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　あなたはこの学習コースの教師として，生徒がモルモン
書に記されている救いの真理を見いだし，理解し，それらに
従って生活するよう助ける特権にあずかっている。教える
準備をするに当たり，聖霊の導きを求めるよう勧めておられ
る主の言葉に従う必要がある。なぜなら，「人が聖霊の力に
よって語るときには，聖霊の力がそれを人の子らの心に伝え
るからである。」（2 ニーファイ 33：1）教える準備としてあな
たにできる最も大切なことは，祈りをもって聖文を研究し，聖
なる御

み

霊
たま

の導きに従うことである。このガイドは，あなたが
十分な準備を行うための補助的な資料である。本書では，
それぞれの聖句ブロックを紹介するための情報を提供し，
聖句ブロックの中の重要な福音の原則を明らかにし，生徒が
それらの原則を理解し，応用できるようにするにはどのよう
に教えればよいかを提案している。あなたがフルタイムの教
師であるかボランティアであるかにかかわりなく，本書はあ
なたの準備に役立つことであろう。

本書の構成
　本書は 56 の章から成り，1 年間使用することを前提とし
ている。本書には 1 ニーファイ 1 章からアルマ 29 章までを
扱う宗教コース 121と，アルマ 30 章からモロナイ 10 章まで
を扱う宗教コース 122 が含まれている。毎回のレッスンは
約 50 分で行う。 1 学期が 14 週のコースを教える場合は，
週に 2 回のレッスンを実施することができる。レッスンを週
に 1 回行う場合は，状況に合わせて内容を調整する。聖句
ブロックに含まれているあらゆる事項を教え，提案されてい
る教義と原則をすべて教える時間がないとしても落胆しては
ならない。生徒にとって最も大切だと思われる事項を選ん
で教える。
　各章は 3 つの項に分かれている。

• はじめに

• 教義と原則

• 教えるための提案

はじめに
　「はじめに」の項では，聖句ブロック全体を貫くテーマが
紹介されている。

教義と原則
　「教義と原則」の項では，聖句ブロックの主要な教義と原
則が挙げられている。例えば，アルマ 1－ 4 章を扱う第 23
章では，次の教義と原則が挙げられている。

• 末日聖徒は偽善売教を避けなければならない（アルマ

はじめに

1 章参照）。

• 罪悪を拒むとき，神はわたしたちを強めてくださる（アル
マ 2 章参照）。

• 純粋な証
あかし

は高慢に打ち勝つ（アルマ 4 章参照）。

　あなたはこの項に挙げられている教義と原則以外にも，
教えるべきだと感じる重要な真理を見つけるかもしれない。
それらをレッスンに含めるかどうかは，聖霊の導きの下で慎
重に検討する。しかしながら，聖句ブロックに出てくる原則
や教義が章の中で採り上げられていないとき，そのテーマが
いっそう詳しく説かれている別の聖句ブロックを扱う章で採
り上げられている場合があることを心に留めておく。

教えるための提案
　「教えるための提案」の項では，「教義と原則」に挙げられ
ている各項目について具体的な教え方の案が提供されてい
る。章によっては，「教義と原則」では挙げられていない重
要な概念についても教え方の案が提示されている場合があ
る。
　教え方の案には，最初に の記号が付いている。当然の
ことながら，これらの案の中には互いに関連し合っているも
のもあるが，それぞれ単独で用いることができる。
　これらの案はレッスンを準備する際の指針である。した
がって，生徒の必要に合わせて変更することができる。御
霊に導かれるままに教え，生徒が教義と原則を理解できる
よう助けることがあなたの務めであることを忘れてはならな
い。すべての資料を採り上げる必要はない。与えられたレッ
スン環境の中で，生徒の必要に応じて，生徒が聖句ブロック
を理解できるように助ける。
　本書全体を通じて，マスター聖句には の記号が付いて
いる。 4 ページには 100 のマスター聖句の一覧がある。セ
ミナリーに出席した生徒は，これらの教義的に重要な聖句
に精通しているはずである。レッスン中にこれらの聖句が
出てきたら，自分にとってその聖句が重要である理由を生徒
に話してもらうとよい。これらの聖句を暗記して，さらに理
解を深めるよう励ます。十二使徒定員会のリチャード・G・
スコット長老は次のように教えている。「わたしは皆さんに，
心に触れた聖句，理解することにより魂が満たされた聖句を
暗記するようにお勧めします。主が記録するよう命じられた
聖句をそのまま引用すると，ほかの言葉では伝わらない本質
的な力を発揮します。」（『リアホナ』2000 年 1 月号，105）

その他の教材
　『モルモン書生徒用資料 ― 宗教コース 121－122』（ア
イテム番号 32506 300）。生徒用資料の各章には「理解を
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深めるために」と「割り当ての提案」の項が設けられてい
る。「理解を深めるために」の項の質問と「割り当ての提
案」の項の活動は，生徒が理解を深め，聖文の原則を生活
で応用する助けとなる。
　教師用ガイドにある教え方の案には，生徒用資料を参照
するよう指示されているものがある。考えや質問や割り当て
を発展させるために，生徒用資料を毎回のレッスンで活用す
るとよい。
　付属の DVD 。この教師用ガイドには DVD が付いてい
る。この DVD は，生徒用資料と教師用ガイドで引用されて
いる末日の預言者や教会のそのほかの中央幹部，中央役員
の勧告の音声と映像を収録したものである。教師用ガイド
では，DVD で視聴できる引用には A の記号が付いている。
DVD は教師用ガイドの章ごとに分かれている。記号の文字
は DVD のトラックを示している。
　末日の預言者，教会の中央幹部，中央役員の言葉。総大
会の話や教会機関誌の記事を研究しながら，あなたと生徒
が聖文を理解し，応用するうえで役立つ教えを探す。
　教 会 の そ の ほ か の 出 版 物。 このガイド では，Bible 
Dictionary，『聖 句 ガイド』（scriptures.lds.org），『真 理
を守る― 福音の参考資料』（アイテム番号 36863 300），

『若人の強さのために―神への務めを果たす』（パンフ
レット，アイテム番号 36550 300）を含む，承認された教会
の出版物からしばしば引用されている。

本書の使用法
　レッスンを準備する際に第一の資料となるのは聖典であ
る。本書は，あなたが聖文から教えるのを支援するための
資料である。
　この教師用ガイドにはおもに 3 つの使用法がある。

 1. 教え方の案に忠実に従ってレッスンを行う。

 2. レッスンで詳しく学ぶ原則やテーマを見つけるため
の学習ガイドとして使用する。

 3. 聖句ブロックを研究して得たアイデアを補足するた
めの資料として使用する。

何を教えるかを決める
　聖句ブロックごとに，生徒が理解する必要のある最も重要
な教義，原則，出来事を選ぶ。御

み

霊
たま

の促しと生徒が必要と
しているものを指針として，何を教えるかを決める。生徒に
理解してもらいたい教義，原則，出来事，難しい語句をメモ
しながら，聖句ブロックを入念に研究する。聖句ブロックは
2 回以上読むとよい。
　各章で提案されている教義と原則をすべて教える必要は
ない。実際，それだけの時間がない場合が多い。リチャー

ド・G・スコット長老は次のように提案している。「もし生
徒がしっかり吸収できないようであれば，資料にある内容
をすべて終えることを最優先させてはなりません。理解を
助けるために，皆さんにできることを行ってください。」（“ To 
Understand and Live Truth,”CES 宗教教育者への講
話，2005 年 2 月 4 日，2 ，ldsces.org）

どのように教えるかを決める
　どの方法を使って教えるかを決めるときには，生徒の霊
的な成熟度を念頭に置くようにする。大管長会の J・ルー
ベン・クラーク・ジュニア管長（1871－1961 年）は，セミナ
リーとインスティテュートの教師に向かって次のように語っ
た。「皆さんは，このような霊的経験の豊かな青少年に対
して，背後からこっそりと近づいて信条を耳にささやきか
ける必 要はありません。」（The Charted Course of the 
Church in Education， 改訂版〔パンフレット，1994 年〕，
9）
　生徒の多くは霊的に成熟しているので，生徒としての役割
を真剣に果たしてくれることが期待できる。生徒が責任を
持って学習に取り組むよう助ける方法を計画する。次の提案
が役立つであろう。

• 割り当てられた聖句ブロックと生徒用資料をレッスンの
前に読んでおくよう奨励する。さらに，聖文を毎日学習
する習慣を身に付けるよう助ける。生涯を通してモルモ
ン書を研究するよう励ます。

• 質疑応答の機会を設ける。適切な質問をすることに
よって，生徒が責任を持って学習に取り組むよう助ける
ことができる。モルモン書の教義や原則について深く
考えるとき，生徒に意味を説明してもらい，自分の考え
を分かち合ってもらい，学んだ真理について証

あかし

を述べて
もらう。生徒が自分には耳を傾け，語る特権があると感
じられるような環境を作る。互いに教化し合う機会を与
えるようにする（教義と聖約 88：122 参照）。

• レッスンが講義だけにならないようにする。大切なの
は，生徒が真理を見いだせるようにすることである。あ
なたやほかの人々が理解してきたこと，さらにあなたが
気づかなかったことさえも生徒が理解するように導く。
十二使徒定員会のデビッド・A・ベドナー長老が語った
次の言葉を心に銘記する。「わたしの生涯に最も大き
な影響を与えてきた教師たちの間には共通する特徴が
あります。彼らは信仰によって学問を求めるよう助けて
くれました。難しい質問に簡単に答えてはくれませんで
した。実際，彼らはまったく答えてくれませんでした。彼
らは道を示して，わたしが必要な段階を踏んで自分なり
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の答えを見つけられるよう助けてくれました。わたしは
この方法を常に歓迎したわけではありませんでしたが，
他人から与えられた答えは，たいてい記憶に長く残らな
いことを経験によって理解しました。一方，特に信仰を
働かせて見いだした答えや手に入れた答えは生涯忘れ
ることがありません。」（“ Seek Learning by Faith,”
CES 宗 教 教 育 者 へ の 講 話，2006 年 2 月 3 日，5，
ldsces.org）ただ講義によって知識を伝えるだけではな
く，生徒が自分で教義と原則を見いだしながら聖文を
理解するように助ける教え方を模索する。

• 学んだ原則に従って生活するよう生徒を励ます。ベド
ナー長老は，「単に知的に理解し，知識を記憶にとど
め，思い出すことをはるかに超えた」学習，「生まれな
がらの人を捨てさせ（モーサヤ 3：19 参照），心を変化
させる（モーサヤ 5：2 参照）」学習について述べている

（“ Seek Learning by Faith,”3）。生徒がそのような

学習に携われるよう助ける。教義と原則を教える方法
を決めるとき，生徒が教室を後にしてからも学習を継続
するよう励ます方法を検討する。

障がいのある生徒を助けるためにレッス
ンを変更する
　障がいのある生徒を教える場合は，彼らの必要に合わせ
てレッスンを変更する。例えば，多くのレッスンでは生徒に
音読や黙読をしたり，答えを紙に書いたりすることを求めて
いる。読んだり書いたりするのが難しい生徒に対しては，あ
なた自身が読んだり，ほかの生徒に読んでもらったり，録音
を利用したりすることができる。答えを書くように求める活
動では，口頭で答えてもらってもよい。
　ほかの方法や資料については，教会教育システムの方針
手引きの「障がいのある生徒のためにクラスとプログラムを
変更する」の項を参照する。
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マスター聖句

旧約聖書 新約聖書 モルモン書 教義と聖約

モーセ 1：39 マタイ 5：14 －16 1 ニーファイ 3：7 教義と聖約 1：37－38

モーセ 7：18 マタイ6：24 1 ニーファイ 19：23 教義と聖約 8：2 －3

アブラハム 3：22 －23 マタイ 16：15 －19 2 ニーファイ 2：25 教義と聖約 10：5

創世 1：26 －27 マタイ 25：40 2 ニーファイ 2：27 教義と聖約 14：7

創世 39：9 ルカ 24：36 －39 2 ニーファイ9：28 －29 教義と聖約 18：10，15 －16

出エジプト20：3 －17 ヨハネ 3：5 2 ニーファイ 28：7－ 9 教義と聖約 19：16 －19

出エジプト33：11 ヨハネ 7：17 2 ニーファイ 32：3 教義と聖約 25：12

レビ 19：18 ヨハネ 10：16 2 ニーファイ 32：8 － 9 教義と聖約 58：26 －27

申命 7：3 － 4 ヨハネ 14：15 モルモン書ヤコブ 2：18 －19 教義と聖約 58：42 － 43

ヨシュア 1：8 ヨハネ 17：3 モーサヤ 2：17 教義と聖約 59：9 －10

ヨシュア 24：15 使徒 7：55 － 56 モーサヤ 3：19 教義と聖約 64：9 －11

サムエル上 16：7 ローマ 1：16 モーサヤ 4：30 教義と聖約 64：23

ヨブ 19：25 －26 1コリント10：13 アルマ 32：21 教義と聖約 76：22 －24

詩篇 24：3 － 4 1コリント15：20 －22 アルマ 34：32 －34 教義と聖約 82：3

箴言 3：5 － 6 1コリント15：29 アルマ 37：6 －7 教義と聖約 82：10

イザヤ 1：18 1コリント15：40 － 42 アルマ 37：35 教義と聖約 84：33 －39

イザヤ 29：13 －14 エペソ4：11－14 アルマ 41：10 教義と聖約 88：123 －124

イザヤ 53：3 － 5 2 テサロニケ 2：1－3 ヒラマン 5：12 教義と聖約 89：18 －21

イザヤ 55：8 － 9 2 テモテ 3：1－ 5 3 ニーファイ 11：29 教義と聖約 121：34 －36

エレミヤ 16：16 2 テモテ 3：16 －17 3 ニーファイ 27：27 教義と聖約 130：18 －19

エゼキエル 37：15 －17 ヘブル 5：4 エテル 12：6 教義と聖約 130：20 －21

ダニエル 2：44 － 45 ヤコブの手紙 1：5 － 6 エテル 12：27 教義と聖約 130：22 －23

アモス 3：7 ヤコブの手紙 2：17－18 モロナイ 7：16 －17 教義と聖約 131：1－ 4

マラキ 3：8 －10 黙示 14：6 －7 モロナイ 7：45 教義と聖約 137：7－10

マラキ 4：5 － 6 黙示 20：12 －13 モロナイ 10：4 － 5 ジョセフ・スミス－歴史 1：15
－20

はじめに
　このレッスンはコース全体の方向性を確立する機会とな
る。生徒の生活におけるモルモン書の重要性について話し
合うときに，大切なのはあなたの証

あかし

と熱意である。生徒が
この神聖な聖典に記されている霊的な真理を学びたいとい
う強い望みを持てるよう励ます。十二使徒定員会のジェフ
リー・R・ホランド長老は次のように述べている。「わたし
たちの歴史の中で，またわたしたちのメッセージの中で，『モ
ルモン書は神の言葉である』という妥協を許さない宣言は，
ほかのいかなる言葉にも増して，速やかに人々の理解の目を
開かせてくれます。この問題について，わたしたちは決して
揺らぐことはないでしょう。」（「真実か偽りか」『聖徒の道』
1996 年 6 月号，48）

教義と原則
• モルモン書はイエス・キリストについてのもう一つの 証

あかし

である。

• モルモン書はわたしたちの宗教のかなめ石である。

• 多くの証人がモルモン書は真実であることを証してい
る。

• モルモン書を祈りの気持ちで研究するとき，わたしたち
は主に近づく。

教えるための提案

モルモン書はイエス・キリストについてのもう一
つの証

あかし

である
　生徒に，自分のモルモン書を見て「イエス・キリストにつ
いてのもう一つの証」という副題を見つけるように言う。あ
るいは，モルモン書を掲げて副題を見せてもよい。

• イエス・キリストについてのもう一つの証が大切なの
はなぜだろうか（教義と聖約 6：28；マタイ 18：16 参
照）。

　生徒が証という語の意味を理解できるように，生徒用資
料の 6 ページにあるボイド・K・パッカー会長とエズラ・タフ
ト・ベンソン大管長の言葉を読んでもらうとよい。ベンソン
大管長の言葉は付属の DVD A で視聴することもできる。

タイトルページ
　生徒にモルモン書のタイトルページを開いてもらう。この
ページは「モルモン書　モルモンがニーファイの版から取っ
て自分の手で別の版に書き記した記録」という言葉で始まっ

わたしたちの宗教のかなめ石

第 1章
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たちの歴史の中で，またわたしたちのメッセージの中で，『モ
ルモン書は神の言葉である』という妥協を許さない宣言は，
ほかのいかなる言葉にも増して，速やかに人々の理解の目を
開かせてくれます。この問題について，わたしたちは決して
揺らぐことはないでしょう。」（「真実か偽りか」『聖徒の道』
1996 年 6 月号，48）

教義と原則
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モルモン書はイエス・キリストについてのもう一
つの証

あかし

である
　生徒に，自分のモルモン書を見て「イエス・キリストにつ
いてのもう一つの証」という副題を見つけるように言う。あ
るいは，モルモン書を掲げて副題を見せてもよい。

• イエス・キリストについてのもう一つの証が大切なの
はなぜだろうか（教義と聖約 6：28；マタイ 18：16 参
照）。

　生徒が証という語の意味を理解できるように，生徒用資
料の 6 ページにあるボイド・K・パッカー会長とエズラ・タフ
ト・ベンソン大管長の言葉を読んでもらうとよい。ベンソン
大管長の言葉は付属の DVD A で視聴することもできる。

タイトルページ
　生徒にモルモン書のタイトルページを開いてもらう。この
ページは「モルモン書　モルモンがニーファイの版から取っ
て自分の手で別の版に書き記した記録」という言葉で始まっ

