は，地球の現世の存在

の7日間を象徴していた。

3．最初の5つの封印では主要なことだけが明らかに

されている。

C.6つ目と7つ目の封印が解かれる時，悪の大きな力

が表われた。

1．6つ目の封印，すなわち現在私たちが生きている

時代を表わす封印が解かれた時，大きな災害が見

られた。

2．福音が回復され，義人が神に結び固められる間，

殺りくの天使がとどめおかれる。

D.大きな悪と滅びが末日に勢力をふるうが，神がもろ

もろの出来事を管理し，御自身の目的を遂げられると

いうことがヨハネに明らかにされている。

学習資料

新約聖書読書課題

黙示4-18章

コース学習ガイド

第55章「この世の国は，われらの主の国となった」

標準聖典

教義と聖約77本章がヨハネの黙示録を理解する鍵であ

ると言われるのはなぜか。

教義と聖約130:6-9黙示4:6に記されているガ

ラスの海は何か。

教義と聖約88：89－116これらの聖句は7つの封印を

理解するのに何を加えているか。

教義と聖約84：2黙示14：1に述べられているシオン

の山は何か。

教義と聖約133：36黙示14：6－7に語られているみ

使いはだれか。

Iニーフアイ13；14;22：13－14；教義と聖約86:3黙

示17：1に述べられている大淫婦は何か。

IIニーファイ10:14-16;29:14黙示17:14によれば，

主は聖徒たちに何を約束しておられるか。

教義と聖約1:16黙示18:1-2によれば，やがて倒

れるバビロンは何を表わすか。

Iニーファイ22：24－25黙示18：4によれば，聖徒た

ちはどのようにしてバビロンから出るか。

基本図書

「教え」pp.291-92黙示5:13に記されているヨハ

ネの見た天の生き物は現実のものか，それとも象徴的
なものか。

「教え」p.293(黙示12:9に見られる)龍という言葉
は本来何と訳すべきであったか。

「救い」3：35，38－50聖徒たちは第6の封印に伴



各々の封印すなわち「封印」について話し合い，表の線

の下にヨハネの述べた言葉を書くとよい。それぞれの千年

間にどのような歴史事項があったか生徒に答えてもらう。

大きな出来事を表の下に書く。ブルース。R・マッコンキ

-,Doctγ航ajNef"TeSmme7ZtCOm771e航αγy3:463-

562参照。また，封印についての理解を深めるため，コース

学習ガイド第55章の記述をよく読んでおく。(表は単なる提

案である。したがって，重要な歴史事項をさらに加えると

よい）

最初の5つの封印に関して述べられている事柄は，各々

の千年間における特に重要な出来事だけであることを指摘

する。6,000年目には多くの重要な出来事が起こっている。

しかし，強調されているのは末日の大きな災害だけである。

7番目の封印に関連して重要なことは，キリストの再臨が

7,000年目の開始直後に起こるものではないことを知るこ

とである。教義と聖約77：12-13を読み，以下の点につい

て話し合う。

l.7,000年目の初めに主は地を清め，人々の救いをも

たらす業を終えられる。

2．裁きのラッパの音が，世の人々に主の来臨に対する

備えをさせる。

3．7番目の封印の下で，ハルマケドンの戦いとして知

られている大戦争が，キリストの再臨前に起こる。

（これについて話す時には特に注意を要する｡多くの

生徒たちはこのことに非常な多くの関心を持ってい

る。したがって憶測しやすい。主は聖典と生ける予

言者を通して，末日の出来事について多くの啓示を

与えておられる。自分勝手な解釈によって書かれた

本が多いので，それらの書物を避けるようにすべき

である。また，生徒にレッスンをする時は，霊感を

求める必要がある｡）

う裁きを逃れることができるか。

｢救い」3：51－71福千年の状態はどのようである

か。

｢説教」pp.111-23末日の特徴は何か。

その他の資料

ブルース。R・マッコンキー,Doc肺加aJNe"Tesm-

77ze71iCo77z771e7Ztαγ",3:474-85戦争と死と殉教の

時代に関する注釈。

ジョセフ・フィールディーング・スミス,Sj7zgsq/Me

T"es,末日の概要。

レッスンの提案

7つの封印（黒板を使った説明）

教義と聖約77：6－7およびIIペテロ3:8は,7つの

封印を解釈する上で重要な鍵を提供している。これらの聖

句からもろもろの出来事がいつ起こるかがわかり，したがっ

て黙示録の全体の構成も知ることができる｡主の言われる｢日」

の概念を生徒たちに理解させる。次いで，この用語を使っ

て，すなわち最後の1,000年が地球の安息日，すなわち福

千年であることを生徒に理解させる。この日は，すべての

邪悪からの休息がある時である。7つの封印と地球の歴史
の7日について話し合う時，下記の表を使うとよい｡(注：

年代は概数である。アダムの堕落からキリストの誕生まで

何年が経過したか正確に知っている人はだれもいない。ま

た，学者も過去に暦法が何度も変えられ，多くの年数が加

算あるいは減算されてきたと考えている。したがって,7,000

年目が紀元2,000年に殆まるとは断言できない。これは概
算に過ぎない。
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｢見よ，わたしはすぐ"に来る。報いを携えてきて，

それぞれのしわざに応して報いよう」

テーマ

ヨハネの見た示現は，救い主に忠実に従うすべての人に

望みと栄光をもたらす。

テーマの分析

A.ヨハネの啓示は，地球とその住民にその栄光が加え

られるという大きな望みを持って結ばれている。

B・神のまことの予言者として，ヨハネは裁きのみ使い

ではなく，希望のみ使いであった。

C.人は福音に従ってはじめて，永遠の生命の希望を持

つことができる。

学習資料

新約聖書読書課題

黙示19-22章

コース学習ガイド

第56章「見よ，わたしはすぐに来る。報いを携えてきて，

それぞれのしわざに応じて報いよう」

標準聖典

イテル12：4聖徒たちにはどのような大きな希望が与

えられているか。

黙示21：4どのようにして信仰ある者の目からすべて

の涙がぬぐい去られるか。

教義と聖約76：39－43福音にはどのような大きな望み

があるか。

モロナイ7：4l私たちは何に希望を持つべきか。

教義と聖約101：23－24すべての腐るものが焼き尽く

される時，地球はどのようになるか。

教義と聖約88:110-16福千年として知られる平和と

喜びの期間，サタンが1,000年の間縛られる事実との

120

間には，どのような関係があるか。

Iニーファイ22：15，26サタンの力の源は何か。サタ

ンを縛る大きな要素は何か。

教義と聖約128:6-9ジョセフ・スミスの言葉によ
ふみ

れば，裁きの時に，何の「書」が使われるか。

イテル13:8-11;教義と聖約45:66-71福千年の間，

幾つのエルサレムが存在するか。

教義と聖約130：9柔和な者はどのような地球を受け

継ぐか。（マタイ5：5参照）

基本図書

「教え」pp.65-66忠実な者へ与えられた大いなる約

束。

「教え」p.359聖徒たちは最も大いなる希望を持って

いる。

「説教」pp.115-16福千年の大いなる業。

「救い」3：51－71福千年と新エルサレム。

「箇条」pp.484-87福千年における状態。

「赦し」pp.351-53希望は悔い改めを促す。

エズラ・タフト・ベンソン「大会」1974年10月，「大会

報告1973-75｣pp.270-73落胆を克服し，永遠の生

命の望みを得る。

その他の資料

ブルース。R・マッコンキー,MO7･77ZO7DDOCtγ伽e，

pp.366-68イスラエルの望み。

ジョセフ・フィールディング・スミス，「完成への道」

pp.242-47,253-57福千年。

ブルース。R・マッコンキー,DociγmaJNe"Testa-

771e7ztCo77177ze7zta7･y,3:562-95地球の歴史の頂点。

レッスンの提案

希望の福音と絶望の道（討論）

以下の聖句を用いながら，世の絶望と対比させて，福音



には大きな希望があることを特徴づけるとよい。

l.希望を持っていた人。イテル15:34

絶望した人。アルマ30:52－60

2．聖徒の望み。ピリピ4：13

世の道。アルマ30:17

3．永遠の生命の望み。イテル12:4

死と世の絶望。アルマ30：18

4．福音に生きる人のこの世の試練。モーサヤ24:14-

15

神に従わない者の苦悩。モルモン5：2

5．信仰ある者の気高い望み。イテル12：32

罪のもたらす絶望。モロナイ10：22

6．キリストの噴罪と復活は最も大きな希望をもたらす。

Iコリント15:19-20;Iヨハネ3:2

7．福音の望みのない者は空なしい。伝道1：2－11

正誤試験（討論）

以下のクイズを用いて，福千年の状態について話し合う

とよい。

誤l.福千年の間に生まれる子供たちは不死不滅の体を

もって成長する。(教義と聖約101:30-31)

正2．福千年の間，地球は，洪水以前に存在していたよ

うな状態に戻る。（教義と聖約133：23-24）

正3．福千年の間，地球にはモルモンでない人も存在す

る。（ゼカリヤ14：16－17；「救い」3：57-58）

正4．福千年の間に，モルモン経の封じられた部分が現

わされると思われる。(IIニーファイ27:7-8,

10）

正5．福千年の地球は，アダムの堕落以前の地球に似て

いる。（イザヤ65：17-25；教義と聖約101：26－

34）

正6．「彼らはそのつるぎを打ちかえて，すきとし」（イ

ザヤ2：4）という言葉は，福千年における世の

平和な有様をあらわしている｡(イザヤ65：17-25；

教義と聖約101:26-34)

正7．福千年の間，サタンは反逆の業を文字通り制限さ

れる。特に，人々の義なる行ないによってそのよ

うになる。(黙示20:2-3;Iニーファイ22:26)

正8．福千年の間，まだ福音に改宗していない人々の間

で大いなる伝道の業が行なわれる。（｢救い」3：

58-59）

正9．福千年の初めに地球は変えられる。（｢救い」3：

52-53）

誤10・福千年の間，復活した人が神殿の業を助ける。

（｢救い」2：178）

正11．福千年の間，肉食動物はいない。（イザヤ65：25）

正12．福千年の時に過去の系図記録の不正確な部分が正

される。（｢救い」2：164-65）

黙示録の最後の概要（復習）

コース学習ガイドの「地図と表」の項に記されている黙

示録の表を復習するとよい。最後の表は，黙示19-22の内

容を強調するものである。
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付録



一粒の種にはリンゴがいくつあるか

私たちは主の王国における管理人と

いう神聖な責任を受けている。これか

らしばらくの間，この責任を果たすと

き，お互いに助け合うことの大切さに

ついて説明したいと思う。

ある国のステーキ部での話だが，ひ

とりの美しい女性が別の都市に就職口

を見つけたため，親元を離れることに

なった。家族や友人，そして教会とも

別れを告げ，移って行った。だがその

都市に移っても教会を訪れようとせず，

教会員との交際も避けていた。そして，

故郷にいた時とは全く別の人々と交際

するようになった。次第に態度や行動

にも変化が見え始めた。大きな誤ちは

犯していなかったが，親には見せられ

ないような，以前とはかけ離れた生活

を始めるようになったのである。

その夜，以前なら恥ずかしくて人前

に出られないような服を身につけ，以

前なら考えたこともないような出来事

を期待しながら，友達が来るのを待っ

ていた。それは人生の危機とも言える

ものであったし，彼女自身もそのこと

を感じていた。ドアをノックする音に

応えて，戸口に出ると，そこに立って

いたのは，待っていた人ではなく，見

ず知らずの3人の人であった。監督と

副監督，それにYWMIAの会長だった。

出身ワード部の監督が彼女の住所と状

況を，監督に知らせてきたのだった。

そこで，監督は愛と関心を示し，教会

の活動に参加するよう招くために訪ね

てきたのだった。彼女は言葉を交わし

ているうちに自分の身なりに恥ずかし
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<なった。最近の自分と，今夜自分が