わたしたちの宗教のかなめ石
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ている。ジョセフ・スミスはこのページを金版から翻訳した
ことを説明する（生徒用資料の 4 ページ参照）。生徒に，最
初の段落を黙読して，モルモン書の持つ驚くべき側面につい
て述べている箇所を探してもらう。見つけたものを発表して
もらう。

• タイトルページの最初の段落からどのようなことを学べ
るだろうか。 2 つか 3 つ挙げる。

　ホワイトボード（または，黒板）に「確信させる」と書く。
タイトルページの第 2 段落を黙読して，この質問の答えを探
すように言う。

• モルモン書の記録者たちは世界の人々に何を確信させ
たいと考えていただろうか。

　生徒がこの質問に答えたら，ギリシャ語でキリストとは
「油注がれた者」という意味であることを説明するとよい。メ
シヤはヘブライ語で油注がれた者という意味である。預言
者リーハイはイエス・キリストを「メシヤ，言い換えれば，世
の救い主」と呼んでいる（1 ニーファイ 10：4）。したがっ
て，わたしたちがイエスはキリストであると言うとき，イエス
はわたしたちを救うために油注がれた御方であると証

あかし

して
いるのである。

• あなたはモルモン書を通して，イエスがキリストであるこ
とをどのように確信しただろうか。

　この質問の答えとして生徒に証をするよう促すため，救い
主への証を強めてくれたモルモン書の聖句について考えるよ
うに言う。生徒を二人一組または小グループに分け，互いに
聖句を読んで聞かせ，その聖句を選んだ理由を説明して，意
見を交換してもらう。
　この話し合いの中で，イエスがキリストであることについ
てあなた自身の証を強めてくれたモルモン書の聖句を一つ
か二つ分かち合うとよい。モルモン書について証を述べる。
このコースを通して，モルモン書とイエス・キリストに対する
生徒の証が強まるよう助けたいと願っていることを伝える。

　次の言葉を読み，抜けている語を生徒に埋めてもらう。

行方の知れない十 S S S S S S  （部族）

S S S S S S  の木と S S S S S S  （ユダ，ヨセフ）

アブラハム，イサク， S S S S S S  （ヤコブ）

S S S S S S  と長そでの着物 （ヨセフ）

S S S S S S  の地（約束）

　これらの言葉に共通することを見つけてもらう。これらの
言葉は主の聖約の民であるイスラエルの家と関連があること
を生徒が理解するよう助ける。
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• 「イスラエルの家」という言葉にはどのような意味がある
だろうか。

　生徒がこのテーマについて基本的な事項を確実に理解す
るように，生徒用資料の 5 － 6 ページにある「モルモン書は
神がイスラエルと交わされた聖約を確認している」の最初の
2 項目を活用するとよい。自分が主の教会の会員としてイス
ラエルの家に属していることを生徒が確実に理解するように
する。
　生徒に，タイトルページの第 2 段落を読んで，モルモン書
がイスラエルの家の者たちに教えている二つの事柄を見つけ
るように言う。（「イスラエルの家の残りの者に，主が彼らの
先祖のためにどのような偉大なことを行われたかを示すもの
であり，また，彼らはとこしえに捨てられないという主の聖約
を，彼らに分かるように示すものである。」）

• 主が聖約の民に対して過去に行われた偉大なことを知
ることは，わたしたちにとってどのような意味があるだろ
うか。

　教義と聖約 132：29 －31 は，わたしたちと過去の聖約の
民との間にある結びつきを理解するうえでどのように役立つ
だろうか。
　主が御自分の民と交わされた聖約をモルモン書がどのよ
うに確認しているかを生徒に理解してもらうため，生徒用資
料の 5 ページを開いてもらうとよい。一人の生徒に，ブルー
ス・R・マッコンキー長老の言葉を読んでもらう。イスラエル
の集合においてモルモン書が果たす役割についてマッコン
キー長老が教えていることを，生徒に自分の言葉で説明して
もらう。
　生徒に，本コースでモルモン書を研究しながら，主がイス
ラエルの家と交わされた聖約に関する教えを探すよう奨励す
る。また，各自の生活においてこれらの聖約が持つ意味を
深く考えるよう勧める。
　生徒に，タイトルページの最後の 4 行を読んで，主の警告
を探してもらう。

• ここではモルモン書を非難する人々についてどのような
警告が与えられているだろうか。

モルモン書はわたしたちの宗教のかなめ石である
　ホワイトボード（または，黒板）に次の図のようなアーチの
絵を描く。かなめ石がどれかを指摘する（図では濃い色で
示されている）。かなめ石の持つ意味を生徒に説明してもら
う。

　生徒にモルモン書の序文を開いてもらう。一人の生徒に，
第 6 段落を読んでもらう。

• ジョセフ・スミスはなぜモルモン書をかなめ石にたとえ
たのだろうか。

• 回復された福音にとってモルモン書がきわめて重要なの
はなぜだろうか。

• モルモン書についての 証
あかし

は福音のほかの面についての
証にどのような影響を及ぼすだろうか。

　この話し合いの中で，序文の最後の 2 段落を読んでもらう
とよい。教義と聖約 20：8 －12 も読んでもらうとよい。

• モルモン書についての証を得ることは，なぜジョセフ・
スミスがまことの預言者であり，末日聖徒イエス・キリス
ト教会がまことの教会であることを知る助けになるのだ
ろうか。

　モルモン書についての証がどのようにイエス・キリストと
回復された福音についての証のかなめ石となっているかにつ
いて，あなたが感じていることを述べる。

多くの証人がモルモン書は真実であることを証
あかし

し
ている
　ホワイトボード（または，黒板）に「2 ニーファイ 27：12
－14；エテル 5：2 － 4」と書く。生徒にこれらの聖句を
黙読して，主が金版の証人を用意された理由を探すように言
う。見つけた理由を生徒に発表してもらう。
　クラスの半数の生徒に三人の証人の証を，残りの半数の
生徒に八人の証人の証を黙読してもらう。次の質問の答え
を見つけるように言う。

• これらの証人たちは何を見ただろうか。

• 彼らはどのような方法で版を見せられただろうか。

　それぞれのグループにこれらの質問の答えを言ってもらっ
てから，次の質問について全員で話し合ってもらう。

• モルモン書の冒頭にこれらの証を掲載することにはどの
ような価値があるだろうか。
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　三人の証人の一人であるデビッド・ホイットマーの次の証
を紹介するとよい。

　「それは 1829 年 6 月後半のことでした。……わた
したちはモルモン書の版だけでなく，真

しん

鍮
ちゅう

の版，エテル
書の版，刻まれた時代に至るまでの世の民の邪悪と秘
密結社についての記録を収めた版，そのほか多くの版
を見ました。……言ってみれば，多くの記録すなわち
版が載ったテーブルが現れたのです。そしてモルモン
書の版のほかに，ラバンの剣，指示器すなわちリーハ
イが持っていた球，解訳器〔ウリムとトンミム〕もあり
ました。わたしはそれらを見ました。……そして，これ
までの生涯で耳にしたどんなものよりもはっきりと，主
の声を聞きました。その声は，モルモン書の版の記録
が神の賜

たま

物
もの

と力によって翻訳されたことを宣言されま
した。」（ジョージ・レイノルズ，“ History of the Book 
of Mormon,”Contributor ，1884 年 8 月号，403 で引
用）

　モルモン書が真実であることを主御自身が証しておられ
ることを生徒に告げる。一人の生徒に，教義と聖約 17：6 を
読んでもらう。この節についての意見や感想を生徒に話して
もらう。
　回復が始まって以来，非常に多くの人々が聖霊の力を通し
てモルモン書についての証を得てきたことを説明する。

• モルモン書に対するあなたの証を分かち合うにはどのよ
うな方法があるだろうか。

　生徒を二人一組に分ける。モルモン書の序文と，モルモン
書の中で好きな聖句を幾つか読みながら，モルモン書をだ
れかに紹介するとしたらどのようなことを言うかを考えても
らう。それらの聖句に印を付けてもらうとよい。この活動の
ために十分な時間を取ってから，そのアイデアを交換し合う
ように言う。

　だれかにモルモン書をプレゼントしたときのことについて
感じることを一人か二人の生徒に発表してもらう。あるい
は，だれかからモルモン書をプレゼントされたときのことを
話してもらってもよい。

モルモン書を祈りの気持ちで研究するとき，わた
したちは主に近づく
　モルモン書の序文の第 6 段落に注目してもらう。モルモ
ン書の中で，自分を「神に近づ」けてくれた物語，テーマ，教
えについて考える時間を与える。生徒が望むなら，書いても
らってもよい。

• あなたはどのような物語，テーマ，または教えについて
考えただろうか。それらの物語，テーマ，または教えは
どのようにあなたを神に近づけてくれるだろうか。

　生徒が挙げた物語，テーマ，または教えから幾つかを選
んで話し合うとよい。例えば，次のように尋ねることができ
る。

• この物語に登場する人々の模範から何を学べるだろう
か。

• モルモン書の中でこのテーマについて述べている箇所
がほかにあるだろうか。このテーマが何度も繰り返し採
り上げられているのはなぜだろうか。

• この教えはわたしたちがキリストを中心とした生活をす
るうえでどのように役立つだろうか。

　これまでモルモン書を研究することでどのように主に近づ
くことができたかを生徒に分かち合ってもらう。
　モルモン書の力についてあなたの証

あかし

を述べる。このコー
スの間，祈りの気持ちで学ぶことによって証を強めるよう生
徒に奨励する。
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はじめに
　預言者は天の御父の子供たちのために御父から啓示を受
け（アモス 3：7  参照），その預言の言葉は将来の世代の
ために書き記され，聖文として保存される。 1 ニーファイの
記録には，多くの預言者の生涯で繰り返されている一つのパ
ターンが示されている。すなわち，リーハイは祈り，救い主
にまみえることを含む啓示を受け，自分の民に警告し，多く
の人々に拒まれた。民の多くがリーハイを殺そうとした（1
ニーファイ 1：5 －20 参照）。リーハイをはじめとする昔の
預言者の生涯や，預言者ジョセフ・スミスの生涯にこのパ
ターンが見られることを理解することは，生徒にとって益とな
るであろう。
　1 ニーファイ 1－ 5 章は，生徒が預言者の言葉と，それら
が保存されている聖文に対する感謝を深める機会となる。

教義と原則
• 主は御自分の子供たちに警告し，真理について 証

あかし

する
ために預言者を召される（1 ニーファイ 1：4 －20；2：2
参照）。

• 主は御自分を信じる信仰を働かせる人々に対して深い
憐
あわ

れみを示される（1 ニーファイ 1：14，20 参照）。

• 主はわたしたちが主の命令を守れるように道を備えて
おられる（1 ニーファイ 2：11－20；3：7－28；4：1－
38；5：8 参照）。

• 聖文には主の言葉が保存されている（1 ニーファイ 5 章
参照）。

教えるための提案

1ニーファイ 1：4 － 20；2：2　主は御自分の
子供たちに警告し，真理について証

あかし

するために預
言者を召される
　これまでの人生の中で警告を受けたときにどう対応してき
たかについて生徒に話し合ってもらう。次の質問を活用する
とよい。

• わたしたちが受ける警告にはどのようなものがあるだろ
うか。

• 警告を心に留めるべきだと分かっていながら，時々そう
しないのはなぜだろうか。

　リーハイは預言者としての召しを忠実に果たすため，受け
た啓示のとおりにエルサレムの人々に警告した。リーハイが

1ニーファイ1－5 章

第 2 章

ユダヤ人に与えた警告について検討するため，クラスを 3 つ
のグループに分ける。各グループに，次の聖句のうちの一つ
を読んで，その下の質問に答えてもらう。

　1 ニーファイ 1：4 －11
　1 ニーファイ 1：12 －17
　1 ニーファイ 1：18 －20

•リーハイの経験はほかの預言者たちの経験とどのような
点で似ているだろうか。

• リーハイの示現およびその後の経験と，預言者ジョセ
フ・スミスの経験との間にはどのような類似点が見られ
るだろうか。

• リーハイは民にどのような警告を与えただろうか。

　グループに，リーハイについて読んだことと質問の答えを
発表してもらう。

• 大管長は最近どのような警告を与えているだろうか。

• 預言者に対する 今
こんにち

日の人々の反応は，リーハイのメッ
セージに対する当時の人々の反応とどのように似ている
だろうか。

• あなたが確信をもって預言者の勧告に従えるのはなぜ
だろうか。

1ニーファイ 1：14，20　主は御自分を信じる信
仰を働かせる人々に対して深い憐

あわ

れみを示される
　生徒に，1 ニーファイ 1：20 を読んで，ニーファイがわたし
たちに示すと約束していることを見つけるように言う（14 節
も参照）。各自の聖典の「主の深い憐れみ」という言葉に
印を付けるよう生徒に勧める。次に，モロナイ 10：3 を開い
て，モロナイがわたしたちに，思い起こして深く考えるよう勧
めていることを見つけてもらう（モルモン書の最初の章で，
ニーファイは主の深い憐れみを示すと約束している。そし
て，モルモン書の最後の章で，モロナイは「主が……どれほ
ど憐れみをかけてこられたかを思い起こす」よう読者に教え
ている）。
　生徒に，生徒用資料の 12 ページにあるデビッド・A・ベド
ナー長老の言葉を調べてもらう（この話は，付属の DVD A

で視聴できる。 DVD を使用する場合は，話し合いの進行
に合わせて一時停止できるように，ビデオクリップを前もって
視聴しておく）。言葉の第 2 段落までを読んで（あるいは聞
いて），次の質問の答えを見つけるように言う。

• 主の深い憐れみとは何だろうか。

　ベドナー長老が挙げている深い憐れみをホワイトボード
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1 ニーファイ 1－ 5 章

はじめに
　預言者は天の御父の子供たちのために御父から啓示を受
け（アモス 3：7  参照），その預言の言葉は将来の世代の
ために書き記され，聖文として保存される。 1 ニーファイの
記録には，多くの預言者の生涯で繰り返されている一つのパ
ターンが示されている。すなわち，リーハイは祈り，救い主
にまみえることを含む啓示を受け，自分の民に警告し，多く
の人々に拒まれた。民の多くがリーハイを殺そうとした（1
ニーファイ 1：5 －20 参照）。リーハイをはじめとする昔の
預言者の生涯や，預言者ジョセフ・スミスの生涯にこのパ
ターンが見られることを理解することは，生徒にとって益とな
るであろう。
　1 ニーファイ 1－ 5 章は，生徒が預言者の言葉と，それら
が保存されている聖文に対する感謝を深める機会となる。

教義と原則
• 主は御自分の子供たちに警告し，真理について 証

あかし

する
ために預言者を召される（1 ニーファイ 1：4 －20；2：2
参照）。

• 主は御自分を信じる信仰を働かせる人々に対して深い
憐
あわ

れみを示される（1 ニーファイ 1：14，20 参照）。

• 主はわたしたちが主の命令を守れるように道を備えて
おられる（1 ニーファイ 2：11－20；3：7－28；4：1－
38；5：8 参照）。

• 聖文には主の言葉が保存されている（1 ニーファイ 5 章
参照）。

教えるための提案

1ニーファイ 1：4 － 20；2：2　主は御自分の
子供たちに警告し，真理について証

あかし

するために預
言者を召される
　これまでの人生の中で警告を受けたときにどう対応してき
たかについて生徒に話し合ってもらう。次の質問を活用する
とよい。

• わたしたちが受ける警告にはどのようなものがあるだろ
うか。

• 警告を心に留めるべきだと分かっていながら，時々そう
しないのはなぜだろうか。

　リーハイは預言者としての召しを忠実に果たすため，受け
た啓示のとおりにエルサレムの人々に警告した。リーハイが

1ニーファイ1－5 章

第 2 章

（または，黒板）に書き出すとよい。「祝福，強さ，守り，確
信，導き，愛と思いやり，慰め，支え，そして霊的な賜

たま

物
もの

」。
これらの主の憐れみは「きわめて個人的」であって，「主イエ
ス・キリストから，また主を通じて」与えられることに留意す
る。

　生徒に，ベドナー長老の言葉の第 3 段落を読んで（また
は聞いて），上記に加えることのできる深い憐れみの例を挙
げてもらう。

　生徒がモルモン書に記されている主の深い憐れみを確認
できるように，次の活動から一つか二つを選んで行うとよ
い。

 1. 生徒が 1 ニーファイ 1－ 5 章の話をよく知っていれ
ば，「個人的」な祝福である主の深い憐れみが示されて
いる例をこれらの章から挙げてもらう。生徒が聖句を
挙げたら，参照箇所をホワイトボード（または，黒板）
に書き出す。

 2. 生徒がこの話をあまりよく知らなければ，何分か与え
て，1 ニーファイ 1－ 5 章にざっと目を通して，主の深い
憐れみが示されている例を探してもらう。例として，1
ニーファイ 2：16（主が祈りにこたえて心を和らげてく
ださったことについてニーファイが語っている），1 ニー
ファイ 3：8（息子が主から祝福を受けていたことを
知ってリーハイが喜んだことが記されている）などを挙
げることができる。生徒が聖句を挙げたら，参照箇所
をホワイトボード（または，黒板）に書き出す。その後，
聖句を声に出して読み，思ったことを話してもらう。

 3. モルモン書全体の中から，主の深い憐れみが示されて
いる箇所について考えてもらう。生徒が聖句を挙げた
ら，参照箇所をホワイトボード（または，黒板）に書き
出す。その後，聖句を読み，思ったことを話してもらう。

 4. 1 章 20 節で 教えられているように，主の深い憐れ
みはしばしば解放，すなわち何かから救い出すという
形で表されることを指摘する。クラスを 3 つのグルー
プに分けて，最初のグループに 1 ニーファイ 1－7 章，
第 2 グループに 1 ニーファイ 8 －14 章，第 3 グループ
に 1 ニーファイ 15 －22 章を割り当てる。章の前書き
を調べて，解放の例を見つけるように言う。見つけたも
のをホワイトボード（または，黒板）に書き出す。生徒
は 1 ニーファイのほとんどの章に個人や人々の一団が解
放されたことについての記述があることを知って驚くで
あろう。解放はモルモン書の中心となるテーマの一つ
である。

• 1 ニーファイ 1：20 によれば，主の深い憐れみを受ける

のはだれだろうか（「主から選ばれたすべての者」）。

• 人々が選ばれた理由について，ニーファイは何と言って
いるだろうか。

　一人の生徒に，ベドナー長老の次の言葉を読んでもらう。
ベドナー長老は，選ばれて主の深い憐れみを受けるための
備えにおいて信仰が果たす役割について説明している。物
事を選ぶ力である選択の自由の使い方が，これらの祝福を
受ける準備にどのような影響を与えるかに生徒が気づくよう
助ける（クラスが始まる前に，この言葉をボードに書き出して
おくとよい）。

　「……最終的に神に選ばれた者となるかどうかを決
めるのは，わたしたちの心であり，わたしたちの望みで
あり，わたしたちの従順さなのです。……

　選択の自由という賜物の根本的な目的は，互いに愛
し合い，神を選ぶことにあったということです。だから
こそ，選択の自由を使って神を選ぶとき，わたしたちは
神の選ばれた者となり，神の豊かな憐れみにあずかる
のです。」（『リアホナ』2005 年 5 月号，101，強調は原
文のまま）

•「神を選ぶ」とはどういう意味だろうか。

• あなたはこれまでどのようにして選択の自由を使って
人々を愛し，神を選んできただろうか。

• 互いに愛し合うことと選択の自由との間にはどのような
関連があるだろうか。

• あなた自身，あるいはあなたの知っている人がこれまで
に主の深い憐れみを受けたり，救い出されたりした経験
として，どのようなものがあるだろうか（生徒を二人一組
に分けて，これらの経験について話してもらうとよい。
話す時間を取ってから，何人かの生徒にパートナーから
学んだことについて話してもらう）。

1ニーファイ 2：11－ 20；3：7 － 28；4：1－
38；5：8　主はわたしたちが主の命令を守れる
ように道を備えておられる
　生徒に 1 ニーファイ 3：1－ 5 を読んでもらう。

• ここで，リーハイと息子たちはどのような命令を受けて
いるだろうか。
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第 2 章

• レーマンとレムエルがこの命令は「難しい」と言ったの
はなぜだろうか。

　この話し合いの中で，次のことを指摘するとよい。エルサ
レムから紅海までは約 290 キロ離れていた。リーハイとそ
の家族はこの地点からさらに「三日の間」旅をしていた（1
ニーファイ 2：5 － 6 参照）。つまり，エルサレムからレムエ
ルの谷の一時的な滞在地まで少なくとも 12 日から 14 日の
旅をしていたことになる（生徒用資料の 394 ページにある地
図を参照）。
　一人の生徒に，1 ニーファイ 3：7 を読むか，暗唱しても
らう（生徒がまだ暗記していなければ，二人一組になって，
助け合いながら暗記してもらうとよい）。

• ニーファイは神が道を備えておられることをどのようにし
て知ったのだろうか。

　ニーファイとサムが執った態度とレーマンとレムエルが
執った態度の違いを理解することが生徒に役立つと感じた
ら，クラスの半数の生徒に，1 ニーファイ 2：11－14 を黙読
して，レーマンとレムエルが主の命令に対して消極的だった
理由を見つけてもらう。残りの生徒には，16 －20 節を読ん
で，ニーファイとサムが主に従う用意ができていた理由を見
つけてもらう。それから，結論を発表してもらう。
　真

しん

鍮
ちゅう

の版を手に入れるための最初の 2 回の試みについて
簡単に読む（1 ニーファイ 3：10 －21，22 －28 参照）。そ
の結果に対するレーマンとレムエルの態度をニーファイとサ
ムの態度と対比してもらう。
　神は道を備えることがおできになるという信仰をニーファ
イが持っていた理由の一つとして，ニーファイは聖文に書か
れている話を信じていたことが挙げられる。そのことを指摘
するとよい。生徒とともに 1 ニーファイ4：2 を読む。

• この節で述べられている出来事は，どのような点で 1
ニーファイ 3：7 で教えられている原則を示す例となって
いるだろうか。

• この出来事はリーハイの家族が直面していた状況とどの
ように似ているだろうか。

　生徒に，1 ニーファイ 3：28 － 4：28 を読んで，たとえ不
可能と思えるときでもニーファイが神の命じられた務めを成
し遂げられるように，神がニーファイをどのようにお助けに
なったかを示している例を見つけるよう割り当てる。見つけ
た例を発表してもらう（例として，1 ニーファイ 3：29；4：6
－7，10 －11，20，31 などが考えられる）。

• あなたは 1 ニーファイ 3：7 が真実であることをどのよう
な経験によって知っただろうか。それらの経験は主に
対するあなたの信仰にどのような影響を与えてきただろ

うか。

1ニーファイ 5 章　聖文には主の言葉が保存され
ている
　生徒に，1 ニーファイ 5：10 －16 に目を通して，真

しん

鍮
ちゅう

の版
に記されていた事柄をホワイトボード（または，黒板）に書き
出してもらう。

• 1 ニーファイ 5：17 によれば，これらの聖文を研究したこ
とによってリーハイはどのような影響を受けただろうか。

• 10 －16 節で述べられている真鍮の版の内容を研究す
ることによって 17 節で述べられている祝福がもたらさ
れるのはなぜだろうか。

• リーハイとニーファイは聖文を大切にしていることをどの
ように表しただろうか。

• わたしたちは聖文を大切にしていることをどのように表
すことができるだろうか。

　次のことを説明する。リーハイとその家族がエルサレムを
去ってから 300 年以上後に，リーハイの子孫は同じくエルサ
レムから逃れた先祖を持つ人々を見つけた。ゼラヘムラと呼
ばれる地に住んでいたこれらの人々は聖文の記録を持って来
ていなかった。生徒にオムナイ 1：14 －17 を読んでもらう。

• 聖文の記録を持って来なかったために，この民の信仰と
言葉に何が起きただろうか。聖文を持っていないこと
が民にこのような影響を及ぼしたのはなぜだろうか。

• 彼らはモーサヤとその民が聖文の記録を持っていると
知ったとき，どのように感じただろうか。

　ゼラヘムラの民とニーファイ人はモーサヤの指導の下で連
合したことを説明する。モーサヤの死後，息子のベニヤミン
が民の王としての務めを果たした。
　生徒にモーサヤ 1：1－ 5 を読んでもらう。ここにはベニ
ヤミン王が息子たちに述べた言葉が記されている。

• 真鍮の版が保存されていたことによって，ベニヤミン王と
その民はどのような祝福を受けただろうか。

• 自分自身と家族のために聖文を保存するために，わたし
たちはどのようなことができるだろうか。

　生徒に，モルモン書を熱心に研究するときに感じることを
述べてもらう。また，モルモン書が自分の人生にとってどれ
ほどの価値があるかについて，家族あるいは未来の息子娘
にあてて短い手紙を書くように勧めるとよい。その手紙に，
モルモン書を研究するときに心に感じることについて書くよ
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1 ニーファイ 1－ 5 章

う提案する。
　このコースを学習する一環として，毎日モルモン書を研究
し，モルモン書を 1 度以上通読するよう生徒を励ます。
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第 3 章

はじめに
　ニーファイは 1 ニーファイ6 章で，自分が「一心に志すの
は」，人々がキリストのもとに来て「救われる」ように説き勧
めることであると宣言している（4 節）。 1 ニーファイ 8 章と
11 章に記されている命の木の示現は，この宣言をいっそう
力あるものにしている。示現についての話し合いを進めな
がら，示現の中のそれぞれの要素が自分にどのように当ては
まるかを生徒が理解するよう助けることができる。さらに，
ニーファイが啓示を受けるために自らをどのように備えたか
について学ぶよう助けることができる。

教義と原則
• モルモン書はイエス・キリストのもとに来るよう人々に説

き勧めるために書き記された（1 ニーファイ6 章参照）。

• 聖約による結婚の目的は主のために子供をもうけ（育
て）ることである（1 ニーファイ 7：1－ 5 参照）。

• 永遠の命を受けるには，イエス・キリストのもとに来なけ
ればならない（1 ニーファイ 8 章；11 章参照）。

• 神を熱心に求めるすべての人に，神は聖霊の力によっ
て真理を明らかにしてくださる（1 ニーファイ 10：17－
22；11：1－ 8 参照）。

教えるための提案

1ニーファイ 6 章　モルモン書はイエス・キリス
トのもとに来るよう人々に説き勧めるために書き
記された
　生徒になじみのある良書を何冊か見せる。それぞれの本
について次の質問をする。

• 著者はどのような目的でこの本を執筆したのだろうか。

　ホワイトボード（または，黒板）に「1 ニーファイ 6 章」と
書く。それから，モルモン書を掲げて，質問する。

• ニーファイはどのような目的で記録を残したのだろうか。

　生徒に，1 ニーファイ6 章を読んで，ニーファイの目的を自
分の言葉で言ってもらう（「アブラハムの神，イサクの神，ヤ
コブの神」という言葉について説明する必要があるかもしれ
ない。生徒用資料の 18 ページにあるエズラ・タフト・ベン
ソン大管長の言葉を参照する）。

• あなたはモルモン書からイエス・キリストについてどのよ
うなことを学んできただろうか。

第 3 章
1ニーファイ6－11章

　モルモン書が救い主についてどれほど教えているかを生
徒に理解してもらうため，生徒に『聖句ガイド』の「イエス・
キリスト」の項にあるすべての見出しに注目してもらう。
　モルモン書によってイエス・キリストを信じる信仰がどのよ
うに強められたかを家族や友人に話すよう生徒に勧める。

1ニーファイ 7：1－ 5　聖約による結婚の目的
は主のために子供をもうけ（育て）ることである
　次の質問をホワイトボード（または，黒板）に書き出すか，
資料を作って配る。

• 主はリーハイの息子たちが約束の地を目指して荒れ野へ
行く前になすべきことを告げられました。それは何ですか

（1 ニーファイ 7：1 参照）。

• この命令について，1 ニーファイ 7：1 ではどのような理
由が明らかにされていますか。

• 1 ニーファイ 7：1－ 2 のどの言葉から，主が結婚を重視
しておられることが分かりますか。

• エルサレムへ戻った最初の旅は，リーハイの息子たちが
「主のために〔子供たち〕をもうけ」る準備をするのにど
のように役立ったでしょうか（1 ニーファイ 5：21－ 22
参照）。

　生徒に参照聖句から答えを見つけるように言う。生徒が
聖文を調べる時間を取ってから，答えを発表してもらう。そ
の後，次の質問について話し合ってもらう。

• 夫婦が「主のために〔子供たち〕をもうけ〔育て〕」る務
めをより確実に果たすために，どのようなことが助けと
なるだろうか。

• 「主のために」子供たちをもうけ，育てるために，神殿結
婚はどのような助けとなるだろうか。

• そのような結婚に備えるために，今，あなたはどのような
ことができるだろうか。

　十二使徒定員会のリチャード・G・スコット長老の次の話
を読むか，一人の生徒に読んでもらう。

　「適切な年齢と成熟の域に達したら，受けることので
きる神殿の儀式をすべて受けてください。現時点で，
義にかなった伴

はん

侶
りょ

との結び固めができなければ，実現
に向けて努力してください。祈ってください。信仰を行
使してください。神殿での結び固めを実現するために
必要なふさわしさを失うようなことをしないでください。
永遠の結婚に対するビジョンを見失ったら，もう一度そ
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1 ニーファイ6 －11 章

はじめに
　ニーファイは 1 ニーファイ6 章で，自分が「一心に志すの
は」，人々がキリストのもとに来て「救われる」ように説き勧
めることであると宣言している（4 節）。 1 ニーファイ 8 章と
11 章に記されている命の木の示現は，この宣言をいっそう
力あるものにしている。示現についての話し合いを進めな
がら，示現の中のそれぞれの要素が自分にどのように当ては
まるかを生徒が理解するよう助けることができる。さらに，
ニーファイが啓示を受けるために自らをどのように備えたか
について学ぶよう助けることができる。

教義と原則
• モルモン書はイエス・キリストのもとに来るよう人々に説

き勧めるために書き記された（1 ニーファイ6 章参照）。

• 聖約による結婚の目的は主のために子供をもうけ（育
て）ることである（1 ニーファイ 7：1－ 5 参照）。

• 永遠の命を受けるには，イエス・キリストのもとに来なけ
ればならない（1 ニーファイ 8 章；11 章参照）。

• 神を熱心に求めるすべての人に，神は聖霊の力によっ
て真理を明らかにしてくださる（1 ニーファイ 10：17－
22；11：1－ 8 参照）。

教えるための提案

1ニーファイ 6 章　モルモン書はイエス・キリス
トのもとに来るよう人々に説き勧めるために書き
記された
　生徒になじみのある良書を何冊か見せる。それぞれの本
について次の質問をする。

• 著者はどのような目的でこの本を執筆したのだろうか。

　ホワイトボード（または，黒板）に「1 ニーファイ 6 章」と
書く。それから，モルモン書を掲げて，質問する。

• ニーファイはどのような目的で記録を残したのだろうか。

　生徒に，1 ニーファイ6 章を読んで，ニーファイの目的を自
分の言葉で言ってもらう（「アブラハムの神，イサクの神，ヤ
コブの神」という言葉について説明する必要があるかもしれ
ない。生徒用資料の 18 ページにあるエズラ・タフト・ベン
ソン大管長の言葉を参照する）。

• あなたはモルモン書からイエス・キリストについてどのよ
うなことを学んできただろうか。

第 3 章
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の思いを燃え立たせてください。」（『リアホナ』2001
年 7 月号，7）

• 永遠の結婚を実現するために，どのように信仰を行使し
たらよいだろうか。

　次のことを説明する。主は結婚の聖約をリーハイの息子た
ちが約束の地へ向けて出発するための条件とされた。また，
日の栄えの王国の最高の階級における昇栄の条件としてお
られる（教義と聖約 131：1－3 参照）。
　偉大な幸福の計画について，また，その計画の中で永遠
の結婚が果たすきわめて重要な役割について証

あかし

する。

1ニーファイ 8 章；11 章　永遠の命を受けるに
は，イエス・キリストのもとに来なければならない
　ホワイトボード（または，黒板）に果物の木の絵を描く。
　木の横に次の参照聖句を書く。

グループ 1

1 ニーファイ 8：10 －12；
11：8 － 25；15：36；
教義と聖約 14：7

グループ 2

1 ニーファイ 8：21－ 28，
31－ 34；11：35 － 36；
12：16 －18；15：26 － 28

グループ 3

1ニーファイ 8：19 － 20，30；
11：25；15：23 － 24

　クラスを 3 つのグループに分けて，ホワイトボード（また
は，黒板）の参照聖句を各グループに割り当てる。
　各グループに，割り当てられた聖句に関する下記の質問を
与える（これらのページについての配布資料を作成するか，
該当するページをコピーしておくとよい）。聖句を読み，グ
ループで話し合い，ほかのグループの生徒との簡単な話し
合いに備えるように言う。グループ内およびクラスでの話し
合いの中で，生徒が互いに助け合いながら，命の木の示現
に登場する象徴の意味を見つけて，これらの象徴が現代の
どのようなことに当てはまるかを理解するようにする。生徒
は与えられた質問を使ってもよいし，自分たちで質問を作っ
てもよい。聖句を読んで話し合い，クラス全体での話し合い
に備えるための時間を与える。各グループに，クラスの話し

合いを進める代表者を選んでもらう。
　グループ 1 の資料にあるニール・A・マックスウェル長老
の言葉は，付属の DVD A で視聴できる。

グループ 1

　1 ニーファイ 8：10 －12；11：8 －25；15：36；教義と聖
約 14：7（木とその実）

• 木が神の愛の象徴としてふさわしいのはなぜだろうか。

• ニーファイが木の解き明かしを求めたとき，御
み

霊
たま

は救い
主の降誕と務めをお見せになった。救い主の生涯と使
命は，神がわたしたちを愛しておられることをどのように
表しているだろうか（命の木，神の愛，およびイエス・キ
リストの贖

しょく

罪
ざい

の関連性を理解するために，生徒用資料
の 21 ページにあるニール・A・マックスウェル長老の言
葉を読む）。

　デビッド・A・ベドナー長老は，「木の実が象徴するもの
は，救い主の贖

あがな

いを通して得られる祝福である」と教えて
いる（「生ける水の源」〔ヤングアダルト対象の CES ファイヤ
サイド，2007 年 2 月 4 日〕，6，ldsces.org）。 1 ニーファイ
15：36 および教義と聖約 14：7  を調べてみると，木の実
と永遠の命の間に関連性のあることが分かる。

• 木の実が贖罪の祝福の象徴としてふさわしいのはなぜ
だろうか。

グループ 2

　1 ニーファイ 8：21－28 ，31－34；11：35 －36；12：16
－18；15：26 －28（暗黒の霧と大きく広 と々した建物）

• 今
こんにち

日の「暗黒の霧」にはどのようなものがあるだろうか。
これらの霧は人々をどのように「禁じられた道」へ誘い
込むだろうか。

• これらの影響力は人々が救い主のもとに行くのをどのよ
うに妨げるだろうか。

• 「大きく広 と々した建物」にいた人々は，なぜ一部の人々
を命の木のある所から立ち去る気にさせることができた
のだろうか。この建物の現代における例として，どのよ
うなものがあるだろうか。