期待していたことに気づいたのだった。

彼女は涙を流して，監督たちの心づか

いに感謝したのである。その夜，予期

していた出来事は起こらなかった。人

格と信仰を具えた人々との心温まる友

情が築かれていった。そして，活発な

教会員に戻り，幸福で健全な生活を送

るようになったのである。

ずっと以前に同じような話を耳にし

たことがある。ここではその名前を伏

せて話したい。

仮にここでは，親元を離れて，大都

会で就職しようとした別の女性をダナ

としよう。ダナは教会の大学に入りた

いと思っていた。しかしそのお金がな

かった。そこで大都会に出て来たが，

仕事もなく，次第に落胆していった。

それから，いろいろなことが起こり，

一人の不らちな男と交際をするように

なった。その男はダナの若さと寂しさ

を利用し，その上，仕事を見つけるこ

ともできないで失意に沈んでいる気持

ちにつけこんで，不道徳な関係をもつ

ようになったのである。

それはダナにとって非常に恐ろしい

経験であった。打ちひしがれた心で家

に戻ると，その悲しい出来事を母親に

話した。それからしばらくして監督に

も話した。監督は慰めと忠告を与え，

また，祈りを捧げ，祝福も施した。ダ

ナは家に帰ると，自分を変えようとし

た。はじめて良心の苛責からくる悲し

みを知り，神の関心，慈愛，慈悲に感

謝することの祝福を知るようになった

のである。それからしばらく経って，

ダナは再び監督の助けを受けなければ

ならなくなった。あのたった一度の悲

しい経験で，彼女は今，身ごもってい

ることを打ち明けた。そうなると，事

情は違ってきた。この事態を解決する

ために，新しい助けと努力が払われた。

そのような時に助けを与える扶助協会

の社会奉仕プログラムで話し合ったり，

ほかにもいろいろと援助できるところ

を検討した。結局，ダナは自分の家で

子供を生むことを決心した。そこでま

た起こりうる問題を検討して，思いと

どまらせる忠告がいろいろと行なわれ

た。ところが，ダナは残された自分の

母が病気であることや，その他の特別

な状況を説明し，そこにとどまること

にしたのである。

ダナは翌月の断食証会に，立って証

した。自己の罪を認め，人々の赦しを

願ったのである。「私はみなさんに，私

のことを知っていただき，みなさんの

愛と赦しを受けたいと思います。また，

たとえみなさんが私を赦すことができ

なくても，どうか母の責任にしないで

下さい。母が教会のことをよく教えて

くれたことは主も御存じです。

それから……どうか赤ちゃんをいじめ

ないでください。赤ちゃんの罪ではあ

りません｡」

それから，苦い経験ではあったが，

人に救いをもたらすイエス・キリスト

の使命の大切さを知ったことに感謝す

る証を述べて，席に戻った。

この話を私に語ってくれた人は，そ



の場の反響を次のように話していた。

人々の目には涙があふれ，謙虚な気持

ちにあふれ,｢非難の声を発する者など

ひとりもいませんでした。私たちの心

は同情と愛で満たされ，私は監督が直

ちに閉会にして，神への感謝と愛の気

持ちのままでいることができることを

願ったほどでした。」

監督は立ち上がった。しかし，閉会

のためではなかった。その代わりにこ

う言ったのである。「兄弟，姉妹。私た

ちは皆，タ、ナの話を聞いて泣き，心を

動かされました。彼女は勇気を持って，

また，謙遜になって悲しい出来事の全

責任を身に受けたのです。実際には，

自分の名前だけを載せた罪人の名簿を

礼拝堂の壁に張ったも同然です。正直

に言って，私はそれをそのままにして

おくことはできません。少なくとも，

もうひとりの名前を書き加えなければ

なりません。それは事件が起ったとき，

近くにはいませんでしたが，この不幸

な出来事の責任の一部を負っている者

の名前です。みなさんがよく知ってい

る名前です。そうです。あなた方の監

督の名前です。もし私が召しに付ける

責任を十分に果たしダ指導の場を十分

に活用していたならば，恐らくこのよ

うな悲劇を招くこともなかっただろう

と思います｡」

それから，監督はダナが大都会へ立

つ前に，母親を含めて話し合ったこと

を説明した。教会の役員とも話し合っ

た。また自分の妻に，タ・ナの生活が気

がかりなことも告げた。ダナがまだ若

く，寂しがり屋であることも心配であ

った。またこのことを主に尋ねてみた。

監督は続けてこう述べた。「しかし，

それだけでほかに何もしませんでした。

ソルトレーク・シティーの監督や兄弟た

ちに知らせることもしていません。電

話もかけなかったし，ましてや数マイ

ルを車で行ってみることもしなかった

のです。ただ，無事であるようにと祈

るだけでした。今私にどれだけのこと

ができたかわかりませんが，本来の監

督としての務めを果たしていたならば，

あるいはこのようなことも防ぐ、ことが

できたのではなかったかと思います。

兄弟，姉妹のみなさん。これからど

れ位，このワード部の監督でいるかわ

かりませんが，私が監督である間に，

二度とこのようなことは起こさないつ

もりです｡」

涙ながらに監督がすわると，続いて

副監督が立った。｢私は監督を愛してい

ます。監督ほど立派で，誠実な人はい

ないと思います。監督の名前の側に，

私の名前を書き込まない訳にはゆきま

せん。監督はこのことを教会の役員に

話しました。私にも相談してきました。

ときどき，私は仕事で町にでかけます

ので，ダナのことをたずねられると監

督は考えたのでしょう。やろうと思え

ば，できたはずです。でも，集会とか

仕事に追われて，時間をとることもし

ませんでした。私もほかの人に相談し

ました。心配していることを妻にも話

しました。みなさんの前で言うのも恥

ずかしいのですが，主に祈り，ダナを

助けてくれるようにとたのみました。

しかし，実際には何もしていません。

もし私がすべきことをしていたら，こ

うにはならなかったと一概には言えま

せんが，このような不幸にならずにす

んだのだという気持ちがしてなりませ

ん。

兄弟姉妹のみなさん。今後，私がど

れ位監督会にいるかわかりませんが，

私の力でできることであれば，二度と

このようなことは起こしたくないと思

っています｡」

続いて,YWMIAの会長が立ち上

がって同じような証を述べた。彼女も

MIA担当の副監督から相談を受けて

いた。心配し，考えた時もあったが，

それだけで何もしていなかった。そし

て，彼女の名前も名簿に加えた。

最後に証に立ったのは，かなり年配

の人であった。彼はその名簿にふたり

の名前を加えた。つまり彼女のワード・

ティーチャーの名前であった。ふたり

はダナとその母親の家族を担当してい

た。しかし訪問できなかった時もあり，

神の啓示によって指示されたワード・

ティーチャーになる努力を十分にして

いなかったことを指摘した。

「今後，どれ位私がワード・ティー

チャーの召しにあるか知りませんが，

ワード・ティーチャーである間は，毎

月欠かさず家庭を訪問し，主が望んで

おられるようなワード・ティーチャー

になるつもりです。」

こうして,証会は終わった。この素晴

らしい経験を話してくれた立派な兄弟

はまた，こう言っていた。「ハンクス兄

弟，この教会の組織，役職そして役

員の重要性については，たとえ主が自

らおとずれて，教えをほどこされたと

しても，これほど明確に理解すること

はできなかったかもしれませんね。パ

ウロがきて，コリント人に与えた彼の

教え一『目は手にむかって,「おまえ

はいらない」とは言えず，また頭は足

にむかって，「おまえはいらない」とも

言えない。そうではなく，……それぞ

れの肢体が互にいたわり合うためなの

である。もし一つの肢体が悩めば，ほ

かの肢体もみな共に悩み，一つの肢体

が尊ばれると，ほかの肢体もみな共に

喜ぶ｡』(Iコリント12:21-22,25-

26）を繰り返したとしても，これほど

はっきりと理解することはできなかっ

たと思いますよ｡」

以前，私はジョセフ・アンダーセン

兄弟と共にJ・ルーベン・クラーク・

ジュニア副管長の車に同乗したことが

あった。私たちはセント・ジョージで

開かれる聖会に出席するところであっ

た。途中，まだ聞いて間もないこの話

を副管長に話した。副管長はしばらく

黙っていた。それから目に涙を浮かべ
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て，こう語った。「ハンクス長老。なん

と素晴らしい話でしょう。私たちが教

会で一人一人の義務を果たす大切さは

このことだと思います。十分に検討し

て，ぜひほかの人にも伝えていただき

たいと思います｡」

それから長い間，繰り返しそのこと

に思いを巡らせてきた。そして，この
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話は神の王国を築き，その中で個人の

奉仕による祝福をもたらす主の目的を

力強く，かつ謙虚に伝えるものだと確

信している。今日，みなさんにこの話

をし，みなさんの上に神の祝福があっ

て，応用できるような理解を得て，実

生活の中でそれを生かすことができる

ように祈るものである。すべてをイエ

ス・キリストのみ名によって申し上げ

る。アーメン｡（『一粒の種にはりんご

がいくつあるか』@4HowManyAp-

plesinaSeed？，，伽pγ0,,ﾉe77ze71iETa

「インプルーブメント・エラ」1966年

6月）



1．「イエスをあなたの理想とする」

キリストの教会の会員は，罪の全く

ない「人の子」を自らの理想と仰ぐ義

務を負っている。この御方こそ，かつ

て地上に生を受けた人の中で唯一の完

全な御方であり，

気高い模範，

神のごとき属性の持ち主，

完全な愛の持ち主，

私たちの噴い主，

私たちの救い主，

永遠なる御父の汚れない御子，

光，生命，道である。

私は主が実際に生きておられ，その

力は現在も有効であることを知ってい

る。キリストは神の御子であり，この

神権時代に完全な救いの計画を回復さ

れた。神は私たちがキリストを理想と

し，キリストのようになる力を祈り求

めることができるよう，私たちすべて

にその機会を与えて下さっている。(デ

ビッド。O・マッケイ04TheTrans-

formingPowerofFaithinJesus

Christ''Imp7･o"e77ze刀jEγa『イエス・

キリストを信じる信仰の力』「インプル

ーブメント・エラ」1951年6月号，

p.478)