• 1 ニーファイ 8 章の 30 節と 33 節で述べられている人々
は，24 －25 節と 28 節で述べられている人 と々どのよう
に違うだろうか。
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グループ 3

　1 ニーファイ 8：19 －20，30；11：25；15：23 －24（鉄
の棒と細くて狭い道）

• 一部の人々はどのようにして暗黒の霧の中を押し進ん
で，命の木にたどり着いただろうか。

• 神の言葉はわたしたちをどのように危険から遠ざけてく
れるだろうか。神の言葉はわたしたちをどのように救い
主のもとに導いてくれるだろうか。

• 神の言葉はどのようにして知ることができるだろうか。

1ニーファイ 10：17 － 22；11：1－ 8　 神 を
熱心に求めるすべての人に，神は聖霊の力によっ
て真理を明らかにしてくださる
　ホワイトボード（または，黒板）に「啓示は聖霊の力によっ
てもたらされる」と書く。
　自分もニーファイのように霊的な経験によって神の真理を
明らかにしてもらえることを生徒が理解するよう助ける。そ
うした神聖な経験は，自分だけのものとして，自分の状況に
合わせて与えられる。生徒に自分が受けられる祝福を理解
してもらうために，預言者ジョセフ・スミスが語った次の言
葉を紹介する。

　「だれも啓示を受けずに聖霊を授かることはでき
ない。聖霊は啓示者であられる。」（History of the 
Church ，第 6 巻，58）

　「神について知ると，わたしたちは神に近づく方法
と，神に尋ねて答えを受ける方法が分かるようになる。

　神の性質を理解し，神のもとに行く方法を知るとき，
神はわたしたちに天の事柄を明らかにし，天について
すべてのことを語り出してくださる。わたしたちが神の
もとに行く用意ができたとき，神はいつでもわたした
ちのもとに来てくださるのである。」（History of the 
Church ，第 6 巻，308）

　生徒に，1 ニーファイ 10：17－22；11：1－ 8 を調べて，
聖霊の力によって学ぶうえで助けとなる原則を探すように言う

（生徒を二人一組にして，全員に自分の考えを述べる機会が
あるようにするとよい）。
　時間を十分に取ってから，次の質問を使って，見つけた事
柄をクラス全体に発表してもらう。

• ニーファイは何を知りたかったのだろうか。

• 1 ニーファイ 10：17 によれば，ニーファイは答えを受け
るためにどのような準備をしただろうか。

• ニーファイの経験についての記録は，個人の啓示を受け
る方法を知るうえでどのように役立つだろうか。

　次の質問をホワイトボード（または，黒板）に書く。

• 聖霊はどのような方法で真理を明らかにされるでしょうか
（教義と聖約 8：2 － 3 参照）。

• 聖霊の導きを受けるのを妨げるものとして，どのようなも
のがあるでしょうか。

　一人の生徒に，生徒用資料の 23 －24 ページにあるデビッ
ド・A・ベドナー長老の言葉を読んでもらう（付録の DVD 
B で視聴できる）。言葉を読む前に，すべての生徒に，ホワ
イトボード（または，黒板）に書かれた質問の答えを探しな
がら耳を傾けるように言う。言葉を読み終えたら，答えを尋
ねる。
　生徒に，自分の生活を振り返って，自分がもっと個人の啓
示を受けやすい状態になるのに役立つ原則を一つ見つけて
もらう。日記か聖典の中にこの原則について書くよう勧め
る。
　真理を学ぼうと熱心に努めるときに御

み

霊
たま

がどのように助
けてくれるかについてあなたの証

あかし

を述べる。

1ニーファイ 11：16 － 34　イエス・キリストが
御自身を低くされることは神の愛の表れである
　生徒に 1 ニーファイ 11：16 および 26 節から「御自身を
低くされる」という言葉を見つけてもらう。この言葉に印を
付けるよう勧めるとよい。この言葉は，高い地位や身分か
ら自発的に降りることと定義できることを説明する（Noah 
Webster， An American Dictionary of the English 
Language， 1828 年版参照）。

• この言葉は救い主の使命をどのように表しているだろう
か。

　生徒に 1 ニーファイ 11：26 －34 を読んでもらう。これら
の節を読むときに，救い主が御自身を低くされたことを示す
出来事に印を付けるか，それらを書き出すよう勧める。聖句
を読み終えたら，見つけた出来事を発表してもらう。印を付
けたり書き出したりした理由を説明してもらう。

• この世における救い主の務めは神の愛を理解するうえで
どのように役立つだろうか。

　救い主が天の御父の愛をどのように表しておられるかにつ
いてあなたの証

あかし

を述べる。神の完全な愛に対する感謝の気
持ちを家族や友人に分かち合うよう生徒に勧める。

はじめに
　ニーファイは命の木の示現の解き明かしを学んだ後に，
未来に関する壮大な示現を受けた。ニーファイは，自分の
家族が定住することになる約束の地を見た。自分の子孫と
レーマンとレムエルの子孫との間に，争いと戦争，罪悪の時
期と，義と平和の時期があるのを目にした。また，アメリカ
大陸における救い主の教導の業を見た。さらに，大背教，
福音の回復，真理に挑み続けるサタンの戦い，世の救い主と
してイエス・キリストが果たされる中心的な役割を見た。生
徒はニーファイの示現について話し合い，神の王国が最終的
にサタンに勝利することについて読むとき，主が御自分の聖
徒と交わした聖約を思い起こされることを知って慰めを得る
ことができる。悪魔とその王国の者たちからの脅威に遭遇
することがあっても，神はすべてを支配しておられ，神の業
に携わる忠実な僕

しもべ

たちを強めてくださることを強調する。

教義と原則
• 悪魔は「主の正しい道を曲げ」るため「大きな忌まわ

しい教会」を設立した（1 ニーファイ 13：1－ 9，26 －
29；14：9 －13 参照）。

• 主はわたしたちが主のもとに行くことができるように，分
かりやすくて貴い真理を回復してくださった（1 ニーファ
イ 13：20 － 42 参照）。

• 祈りは啓示をもたらす（1 ニーファイ 15：1－11 参照）。

• 主はイスラエルの家と交わした聖約を思い起こされる
（1 ニーファイ 15：12 －20 参照）。

教えるための提案

1ニ ーフ ァイ 13：1－ 9，26 － 29；14：9 －
13　悪魔は「主の正しい道を曲げ」るため「大き
な忌まわしい教会」を設立した
　次のことを説明する。ニーファイは示現を受けて，自分の
民とレーマンとレムエルの民の将来を見た。この示現の中
で，ニーファイは「一つの大きな教会が設立される」のを見
た（1 ニーファイ 13：4）。生徒に，1 ニーファイ 13：5 － 9，
26 －29 を読んで，この教会の特徴を見つけるように言う。
それらをホワイトボード（または，黒板）に書き出す（また
は，一人の生徒に書き出してもらう）。
　「大きな忌まわしい教会」と「悪魔の教会」という言葉は
特定の教会を指してはいないことを説明する。生徒がこの
ことを理解できるように，生徒用資料の 26 ページにあるブ
ルース・R・マッコンキー長老の言葉を読んでもらう。

第 4 章
1ニーファイ12－15 章
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1 ニーファイ 12 －15 章

はじめに
　ニーファイは命の木の示現の解き明かしを学んだ後に，
未来に関する壮大な示現を受けた。ニーファイは，自分の
家族が定住することになる約束の地を見た。自分の子孫と
レーマンとレムエルの子孫との間に，争いと戦争，罪悪の時
期と，義と平和の時期があるのを目にした。また，アメリカ
大陸における救い主の教導の業を見た。さらに，大背教，
福音の回復，真理に挑み続けるサタンの戦い，世の救い主と
してイエス・キリストが果たされる中心的な役割を見た。生
徒はニーファイの示現について話し合い，神の王国が最終的
にサタンに勝利することについて読むとき，主が御自分の聖
徒と交わした聖約を思い起こされることを知って慰めを得る
ことができる。悪魔とその王国の者たちからの脅威に遭遇
することがあっても，神はすべてを支配しておられ，神の業
に携わる忠実な僕

しもべ

たちを強めてくださることを強調する。

教義と原則
• 悪魔は「主の正しい道を曲げ」るため「大きな忌まわ

しい教会」を設立した（1 ニーファイ 13：1－ 9，26 －
29；14：9 －13 参照）。

• 主はわたしたちが主のもとに行くことができるように，分
かりやすくて貴い真理を回復してくださった（1 ニーファ
イ 13：20 － 42 参照）。

• 祈りは啓示をもたらす（1 ニーファイ 15：1－11 参照）。

• 主はイスラエルの家と交わした聖約を思い起こされる
（1 ニーファイ 15：12 －20 参照）。

教えるための提案

1ニ ーフ ァイ 13：1－ 9，26 － 29；14：9 －
13　悪魔は「主の正しい道を曲げ」るため「大き
な忌まわしい教会」を設立した
　次のことを説明する。ニーファイは示現を受けて，自分の
民とレーマンとレムエルの民の将来を見た。この示現の中
で，ニーファイは「一つの大きな教会が設立される」のを見
た（1 ニーファイ 13：4）。生徒に，1 ニーファイ 13：5 － 9，
26 －29 を読んで，この教会の特徴を見つけるように言う。
それらをホワイトボード（または，黒板）に書き出す（また
は，一人の生徒に書き出してもらう）。
　「大きな忌まわしい教会」と「悪魔の教会」という言葉は
特定の教会を指してはいないことを説明する。生徒がこの
ことを理解できるように，生徒用資料の 26 ページにあるブ
ルース・R・マッコンキー長老の言葉を読んでもらう。
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• サタンはわたしたちを神から引き離すために自分の軍勢
を組織している。このことを知っておくことが重要なの
はなぜだろうか。

• 天使はニーファイに，教会は二つしかないと告げた（1
ニーファイ 14：10 参照）。この言葉はどのような意味で
真実だろうか。自分が神の小羊の教会に属しているこ
とをどうしたら確認できるだろうか。

1ニーファイ 13：20 － 42　主はわたしたちが
主のもとに行くことができるように，分かりやすく
て貴い真理を回復してくださった
　生徒に病気のため医師の診察を受けに行ったと仮定して
もらう。診察の結果，医師は病気を診断して処

しょ

方
ほう

箋
せん

を書い
た。しかし，薬剤師が処方を変えてしまった。

• この変更はあなたの病気にどのような影響を与えるだろ
うか。

　生徒に 1 ニーファイ 13：20 －29 を読んでもらう。それか
ら次の質問をする。

• この話は薬剤師が医師の処方を変えてしまうこととどの
ように似ているだろうか。

• 23 節では聖書について述べられている。この節で聖書
を指している語句はどれだろうか。

• 23 －25 節によれば，聖書が最初に出て来たとき，そこ
には何が載っていただろうか。

• 聖書に最も重大な変更を加えたのはだれだろうか。彼
らは何を取り去っただろうか。どのような目的で行った
のだろうか（26 －29 節参照）。

　生徒に 1 ニーファイ 13：34 －39 を読んでもらう。

• これらの節によれば，何が回復される必要があっただろ
うか。

• 39 節で述べられている「幾つかの書物」とは，モルモ
ン書のほかにどのような書物を指していると考えられる
だろうか。

• モルモン書とそのほかの末日の聖典で明らかにされてい
る真理は，あなたの証

あかし

にどのような影響を与えているだ
ろうか。

　生徒用資料の 28 ページを開いてもらう。ジェームズ・
E・ファウスト管長の言葉と，末日に回復された分かりやす
くて貴い真理をどこに見いだせるかに関する『聖句ガイド』
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の説明を読むように言う（ファウスト管長の言葉は，付属の
DVD A で視聴できる）。
　一人の生徒に，1 ニーファイ 13：40 － 41を読んでもらう。

• モルモン書は聖書が真実であることをどのように立証し
ているだろうか（モルモン 7：8 － 9 も参照）。

• モルモン書と聖書が「一つに合わせられる」とはどうい
う意味だろうか。

• 聖書に記されている真理について，モルモン書を使って
どのように証

あかし

することができるだろうか。

1ニーファイ 14 章　神の王国は終わりの時に勝
利を収める
　過去の時代の預言者がわたしたちの時代を示現で見たと
したら，現在の霊的な状態について何と言うと思うかを生徒
に尋ねる。生徒の答えを簡単にホワイトボード（または，黒
板）に書き出す。
　生徒に， 1 ニーファイ 14 章に目を通して，自分たちの答え
をニーファイが見た末日についての示現と比較するように言
う。ニーファイは霊的な強さとともに霊的な滅びと束縛につ
いても述べている（例として，7，14，17 節参照）。そのこと
を生徒が理解するよう助ける必要があるかもしれない。
　ニーファイは示現の最初の部分で自分の子孫が滅びるの
を見ていた。しかし，示現のこの部分で，神の王国が勝利を
収めるのを見た。生徒に 1 ニーファイ 14：10 －17 を読んで
もらう。

• ニーファイの示現によれば，終わりの時に小羊の教会は
どこで見られることになるだろうか。小羊の教会は世界
全体と比べてどれほどの規模となるだろうか（12 節参
照）。

• 邪悪でこの世的な人々は小羊の教会に対してどのような
反応を示すだろうか（13 節参照）。

• 小羊の教会は防御のために二つのものをもって武装す
る。それは何だろうか（14 節参照）。

• 神の業が最終的に勝利を収めると知ることは，なぜわた
したちにとって大切なのだろうか。

• ニーファイがその生涯で試練と悲しみに立ち向かったと
き，この知識はどのような助けになったと考えられるだ
ろうか。

1ニーファイ 15：1－11　祈りは啓示をもたらす
　生徒に，1 ニーファイ 15：1－3 を読んで，レーマンとレム
エルが父親の教えを理解しなかったのはなぜだと思うかを
説明してもらう。生徒の答えをホワイトボード（または，黒
板）に書き出す。
　一人の生徒に，1 ニーファイ 15：6 － 9 を読んでもらう。
神にすがることについて，今

こんにち

日の一部の人々はどのような点
でレーマンやレムエルと似ているかを生徒全員に考えてもら
う。
　霊感を受けられるようになることを求めずに生活している
人が大勢いることを指摘するとよい。彼らの多くは邪悪でも
反抗的でもないが，主の御

み

心
こころ

を求め，行おうとしていないの
である。
　生徒用資料の 29 ページにある預言者ジョセフ・スミスの
言葉を紹介する。その後，次の質問をする。

• ニーファイはこれらの原則をどのように実践しただろう
か。

• ニーファイが神にかかわる事柄について知りたいと望ん
だことによって，どのような結果がもたらされただろう
か。

• 主の道を知る力について，主はどのような約束を与えて
くださっているだろうか（この質問について話し合うと
き，次の聖句の一部またはすべてを読んでもらうとよい
―ヤコブの手紙 1：5  ；1 ニーファイ 10：19；教義
と聖約 88：63 － 64；121：26 －33）。

• 神の御心を知ろうとするとき，わたしたちは具体的にど
のような点でレーマンやレムエルのようにならず，もっと
ニーファイのようになることができるだろうか。

　1 ニーファイ 15：10 －11を生徒とともに読む。ニーファイ
がレーマンとレムエルに語った，主から霊的な理解を授かる
ために行うべき 4 つのことを見つけてもらう（心をかたくな
にしない，信仰をもって求める，与えられると信じる，戒めを
熱心に守る）。

• これら 4 つのことを行うと，どうして祈りのこたえを受け
やすくなるのだろうか。

1ニーファイ 15：12 － 20　主はイスラエルの
家と交わした聖約を思い起こされる
　主はイスラエルの家と交わした聖約を思い起こされると
いうテーマは，モルモン書の中で繰り返し採り上げられてい
る。最終的にイスラエルは救い主によって集められ，贖

あがな

われ
る。モルモン書全体を通じてこの真理に注目するよう生徒
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1 ニーファイ 12 －15 章

に勧める。 1 ニーファイ 15 章で述べられているオリーブの
木の比

ひ ゆ

喩はヤコブ 5 章でオリーブの木のたとえとして再び
登場することを指摘するとよい。

　1 ニーファイ 15：7 で，レーマンとレムエルはリーハイの教
えのどの部分が理解できないと言っているだろうか。
　ホワイトボード（または，黒板）に「オリーブの木」と書く。
生徒に，1 ニーファイ 15：12 を読んで，オリーブの木が何を
表しているかを見つけるように言う。

• オリーブの木は何を表しているだろうか（ホワイトボード
〔または，黒板〕に，「オリーブの木＝イスラエルの家」
と書く）。

• リーハイの子孫はどのような意味で「イスラエルの家か
ら折り取られた者」だっただろうか。

　一人の生徒に，1 ニーファイ 15：13 を読んでもらう。

• ニーファイによれば，福音がリーハイの子孫に伝えられ
るのはいつだろうか。だれが彼らに福音を伝えるだろう
か。

　ホワイトボード（または，黒板）に「異邦人」と書く。こ
の言葉には複数の意味があることを説明する。イスラエル
の血統に属さない人々や，ユダヤ人の血統以外の人々，また
は福音が宣

の

べ伝えられていない国の人々を指すこともある
（Bible Dictionary, “Gentile”；『聖句ガイド』「異邦人」の
項，scriptures.lds.org 参照。教義と聖約 109：60 － 62 も
参照）。生徒に 1 ニーファイ 15：13 に戻ってもらう。この節
で述べられている異邦人とは，回復の時に異邦人の国に住
んでいた末日聖徒を指している。生徒用資料の 29 ページ
にあるブルース・R・マッコンキー長老の言葉を読む。
　生徒に「元の自然の枝が接ぎ戻されること」という言葉に
注目してもらう。

• 枝を接ぐとはどういう意味だろうか。

　必要であれば，木の枝を接ぐとはある木の枝を別の木に
つなぎ合わせることであると説明する。接がれた枝は木か
ら養いを受けて，木の一部となる。
　1 ニーファイ 15：14 では，リーハイの子孫がどのようにし
てオリーブの木，すなわちイスラエルの家に接ぎ戻されるか
が説明されていることを伝える。生徒に 1 ニーファイ 15：14
－16 を読んでもらう。これらの節を自分の言葉で要約して
もらう。次のような質問をするとよい。

• 人々は「贖い主……について理解するようにな〔る〕」と
き，どのようにして「接ぎ戻される」，すなわち集められ
るのだろうか。

• 「その教義の詳しい点」を理解することが重要なのはな
ぜだろうか。

• わたしたちは教会員であることによってどのように養い
を受けているだろうか。

　生徒に，自分が教会に「接ぎ木」されたとき，またはほか
の人がその祝福を受けるよう助けたときのことについて話し
てもらう。

1ニーファイ 15：24　神の言葉は悪魔の火の矢
に立ち向かう強さを与えてくれる
　生徒に，1 ニーファイ 15：24 を開いて，「火の矢」という言
葉に印を付けてもらう。次に，この聖句と，エペソ 6：6 と教
義と聖約 27：17とを比較し，相互参照するように言う。

• 今
こん

日
にち

の世の中でわたしたちが直面する「火の矢」にはど
のようなものがあるだろうか。

• 1 ニーファイ 15：24 では，サタンの火の矢に屈するとど
のような結果になると警告されているだろうか。

• 神の言葉はどのようにしてわたしたちが敵対する者の火
の矢に耐えるのを助けてくれるだろうか。

　この原則の要点を説明するために，十二使徒定員会の
ニール・A・マックスウェル長老（1926 －2004 年）の次の
言葉を読むとよい（この言葉は，付属の DVD B で視聴する
こともできる）。

　「真の弟子は， 片手で信仰の盾を高く掲げ，襲いかか
る悪の矢を払いのけながら，もう一方の手で鉄の棒に
しっかりつかまっている人です （エペソ 6：16；1 ニー
ファイ 15：24；教義と聖約 27：17 参照）。誤解のな
いようにしてください。真の弟子となるのには，あくま
でも両手が必要なのです。」（『聖徒の道』1987 年 7 月
号，77）

　聖文に対する信仰と理解が誘惑を退けるためにどのよう
に役立ってきたかについて生徒に話してもらう。
　聖文の大切さについて，また，聖文がサタンの火の矢に耐
えるためにどのように役立つかについてあなたの証

あかし

を述べ
る。
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第 5 章

はじめに
　荒れ野と大海を横断する旅を通じて，主はリーハイの家族
を助けられた。この旅の話を研究するとき，生徒は深い信仰
と悲しむべき反抗の例を見ることになる。生徒は神が義人
を強くし，悪人の心を和らげてくださることを知るであろう。
生徒が生活の中で経験するチャレンジや祝福は，リーハイの
家族が経験したチャレンジや祝福と同様のものであることを
生徒が理解するように助けることができる。また，聖霊の促
し，聖文，義にかなった両親，神権指導者に従うよう励ます
ことができる。

教義と原則
• 主は忠実な 僕

しもべ

たちを導いてくださる（1 ニーファイ 16
章； 18：12 －15，21－22 参照）。

• 主は戒めを守る者を祝福し，強くしてくださる（1 ニー
ファイ 17 章；18：8 －25 参照）。

• わたしたちは御
み

霊
たま

の促しに従うために自らを備えなけれ
ばならない（1 ニーファイ 17：7－11，44 － 47；18：1
－ 4 参照）。

教えるための提案

1ニーファイ 16 章；18：12 －15，21－ 22　
主は忠実な僕

しもべ

たちを導いてくださる
　方位磁石を見せる（または，方位磁石・羅針盤の絵を見せ
る）。
　方位磁石・羅針盤の持つ機
能について一人の生徒に簡単に
説明してもらう。一人の生徒に，
1 ニーファイ 16：10 とアル マ
37：38 を読んでもらう。

• リアホナはどのような点で
今
こんにち

日用いられている方位磁
石・羅針盤と似ていただろうか。どのような点で現代の
羅針盤と異なっていただろうか。

　生徒に，1 ニーファイ 16：10，16，28 －29 を読んで，リア
ホナの持つ機能をできるだけたくさん見つけてもらう。それ
らが記されている箇所に印を付けるよう勧める。聖句を調
べ終えたら，見つけたものを発表してもらう。ホワイトボード

（または，黒板）にそれらを書き出す。次の事項が考えられ
る。

第 5 章
1ニーファイ16－18 章

1 ニーファイ 16：10 「〔指針〕の一本は，わたしたちが
荒れ野で進むべき方向を指して
いた。」

1ニーファイ 16：16 「……そ の 球……は……わたし
たちを荒れ野の中で，より肥

ひ
沃
よく

な場所へ導いて行った。」

1ニーファイ 16：28 「……指針……は，わたしたちが
それに寄せる信仰と熱意と注意
力に応じて働いた。」

1ニーファイ 16：29 球には「新しい言葉が記されて
いて，それは読みやすく，主の道
についてわたしたちに理解を与
えてくれるものであった。」

1ニーファイ 16：29 新しい言葉は「わたしたちが寄
せる信仰と熱意に応じて，時々
書き替えられた。」

1ニーファイ 16：30
－ 31

球は彼らが食糧を手に入れられ
るように彼らに指示を与えた。

• わたしたちの生活の中でリアホナのように導きを与えて
くれるものにはどのようなものがあるだろうか。

　この質問の答えとして，聖霊（生徒用資料の 32 －33
ページにあるデビッド・A・ベドナー長老の言葉を参照），聖
文（アルマ 37：38 － 47 参照），生ける預言者の教え，祝福
師の祝福が含まれるであろう。Ensign と呼ばれる英語の
教会機関誌はほとんどの言語で『リアホナ』と呼ばれてい
ることを指摘するとよい。この機関誌は，今この時期におけ
るわたしたちに対する主の御

み

心
こころ

を知らせてくれるという意味
で，リーハイのリアホナと似ている。
　生徒がリアホナのように導いてくれるものを挙げたら，次
のような質問をする。

• これらの導き手はどのような点でリアホナに似ているだ
ろうか。

• これらの導き手はわたしたちが進むべき道をどのような
方法で示してくれるだろうか。

• これらの導き手からの重要なメッセージを聞き逃してし
まう原因として，どのようなことが考えられるだろうか。

• リアホナは民を「荒れ野の中で，より肥沃な場所へ」導
いていった。わたしたちの生活において，これはどのよ
うなことを意味するだろうか。

• 1 ニーファイ 16：29 の最後の文について深く考える。こ
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1 ニーファイ 16 －18 章

はじめに
　荒れ野と大海を横断する旅を通じて，主はリーハイの家族
を助けられた。この旅の話を研究するとき，生徒は深い信仰
と悲しむべき反抗の例を見ることになる。生徒は神が義人
を強くし，悪人の心を和らげてくださることを知るであろう。
生徒が生活の中で経験するチャレンジや祝福は，リーハイの
家族が経験したチャレンジや祝福と同様のものであることを
生徒が理解するように助けることができる。また，聖霊の促
し，聖文，義にかなった両親，神権指導者に従うよう励ます
ことができる。

教義と原則
• 主は忠実な 僕

しもべ

たちを導いてくださる（1 ニーファイ 16
章； 18：12 －15，21－22 参照）。

• 主は戒めを守る者を祝福し，強くしてくださる（1 ニー
ファイ 17 章；18：8 －25 参照）。

• わたしたちは御
み

霊
たま

の促しに従うために自らを備えなけれ
ばならない（1 ニーファイ 17：7－11，44 － 47；18：1
－ 4 参照）。

教えるための提案

1ニーファイ 16 章；18：12 －15，21－ 22　
主は忠実な僕

しもべ

たちを導いてくださる
　方位磁石を見せる（または，方位磁石・羅針盤の絵を見せ
る）。
　方位磁石・羅針盤の持つ機
能について一人の生徒に簡単に
説明してもらう。一人の生徒に，
1 ニーファイ 16：10 とアル マ
37：38 を読んでもらう。

• リアホナはどのような点で
今
こんにち

日用いられている方位磁
石・羅針盤と似ていただろうか。どのような点で現代の
羅針盤と異なっていただろうか。

　生徒に，1 ニーファイ 16：10，16，28 －29 を読んで，リア
ホナの持つ機能をできるだけたくさん見つけてもらう。それ
らが記されている箇所に印を付けるよう勧める。聖句を調
べ終えたら，見つけたものを発表してもらう。ホワイトボード

（または，黒板）にそれらを書き出す。次の事項が考えられ
る。

第 5 章
1ニーファイ16－18 章

れらの導き手はどのような点で「小さな手段」だと言え
るだろうか。これらの「小さな手段」によって起こり得る

「大いなること」として，どのようなことがあるだろうか。

　これらの導きに従ったために祝福を受けた経験を一人か
二人の生徒に話してもらう。

　生徒に，1 ニーファイ 16：15 －32 を黙読して，ニーファ
イ，レーマンとレムエル，およびリーハイの間に見られる違い
に注目するように言う。答えを書くように勧めてもよい。生
徒が読み終わったら，読んだ内容について短い話し合いを
行う。次の質問の一部またはすべてを用いるとよい。

• ニーファイが弓を折ったとき，レーマンとレムエルはどの
ような態度を執っただろうか。リーハイはどうしただろ
うか。ニーファイはどうしただろうか。

• 彼らがそれぞれ異なる反応を示したのはなぜだろうか。

• リーハイでさえもつぶやいたことを目にして，あなたはど
う思っただろうか。ニーファイが新しい弓を作った後に
父親に執った態度について，どのような印象を受けただ
ろうか。

• この試練に対するニーファイの対応は家族にどのような
影響を与えただろうか。試練にあっても忠実な人の姿
から，あなたはどのような影響を受けてきただろうか。
試練に向き合うあなたの姿勢は周囲にどのような影響
を及ぼすだろうか。

　生徒用資料の 33 ページにある十二使徒定員会のリチャー
ド・G・スコット長老の言葉を読む。
　次のことを説明する。試練には不従順の結果としてやっ
て来るものもある。しかし，ニーファイの折れた弓の話は，
多くの試練が単にこの世の常であることを示している。

• あなたはニーファイが弓を折ったときの話に似た経験を
したことがあるだろうか。

• ニーファイのような姿勢で試練に立ち向かうとき，どのよ
うな祝福を受けるだろうか。

　生徒に，自分が試練のときに執ってきた様々な態度につい
て考えるように言う。その後，次の質問について心の中で深
く考えてもらう。

• 試練に対してレーマンとレムエルのような態度を執った
ことがあるだろうか。リーハイのような態度，ニーファイ
のような態度はどうだろうか。試練によって異なる態度
を執ってきたとしたら，それはなぜだろうか。試練に向
き合う姿勢を改善するにはどうしたらよいだろうか。

1ニーファイ 17 章；18：8 － 25　主は戒めを
守る者を祝福し，強くしてくださる
　主はリアホナによってリーハイの家族を導いたことに加え
て，ほかの方法でも彼らをお助けになったことを説明する。
ホワイトボード（または，黒板）に次の参照箇所を書き出す。

1 ニーファイ 17：1－14

1 ニーファイ 17：45 － 55

1 ニーファイ 18：10 － 25

　クラスを 3 つのグループに分ける。各グループに聖句を
一つずつ割り当て，主がどのようにして「深い憐

あわ

れみ」（1
ニーファイ 1：20 参照）を示されたかを見つけるように言う。
それから見つけた事項を発表してもらう。生徒の意見をホワ
イトボード（または，黒板）に書き出すとよい。

　ニーファイは神が自分たち家族に約束の地へ向かうよう望
んでおられることを兄たちに理解させるため，自分たちの状
況を，エジプトを去って約束の地に向かったイスラエルの子
らの置かれた状況にたとえた。生徒に，1 ニーファイ 17：23
－ 44 に目を通して，イスラエルの子らがどのような点でリー
ハイの家族と似た状況にあったかを見つけるように言う。

• リーハイの家族にとって，イスラエルの子らの経験を思
い起こすことはどのような点で役立ったと考えられるだ
ろうか。

• リーハイの家族の旅や昔のイスラエル人の旅について学
ぶことは，あなたにとってどのような点で役立つだろう
か。

　主は義人を守り，強くしてくださることを生徒が理解でき
るように，一人の生徒に 1 ニーファイ 17：48 ，52 － 55 を声
に出して読んでもらう。ほかの生徒には，神がどのように
ニーファイを助けられたかに注意しながら耳を傾けるように
言う。

• 最終的にレーマンとレムエルの心を和らげたものは何
だっただろうか。

　一人の生徒に，1 ニーファイ 18：16，21を読んでもらう。

• 主が約束してくださっている祝福を受けるために，あな
たはどのような方法でニーファイの模範に従うことがで
きるだろうか。

　聖文では，「もし……ならば，そのとき……である」とい
う形式の表現がしばしば用いられることを説明する。主は
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第 5 章

もしわたしたちが特定のことを行うならば， そのとき特定の
方法でわたしたちを祝福すると言っておられる。

• 1 ニーファイ 17：13 では，この表現がどのように用いら
れているだろうか（これはモルモン書の主要なテーマの
一つであることを説明するとよい。すなわち，もし人々
が戒めを守るならば，そのとき主は彼らに約束の地で
繁栄するという祝福を与えられる。ほかの例として，1
ニーファイ 2：20；4：14；2 ニーファイ 1：9；オムナイ
1：6；モーサヤ 1：7；アルマ 48：25 も参照する）。

　生徒に 1 ニーファイ 18：8 －20 を黙読してもらう。

• ニーファイはほかの者たちが従順でなかったためにどの
ような苦難を受けただろうか。

• 反逆のために，最終的に一行の全員がどのような苦しみ
を受けただろうか。

• これらの例から何を学ぶことができるだろうか。

　リーハイの家族の場合のように苦難がすぐに，あるいは
歴然とした形で訪れるとは限らないが，それでも不従順は必
ず苦難をもたらすことについて証

あかし

する。適切であれば，この
テーマについて生徒の意見を求める。戒めを守るならば主
が祝福してくださることについてあなたの証を述べる。

1ニーファイ 17：7 －11，44 － 47；18：1－
4　わたしたちは御

み

霊
たま

の促しに従うために自らを
備えなければならない
　携帯電話を持っていれば，それを見せる。電波の状態が
良くない場所で携帯電話を使おうとしたことがあるかを生徒
に尋ねる。そのような場所はデッドスポットと呼ばれること
がある。生徒に，1 ニーファイ 17：45 を黙読して，レーマン
とレムエルが霊的な「デッドスポット」に陥った理由を考え
てもらう。

• 「心が鈍ってい〔る〕」とはどういう意味だろうか。

• レーマンとレムエルのどのような選択が彼らの「心を鈍
〔く〕」したのだろうか。

　この話し合いの中で，付属の DVD に収 録されている
ジェームズ・E・ファウスト管長の言葉 A  ，ボイド・K・パッ
カー会長の言葉 B  ，およびジョセフ・B・ワースリン長老の
言葉 C を用いるとよい。あるいは，生徒用資料の 36 －37
ページにあるこれらの言葉を生徒に読んでもらってもよい。

パッカー会長は，聖霊の促しは聞くというよりも感じるもの
だと説明している。ファウスト管長とワースリン長老はわた
したちを霊的な「デッドスポット」に陥れるような態度や行
いについて警告している。

• ファウスト管長とワースリン長老によれば，御霊に気づく
力を弱める態度や行いとして，どのようなものがあるだ
ろうか。

　生徒に，1 ニーファイ 17：7－11を読んで，天の御父と交
わる能力を高めるためにニーファイが行ったことを探すよう
に言う。

• ニーファイが行ったことで，神と交わる助けになったも
のとして，どのようなことが挙げられるだろうか（ニー
ファイは主の声に直ちに従った，一人になって祈った，祈
りの答えに従って熱心に働いたなどの答えが考えられ
る）。

　生徒に，1 ニーファイ 18：1－ 4 を調べて，船を造るため
にニーファイが行った準備を，自分がチャレンジや試練に立
ち向かうために行う準備になぞらえてもらう。

• 主はニーファイに船を造る方法を「度 」々示された。す
べてを一度に学ぶのでなく，少しずつ学ぶことがニー
ファイにとって有益だったのはなぜだろうか。

• ニーファイは主からさらに教えを受ける前に，すでに受
けていた指示を実行した。それが重要なことであった
のはなぜだろうか。

　一人の生徒に，2 ニーファイ 28：30 を声に出して読んで
もらう。この節で教えられている原則が，現在研究している
ニーファイの生涯についての話にどのように当てはまるかを
生徒に尋ねる。主が一度にすべての知識を与えてくださるこ
とはまれであることを強調する。わたしたちが信仰をもって
進んでいく中で，主は少しずつ真理を明らかにしてくださる。