2．「癒された少年と蘇生した死者」

1週間前，ひとりの婦人からソルト

レーク・シティーの郡立病院へ来るよ

うに依頼された。私とこの婦人とは初

対面であった。彼女が言うに，子供が

小児マヒで死にそうになっており，祝

福を施してほしいと言うのであった。

録音用資料

そこで私はひとりの若い監督と一緒に

行くことにした。この監督はこのよう

な時に私がいつも同行してもらう監督

である。なぜなら，彼は常に私よりも

っと強い信仰を持ち，私は彼と同行す

るのがとても好きだからである。私た

ちふたりが病院に行くと，鉄の肺を体

につけ，喉に管をあてられた顔の浅黒

い子供が意識を失ってベッドに横たわ

っていた。母親が私に言った｡｢この子

はとても変わった子です。私の子供で

あるからという訳ではないのですけど，

とても変わった子です｡｣彼らのいろい

ろな説明を聞いてから，私たちは子供

に祝福を与えた。この子供が変わった

子供であるばかりか，とても強い信仰

の持ち主であることを知ったのは，こ

の子の頭に手老按いた時であった。

私はこの子の信仰を信じながら，す

ぐによくなるように，また必ず良くな

るであろうとの約束の祝福を与えた。

私はそれ以来，この前の土曜日までこ

の子供について何ら聞かなかったが，

ミューレーで開かれる大会へ行く途中

で，この郡立の病院に立ち寄り，この

子供に会いたいとひとりの看護婦に言

った。この看護婦が「かしこまりまし

た。ホールの方にいらっしゃって下さ

い」と言うので，ホールの方へ行くと

ひとりの男の子が走って出て来た。そ

して私に向かい,「あなたはカウリー兄

弟ですか」と尋ねた。

「ええ，そうだよ」と私が答えると，

「お祈りありがとうございました。あ

の時，僕，意識がなかったでしょう」

とこの男の子は言った。それで私が｢そ

う，苦しそうにベッドに横になってい

たよ」と答えると，この子は「だから，

僕は最初あなたがだれだかわからなか

ったのです。僕の部屋に来て下さい。

お話がしたいのです」と言った。彼は

とても変わった子であった。……

ある日，私はニュージーランドの小

さな村のある家庭に呼ばれた。そこで

は扶助協会の姉妹たちがひとりの信者

の埋葬の用意をしていた。彼女たちは

大きな家の前にその人の死体を置き，

その大きな家にはこの人の死を弔うた

めに大勢の人々がつめかけていた。す

ると死んだ人の兄にあたる人が走って

きてこう言った。

「祝福して下さい｡」

この若い青年はひざまずいて弟に油

を注いだ。あの老人もひざまずいて祝

福を与え，起き上がるように命じた。

これを目撃した扶助協会の姉妹たちが

驚きの余りてんでにかけ出していった

光景を，皆さんにも見てもらいたかっ

たと思う。弟は起き上がると,｢長老た

ちを呼んで下さい。気分が悪いのです」

と言った。「あなたは癒されたのですよ」

と皆が言うと，彼は「そうです。私は

死んでいました。でも生命が次第次第

に私の体の中に広がっていくのを感じ

ることができたのです」と言った。彼

は祝福を施してほしいと言ってやって

きた兄のおかげで生き返ることができ

たのである｡(マシュー･カウリー,Mat-

i/ZewCowjeySpeaAs「マシュー・

カウリーは語る」pp.238-47)
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3．「みたはま証す」

私たちが今朝行なったように，聖会

において，教会幹部を支持する挙手を

行なったのはちょうど1年前の今日で

あった。十二使徒定員会の一員として

の支持の提議で私の名前が読み上げら

れたのは昨年の4月の朝であった。そ

してこの世における主イエス・キリス

トの特別な証人として召されていた他

の人々と共に立つことが私の責務とな

った。

皆さんは私がこの召しを受けた時に，

なぜ私にこのような召しがきたのか，

私と同じように不思議に思われたに違

いない。私はふさわしさを保たれ，導

びかれ，備えられているという去りが

たい，安らかな，不断の気持ちがあっ

たということが，時として偶発的なこ

とのように思われた。

今朝私たちは教会の大管長を支持す

る挙手をしたが，これは私たちの特権

である。私はこれが大きな特権であり，

特別の責務であると考える。なぜなら

私は大管長に関してある証があるから

である。

昨年4月の総大会の数週間前のある

金曜日の午後，私は週末の大会での自

分の割当てについて考えながら，事務

所を出て5階から降りてくるエレベー

ターを待っていた。

エレベーターのドアが静かに開くと，

そこにジョセフ・フィールディング・

スミス大管長が立っておられた。私は

一瞬驚いた。というのは，スミス大管

長の事務所は下の階にあったからであ

る。

エレベーターのドアがあいて大管長

が立っておられるのを見た時に私はあ

る強い証を感じた。そこに神の予言者

が立っておられる。そのように感じた。

光のような，すなわち何か純粋な英知

のような「みたま」の快い声が，この

方は神の予言者であるとはっきりと私

に語った。
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末日聖徒にこの体験をことさら述べ

る必要はないと思う。このような証は，

私たちのこの教会に特有なものである。

そして，それは高い職にある人にだけ

与えられるものでなく，すべての会員

が得ることのできる，欠くべからざる

ものである。

大管長に対して証をもつと同様に，

副管長に対してももつのである。

ここから北方のワサッチ山脈に3つ

の峰がある。詩人であればそれらの峰

を，雄々しい石のピラミットと呼ぶで

あろう。地図を見ると三峰の真ん中に

ある最高峰は，ウィラード・ピークだ

ということがわかる。しかし開拓者た

ちはこれらの三峰を「ザ・プレジデン

シー（大管長会)」と呼んだ。ウィラー

ドヘ行って東の方を見わたすと，彼方

に「ザ・プレジデンシー」がそびえて

いる。

大管長を与えて下さった神に感謝す

る。あの三峰のように，大管長会は他

の何よりも天に近くおられ私たちの支

持の挙手を必要としておられる。この

ような崇高な指導者の召しは時として

孤独なものである。なぜなら，彼らの

召しは人を喜ばすものではなく，主を

喜ばせるものだからである。神がこれ

らの偉大な方々を祝福したまわんこと

を祈る。

過去1年の間に私はしばしば質問を

受けてきた。多くの場合それらの質問

は好奇心から生じたつまらないもので，

キリストの証人として立つための条件

についてであった。彼らが尋ねるのは，

「イエス・キリストを見たことがあり

ますか」という質問である。

これは私が他の人に対して1度も尋

ねたことのない質問である。私はこの

ような質問は非常に神聖な個人的なも

のであり，人がある特別の霊感によっ

て実にある権能を授けられた時にさえ，

尋ねることの恐れ多いものであると考

えているので，定員会の兄弟たちに尋

ねたこともなかった。

話すべきでない神聖な事柄がいくつ

かある。私たちはそれが神殿に関する

ことであることを知っている。神殿で

は神聖な儀式が行なわれ，人々はそこ

で神聖な体験をする。しかし私たちは

神殿の持つそのような性質のため，そ

の神聖な壁の外側では，内部で行なわ

れることについて語らないのである。

それは秘密ではないが，神聖なもの

だからである。すなわち語り合うもの

ではなく，心にとどめ，また深い畏敬

の念をもって守り，考慮すべきもので

ある。

私は予言者アルマが次のように述べ

た意味がわかるようになった。

「……神の奥義を知ることは多くの

人に許されている。しかしその人々は

神が世の人に下さるほかには，何の教

えも伝えてはならないと言う神のきび

しい命令を受けている。神がその教え

を人に許したもうのは，世の人が神に

仕える熱心と従順の度合による。それ

であるから心をかたくなにする者は僅

ばかり神の教えを賜わり，その心をか

たくなにしない者は全く一つのこらず

神の奥義が解るまで教えを賜わる｡」

（アルマ12:9-10)

この教会において高い職にある指導

者や，ワード部および支部の会員たち

が「私は神が生きたまい，イエスがキ

リストであることを知っている」とい

う同じような言葉で証するのを聞く人

人はみな，次のような疑問を感じる。

「なぜもっと明解な言葉で言わないの

だろうか｡」「なぜあの人たちはもっと

明確にもっとわかりやすく言わないの

だろうか｡」「使徒たちはもっと他に言

うことはないのだろうか｡」

神殿での神聖な経験がどれほど私た

ちの証を培うことであろう。証は神聖

であって，私たちが証を言葉として述

べようとすると，同じ言葉になるので

ある。使徒たちは初等協会の小さな子



供たちや，日曜学校の若者たちが述べ

るのと同じ言葉でこう証する｡｢私は神

が生きたまい，イエスがキリストであ

ることを知っている｡」

私たちは予言者や子供たちの証を軽

んじるべきではない。なぜなら，「神は

天使によって男ばかりでなく女にも御

言葉を伝えたまい，そればかりでなく，

またたびたび賢人や博学の知識も及ば

ない御言葉を子供に与えたもう｡」（ア

ルマ32：23）

何か新しい劇的な方法で与えられる

証を求めている人がいる。

証を述べることは愛を伝えることと

似かよっている。ローマン主義者や詩

人，あるいは愛し合う男女は，時の初

めからより強く愛を訴える言葉の表わ

し方，歌い方，書き方を求めてきた。

そして，すべての形容詞，最上級の意

味を表わすすべての言葉，あらゆる詩

的な表現を駆使してきた。しかしこれ

らのことすべてが言い尽くされ成し遂

げられると，最も力に溢れた言葉は簡

単な短かい言葉になるのである。

誠心誠意求めている人にとっては，

これらの簡単な言葉で表わされた証で

十分である。なぜなら，証をするのは

心であって，言葉ではないからである。

電気のように実際的な伝達力を持つ

ものがある。人間は空気中に映像や音

を送り，アンテナで捕えて再生し，見

たり聞いたりする手段を工夫してきた。

このもうひとつの伝達手段もそれと

似ていて，百万倍もの力を増し加えら

れた証となって，常に真理をもたらし

ている。

私たちが純粋な英知を得るにはひと

つの過程がありその過程を通して私た

ちは何ら疑いをはさむことのできない

確固たるものを知ることができるよう

になるのである。

私は「みたま」の導きによらなけれ

ば，軽々しく尋ねたり答えたりしては

ならない質問があると申し上げた。私

は他の人々に対してそのような質問を

したことはない。しかし，質問された

時ではなかったが，彼らがその質問に

答えるのを聞いたことがある。彼らは

「みたまが証す」る神聖な時に,｢みた

ま」の勧めによってそれに答えたので

ある。（教義と聖約1：39参照）

私は幹部のひとりが次のように言う

のを聞いたことがある｡｢私は自分の経

験から，イエスがキリストであるとい

うことは，言い表わし得ないほど神聖

なことであると知っています｡」

またある幹部は「私は神が生きたも

うことを知っています。主が生きたも

うことも知っています。それだけでな

く，私は主を知っています」と証をさ

れた。

彼らの証に意味をもたらし，力を与

えたものは，その言葉ではない。「みた

ま」である｡｢……人が聖霊の力で語る

ときには聖霊がその話を人の心の中に

浸みこませる｡」(IIニーファイ33:1)