• ニーファイは主への信頼をどのように表しただろうか。

• ニーファイの模範に従って，ニーファイの船のように主の
目に「非常に見事な」人生を築くためにどのようなこと
ができるだろうか。

　聖霊から導きを受けられることについてあなたの証を述
べる。天の御父と交わるときに，ニーファイの模範に倣うよ
う生徒を励ます。

はじめに
　このレッスンでは，ニーファイが預言者イザヤの言葉を引
用している 1 ニーファイ 19 －20 章について話し合いを進め
ることになる。イザヤの言葉を教えるためにその専門家であ
る必要はない。祈りの気持ちで聖文を研究し，本章と生徒
用資料で与えられている参考資料を活用すれば，力と熱意を
もって教えることができる（生徒用資料の 40 － 41 ページに
ある「イザヤの書き物への序文」参照）。
　ニーファイは「主なる贖

あがな

い主を信じるよう〔自分の民に〕
さらに十分に勧めるために」イザヤの言葉を読んで聞かせ
た（1 ニーファイ 19：23）。ニーファイはイザヤの預言を伝
えることによって，終わりの時には災いが世界に及ぶが，主
が「御自分の力によって義人を守られる」ので「義人は恐れ
るには及ばない」ことを教えた（1 ニーファイ 22：17）。生
徒に慰めと力を与えるような形でこれらの教えを紹介する方
法を見つける。御

み

霊
たま

の導きの下で教えるとき，救い主につい
て，また，昔と現代の両方におけるイスラエルの家に対する
主の計らいについてイザヤがどのように証

あかし

したかを生徒が
理解できるよう助けることができる。

教義と原則
• ニーファイが記録を書き記したのは，贖

あがな

い主を覚えるよ
う人々を説き勧めるためであった（1 ニーファイ 19 章参
照）。

• わたしたちは聖文を自分に当てはめて，それが自分の利
益となり，知識となるようにするべきである（1 ニーファ
イ 19：23 －24 参照）。

• 主は御自分の民を苦難の炉の中で精錬される（1 ニー
ファイ 20 章参照）。

• 主は末日に福音を回復し，イスラエルを集めることを
約束された（1 ニーファイ 21：18 －25；22：7－22 参
照）。

教えるための提案

1ニーファイ 19 章　ニーファイが記録を書き記し
たのは，贖

あがな

い主を覚えるよう人々を説き勧めるた
めであった
　生徒に，1 ニーファイ 19：1－ 5 を黙読して，次の質問の
答えを見つけるように言う。質問をホワイトボード（または，
黒板）に書くとよい。

• ニーファイは何組の版を造っただろうか。

第 6 章
1ニーファイ19－22 章
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1 ニーファイ 19 －22 章

はじめに
　このレッスンでは，ニーファイが預言者イザヤの言葉を引
用している 1 ニーファイ 19 －20 章について話し合いを進め
ることになる。イザヤの言葉を教えるためにその専門家であ
る必要はない。祈りの気持ちで聖文を研究し，本章と生徒
用資料で与えられている参考資料を活用すれば，力と熱意を
もって教えることができる（生徒用資料の 40 － 41 ページに
ある「イザヤの書き物への序文」参照）。
　ニーファイは「主なる贖

あがな

い主を信じるよう〔自分の民に〕
さらに十分に勧めるために」イザヤの言葉を読んで聞かせ
た（1 ニーファイ 19：23）。ニーファイはイザヤの預言を伝
えることによって，終わりの時には災いが世界に及ぶが，主
が「御自分の力によって義人を守られる」ので「義人は恐れ
るには及ばない」ことを教えた（1 ニーファイ 22：17）。生
徒に慰めと力を与えるような形でこれらの教えを紹介する方
法を見つける。御

み

霊
たま

の導きの下で教えるとき，救い主につい
て，また，昔と現代の両方におけるイスラエルの家に対する
主の計らいについてイザヤがどのように証

あかし

したかを生徒が
理解できるよう助けることができる。

教義と原則
• ニーファイが記録を書き記したのは，贖

あがな

い主を覚えるよ
う人々を説き勧めるためであった（1 ニーファイ 19 章参
照）。

• わたしたちは聖文を自分に当てはめて，それが自分の利
益となり，知識となるようにするべきである（1 ニーファ
イ 19：23 －24 参照）。

• 主は御自分の民を苦難の炉の中で精錬される（1 ニー
ファイ 20 章参照）。

• 主は末日に福音を回復し，イスラエルを集めることを
約束された（1 ニーファイ 21：18 －25；22：7－22 参
照）。

教えるための提案

1ニーファイ 19 章　ニーファイが記録を書き記し
たのは，贖

あがな

い主を覚えるよう人々を説き勧めるた
めであった
　生徒に，1 ニーファイ 19：1－ 5 を黙読して，次の質問の
答えを見つけるように言う。質問をホワイトボード（または，
黒板）に書くとよい。

• ニーファイは何組の版を造っただろうか。

第 6 章
1ニーファイ19－22 章

• それらの版はそれぞれどのような点で異なっていただろ
うか。

• 1 ニーファイはどの版から取ったものだろうか。どうして
それが分かるだろうか。

　一人の生徒に，1 ニーファイ 19：6 を読んでもらう。

• ニーファイは小版とその内容について説明した後，どの
ようなことについて書き記すと言っているだろうか。

　クラスの半数の生徒に 1 ニーファイ 19：7－ 9 を，残りの
半数の生徒に 1 ニーファイ 19：10 －12 をそれぞれ黙読す
るように言う。割り当てられた聖句の中で，救い主について
の言葉で最も意義深いと感じるものを挙げてもらう。次に，
それらの言葉を選んだ理由を尋ねる。これらの節で述べら
れている救い主の使命についてあなたの証

あかし

を述べる。
　一人の生徒に，1 ニーファイ 19：18 を読んでもらう。

• ニーファイはどのような目的でこれらの教えを書き記し
たのだろうか。

• 主を覚えるとはどういう意味だろうか。主を覚えるため
に，聖文はどのように役立つだろうか。

　この話し合いの中で，大管長会のヘンリー・B・アイリン
グ管長が語った次の言葉を紹介するとよい。

　「主を覚えるという聖約は，家族で聖文を読む度に
守っています。聖文は主イエス・キリストを証します。
それが聖文のメッセージであり，常に預言者たちのメッ
セージだからです。たとえ子供がその言葉を覚えてい
なくても，聖文の真の著者イエス・キリストのことは忘
れないでしょう。」（『聖徒の道』1998 年 7 月号，71）

1ニーファイ 19：23 － 24　わたしたちは聖文
を自分に当てはめて，それが自分の利益となり，知
識となるようにするべきである
　生徒に，聖典の登場人物で自分がその模範から影響を受
けた人を挙げてもらう。

• 自分自身や自分の状況を聖典に登場する人々や教えに
照らして考えることが有益なのはなぜだろうか。

　一人の生徒に，1 ニーファイ 19：23 －24 を読んでもらう。
23 節はマスター聖句  であることを指摘するとよい。

• 「聖文を自分……に当てはめ」る方法として，どのような
ものがあるだろうか。
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　生徒の意見を要約してホワイトボード（または，黒板）に
書き出す。生徒用資料の 40 ページにある質問を参照すると
よい。
　七十人の L・ライオネル・ケンドリック長老の次の言葉を
紹介する。

　「主が直接語りかけてくださっていると考えて〔聖文
を〕読む必要があります。」（『聖徒の道』1993 年 7 月
号，15）

　ホワイトボード（または，黒板）に書かれたアイデアを幾つ
か覚えておいて，聖文を研究するときに活用するよう奨励す
る。

1ニーファイ 20 章　主は御自分の民を苦難の炉
の中で精錬される
　ホワイトボード（または，黒板）に「『主は愛する者を懲
らしめら れる』（ヘブル12：6 参 照）」と書く〔訳注 ―
日本語の口語訳 聖書では「主は愛する者を訓練し」と
なっているが，欽定訳聖書では「訓練し」に当たる箇所が

“chasteneth ”「懲らしめる」の意）となっている〕。

• 懲らしめるとはどういう意味だろうか（罰や苦しみを与
えて矯正すること）。

• 懲らしめは，どのような意味で主がわたしたちを愛して
おられることの証拠と言えるだろうか。

　以下をホワイトボード（または，黒板）に書く。

1 ニーファイ 20：1－ 8

イスラエルの家が主に忠
実でなかったことの証拠

1 ニーファイ 20：9 －17

それでも主が彼らを愛し，
御自分に忠実であるよう
お望みになったことの証
拠

　クラスを二つのグループに分ける。一つのグループに，1
ニーファイ 20：1－ 8 を読んで，この啓示が与えられた当時
イスラエルの家の人々が主に忠実でなかったことを示す証拠
を見つけるように言う。もう一つのグループに，1 ニーファイ
20：9 －17 を読んで，それでも主が彼らを愛し，御自分に忠
実であるようお望みになったことを示す証拠を見つけるよう
に言う。
　見つけた証拠を各グループに発表してもらう。これらの
聖句が今の時代にどのように当てはまるかに注目しながら，
生徒の答えについて話し合う。
　生徒に 1 ニーファイ 20：10 を読んでもらう。

• 「苦難の炉」という言葉の意味として，どのようなものが
考えられるだろうか。

• 苦難の炉はわたしたちが主に忠実な者となるのをどのよ
うに助けてくれるだろうか。

　生徒に答える時間を与えてから，教義と聖約 105：5 － 6
を全員で読む。
　1 ニーファイ 20：10 と 1 ニーファイ 20：18 －19 に記さ
れている対照的な内容について生徒に考えてもらう。それ
から，次の言葉に続く結論をそれぞれ紙に書くように言う。

「1 ニーファイ 20 章が現在のわたしたちに告げているメッ
セージは，　　　　　　ということだと感じます。」生徒に答
えを分かち合ってもらう。

1ニーファイ 21：1－17　主はわたしたちを決し
てお忘れにならない
　1 ニーファイ 21 章に記されている言葉には，「主なる贖

あがな

い
主を信じるようさらに十分に勧め〔たい〕」というニーファイ
の願いが表れている（1 ニーファイ 19：23）。

　生徒とともに 1 ニーファイ 21：6 －13 を読んで，わたした
ちに対する主の愛を象徴しているものを見つけるように言う。

• 9 節では，救い主が捕らえられている者たちを解放され
ることについて述べられている。これは生者と死者の両
方に対してどのように当てはまるだろうか。

• 主はどのような方法で御自分の民を慰められるだろう
か。主はどのような方法で「苦しむ者に憐

あわ

れみを」示さ
れるだろうか（13 節）。

　生徒に 1 ニーファイ 21：14 －17 を読んでもらう。

• 人々は時々，自分は主から忘れられたと感じることがあ
るが，それはなぜだろうか。孤独や恐れを感じている人
を助けるためにこの聖句をどのように活用できるだろう
か。

• あなたにとって，救い主の手のひらに彫り刻まれるとは
どういうことだろうか。

　生徒がこの質問について深く考えたり話し合ったりする際
に，十二使徒定員会のジェフリー・R・ホランド長老が語っ
た次の言葉を紹介するとよい。

　「キリストは御自分が贖われた子らや，シオンにおけ
る救いについて彼らと交わされた聖約を決してお忘れ
になることがない。その見守りと聖約を思い起こさせ
る痛ましいしるしが，主の手のひらに彫り刻まれたロー
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1 ニーファイ 19 －22 章

マ人による 釘
くぎ

の跡である。」（Christ and the New 
Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon〔1997 年〕，84）

• 主があなたを忘れておられないことを知った経験とし
て，どのような事柄を挙げられるだろうか。

　救い主の愛についてあなたの証を分かち合う。

1ニーファイ 21：18 － 25；22：7 － 22　 主
は末日に福音を回復し，イスラエルを集めること
を約束された
　次のことを指摘する。 1 ニーファイ 22 章で，ニーファイは
1 ニーファイ 20 －21 章に記されているイザヤの言葉を説明
している。
　ホワイトボード（または，黒板）に簡単な世界地図を描く
か，世界地図のスライドを見せる（ホワイトボード〔または，
黒板〕に地図を描く場合は，クラスが始まる前に行っておく
とよい）。

　生徒とともに 1 ニーファイ 22：1－2 を読む。

• この節から，アモス 3：7  と 2 ペテロ 1：20 －21 で
明らかにされている教義が確かなものであることがどの
ように分かるだろうか。

　生徒とともに 1 ニーファイ 22：3 － 4 を読む。

• これらの節でニーファイは何について述べているのだろ
うか。

　これらの節ではイスラエルの家の者たちが全世界に散ら
されることについて述べられている。生徒がそのことを確実
に理解するようにする。この概念を強調するために，上の図
にある世界地図を使って次のように行うとよい。まず，イスラ
エルから北の異なる方角へ向けて幾つか線を引く。これら
の線は紀元前約 722 年に北方へ連れ去られた行方の知れ
ない十部族の散乱を表す（列王下 18：9 －11 参照）。次に

イスラエルからアメリカ大陸に向けて 1 本の線を引く。これ
はリーハイの家族の移住を表す。次にアメリカ大陸に向けて
もう1 本線を引く。これはミュレクとその民を表す（オムナイ
1：14 －16 参照）。それから，中央または南アメリカから北
へ向かう線と，西のポリネシア諸島に向かう線を 1 本ずつ引
く。これらの線は推定されるハゴスたちの移住を表す（ア
ルマ 63：5 － 9 参照）。これらはイスラエルの散乱のごく一
部であることを生徒が理解するよう助ける。生徒に，1 ニー
ファイ 22：3 ，5 を読んで，イスラエルの家がどの国民の中に
散らされたかを見つけてもらう。

• イスラエルが散らされる理由として，ニーファイは 1 ニー
ファイ 22：5 でどのようなことを挙げているだろうか。

　生徒に 1 ニーファイ 21：22 －25 を黙読するように言う。
この預言についてどのように理解しているかを簡単に説明し
てもらう。次に 1 ニーファイ 22：6 － 8 を生徒とともに読む。

• 1 ニーファイ 21：22 －25 に記されている預言を，ニー
ファイはどのように解釈しているだろうか（ニーファイは
1 ニーファイ 22：6 － 8 で説明されている事柄を，1 ニー
ファイ 21：22 －25 の預言の成就の一部であると考えて
いた）。

• 1 ニーファイ 22：7 にある「強大な〔国〕」とはどの国を
指しているのだろうか（地図上のアメリカ合衆国を指す
とよい）。 7－ 8 節にある「驚くべき業」とは何だろう
か。

　第 15 代大管長であるゴードン・B・ヒンクレー大管長
（1910 －2008 年）の次の言葉を読む。

　「わたしは回復されたイエス・キリストの福音の不思
議な力に心から感謝しています。これは実に，驚くべき
業と不思議であり，全能の神の力がその息子娘たちの
ために働きかけて初めて，起こり得たことなのです。主
の業のこの時期に置かれているわたしたちは，これま
で地上に住んだ神のすべての息子娘たちを含む全人
類のために，救いの業にあって奉仕することができま
す。この業は真実です。」（Teachings of Gordon B. 
Hinckley〔1997 年〕，242）

　生徒とともに 1 ニーファイ 22：9 －10 を読む。

• この「驚くべき業」はどのようにして「地のすべての部
族」に祝福をもたらすのだろうか（この質問について話
し合うときに，アメリカ合衆国から外に向かう複数の矢
印を地図に書くとよい。これは福音が合衆国で回復さ
れ，全世界に広がっていることを示す）。
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• ニーファイは 10 節で，主が何を行われると言っているだ
ろうか（生徒が「御

み

腕
うで

を現〔す〕」という表現の由来を
知るのを助けるため，生徒用資料の 44 ページを参照す
るように言う）。

　ニーファイは主がどのようにして「もろもろの国民の目の
前にその御腕を現され〔る〕」，すなわち御自分の力を示され
るかについて説明している。次の活動を行うためにクラスを
3 つのグループに分ける。各グループに，割り当てられた聖
句を調べて，主の力がどのようにしてもろもろの国民に現さ
れるかを見つけてもらう。また，これらの節で述べられてい
る原則についてこれまでに目にした例について話し合っても
らう。

グループ 1

　1 ニーファイ 22：11－12 ，24 －25（聖約を回復する，イ
スラエルを霊的な暗

くらやみ

闇から連れ戻す，イエス・キリストが救
い主であることを知らせる，主の羊を数え，一つの群れに集
める）

グループ 2

　1 ニーファイ 22：14 －15，22 －23（シオンに向かって戦
う高慢で邪悪な者たちを滅ぼす）

グループ 3

　1 ニーファイ 22：16 －21（聖約の民を守る）

　各グループに，見つけたことをクラス全体の話し合いの中
で発表してもらう。続いて，次の質問について話し合っても
らう。

• 将来について考えるときに，これらの聖句の教えはどの
ように役立つだろうか。

• 個人として義にかなっていることにより，あなたは世の
多くの問題からどのよう守られるだろうか。

　末日にイスラエルの家に集められ，聖約を守るときに受け
る祝福についてあなたの証を述べる。

はじめに
　この聖句ブロックにはリーハイが亡くなる前に子供たちに
与えた最後の勧告が含まれている。リーハイが教えた原則
は今

こんにち

日のわたしたちにとって非常に重要なものである。リー
ハイは神が従順な人々に対して約束しておられる祝福につい
て教えている。また，創造，アダムとエバの堕落，イエス・キ
リストの贖

しょく

罪
ざい

について証
あかし

し，それぞれが互いにどのような関
連を持っているかを分かりやすく説明している。さらに，預
言者ジョセフ・スミスの召しと務めについて証した，エジプ
トにいたヨセフの預言についても述べている。これらの教
えについて話し合うとき，これらのことが自分の生活とどの
ように関係しているかを生徒が理解するよう助けることがで
きる。