私は，この聖なる職に召された人々

の中では自分があらゆる面で最も小さ

な者である。という気持ちを常に抱き

つつ，謙遜にこの話をしている。

私は証はしるしを求めることによっ

て得られるものではないということが

わかってきた。証は断食と祈り，行な

いと試し従順によって得られるもので

ある。また主の僕たちを支持し，彼ら

に従うことによって得られる。

カール。G・メーザーは何人かの宣

教師を連れてアルプス山脈を横切って

いた。一行が頂上にたどりつくと，メ

ーザーはそこに休んだ。メーザーは後

方の氷河を横切る道を示すために雪の

上に立てた何本かのポールを指さして

言った。「兄弟たち，あそこに神権があ

る。あの棒は私たち以外の人々のよう

に，何の変哲もない普通の棒だ。しか

しあのポールが立っている位置が，私

たちにとって大切なのだ。もし私たち

があのポールの示している道からそれ

たら，私たちは迷ってしまう｡」

私たちはここで挙手し，主の僕を支

持した。また私たちは行ないによって

支持しなければならない。これが私た

ちの証を決めるのである。

さて私も皆さんと同じように，なぜ

私のような者が，聖なる使徒職に召さ

れたのか不思議に思っている。私には

多くの面でこの召しを行なう必要な条

件が欠けている。この条件を満たすた

めに，努力しなければならないことが

たくさんある。このことについて考え

ていると，私はたったひとつ，おそら

くこの職に召された理由だと思われる

ことにひとつだけ気づくのである。そ

れは私が先ほど述べた証を持っている

ということである。

私はイエスがキリストであるという

ことを皆さんに証する。私はイエスが

生きたもうことを知っている。イエス

は時の絶頂にお生まれになり，福音を

教え，試みにあわれ，十字架にかから

れた。そして3日後に復活された。イ

エスは復活の初穂であり，骨肉の体を

有しておられる。これらのことを証す

る。私はイエス・キリストの証人であ

る。イエス・キリストのみ名により申

し上げる。アーメン。（ボイド。K・

パッカー「聖徒の道」1972年1月号，

pp.9-11)

4．「指導者に従う」

中には，教会の高い役職に召されれ

ばすぐ馥に忠実になり，その職に必要な

働きを十分になすことができると思っ

ている人がいる。また一段と力が増し

て，今までできなかったことでもでき

るようになると思う人がいる。

しかし，あなた方は小事に忠実でな

ければ大事に忠実であることはできな

いことを覚えておかなければならない。

あなたが王国である教会で行なわなけ

ればならない，いわゆる「ささいな，

つまらない」仕事を引き受けなければ，
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大きなチャレンジに満ちた奉仕をする

機会はないだろう。

大管長や教会幹部は支持するが，自

分のワード部の監督は支持できないと

言う人は，思い違いをしている。自分

の所属しているワード部の監督やステ

ーキ部長を支持しない人は，結局は大

管長を支持していないことになるので

ある。（ボイド。K・パッカー"FoI-

lowtheB7･ethγe72"「指導者に従う」B

YUにおける講話,1965年3月23日）

5．「過去，現在，未来からの声」

肉欲の享楽を唱道する声

こんな声もある。「悪霊の教え」を宣

言する耳ざわりな声である。｢罪などと

いうものは存在しない。悪魔はいない。

神などいない」と。そして大洪水など

決して起こらないと信じていたノアの

洪水以前の人々のように，「食え，飲め，

楽しめ」と言っている。

人を誘惑しようとする霊たちが口々

に，肉欲の楽しみを得よ，自由奔放に

肉体を満足させよと勧めている。現代

は，かつてニーファイ人の予言者が次

のように語った時代と非常に似かよっ

ている。「もしも…義人たちの祈りがな

かったならば，お前たちはすでに全く

滅ぼされていたことであろう｡」（アル

マ10：22）言うまでもなく，すべての

戒めに従って生活している高潔で忠実

な人々も数多くいる。彼らはその生活

と祈りによって，この世を破滅から救

っている。．…・・

書店には衝撃的な写真の載った本が

所狭しとばかりに並び，情欲の満たし

方を教えている。これに対して自制を

教えるような本はほとんど見られない。

「人生はセックスのためにある」を表

看板に，人々はいわゆる「性的満足」

をいかにして得るかと知恵をしぼって

いる。こうして家族，家庭，永遠の生

命をはじめすべてのものを犠牲にして
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いるのである。出版物，教壇あるいは

説教壇を通して私たちは肉欲を離れて

清く聖なるものに心を向けるよう人々

に大声で訴える必要がある。

識者の声

大きな耳ざわりな声が，教育者，実

業家，社会学者，心理学者，作家，映

画俳優，国会議員，裁判官などから，

さらには牧師の間からさえも聞こえて

くる。それは彼らがわずかばかりのこ

とを学んですべてを知っていると思い

込んでいるためである。

この利己主義と高慢は，狡滑な偽り

の父から吹き込まれたものである。

「悪魔の狡滑な謀ごと」にかけられた

人々について述べたニーファイ人の予

言者の言葉に耳を傾けてみよう。

「…人間がもし神の訓戒に従うなら

ば，学問のあるのも善いことである｡」

(IIニーフアイ9:29)

「…人間は学問があると自分は賢い

と思って……自分独りで解ると思って

……その智恵は愚であって何の益にも

ならず，かれらはついに亡びるのであ

る｡」(IIニーフアイ9:28)

偽りを説く声

若人が不満としていることについて

多くのことが言われている。私たちは，

彼らの常軌を逸した行動，不従順およ

び明らかな信仰の欠如を正当とするこ

とはできないが，責めの一端は，国の

法律と神の律法に従わない両親の悪い

模範にあると言えるだろう。

確かに教壇や編集室，放送局，さら

には説教壇から発せられた声も責めを

受けるべきである。

彼らはそのあとあとまで影響を及ぼ

す偽りや，悪との戦いで正しい指導を

しなかったことに対して，「…その民も

祭司もひとしく」（イザヤ24：2）責任

を取らなければならない。ここでいう

「祭司」とは，あらゆる宗派の指導者

全員を指している。イザヤは言ってい

る｡｢地はその住む民の下に汚された。

これは彼らが律法にそむき，儀式を変

え，とこしえの契約を破ったからだ｡」

（イザヤ24：5，鉄定訳より和訳）

耳ざわりな声の中に，人々の汚れを

促し，人々が堕落して行くのを黙認し，

神の全知を否定する多くの聖職者の声

があることに，私たちは衝撃を受けて

いる。自らの宗教を固く擁護するはず

の彼らが，俗世の叫びに屈してしまっ

たのである。

情況倫理を宣言する声

ここで，新聞，雑誌から記事を幾つ

か引用してみたい。

「多くの聖職者はマリファナについ

て是か非かの解答を出すことをしぶっ

ている｡」「マリファナの是非は情況に

おいて異なる｡」(T加e，「タイム｣1968

年8月16日）

このようにして，彼らはすべての罪

を闇に葬ってしまう「情況倫理」を作

り出したのである。

ある宗教の指導者たちはこう述べて

いる｡｢…キリスト教徒に与えられてい

る厳格な行動規範は，必ずしも性的な

問題にあてはめる必要はない｡」（ロン

ドンー英国教会評議会,(Bγ伽sh

Cow'cjjo/C肋γcltes)

次にこれと対象的な，予言者の力強

い声を聞いてみよう。ペテロは次のよ

うに予言している。

「しかし，民の間に，にせ預言者が

起ったことがあるが，それと同じく，

あなたがたの間にも，にせ教師が現れ

るであろう。彼らは，滅びに至らせる

異端をひそかに持ち込み，自分たちを

あがなって下さった主を否定して，…

また，大ぜいの人が彼らの放縦を見

習い，…｡」(IIペテロ2:1-2)

放縦な行為を弁護する声

ちょうど今月の新聞に，多くの会員



RePort,1971年4月，「大会報告1970

-72｣pp.166-68)

を持つある教会の辞任した指導者が，

「古来の形式に則る婚約式の復興」を

提唱したという記事があった｡｢これは，

教会の祝福によって若い未婚の男女が

床を共にすることを認めるものであっ

て，道徳的な意味での婚前交渉とはみ

なされない」とのことである。

また次のような評論家の声もある。

「最近，映画界は，今後，性倒錯や同

性愛が映画から締め出されることはな

いだろうとの声明を発表した。…私た

ちは，居間に通じるパイプを使って，

青少年に暴力，冷笑，サディズムを浴

びせかけようとしている｡」（ジェンキ

ンス・ロイド・ジョーンズ）

ごく最近の出版物から引用してみよ

う。「 教会は本日開かれた協議会

において，成人が合意の上で行なった

同性愛は，罪とならないとする動議を

承認した。…」

多くの読者を持つある雑誌は次のよ

うに報じている。「サンフランシスコの

た罪状書きがかかげられました。

そのほか，さらにふたつの十字架

が，この不名誉な丘の空高く立て

られました。主の両側の犯罪人た

ちも，やがて殺されることになっ

ていたのです。

祭司や律法学者，兵士，通りがか

った人々はみな，十字架にかけら

れた主を見て，あざわらいました。

「もし神の子なら，自分を救え。

そして十字架からおりてこい｡」

「神殿を打ちこわして三日のうち

に建てる者よ。もし神の子なら，

自分を救え。そして十字架からお

りてこい｡」

犯罪人のひとりさえ，主をののし

りました｡｢あなたはキリストでは

ないか。それなら，自分を救い，

またわれわれも救ってみよ｡」

「おまえは同じ刑を受けていなが

ら，神を恐れないのか。お互は自

分のやった事のむくいを受けてい

るのだから，こうなったのは当然

だ。しかし，このかたは何も悪い

ことをしたのではない｡」

「よく言っておくが，あなたはき

ょう，わたしと一緒にパラダイス

にいるであろう｡」

「婦人よ，ごらんなさい。これは

あなたの子です｡」「ごらんなさい。

これはあなたの母です｡」

「わが神，わが神，どうしてわた

しをお見捨てになったのですか｡」

「わたしは，かわく。」

「すべてが終った｡」

「父よ，わたしの霊をみ手にゆだ

ねます｡」

この時，その出来事を恐れるかの

ように地が震動しました。すると，

暗黒と地震の中で，ひとりの百卒

長が呼びました。「まことに，この

人は神の子であった｡」

すでに死んでいるイエスの体に，

やりが突きさされました。それか

12.