教義と原則
• 約束の地に住む義人は祝福を受ける（2 ニーファイ 1：5

－12 参照）。

• 創造，堕落，贖
しょく

罪
ざい

は天の御父の贖
あがな

いの計画の基本を成
すものである（2 ニーファイ 2 章参照）。

• 福音の回復は昔の預言を成就するものであった（2 ニー
ファイ 3 章参照）。

教えるための提案

2 ニーファイ 1：5 －12　約束の地に住む義人は
祝福を受ける
　ホワイトボード（または，黒板）に「約束の地」と書く。次
の質問の幾つかを使って，話し合いを始める。

• 「約束の地」と聞くとどのようなことが思い浮かぶだろう
か。

　一人の生徒に，ヘブル 11：8 － 9 を読んでもらう。

• アブラハムにとっての約束の地はどこにあっただろうか。

　一人の生徒に，2 ニーファイ 1：5 を読んでもらう。

• この預言で述べられている約束の地はどの大陸にある
だろうか。

　主は御自分の民に，彼らの状況と必要に応じて様々な約
束の地を定めてこられた。そのことを生徒が理解できるよう
に助ける。
　リーハイは約束の地にかかわる祝福とのろいについて子
供たちに語ったことを説明する。ホワイトボード（または，
黒板）に縦 2 列の表を書き，左側の列の上に「祝福」，右側
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はじめに
　この聖句ブロックにはリーハイが亡くなる前に子供たちに
与えた最後の勧告が含まれている。リーハイが教えた原則
は今

こんにち

日のわたしたちにとって非常に重要なものである。リー
ハイは神が従順な人々に対して約束しておられる祝福につい
て教えている。また，創造，アダムとエバの堕落，イエス・キ
リストの贖

しょく

罪
ざい

について証
あかし

し，それぞれが互いにどのような関
連を持っているかを分かりやすく説明している。さらに，預
言者ジョセフ・スミスの召しと務めについて証した，エジプ
トにいたヨセフの預言についても述べている。これらの教
えについて話し合うとき，これらのことが自分の生活とどの
ように関係しているかを生徒が理解するよう助けることがで
きる。

教義と原則
• 約束の地に住む義人は祝福を受ける（2 ニーファイ 1：5

－12 参照）。

• 創造，堕落，贖
しょく

罪
ざい

は天の御父の贖
あがな

いの計画の基本を成
すものである（2 ニーファイ 2 章参照）。

• 福音の回復は昔の預言を成就するものであった（2 ニー
ファイ 3 章参照）。

教えるための提案

2 ニーファイ 1：5 －12　約束の地に住む義人は
祝福を受ける
　ホワイトボード（または，黒板）に「約束の地」と書く。次
の質問の幾つかを使って，話し合いを始める。

• 「約束の地」と聞くとどのようなことが思い浮かぶだろう
か。

　一人の生徒に，ヘブル 11：8 － 9 を読んでもらう。

• アブラハムにとっての約束の地はどこにあっただろうか。

　一人の生徒に，2 ニーファイ 1：5 を読んでもらう。

• この預言で述べられている約束の地はどの大陸にある
だろうか。

　主は御自分の民に，彼らの状況と必要に応じて様々な約
束の地を定めてこられた。そのことを生徒が理解できるよう
に助ける。
　リーハイは約束の地にかかわる祝福とのろいについて子
供たちに語ったことを説明する。ホワイトボード（または，
黒板）に縦 2 列の表を書き，左側の列の上に「祝福」，右側
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の列の上に「のろい」と書く。生徒に，2 ニーファイ 1：7－
12 を調べ，祝福とのろいを見つけて表を完成させるように
言う。何分か時間を取ってから，学んだ事柄を発表してもら
う。それらを簡単にホワイトボード（または，黒板）に書き
出す。次の表にある答えに似たものが挙がるであろう。

祝福
2 ニーファイ 1：7 － 9

のろい
2 ニーファイ1：10 －12

自由の地となる（7 節） 神の裁きが彼らにとどまる
（10 節）

決して囚
とら

われの身に陥る
ことがない（7 節）

ほかの国民が連れて来ら
れ，彼らの所有している地
を取り上げる力が与えられ
る（11 節）

しばらくの間ほかの国民
に知られないようにして
おかれる（8 節）

散らされ，打たれる（11節）

地の面
おもて

で栄える（9 節） 流血がある（12 節）

彼らの受け継ぎの地を取り
上げる者はいない（9 節）

とこしえに安全に暮らせる
（9 節）

　次のことを説明する。末日に，福音の祝福を回復できるよ
うに一つの国が築かれる必要があった。その地で福音が確
立されたとき，神の王国は全世界に広がることが可能となる
のであった。約束の地に関連する祝福で，教会員が住むほ
かの国々にも当てはまるものについて生徒と話し合う。
　福音があなた個人と国全体に対してどのように祝福をもた
らしてきたかについてあなたが感じていることを話す。

2 ニーファイ 2 章　創造，堕落，贖
しょく

罪
ざい

は天の御父
の贖

あがな

いの計画の基本を成すものである
　2 章に記されているリーハイの教えを通して，創造，堕落，
贖罪の関係について学べることを説明する。
　ホワイトボード（または，黒板）に「創造 ―堕落 ―
贖罪」と書く。十二使徒定員会のラッセル・M・ネルソン長
老が語った次の言葉を紹介する（付属の DVD A で視聴す
ることもできる）。創造，堕落，贖罪は互いにどのように関連
しているかを見つける。

　「この計画には創造が必要でした。そして次に堕落
と贖罪が行われることが必要でした。これらが計画の
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基本を成す 3 つの要素です。楽園の栄光を持つ惑星
の創造が神によって行われました。アダムの堕落に
よって世界に死すべき状態と死が入って来ました。イ
エス･ キリストの贖罪を通して不死不滅と，永遠の命を
得る可能性が与えられました。創造と堕落と贖罪は創
造の業が実行されるはるか以前から計画されていまし
た。」（『リアホナ』2000 年 7 月号，102）

　ホワイトボード（または，黒板）に次の参照箇所を書く。

2 ニーファイ 2：11－16

2 ニーファイ 2：17 － 25

2 ニーファイ 2：6 －10，26 － 29

　生徒にこれらの聖句を読んでもらい，救いの計画のどの
要素について述べているかを言ってもらう。その後，次の提
案の幾つかを活用して，計画の各要素について話し合いを
進める。

創造（2ニーファイ2：11－16）

• これらの節によれば，創造の目的は何だろうか。

• 堕落と贖罪に先立つ段階としてなぜ創造が必要だった
のだろうか。

• 「すべての事物に反対のもの」がある例として，どのよう
なことが挙げられるだろうか。なぜわたしたちには反対
のものが必要なのだろうか。

堕落（2ニーファイ2：17－25）

• 堕落前はどのような状態だっただろうか。堕落後はどの
ような状態となっただろうか。

　この話し合いを進める際に，ホワイトボード（または，黒
板）に二つの列の表を書き，これらの状態を書き出すとよ
い。例えば次の表のようになるであろう。

堕落前 堕落後

アダムとエバは子 供をも
うけることがなかった。

彼らは子供をもうけた。

アダムとエバは喜びや惨
めな状態を知らなかった。

彼らは喜びと惨めな状態
の両方を経 験することが
できた。

堕落前 堕落後

彼らは善も悪も行うこと
がなかった。

彼らは善を行うことが で
き，罪を犯すこともできた。

彼らは永遠にエデンの園
にとどまっていた。

彼らは主の前とエデンの
園から追い出された。二
人は堕落して，肉体の死を
受けることになった（モー
セ 6：48 も参照）。

• 幸福の計画においてなぜ堕落が必要だったのだろうか
（モーセ 5：11－12 参照）。

　アダムとエバの堕落は大きな過ちだったと感じている人が
大勢いる。七十人のブルース・C・ヘーフェン長老が語った
次の説明を生徒に紹介する（付属の DVD B で視聴するこ
ともできる）。

　「堕落は災いではありません。過ちでも，不慮の出来
事でもなく，救いの計画の一部として初めから意図され
ていたのです。人は神の霊の『子孫』として，アダムの
背きに対して『罪のない』状態で地上に来ました。し
かし御父の計画により，人は真の喜びを知るために，
堕落したこの世で，誘惑や苦難を経験することになっ
ています。苦さを知らなければ，甘さを知ることがで
きないからです。御父に似た者となるため，また『進
歩するための一歩』として，現世での訓練と精錬が必
要なのです。しかし，進歩すると，それに伴い苦痛も
大きくなります。それはまた，救い主の恵みによって開
かれた道を『最善を尽く〔して〕』歩む過程で，失敗か
ら学んでいくという意味でもあります。」（『リアホナ』
2004 年 5 月号，97。ヘーフェン長老はこの言葉の中で
次の資料を引用している― 使徒 17：28；教義と聖
約 93：38；ジェフリー・R・ホランド，Christ and the 
New Covenant: The Messianic Message of the 
Book of Mormon〔1997 年〕，207；2 ニーファイ 25：
23 ，強調付加）

　少し時間を取って，生徒に 2 ニーファイ2：25 を暗記し
てもらう。希望者に全員の前で暗唱してもらう。

贖罪（2ニーファイ2：6－10，26－29）

• これらの節によれば，なぜ贖罪が必要だったのだろうか。

• 2 ニーファイ 2：7 によれば，イエス・キリストがわたした
ちのためにささげられた犠牲から最大の恵みを受けるに
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は何をしなければならないだろうか。（「打ち砕かれた
心と悔いる霊」という言葉の説明については，生徒用資
料の 283 －284 ページにある 3 ニーファイ9：19 －20
の注解を参照。）

• 「これらのことを地に住む者に知らせ」るために，わたし
たちは何ができるだろうか（2 ニーファイ 2：8）。

　一人の生徒に，信仰箇条第 3 条を暗唱するか，読んでもら
う。生徒に次のことを思い起こしてもらう。キリストの贖罪
はアダムの堕落の影響をあらゆる人から取り除く。わたした
ちは皆，復活して，肉体の死から救われる。さらに，堕落に
よってもたらされた霊の死からも救われて，裁きを受けるた
めに神の前に戻ることになる（ヒラマン 14：15 －17 参照）。
贖罪の祝福を余すところなく受けるには，つまり昇栄を受け
るには，自分自身の罪による個人の「堕落」に注意を向け
なければならない。「福音の律法と儀式に従うことによっ
て」贖罪のすべての祝福を受ける資格を得なければならない

（信仰箇条 1：3）。
　もし賛美歌があれば，「主イエスの愛に」（『賛美歌』109
番）を歌うか，歌詞を読んでもらうとよい。
　わたしたちの救いのために計画を用意してくださった天の
御父の愛についてあなたの証を述べて締めくくる。

2 ニーファイ 2：26 － 27　わたしたちは自由と
永遠の命を選ぶことも，あるいは束縛と死を選ぶ
ことも自由である
　生徒に 2 ニーファイ 2：26 －27 を黙読してもらう。

• 「思いのままに行動することができ，強いられることはな
い」とはどういう意味だろうか。

• 救いの計画において選択の自由はなぜそれほど重要な
のだろうか。

• 27 節  によれば，わたしたちは何を選ぶことが自由な
のだろうか。

　生徒に，義にかなっていない選択をしたために束縛された
状態に陥った人について（それがだれであるかを明らかにせ
ずに）話してもらう。次に，義にかなった選択をしたために
自由を得ている人について話してもらう。
　選択の自由を義にかなって用いることによりもたらされる
祝福についてあなたの証

あかし

を述べる。

2 ニーファイ 3 章　福音の回復は昔の預言を成就
するものであった
　預言者ジョセフ・スミスを通して行われた福音の回復は，
ヤコブの息子である旧約の預言者ヨセフの預言を成就する
ものであった。生徒に，2 ニーファイ 3：6 －18 を順番に読
んでもらう。ヨセフという名が 4 度出てくるので，見つけても
らう。
　生徒を小グループに分ける。 6 －18 節の中から，預言者
ジョセフ・スミスについて述べられている様々な預言を見つ
けてもらう。この活動が終わったら，生徒に自分たちが挙げ
たものを生徒用資料の 53 ページにある一覧と比較してもら
うとよい。
　十二使徒定員会の M・ラッセル・バラード長老の次の言
葉を読む。

　「主は……ジョセフ・スミス・シニアを予任されまし
た。ジョセフ・スミス・シニアは聖典の中で，この世に
おいて預言者の父親になると書かれています。エジプ
トのヨセフは，神が御

み

業
わざ

のために立てられる末日の聖
見者は『ヨセフと呼ばれ〔る〕』と預言しました（ジョ
セフ・スミス訳創世 50：33）。また，『その名は彼の
父の名を取って付けられる』とも預言しました（2 ニー
ファイ 3：15）。天使モロナイはあの輝かしい夜に神の
指示を伝えた後で，父親のところへ行くようにと年若い
ジョセフ・スミスに勧告しました。ジョセフ自身の言葉
によると，この天使は，『父のところへ行って，わたしが
受けた示現と命令のことを告げるようにと命じられた。
わたしはそれに従い，畑にいた父のところへ戻って，父
にすべてのことを詳しく告げた。すると，父はわたし
に，それは神から出ていると答え，その使者から命じ
られたとおりにするように告げた。』（ジョセフ・スミス
－歴史 1：49 － 50）」（『聖徒の道』1992 年 1 月号，5
参照）

• 2 ニーファイ 3 章の預言は，回復と預言者ジョセフ・ス
ミスに対するあなたの証

あかし

にどのような影響を与えてい
るだろうか（『聖句ガイド』「聖書のジョセフ・スミス訳

〔抜粋〕」にあるジョセフ・スミス訳創世 50：24 －38 も
参照）。

　一人の生徒に，2 ニーファイ 3：12 を読んでもらう。それ
から，この預言がどのように成就しているかを尋ねる。この
質問にさらに答えるために，生徒用資料の 54 ページにある
ボイド・K・パッカー会長の言葉を読む。
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　生徒に 2 ニーファイ 3：15，18 ，24 を読んでもらう。預言
者ジョセフ・スミスの重要な役割について生徒が理解を深
められるように，生徒用資料の 52 ページにあるジョセフ・ス
ミスに関する解説を紹介するとよい。
　預言者ジョセフ・スミスを通して福音が回復されたことに
ついて生徒に証を述べてもらう。

はじめに
　ハワード・W・ハンター大管長は「人生にはかなり多くの
チャレンジがあります」と指摘している（「ハワード・W・ハ
ンター大管長 ―空を飛ぶ鷲

わし

のように」『聖徒の道』1994
年 9 月号，16）。人生で最大のチャレンジの幾つかは，最大
の喜びと同様，家族からもたらされる。 2 ニーファイ4 － 5
章には，リーハイの家族が途方もないチャレンジにどのよう
に応じたかが記されている。すなわち，家族の中には，喜び
につながる賢い決断を下した者もいた一方で，悲しみにつな
がる道を歩き続けた者もいたのである。真情あふれる「ニー
ファイの詩篇」を読むと，わたしたちが弱点や落胆を克服す
るのを主がどのように助けてくださるかを理解することがで
きる（2 ニーファイ4：15 －35 参照）。また，ニーファイとそ
の民がどのようなことを行ったために「幸福に」暮らせたの
かが分かる（2 ニーファイ 5：27）。これらの章に見られる
原則を応用するならば，わたしたちも努力が幸福に結びつ
くような生活を送ることができる。 2 ニーファイ6 － 8 章に
は，イエス・キリストの贖

しょく

罪
ざい

とイスラエルの集合について証
あかし

するニーファイの弟ヤコブの説教の一部が記されている。

教義と原則
• 主を頼ることは喜びをもたらす（2 ニーファイ4：15 －

35 参照）。

• 主はわたしたちに悪から遠ざかるよう警告しておられる
（2 ニーファイ 5：5 －7 参照）。

• イスラエルはメシヤを信じるときに回復される（2 ニー
ファイ6 － 8 章参照）。

教えるための提案

2 ニーファイ4：3 － 9　リーハイがレーマンとレ
ムエルの子供たちに勧告と祝福を与える
　あなたの家族の何世代かが一緒に写っている写真を見せ
る（子供，両親，祖父母がそれぞれ少なくとも一人ずつ写っ
ている写真）。愛にあふれる両親，祖父母，そのほかの家族
が子供や孫に対して与えることのできる影響について生徒に
尋ねる。次のような質問をする。

• 両親はどのようにして子供たちに良い影響を与えること
ができるだろうか。祖父母はどのようにして孫たちに良
い影響を与えることができるだろうか。

• あなたは家族からどのような良い影響を受けてきただろ
うか。

第 8 章
2 ニーファイ4－8 章
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2 ニーファイ4 － 8 章

はじめに
　ハワード・W・ハンター大管長は「人生にはかなり多くの
チャレンジがあります」と指摘している（「ハワード・W・ハ
ンター大管長 ―空を飛ぶ鷲

わし

のように」『聖徒の道』1994
年 9 月号，16）。人生で最大のチャレンジの幾つかは，最大
の喜びと同様，家族からもたらされる。 2 ニーファイ4 － 5
章には，リーハイの家族が途方もないチャレンジにどのよう
に応じたかが記されている。すなわち，家族の中には，喜び
につながる賢い決断を下した者もいた一方で，悲しみにつな
がる道を歩き続けた者もいたのである。真情あふれる「ニー
ファイの詩篇」を読むと，わたしたちが弱点や落胆を克服す
るのを主がどのように助けてくださるかを理解することがで
きる（2 ニーファイ4：15 －35 参照）。また，ニーファイとそ
の民がどのようなことを行ったために「幸福に」暮らせたの
かが分かる（2 ニーファイ 5：27）。これらの章に見られる
原則を応用するならば，わたしたちも努力が幸福に結びつ
くような生活を送ることができる。 2 ニーファイ6 － 8 章に
は，イエス・キリストの贖