6．「忘れ得ぬ日」

1．太陽が東の空に昇りました。しか

し，その陽光も，人類の心の闇を

晴らすことはできませんでした。

その暗闇が全世界を包んだ日，イ

エスは亡くなられたのです。

2．神の御子イエス・キリストがゆっ

くり，死の丘，ゴルゴダに向かい

たもうたのは，まだ朝早い時間で

した。ゴルゴダ，それは死の丘で

あると共に，勝利の丘でもありま

す。

3．イエスは，重い十字架を背負わさ

れました。しかし，前夜のケツセ

マネでの霊的な緊張と，長い一夜

の拷問のために，イエスの体は極

度に衰弱していました。

4．そのため，イエスはよろめき，倒

れてしまいました。

5．ローマ兵士の声が，同情と憎悪の

入り乱れる群衆の沈黙を破りまし

た。「そこの男。この十字架を背負

って，丘まで運んで行け｡」

6．クレネ人シモンは，キリストの十

字架を背負い，丘に運び上げまし

た。

7．主の体に釘が打ち込まれ，木のは

りに固定された時，全地はおのの

き震えたことでしょう。

8．人の子が十字架につけられ，高く

上げられた時，その影は午前の半

ばを示していました。

9．4人の兵士たちはイエスの上着を

4つに分けて，おのおのそのひと

つを取りました。しかし，下着は

くじ引きにしました。

10．「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｡」

11．イエスの頭の上の方に,「ユダヤ人

の王，ナザレのイエス」と記され

13．

14．

15．

16.

の聖職者グループは，教会は同

性愛に対する非難を取り下げるべきだ

と考えている｡」

男女の同性愛を提唱する者たちが主

催して，性倒錯プロク、ラムの資金集め

パーティーが開かれた折，牧師たちの

グループが妻を伴ってそのパーティー

に出席したことを報じた雑誌から引用

してみよう。

「もし，現在学校関係の仕事をもつ

同性愛提唱者がすべて明らかにされ，

州法に照らして解雇されるとすれば，

港湾地区のすべての学校はただちに閉

鎖しなければならないであろう。」

(Newswe",「ニューズゥィーク」

1967年2月13日）

前述の牧師は次のように述べたと報

道されている。「…同性の二人の人間が

愛を語り，性交によってその愛を深め

ることができるのです｡」（同上）

実に醜い耳ざわりな声である。(スペ

ンサー。W・キンボール,Co〃たγe九Ce

17．

18.

19．

●
●
●

０
１
２

２
２
２

23．

24．
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ら，この血ぬられたやりは，丘か

ら運び去られました。

25．夜が迫り，安息日が近づいていた

ので，イエスの遺体は十字架から

取りおろされました。

26.そして，悲しみに沈む弟子たちは，

遺体を抱きかかえて丘を下り，新

たに造られて間もない墓にその遺

体を横たえました。

27．彼らはそこで，遺体に香料と香油

をほどこしました。

28．夜の闇がエルサレムを覆う頃，大

きな石で墓の入口が閉じられまし

た。それから彼らは，安息日が明

けたら遺体を葬むることにしよう

と，それぞれの家へ帰って行きま

した。

7．「パットン夫人，アーサーは生き

ています」

オーストラリアのブリスベーンからサ

ンフランシスコまでの飛行機の旅は長

い。読書をしたり，まどろんだり，考

えごとをしたり，いろいろなことがで

きる。私は機長の静かな響きのある声

に目を覚ました｡｢御搭乗の皆様に御案

内申し上げます。ただ今，第2次世界

大戦の海の激戦地でありましたコーラ

ル海の上空を通過致しております｡」

窓から眼下を見下ろすと，切れ切れ

になった雲のはるか下に，紺碧の太平

洋が広がっていた。私の心はいつしか

あの運命の日，1942年5月8日に飛ん

でいた。アメリカのマンモス空母レキ

シントンが，その巨体を太平洋に沈め

た日である。乗組員のうち2,735人は

どうにか助かったが，残りは船と共に

海にのまれてしまった。その中に私の

少年時代の友人，アーサー・パットン

がいる。

アーサーについて話そう。彼は巻き

毛のブロンドで，その笑顔はだれにも

負けなかった。また背もクラスのだれ

よりも高かった。彼が徴募士官を偽っ
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て，わずか15歳で海軍に入ったのは，

彼の背の高さからではないだろうか。

アーサーばかりでなく他のほとんどの

少年たちにとって，戦争は大きな冒険

だった。海軍の制服に身を包んだ彼の

さっそうとした姿を，私は今でもよく

覚えている。私たちは早く年をとりた

い，いや，そうでなくても，もっと背

を伸ばしたいと悔しがったものである。

アーサーの母親は，居間の窓を飾る

青い星に大そう得意気だった。それは

道行<人々に，息子が合衆国の制服を

身につける立場にいることを誇示する

ものだったからである。私が家のそば

を通ると，彼女はよくドアを開けて私

を招き，アーサーからの一番新しい手

紙を読んでくれた。彼女の目には涙が

あふれ，私は決まって声を出して読/し

でくれと頼むのだった。未亡人の母親

にとってアーサーはすべてだった。パ

ットン夫人がごつごつした手で大事そ

うに手紙をたたみ，封筒に戻す様子を

私ははっきりと覚えている。彼女の手

は働き者の手だった。パットン夫人は

掃除婦で，町のビルの掃除をして生計

を立てていた。日曜日を除いて毎日，

彼女はバケツとブラシを手に歩道を歩

く。しらがまじりの髪はきちんとすか

れていたが，そのやつれた肩と曲がっ

た腰は，寄る年波を隠せなかった。

コーラルの海戦でレキシントンが沈

んだ。そして，アーサー・パットンは

戦死した。青い星は窓から消え，代わ

りに金の星が飾られた。パットン夫人

の生活からは光が消え，暗闇と絶望が

深く彼女を包み込んだ。

私は祈りの気持ちで，通いなれた道

をパットン家に向かった。一介の少年

に慰めるすべは何もないことを知りな

がら。

ドアが開いたとたん、パットン夫人

はまるで息子を抱くように私を抱きし

めた。家の部屋は礼拝堂となり，悲し

みに打ちひしがれた母親と何の力もな

いひとりの少年が共にひざまずいた。

祈りが終わると，顔を上げたパット

ン夫人はじっと私を見つめ，こう言っ

た。「トム，私は信仰は持っていないけ

れど，あなたは教会に行っているわね。

教えて。アーサーは生き返るの｡」

パットン夫人，息子がまだ太平洋の

海の底に沈んでいるのでは，神の目的

はどのようにして遂げられるのだろう

か，といろいろ思いにふけるとき，ど

うか悲しまないでいただきたい。そし

て，詩篇の言葉を心に思い浮かべて欲

しい。

「わたしがあけぼのの翼をかつて海の

はてに住んでも，あなたのみ手はその

所でわたしを導き，あなたの右のみ手

はわたしをささえられます｡」（詩篇13

9：9－10）

パットン夫人，神はあなたを見捨て

たまわない。神はその独り子をこの地

上に遣わし，私たちが送るべき人生を

その模範を通して教えて下さった。そ

して御子は，人類を噴うために十字架

におかかりになったのである。悲しみ

に打ちひしがれたマルタと弟子たちへ

の主の言葉は，今日の私たちを慰めな

いではおかない。

「わたしはよみがえりであり，命であ

る。わたしを信じる者は，たとい死ん

でも生きる。

また，生きていて，わたしを信じる

者は，いつまでも死なない。……｣(ヨ

ハネ11:25-26)

パットン夫人，イエスはあなたを招

いておられる。

「すべて重荷を負うて苦労している者

は，わたしのもとに来なさい。あなた

がたを休ませてあげよう。

わたしは柔和で心のへりくだった者

であるから，わたしのくびきを負うて，

わたしに学びなさい。そうすれば，あ

なたがたの魂に休みが与えられるであ

ろう｡」（マタイll:28-29)

……頭を上げて，何物にも屈せぬ勇



気とたゆまぬ信仰とを持とうではない

か。あなたは目を上げて，紺碧の太平

洋にやさしく砕ける波頭を見つめなが

ら，こうささやくことができるのだ。

「さようなら，私のかけがえのない息

子，アーサーよ・さようなら，また会

う日まで｡」

パットン夫人，私たちの父である神

はあなたを心にかけておられる。あな

たは心からの祈りにより天父と語り合

うことができるのだ。天父も御子を亡

くされた。主である御子イエス・キリ

ストである。主は天父と私たちとの仲

保者，平和の君，救い主，そして噴い

主であらせられる。いつの日か私たち

は，主と対面することができるであろ

う。

主の祝福された名をもって，私は厳

粛かつ神聖な真理をここに宣言する。

「パットン夫人，アーサーは生きてい

ます」と。イエス・キリストのみ名に

より，アーメン｡（トーマス。s・モン

ソン,Con/brenceReport「大会報告」

1969年4月,pp.26-29)

8．「とぎすまされた矢」

私の前に大管長の任に就いた人々の

生涯を振り返ってみて，私はどの大管

長もそれぞれの時代に特別な使命を帯

びていたことを知った。

そして静かに自分のことを省みた。

またオルソン・ハイドの評価法に照ら

して，私の経験を考えてみた。続いて

予言者ジョセフが彼の性格形成につい

て語った言葉を思い出した。その言葉

は幾分私にも当てはまるように思われ

る。予言者は次のように語っている。

「私は高い山から転がり落ちる，ごつ

ごつした大きな岩のようなものである。

私が丸みを帯びていくとすれば，何か

ほかのものと接触して，角をとってい

くしかない。それは，例えば宗教上の

偏見，聖職者の策略，弁護士や学者の

術策，虚偽を流す編集者，買収された

判事や陪審員，それに暴徒や神を冒漬

する者や不品行な堕落した男女に後押

しされて偽証する行政官に出会うとき

などである。地獄が束になってそこか

しこの角を打ちたたく。このようにし

て私は全能者の矢筒の中の，とぎすま

され，角がとれた矢となるのである｡」

(Te(zchmgso/MeProp/ieiJosep/@

S叩ｵh「予言者ジョセフ・スミスの教

え」p.304)

心中をよぎるこうした教えを考えて

いると，これまでなかなか理解できな

かった様々な経験や身にふりかかった

出来事の意味がはっきりとわかるよう

になってきた。私も高い山から転がり

落ちるごつごつした岩のようなところ

が多く，もろもろの経験にもまれ，磨

かれ，問題を克服して全能者の矢筒に

入る洗練された矢となるべく備えられ

たように思われる。

私も苦しい事柄に遭遇して，従順を

学ぶ必要があったに違いない。それは

私のためになる経験であり，現世の様

様の試練を克服できるかどうか試すも

のであった。（ハロルド．B・リー，

Co"/ere"ceRepo7･#,1972年10月，

「大会報告1970-72年」p.349)

9．「予任の律法」

予任の祝福

かの会議の場にいた私たちの父アブ

ラハムは，前世の霊の軍勢を示現に見

る祝福を得た。彼はこのように告げた。

「これらすべてのものの中には，高貴

にして偉大なるもの多くありたり｡｣そ

-の霊は「善し」と占われている。(アブ

ラハム3：22）アブラハムは，永遠の

父なる神がそのJある者たちの「中に

立ちて｣，「これらの者をわが統治者と

なさん｣，「アブ､ラハムよ’汝はこれら

の者の一人なり。汝は生れざる前に選

ばれたり」と[すわれたのを見た｡(アブ

ラハム3：23）

アブラハムがそうであるように，す

べての予言者は，またそのことに関し

て責任の違いこそあれ，イスラエルの

全家，主の地上の教会の全会員と共に，

皆予任の祝福にあずかっている。

エレミヤに主は言われた｡｢わたしは

あなたをまだ母の胎につくらないさき

に，あなたを知り，あなたがまだ生れ

ないさきに，あなたを聖別し，あなた

を立てて万国の預言者とした｡｣(エレミ

ヤ1:5)

この世でメルケゼデク神権を受ける

者はすべて，アルマが教えるように，

「神の先見の明によって創世の前から

すでに選んで備えておかれた｡｣なぜな

らば，彼らは前世で高貴にして偉大な

るものだったからである。(アルマ13：

3）

選びの教義

また，パウロはこの予任の律法を選

びの教義と呼び，それによってイスラ

エルの全家に,｢子たる身分を授けられ

ることも，礼拝も，数々の約束も」与

えられると言っている。(ローマ9：4）

パウロは，忠実な教会員，すなわち，

「神を愛する者たち｣，「ご計画に従っ

て召された者たち」が「御子のかたち

に似たものと」なって「キリストと共

同の相続人」となり，御父の王国で永

遠の生命を得るよう予任されていると

述べている。（ローマ8：17，28）

彼はまた教会員について，神が「み

まえにきよく傷のない者となるように

と，天地の造られる前からキリストに

あってわたしたちを選び｣,養子縁組に

よってイエス・キリストの子となり，

この世では「罪過のゆるし」を受け，

来たるべき世では永遠の栄光を受ける

ように予任されたと言っている。(エペ

､ノ1:4)

予任の律法

私たちの持つ古代，近代の聖典には，
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神の先見の明により，この世での特別

な働きに召された人々や，イスラエル

の家系に生まれ，良き羊飼いの声を聞

いて地上の主の羊の群れに入る雄々し

い人々への約束など，どちらも予任の

律法についての記述が多い。

キリスト御自身が，予任された予言

者のひな型と言えよう。キリストは永

遠の会議で救い主，蹟い主として選ば

れた。ペテロはキリストを，時の絶頂

に無窮永遠の蹟いをなし遂げるために

来るべき御方として,「きずも，しみも

ない小羊……キリストは，天地が造ら

れる前から，あらかじめ知られていた

（予任されていたの意)｣(Iペテロ1:

19-20)と語った。4千年間，すべて

の予言者はキリストの来臨を証し，そ

の慈悲と愛を声高<告げた。

「肉体に宿りたもう」(Iニーファイ

11:18)主の母マリヤ，イスラエルに

導きと恵みを施した偉大な予言者モー

セ，使命を帯びて世の終わりの示現を

見た黙示者ヨハネ,回復の予言者,聖見

者ジョセフ・スミス，彼らは皆この世

の務めに携わる何百年，何千年前から

指名されていた。予任された働きは，

あらかじめ知られ，計画されていたか

らである。

バプテスマのヨハネや古代の十二使

徒やコロンブスのなすべきことは前も

ってすべて知られ，準備が整えられた。

しかしこれらは皆，単なる青写真であ

る。主のみ業はすべてあらかじめ計画，

準備されており，そのみ業に召され，

選ばれた人々はまず前世で，それから

なお誠実かつ忠実であるなら再度この

地上で，主から任命を受けるからであ

る。

前世における高貴な霊

では，これからの時代に主を代表し

て王国を管理すべく選ばれた者，すな

わちこの教会の大管長はどうであろう

か。彼は，実に忠実な先祖の後商と言
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うにはあまりあるものである。彼は事

実神の息子であり，全能者の霊の子で

ある。彼は永遠の御父と共に住み，そ

の顔を見，声を聞き，とりわけ重要な

ことにはそのみ言葉を信じ，その律法

に従ったのである。

従順により，一致により，自己の義

しさによって，選ばれし愛子のあとを

継ぐ今べ<選ばれたゆえに，スペンサー。

W・キンボールは前世において高貴に

して偉大であった。彼は他のすべての

才能にまさって霊性の賜を伸ばした。

信じる才，真理を受け入れる才，正義

を求める才を。

彼は「神の如き者｣，（アブラハム3：

24）主なるエホバを知り，礼拝した。

彼はアダムとエノクの友であった。ノ

アやアブラハムから助言を受け，イザ

ヤやニーファイとまみえ，天の王国で

ジョセフ・スミスやブリガム・ヤング

と共に仕えた。

前世は遠くない

前世は遠く離れた神秘な場所ではな

い。私たちは，慣れ親しんだ私たちの

父の永遠の家を離れて，わずか数十年

しか経っていない。私たちは皆，永遠

の霊が土の幕屋に住まいを得る以前に，

主のみ業のため共に働いた友や仲間た

ちと薄い幕によって隔てられているに

過ぎないのである。

私たちがかの地での交わりを思い出

さないように幕が引かれたことは事実

である。しかし私たちは，永遠の御父

があらゆる力，あらゆる勢力，あらゆ

る支配，あらゆる真理を持ち，自らも

家族の単位の中に住んでおられること

を知っている。また私たちが，神の形

にかたどって造られ，神のようになる

力と能力を授けられた神の子供である

ことを知っている。また，主が私たち

に自由意志を与え，従順によって永遠

の生命が得られる律法を定められたこ

と，かの地で私たちには友や仲間がい

たこと，さらに，私たちは最も完全な

教育機構の中で教えられ，訓練された

こと，主の永遠の律法に従順であった

ため数え切れないほどに多種多様な才

能を伸ばしたことを知っている。

前世で得た才能

そしてそこから，予任の教義が出て

くる。私たちは地上に来るときに，前

世で律法に従順であったために得た才

能や能力を携えて来る。モーツアルト

は音楽的才能を持って生まれたために，

8歳でソナタを作曲した。メルケゼデ

クは,｢子供の時に神をおそれ，獅子の

口をとどめ，猛火を消した」(霊感訳創

世14：26）ほどの信仰と霊的な能力を

備えて，この世に生を受けた。一方，

カインはルシフェルに似て，初めから

いつわり者であり，この世では，「汝は

『滅亡』と呼ばれん，汝もまたこの世

の前より在りたればなり」（モーセ5：

24）と言われたのである。

選民

これが予任の教義である。選びの教

義である。主が地上で特定の人々を選

び，愛されたことの訳はこれであり，

主が「わたしの羊はわたしの声に聞き

従う。わたしは彼らを知っており，彼

らはわたしについて来る。わたしは，

彼らに永遠の命を与える。……｣(ヨハ

ネ10：27-28）と言われたことの訳は

これである。このすばらしい真理を知

った私たちには，キリストのくびきを

負い，戒めを守り，喜ばれることをし

て主に従うという責任が，他のどの民

にもまして，重くかかってくるのであ

る。もし私たちが主を愛し，主に仕え

ようとするならば，主がみ言葉を教え

ようと遣わされる使徒や予言者の言葉

に心を向けるであろう。

現代の世の中が必要とするのは，主

が予言者を送ってみ旨とみこころを啓

示することではない。主はすでにそれ



をなされた。私たちには予言者があり，

私たちは霊感のみたまを持つ大勢の人

によって導かれている。現代が実に必

要とするのは，人が聞く耳を持ち，予

言者の口から出る言葉に心をとどめる

ことである。

イスラエルに予言者のあることを，

神に感謝し，ほめまつらん。

聞く耳を持ち，主の予言者の声に心

をとどめるよう，願いたてまつらん。

神がみたまを私たちに注ぎたまい，

それにより，大いなる末日の業の神性

と真実とを知り得ることを，神に感謝

したてまつらん。その永遠の真理をイ

エス・キリストのみ名により証申し上

げる。アーメン。

10．「予任」

前述の聖句(アブラハム3：22-23）

の中には，まだほかの真理がはっきり

と述べられている。それはアブラハム

と同じように大勢の人が，生まれる前

から選ばれていたということである。

そのことを，主はモーセにもエレミヤ

にも語っておられる。この教えは，末

日の予言者ジョセフ・スミスによって

いっそう明確なものとなった。彼はこ

う述べている。「私は，神の王国におい

て重要な働きをなすよう召されている

人はみな，この世に先立ってその職に

召され，予任されていたものと信じて

いる｡｣またさらにこう語った。「私は，

召されている仕事に自分があらかじめ

予任されていたと信じている｡｣(Doc"-

771e7Zjαγ9Hjs加γ〃o/MeC/Zw･c/@｢教

会歴史記録」第6巻,p.364参照）

だが，同時に警告もある。聖句に｢予

任」と言われる召しがある一方で,｢見

よ，召さるる者は多けれども選ばるる

者は少し。……｣(教義と聖約121：34）

という霊感の言葉もあるのである。

それはつまり，私たちはこの世で自

由意志を持っているが，この世に先立

って，現世に備えて自分でなした準備

以上の大いなる召しに予任された人が

大勢いるということである。彼らは高

貴にして偉大なる霊の中に数えられ，

御父はその中から指導者を選ぶと言わ

れたのだが，その彼らでさえ，この現

世で召しを全うできないかもしれない。

そこで主がこう間うておられる｡｢……

選ばるることなきは，これそもそも何

の故ぞ｡」（教義と聖約121:34)

答えはふたつある。第一は「人々の

心甚しくこの世に属けるものの上に」

あるため，第二は「唯々人間の誉を得

ることをのみ」望むためである。(教義

と聖約121:35)(ハロルド．B・リー，

CM/ere71ceRepori,1973年10月，

「大会報告1973-75年」p.79)

11．「清く汚れのない信心」

数年前，南カルフォルニア大学の優

秀なスポーツ選手が，私の担当するイ

ンスティテュートのクラスに出席して

いた。彼は身長193センチ，体重90キ

ロという立派な体格の持ち主であった。

彼はスポーツの花形選手で，大学では

フットボールの選手として4年間奨学

金をもらえることになっていた。彼は

その権利を得るにふさわしい立派なフ

ットボール選手であった。そんな訳で

だれもが彼をほめそやした。彼はどの

大学にも入学できたことであろう。し

かし，ひとつ問題があった。彼は自分

ほど偉い者はないと思っていた。我が

物顔でキャンパス内をかっ歩する彼の

姿をよく見かけたものだった。正午の

私のクラスに出席するのも女性28人に

男性ふたり，という魅力に引かれたか

らだった。

彼はいつも開会の祈りが終わった頃

クラスに入って来て，後方の席に座り，

両足を前の席に長々と伸ばしてふんぞ

り返った。そして「ダン兄弟，ここで

聞いているから教えられるものなら教

えて下さいよ」と言わんばかりのせせ

ら笑いを浮かべるのだった。

みなさんはこういう生徒に出会った

ことがあるだろうか。こういう生徒は

教師にとって大きな悩みの種です。と

にかく私は何とか彼をレッスンに引き

込もうと，あれこれ手を尽くしてレッ

スンをしてみた。しかし，彼の堅いか

らを破ることはできませんでした。何

事にも自分勝手な彼は私の手に余った。

彼が関心を示す時と言えば，パーティ

などの席で自分がほめられた時だけだ

った。

私は本当に落胆していた。家に帰る

と私は妻にこう言ったものだ｡「もうだ

めだ。やめるよ。僕には教えられない｡」

木曜日か金曜日にはたいていこんなぐ

ちをこぼした。

すると妻は私の腕を握って，「あなた，

大丈夫よ。あなたにはできますわ｡」と

力付けてくれたものだ。月曜日の朝に

は気を取り直して「よ一し，がんばろ

う」と思い，水曜日になるとまた絶望

のどん底に落ち入って，「もうだめだ。

私にはできない｡」と言うと，妻が私を

力付けるという状態が6週間ほど続い

た。

そんなある日，ハリウッドに住んで

いるひとりの親友から電話がかかって

きた。生まれた子供が未熟児でハリウ

ッド小児病院の保育器に入れられてい

るが，望みはないということだ。そこ

でせめてその子が生きているうちに命

名して祝福を与えたいので手伝って欲

しいと言うのである。私は喜んで引き

受け，急いで病院へ向かった。不安な

面持で保育器の置かれている3階か4

階へと急いだ。私は何階に行くべきか

を忘れていた。誤って，1階早くエレ

ベータを降りてしまった。見ると，ど

うも小児科の整形外科病棟に迷い込ん

だようだった。30ほどの小さなベッド

が並べられてあった。みなさんは小さ

な子供のこのような痛ましい姿を御覧

になったことがあるでしょうか。それ

ぞれどのような印象をお受けになるか
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わかりませんが，とにかく私はひどく

胸を打たれた。

親友の子供を祝福し終えてから，ま

たその病棟に戻った。私の心に，再び

新たな感動がよみがえった。その子供

たちを見ているうちに，自然に私の心

は，その子供たちの世話をするボラン

ティアの人々に向いていった。

そこで私は看護婦さんの所に行って，

「ここではどういうことが行なわれて

いるのですか」と尋ねました。

「週2回，このあたりに住む有志の

方々がやって来て，子供たちの世話を

するというちょっとしたことが行なわ

れているんですよ。何かのお役に立て

ば，と一生懸命に私たちを助けて下さ

るのでありがたいですわ」と彼女は答

えた。

「その活動に加わるにはどうすれば

いいのですか｡」

「簡単です。ここにサインさえすれ

ばいいのです｡」

自分の名前を書こうとした私は，突

然みたまを感じて生徒のピルの名前を

書いた。

すると看護婦さんは「どうもありが

とうございます，ピルさん」とお礼を

言った。

私は木曜日の夕方6時の欄に名前を

書いた。しかし，そのことをビルに話

す気にはなれなかった。彼は俺様に頼

み事をするとは何たる恥知らずと考え

るような人だった｡｢他人のために何か

をするって。そんな時間ないよ。忙し

いんだ｡｣そうつっぱねるに決まってい

る。そこで約束の木曜日の5時頃私は

ピルに電話をかけた。電話口にはビル

のおかあさんがでた。

「ピルはいますでしょうか｡」

「ええ，ちょうど夕食を食べ始める

ところですの｡」

「ビルとちょっと話がしたいのです

が…･･･」

「いいですとも｡」
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随分昔のことですが，第2次世界大

戦の時に私は，戦いには時として奇襲

作戦が必要であることを学んでいた。

「もしもし……」ピルが電話にでた。

私は深呼吸をして言った。「ビル，君

の手を貸してくれないか｡」

「ああ，いいですよ。ところで，あ

なたはどなたですか｡」

「インスティテュートの教師のダン

兄弟です。すまないけどお願いするよ。

15分以内に迎えに行くから。それだけ

を言って私は受話器を置いた。

あの時みなさんも車の中にいたら，

私がどんな気持ちだったかおわかりい

ただけたことと思う。とにかく車を飛

ばして迎えに行くと，ピルは角のとこ

ろで待っていた。大学のセーターを着

た彼は食べ残しのアップルパイにかぶ

りつきながら立っていた。ピルの方へ

近づいて行った私は，車のドアを開い

てさあ早<乗って」とせき立てると，

彼は，何事ですか，と尋ねた。

「とにかく乗って。乗ってから話す

から」と私は答えた。

そそくさとピルを車に乗せた私は急

いでドアを閉めた。その時の彼の顔と

いったら，まるでキツネにつままれた

ようだった。よほどの一大事でも起こ

ったかと思ったことだろう。私はひた

すら車を走らせた。彼に事の真相を話

したら彼は車から飛び降りるだろうと

思ったからである。60キロのスピード

で角を曲がると，たまりかねたピルが

「一体どうしたんですか」と口を切っ

た。

それに対して私は「ビル，とても感

謝しているよ」と答えた。

「えっ，何にですか｡」

「君は今から小児病院へ行って子供

に本を読んであげるんだ｡」

「何ですって｡｣それっきりビルは黙

り込/しでしまった。

病院に着くと私は彼を車から押し出

し，「3階」という文字と看護婦の名前

の書いたメモを渡し,｢一時間後に迎え

に来るから。がんばって｡｣と言い残し

てその場から去った。

1時間後に私が戻るとまるで別人に

生まれ変わったようなビルが出て来た。

「どうだった，ビル」

「どうって，とても口では言えませ

ん｡」

「わかるよ。無理しなくていい。た

だ落ち着いたら話してくれないか｡｣私

はこう言ってラジオのスイッチを入れ，

息詰まるような雰囲気を何とか吹き飛

ばそうとした。それから10分位車を走

らせた頃でしょうか。

ピルはラジオを止めて，言った。「ダ

ン兄弟，僕，あんなに素晴らしい経験

をしたのは初めてです｡」

「そうだと思ったよ。でも，どうし

て｡」

「僕は生まれつき背骨がなくて，い

つ治るのかわからないという3歳の女

の子のところに案内されました。とこ

ろがその女の子といったら僕なんかよ

りずっと幸せそうでした。どうしてな

のかわかりません｡｣そこで私はあるこ

とを言おうと思いましたが，もう少し

待つことにしました。彼の話は続きま

した。「ベッドのそばに持って来たイス

に座って，僕が本を読み始めるとその

子は僕の手を握り締めたまま，ピノキ

オの物語をじっと聞いているんです。

小さな子に本を読んでやるのは照れ<

さいですよね。特にまわりに人がいる

と。でも，1ページ読み終わる頃には

人が聞いていようがいまいが気になら

なくなりました。ピノキオの物語が終

わると次から次にせがまれて，一生懸

命読んでやっているうちに，帰る時間

になってしまったんです。

ところが僕が帰ろうとすると，その

子は必死に引き止めようとするのです。

その子の手は，一杯に開けても僕の指

1本をかろうじてつかめるほど小さく

て。彼女は僕の鼻にキスをして，来週



また来てねって言うんです。ダン兄弟

は僕のこと頭が変になったんじゃない

かと思われるかもしれませんが，僕，

もう一ケ月病院で奉仕することにしま

した。

「それはよかったね，ビル。変にな

ったなんて全然思わないよ。それがイ

ンスティテュートのクラスで見いだそ

うとしていたことなんだ。教義やレッ

スンの方法についてはいくらでも話し

合える。しかし，君はとても大切な主

の教えを学んだようだね。つまり，自

分を捨てて他の人々に奉仕する時に人

は本当の自分を見いだすというルカ伝

にある教えをね。福音の本当の素晴ら

しさはそこにあるんだよ｡」

ビルは19歳にしてこの真理を見いだ

した。それから2週間後，ピルが私を

訪ねて来た。頭の先から足のつま先ま

でぴんと張り詰めたビルの様子に私は

思わず「どうしたんだね，ピル。何か

困ったことでも起こったのかい｡」と尋

ねた。

「するとビルは，ええ，一大決心を

してやってきましたと言うのだった。

「何をしたいと言うんだい｡」

「4年間の奨学金を断わりました｡」

「どうしてそんなことをしたんだい｡」

「伝道に出ることにしたんです。僕

自分自身を捨てようと思って……」

私は彼の歓送会で話をした。2年後，

伝道を終えて帰って来た彼はうれしい

ことに私を訪問してくれた。彼は相変

わらず身長193センチ,体重90キロとい

う大きな体をしていた。しかし中味は

違っていた。その体格に見合うあふれ

るばかりの霊性を蓄えて帰ってきたの

である。救い主の勧告に従うことを学

んだ彼は，これからも教会のために，

いや世界のために大きな働きをするこ

とであろう。(ポール。H・ダン44Know

ThyselfControlThyselfGive

Thyself"Speec/'eso/i/'eYeαγ，

『己れを知り，己れを治め，己れを捧げ

る』「年度講話」1969,pp.13-16)

12．「羊の群れの中のおおかみ」

パウロの警告

あなた方に考えていただきたい聖句

がふたつある。時の絶頂における救い

主の降臨のあとの時代同様，このふた

つの聖句は，使徒時代以降の今日にお

いても十分あてはまるものである。使

徒行伝の中で，使徒パウロは，イスラ

エルの長老たちに次のように注意を与

えている。パウロはこう語った。

「どうか，あなたがた自身に気をつ

け，また，すべての群れに気をくばっ

ていただきたい。聖霊は，……神の教

会を牧させるために，あなたがたをそ

の群れの監督者にお立てになったので

ある。

わたしが去った後，狂暴なおおかみ

が，あなたがたの中にはいり込んでき

て，容赦なく群れを荒らすようになる

ことを，わたしは知っている。

また，あなたがた自身の中からも，

いろいろ曲ったことを言って，弟子た

ちを自分の方に，ひっぱり込もうとす

る者らが起るであろう｡」（使徒20：28

－30）

そして，使徒パウロはガラテヤ人に

も次のように書き送った。

「あなたがたがこんなにも早く，あ

なたがたをキリストの恵みの内へお招

きになったかたから離れて，違った福

音に落ちていくことが，わたしには不

思議でならない。

それは福音というべきものではなく，

ただ，ある種の人々があなたがたをか

き乱し，キリストの福音を曲げようと

しているだけのことである。

しかし，たといわたしたちであろう

と，天からの御使いであろうと，わた

したちが宣く伝えた福音に反すること

をあなたがたに宣く伝えるなら，その

人はのるわるべきである。

わたしたちが前に言っておいたよう

に，今わたしは重ねて言う。もしある

人が，あなたがたの受け入れた福音に

反することを宣く伝えているなら，そ

の人はのるわるべきである。

……兄弟たちよ。あなたがたに，は

っきり言っておく。わたしが宣く伝え

た福音は人間によるものではない。

わたしは，それを人間から受けたの

でも教えられたのでもなく，ただイエ

ス・キリストの啓示によったのである｡」

（ガラテヤ1：6－12）

今日にも当てはまる警告

この警告は，警告が与えられた当時

と同様，今日でも正確に的を射ている。

私たちの中にも，おおかみのような

者がいる。つまり，当教会の会員であ

ると言っておきながら，群れを荒らし

ている者がいる，ということである。

また会員の中に様々な曲がったことを

言っている者もいる。ここで言う「曲

がったこと」とは，教会のまだ信仰の

浅い会員を，自分の方に引っ張り込む

ために，故意に正しい原則から目をそ

らし，悪に固執することである。

また使徒パウロが言ったように，当

時と同様，今日の私たちにとっても不

思議でならないことがある。それは会

員の中に，非常に早く，福音を教えて

くれた人々から離れ，また，キリスト

の福音の真実の教えから離れて堕落し，

悪意悪計に満ちた慣習と儀式を行なう

ような背教の道を歩み出す人々がいる

ということである。

こうした背教者グループの中には考

えもしなかった出来事をその身に招い

ているものもあるが，彼らは予言者の

警告通り，のろいを受けているのであ

る。こうした人々は，明らかに，時の

はじめ以来サタンの弄するあらゆる論

弁を駆使して弱い人々を陥れようとす

るあの悪魔の一味なのである。
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陰口やうわさ話

ここで，今述べたような種類の問題

について一言申し上げたいと思う。第

一は，前にも述べたことであるが，陰

口やうわさを広めることについてであ

る。陰口やうわさというものは，一度

話の種になると，加速度がついて話の

たびに面白おかしぐ脚色され，ついに

は，人騒がせ好きな人々が出所を確か

めようともせず，何の考えもなくファ

イヤ・サイドや日曜学校のクラスや扶

助協会や神権定員会のクラスで繰り返

し話してしまうのである。賢明に使わ

れれば，有益で，人々の精神を啓発す

るはずの会合を，このようにしてただ

ただ無為に用い，憶測と空論の場とし

てしまうのである。

ひとつの例を示そう。あなた方のう

ち，どれほどの人がこの話を聞いてい

るかは知らないが，私が救い主の降臨

とイスラエルの十支族に関する祝福師

の祝福を受けているらしいという話が

広く流布されているということを聞い

ている。

まず第一に，祝福師の祝福というも

のは，祝福を受けた人，個人に与えら

れる神聖な文書であって，決して公表

するためのものではない。そして，す

べての祝福師の祝福同様，祝福を受け

た人個人のうちにとどめおかれるべき

ものなのである。

次に，私が前述のような祝福を受け

ているらしいということについてであ

るが，そのような話は間違いであり，

事実無根であるとだけ言っておけば十

分であろう。

ひとつ驚いたことがある。それは，

たまたまある機会に，前述のようなう

わさは根も葉もないことであると言う

と，すでにうわさを耳にしている人々

の中に，がっかりする人がいるという

ことである。そのような人々は，根も

葉もないうわさを信じて楽しんでいた

ように思える。私は，そのような愚か
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なうわさを，その真実性を確かめもせ

ずに，広くまき散らすなどということ

を決してしないよう，強く申し上げた

いと思う。

大管長会のメッセージ

1913年8月，大管長会は教会員に警

告の書簡を出したが，今日なお再読に

耐える内容である。その中から2，3

読んでみたいと思う。

「末日聖徒イエス・キリスト教会の

役員，会員各位

ハイラム・ページのとき（教義と聖

約2璋）以来，折々，教会員に対する

偽りの霊の現われが起きている。時に

こうした現われは，罪を犯したために

大いなる偽り者のえじきとなった男女

に起きている。またある場合には，教

会の規則や儀式や様式を厳守している

ことを心から誇りにしている人々が悪

霊によって背教に導かれている。悪霊

たちは，余りにも神からでたものと酷

似した影響力を行使するために，自分

を『選民』と考えているこのような人

人でさえ，その本質的な違いを識別す

るのに困難を感じているのである。サ

タン自身がその身を変えて，『光明の

天使」を装うのである。

示現，霊夢，異言の力，予言，内な

る声あるいは非凡な賜，霊惑などが，

これまで受け入れられている教会の啓

示と調和しないものであったり，正統

な権威者の決定に反するようなもので

あるなら，それが，どんなにもっとも

らしく見えようとも，末日聖徒たる者

は，それが神から出たものではないと

判断しなければならない。また，教会

を導くための決定は教会の頭を通して，

啓示によって与えられるということも

理解しなければならない。教会の忠実

な会員は皆，自分自身のために，自分

の家族のために，そして自分が指名さ

れ，聖任された管理の職のために，聖

霊のささやきを受ける資格がある。だ

が，教会の長たる者を通して神から与

えられたものと一致しないものはすべ

て，権威ある，信頼すべきものとして

受け入れられるべきではない。霊的な

事柄もこの世の事柄も，聖徒たちは自

分自身のことに関する導きと啓示を受

けることができる。だが，これは決し

て，他人に指図する権威を持つという

のではなく，またそうした導きが，教

会の誓約や教義や規律，証明ずみの事

実や真理，また良識に反する場合には

受け入れないことが心要である。どん

な人でも，いかにももっともらしい啓

示や示現や霊夢を神から受けたと主張

して，兄弟姉妹たる教会員を説いて，

投機や株の売買に身を投じさせる権利

はない。特にそれが，局地的なもので

あれ，全教会的なものであれ，承認ず

みの権威に反するものである場合，な

おのことである。主の教会は，『秩序

の家』である。主の教会は，個人に与

えられる賜や現われによって統治され

るのではなく，指定された大会で教会

員の挙手により支持された聖なる神権

の秩序と権能によって統治されている

のである。

教会の歴史には霊の現われを信じて

みせかけの啓示を受けたと主張し，そ

れを受け入れる人々を導こうと虎視眈

眈とねらっている詐欺師や熱狂者の例

が数多く記録されている。そしてその

結果生ずるものは，いつの場合でも，

失望，悲嘆，そして不幸である。さら

に財政的損失，時には完全に破産して

しまうこともある｡」

神権者の義務

この警告は，時に触れ，折に触れて

再三再四発せられてきたものである。

神権者であるあなた方に申し上げたい。

「不思議な」種類の霊の現われを受け

たと主張する人々が，ここかしこで立

ち上がり，いまだかって教会の指導者

が指示したことのない方向へ教会員を



導こうとしている。このように人々の

心に忍び入ろうとしているものに対し，

雄々しく立ち上がり，排斥する努力を

始めていただきたい。

たびたび言うが，教会員の中に，い

とも簡単に欺される人々がいるという

ことに，私は驚きを禁じえない。この

ような人々は，人騒がせな話や夢や示

現のうわさをまき散らし，恐らく個人

的な日記から取ってきたのだろうが，

これまでの教会の指導者に与えられた

と称する話を，適当な教会の権威筋に

確かめることもせずに，広めているの

である。

もし私たち教会員が，策略と偽りの

うわさに満ちたこの喧燥うずまく時代

にあって安全に導かれたいと願うのな

ら，術策にたけた者たちのえじきにな

るのを防ぐために，指導者に従い主の

みたまの導きを求めなければならない。
ろう

そのような者たちは，巧妙な論弁を弄

して注目を集めようと画策し，己の意

見や，時には悪意を含んだもくろみに

追従する人々を味方に引き入れようと

しているのである。

主の試し

主は，ある種の神権の権能を受けて

いるとひそかに言い張る人がいる場合

だれでもその真偽のほどを確かめるこ

とができるよう，非常に明確なひとつ

の方法を設けられた。次の聖句は教義

と聖約4璋ll節にある主のみ言葉であ

る。

「またわれ汝らに告ぐおよそ誰か権

威ある者より聖職に按手任命され，ま

たその者の権威を有てることと，教会

の長たる者たちより正式の按手聖任を

受けたることとが教会員の知る所にあ

らざれば，何人といえどもわが福音を

宣くんために出て行くこと，または教

会を創立することを許されざるくし｡」

それゆえ，だれか権威を持っている

と主張する人が来たら，「その権威を

だれから受けましたか。だれか権威あ

る人から聖職に聖任されたのですか。

あなたが権威を持ち，教会の長である

人々から正式に聖任されたということ

を，教会員は知っているのですか」と

尋ねてみるとよい。もし「いいえ」と

いう答えだったら，その人が詐欺師で

あることがわかる。教会員たちは，だ

れか教会員を背教に導こうとする詐欺

師が来たときには，いつでもこの方法

を応用すべきである。

政府

次に，私たちに襲いかかろうとして

いるもうひとつの危険がある。私たち

の中に，群れの中のおおかみのように

教会員の中でもまだ信仰の弱い人々を

背教に導こうとしている者がいるらし

いということである。私たちの手もと

に届いた報告によれば，合法的な政府

との間に若干の政策的な不一致がある

との理由で，法律を自分勝手に解釈し

て，所得税を納めない人々がいるとの

ことである。

また，警察権もないのに一般市民を

扇動して，危険とあらばいつでも戦え

るように武装している人々もいるとの

ことである。こういう人々は，そのよ

うなことをして政府当局に反抗するこ

とにより，自分自身が逮捕されたり，

投獄されたりする羽目になるのだとい

うことを，露ほども知ってはいないの

である。

また教会員の中に，劇場でポルノ映

画が上映されるのに反対して，劇場に

爆弾を仕掛けたために，法律によって

罰せられ，その後懲戒のために教会の

法延に立たされる人々もいるというこ

とさえ，耳にしている。

いわゆるポルノのたぐいのみだらず

挑発的なものを締め出そうとしている

人々を私たちは強く支援しなければな

らないが，ただ，前述のような過激な

手段をとる人々には，次のような方法

を知っていただきたい。それは主のみ

言葉である。

「何人も自らを支配者なりと思うべ

からず。されど神をして審<人をその

聖旨のままに支配せしめよ。すなわち

議する者または審判の席に座する人を

聖旨のままに支配せしめよ。

何人もその国の律法を破ることなか

れ。……統治すべき権能を持ちてすべ

ての敵を脚下に踏みつくる者の統治す

る時の至るを待つべし｡」（教義と聖

約58：20，22）

（ハロルド。B・リー,Co71/b7･e"ce

Repoγち1972年10月，「大会報告1970
-72年」pp.400-403)
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