しょく

罪
ざい

とイスラエルの集合について証
あかし

するニーファイの弟ヤコブの説教の一部が記されている。

教義と原則
• 主を頼ることは喜びをもたらす（2 ニーファイ4：15 －

35 参照）。

• 主はわたしたちに悪から遠ざかるよう警告しておられる
（2 ニーファイ 5：5 －7 参照）。

• イスラエルはメシヤを信じるときに回復される（2 ニー
ファイ6 － 8 章参照）。

教えるための提案

2 ニーファイ4：3 － 9　リーハイがレーマンとレ
ムエルの子供たちに勧告と祝福を与える
　あなたの家族の何世代かが一緒に写っている写真を見せ
る（子供，両親，祖父母がそれぞれ少なくとも一人ずつ写っ
ている写真）。愛にあふれる両親，祖父母，そのほかの家族
が子供や孫に対して与えることのできる影響について生徒に
尋ねる。次のような質問をする。

• 両親はどのようにして子供たちに良い影響を与えること
ができるだろうか。祖父母はどのようにして孫たちに良
い影響を与えることができるだろうか。

• あなたは家族からどのような良い影響を受けてきただろ
うか。

第 8 章
2 ニーファイ4－8 章

　2 ニーファイ4 章はリーハイが孫たちの一部に勧告を与
える場面で始まっていることを説明する。一人の生徒に，2
ニーファイ4：3 － 9 を読んでもらう。次の質問を使って話し
合いを進めるとよい。

• 4 節でリーハイは孫たちにどのようなことを教えている
だろうか。

• 5 節でリーハイは子育ての原則についてどのようなこと
を教えているだろうか。子供たちをその行くべき道に
従って育てるために両親はどのようなことができるだろ
うか。

• 7 節と 9 節でリーハイはレーマンとレムエルの子供たち
にどのような約束を与えているだろうか。

　この話し合いの中で，生徒用資料の 55 － 56 ページにあ
るヘンリー・B・アイリング管長の経験を一人の生徒に読ん
でもらうとよい。

2 ニーファイ4：15 － 35　主を頼ることは喜び
をもたらす
　生徒に自分が信頼している人について簡単に話してもら
い，なぜその人を信頼しているかを説明してもらう。

• その信頼はどのような結果をもたらしているだろうか。

　生徒に，2 ニーファイ4：19 －20 を読んで，ニーファイは
だれを信頼していたかを調べるように言う。 2 ニーファイ4
章のほかの節を学んでいく間に，ニーファイの信頼がもたら
した結果が明らかになることを説明する。

　あなたが大切にしている物を見せる。その物について簡
単に説明する。

• どのようなことから，わたしがこれを大切にしているこ
とが分かるだろうか（あなたが説明するときに使った言
葉，取り扱うしぐさ，まなざしなどが挙がるであろう）。

　生徒に 2 ニーファイ4：15 －16 を読んでもらう。ニーファ
イが大切にしていたものを探すように言う。それから，次の
質問の一部または全部を使って話し合いを進める。

• ニーファイは何を大切にしていただろうか（聖文と「主に
関すること」）。ニーファイがこれらのものを大切にして
いたことがどうして分かるだろうか（それらに喜びを感
じていた，それらについて絶えず深く考えていた，子孫
のためにそれらについて書き記した，などの答えが含ま
れるであろう）。

• 聖文と主に関することを大切にするために，どのような
ことができるだろうか。
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• ニーファイにとって，聖文を愛したことは神に対する信頼
にどのような影響を与えただろうか。

• あなたにとって，聖文を愛することは神に対する信頼に
どのような影響を与えているだろうか。

　2 ニーファイ4：15 －35 は，ニーファイの詩篇と呼ばれる
ことがある。生徒に，生徒用資料の 56 ページを開いて「詩
篇」という言葉の意味を調べてもらい，その後，発表しても
らうとよい。
　ニーファイの詩篇を注意深く読むと，ニーファイが自分の
弱さや落胆に対処するためにどのようなことを行ったかが分
かることを説明する。わたしたちは自分の弱さや落胆に対処
するとき，ニーファイの言葉を指針とすることができる。
　次の参照箇所と言葉を，括弧内の言葉を除いてホワイト
ボード（または，黒板）に書く。

2 ニーファイ4 章

15 －16 節 （わたしは主の言葉に喜びを感じる。）

17 －19 節 それでも……（わたしの罪悪のために嘆く。）

19 － 25 節 それでも……（わたしは神がこれまでわた
しを祝福し，導き，愛で満たし続けてくださったことを
知っている。）

26 － 27 節 おお，そうならば，どうして……（わたしは
罪を犯し続けてよいだろうか。）

　15 －27 節で，ニーファイは自分の霊的な気持ちの浮き沈
みについて述べている。これらの節を生徒に順番に読んで
もらう。分けられた聖句ごとに，ニーファイの感じていること
を要約している言葉を挙げてもらう。そのような言葉として
考えられる例が括弧内に記されている。
　生徒に，2 ニーファイ4：29 －35 を読んで，ニーファイが
　困難に立ち向かう力をどのようにして見いだしたかを探す
ように言う。

• ニーファイは，これまで主を頼ってきており，これからも
とこしえに主を頼ると述べている（34 節参照）。今，主
を頼るようになることは，より深い信仰をはぐくむうえで
どのような助けとなるだろうか。

　生徒に，これまでどのように主を頼ってきたか，また，その
結果どのような祝福を受けてきたかについて話してもらう。

2 ニーファイ 5：5 －7　主はわたしたちに悪から
遠ざかるよう警告しておられる
　「エルサレムをたつリーハイの家族」の絵（アイテム番号
62238 300 。『福音の視覚資料セット』301）があれば，生
徒に見せる。描かれている内容を説明する。

• なぜリーハイの家族はエルサレムを離れる必要があっ
たのだろうか。

　主から邪悪な地を離れるよう命じられたそのほかの個人
や民の一団を聖典から挙げるよう生徒に言う。次の例が挙
がるかもしれない ―アブラハム（アブラハム 1－2 章参
照），モーセ（出エジプト3 章参照），初代モーサヤ王（オム
ナイ 1：12 参照）。
　次のことを説明する。リーハイが亡くなって間もなく，主
はニーファイとその民に，再び自分たちの住む地を離れるよ
う命じられた。この度は自分たちの一団の中の邪悪な者た
ちから離れるよう命じられたのであった。一人の生徒に，2
ニーファイ 5：1－7 を読んでもらう。

• これらの節から，ニーファイが立ち去ったことについてど
のような詳細が分かるだろうか。

　生徒たちの答えを一人の生徒にホワイトボード（または，
黒板）に書き出してもらう。次のような答えが考えられる。

主はニーファイに警告をお与えになった。

ニーファイは荒れ野へ逃げなければならなかった。

ニーファイは一緒に行くことを望んだ者たち全員を連れて
行った。

出て行った人々は神の警告と啓示を信じた。

彼らは幾日も旅をした後に，新しい居住地を見つけた。
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　次のことを説明する。逃げるようにとの主の警告を心に留
めていなかったなら，ニーファイは命を危険にさらしていたで
あろう。わたしたちも主の警告を心に留めないなら，肉体的
な命が脅かされることはないかもしれないが，霊的な命が
危険にさらされることになる。
　生徒にホワイトボード（または，黒板）に書かれている言
葉を見てもらう。

• これらの言葉はわたしたちが悪から逃れようとする場合
にどのように当てはまるだろうか。

　答えをホワイトボード（または，黒板）に書き出すとよい。
次のような答えが考えられる。

主はニーファイに警告をお与えになった。主はわたしたち
にしばしば危険について警告してくださる。

ニーファイは荒れ野に逃げなければならなかった。わたし
たちは悪から逃れるよう警告されている。

ニーファイは一緒に行くことを望んだ者たち全員を連れて
行った。わたしたちは同じ信仰を持つ良い友人と交わる
よう勧められている。

出て行った人々は神の警告と啓示を信じた。わたしたち
は両親，指導者，預言者の言葉に聞き従うよう勧告されて
いる。

彼らは幾日も旅をした後に，新しい居住地を見つけた。わ
たしたちは行うよう促されたことを実行するためにかなり
の努力を必要とする場合がある。

　次に挙げられているものの一つ以上に関して，わたしたち
が遭遇するかもしれないチャレンジについて考えてもらう。
友達，パーティー，自由時間，仕事，学校，テレビ，映画，イン
ターネット，音楽，本，雑誌。

• これらのチャレンジに対して，悪から逃れるという原則
をどのように応用することができるだろうか。

• レーマンとレムエルに従った人々は，ニーファイが去った
ときに何を失っただろうか（神権，救いの儀式，啓示，
聖文，預言者などの答えが考えられる）。

• 今
こんにち

日，預言者から離れる人々は何を失うだろうか。

• ヒラマン 13：14 によれば，すべての義人が地域社会か
ら出て行くときに，悪人にとってもう一つ不利な状況が
生じる。それは何だろうか。

　まとめとして，生徒用資料の 56 － 57 ページにあるリ
チャード・G・スコット長老の言葉を生徒に参照してもらうと
よい。

2 ニーファイ 5：7 －18，26 － 27　ニーファイ
の民は幸福に暮らした
　生徒に 2 ニーファイ 5：7－18 ，26 －27 を読んでもらう。
ニーファイ人が行ったことや彼らの中にあったもので，彼ら
が幸福に暮らすうえで助けとなったものを見つけるように言
う。読む時間を何分か与えてから，見つけたものを発表して
もらう。
　一人の生徒に，生徒用資料の 58 ページにあるゴードン・
B・ヒンクレー大管長の言葉を読んでもらう。

• この言葉の中で，幸福の原則としてどのようなことが挙
げられているだろうか。

• あなたの生活の中で応用できることは何だろうか。

2 ニーファイ 6 － 8 章　イスラエルはメシヤを信
じるときに回復される
　これらの章にはニーファイの弟ヤコブの説教の一部が載っ
ており，その中にはイザヤの預言が幾つか含まれている。こ
れらの教えは「イスラエルの家に属するすべての者」に当て
はまるものであることを生徒が理解するよう助ける（2 ニー
ファイ6：5）。

　一対のブックエンドを見せる。ブックエンドにはどのような
目的があるかを尋ねる（間に置かれた本などを支える）。次
のことを説明する。教師はレッスンを教えるときによく「ブッ
クエンド」を利用する。そのブックエンドとは，レッスンの

「導入」と「まとめ」である。 2 ニーファイ6 － 8 章で，ヤコ
ブはイザヤの言葉を教えている。ヤコブはこれらの教えに
ブックエンドを添えて，学んでほしいことをわたしたちが理解
できるよう助けてくれている。
　ヤコブが「導入」に用いたブックエンドは，2 ニーファイ6
章の中に見つけることができる。一人の生徒に，2 ニーファ
イ6：4 － 5 を読んでもらう。

• ヤコブはどの時代について教えると言っているだろう
か。

• ヤコブによれば，イザヤの教えはなぜ民にとって大切
だったのだろうか。

　ヤコブが「まとめ」に用いたブックエンドは，2 ニーファイ
9：1－3 にある。生徒とともにこれらの節を読む。ヤコブ
がイザヤの言葉を紹介した理由を生徒に見つけてもらう。

• これらのブックエンドについて理解することは，2 ニー
ファイ6 － 8 章を読むときにどのように役立つだろうか。
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　ホワイトボード（または，黒板）に，「ユダヤ人の歴史と行
く末」および「イスラエルの集合の原則」と書く。ヤコブの
教えはこれら二つの分野に分けられることを説明する。

ユダヤ人の歴史と行く末
　ホワイトボード（または，黒板）に書いた「ユダヤ人の歴史
と行く末」という見出しの下に，次の年代と出来事を書き入
れる。幾つかの項目は『聖句ガイド』194 －198 ページに
ある年表から取ったものである（クラスが始まる前にこれら
をホワイトボード〔または，黒板〕か大きな紙に書いておくと
よい）。括弧内のモルモン書の参照箇所は空白にしておく。
　生徒に，2 ニーファイ6：6 －11を読んで，それぞれの出
来事に関連する節を見つけるように言う。複数の出来事に
関連する節もある。生徒が見つけた参照箇所を，一人の生
徒にホワイトボード（または，黒板）に書き加えてもらう。

ユダヤ人の歴史と行く末

紀元前 587 年 ―エルサレムの占領（8 節）

紀元前 537 年 ―ユダヤ人の帰国を許すクロスの布告
（9 節）

紀元 30 － 33 年 ― イエス・キリストの地上での務め
（9 節）

紀元 33 年 ― イエス・キリストの十字架上の死（9
節）

紀元 70 年 ―エルサレムの包囲と占領。これによって
ユダヤ人がもう一度散らされた（10 －11 節）

• 生徒に 2 ニーファイ6：11を再び見てもらう。イスラエ
ルの家の集合につながることとして，まずどのようなこと
が起こるだろうか（自分たちの贖

あがな

い主を知るようになる
とき，彼らは受け継ぎの地に集められる。イスラエルの
家の者たちが自分たちの贖い主を知るようになるとはど
ういう意味かについては，1 ニーファイ 15：14 －16；2
ニーファイ 30：7 を参照する）。

　一人の生徒に，2 ニーファイ 7 章の前書きを読んでもらう。
この章にはイエス・キリストの地上での務めと贖

しょく

罪
ざい

に関する
イザヤの預言が記されていることを指摘する。
　生徒に 2 ニーファイ 7：2 ，4 － 8 を黙読してもらう。この
預言の中から，メシヤが語られることや行われること，経験
されることをあらかじめ示している言葉を見つけるように言
う。救い主が教え導かれた間にこの預言がどのように成就
したかについて話し合う。
　救い主についてこれらの節が教えている事柄について感
じることを生徒に話してもらう。

　2 ニーファイ 8：17－23 を生徒とともに読む。これらの節
は将来の出来事について述べていることを説明する。

• 18 節によれば，ユダヤ人は何がない状態で生活するこ
とになるだろうか（彼らを導く者がいない状態）。

• 21－23 節で，主はその民のために何を行うと約束して
おられるだろうか（主は彼らの苦しみ，「震える杯を，す
なわち〔主〕の憤りの杯のかす」を取り除き，彼らを迫
害する者にそれを渡すと約束しておられる）。

イスラエルの集合の原則
　2 ニーファイ 8 章はイスラエルの集合について述べている
ことを生徒が理解できるように，生徒に章の前書きを読んで
もらう。次に，クラスを二つのグループに分ける。一つのグ
ループに，2 ニーファイ 8：1－2 ，7－ 8 ，12 ，24 －25 を読
んで，次の質問の答えを見つけるように言う。

• わたしたちが終わりの時に集められる人々の中にいられ
るようにするために，これらの節で述べられている主の
勧告はどのように役立つだろうか。

　もう一つのグループには，2 ニーファイ 8：3 － 6，11を読
んで，次の質問の答えを見つけるように言う。

• 約束されているこれらの祝福を覚えることは，誘惑に取
り囲まれても忠実であり続けるうえでどのように役立つ
だろうか。

　4，5 分後に，学んだことを生徒に発表してもらう。

• 伝道活動とイスラエルの集合の間にはどのような関係が
あるだろうか（友人や愛する人々に福音について学ぶよ
う勧めるとき，イスラエルの集合の一端を担っているこ
とを生徒が理解するよう助ける）。

　十二使徒定員会のブルース・R・マッコンキー長老が語っ
た次の言葉を紹介する。

　「イスラエルはなぜ散らされたのだろうか。……わたし
たちの先祖であるイスラエルが散らされたのは，彼らが福
音を拒み，神権を汚し，教会を捨て，王国から去ったから
だった。主に背を向け，偽りの神 を々礼拝し，異教の国民
の道をことごとく歩んだからだった。アブラハムの聖約を
捨て，聖なる儀式を足の下に踏みつけ，あらゆる預言者が
証
あかし

したエホバなる主，すなわち主イエスを拒んだためだっ
た。イスラエルは背教したために散らされた。彼らの罪
悪と反抗のゆえに主は怒りをもって，地のあらゆる国の異
教の民の間に彼らを散らされたのである。
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2 ニーファイ4 － 8 章

　では，イスラエルの集合とはどのようなものだろう
か。イスラエルの集合は，主がかつて昔の選民に与え
られたあらゆることを信じ，受け入れ，それらに従って
生活することから成る。また，主イエス・キリストを信
じる信仰を持ち，悔い改め，バプテスマを受け，聖霊の
賜
たま

物
もの

を受け，神の戒めを守ることから成る。福音を信
じ，教会に加わり，王国に入ることによって成る。そし
て，聖なる神権を受け，聖なる場所で高い所から力を
授けられ，日の栄えの結婚の儀式を通してアブラハム，
イサク，ヤコブのすべての祝福を受けることから成るの
である。」（A New Witness for the Articles of Faith

〔1985 年〕，515）

　イスラエルの集合について，また，わたしたちには教会員
として救い主のもとに集められ，ほかの人々の集合を助ける
機会があることについて証する。
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はじめに
　ニーファイは，記録を編さんしたときに，弟ヤコブの説教
から二つを加えた。 2 ニーファイ6 － 9 章に記されている最
初の説教で，ヤコブは，堕落によって霊と肉体にもたらされ
た影響からわたしたちを贖

あがな

ってくださる救い主の贖
しょく

罪
ざい

の力
について証

あかし

している。また，2 ニーファイ 10 章に見られる
第 2 の説教では，贖いのメッセージについて述べている。ヤ
コブは，ユダヤ人の散乱について預言した後，救い主の恵み
によってすべての人に希望が与えられるというメッセージを
伝えている。そして，「〔イエス・キリスト〕を覚えて，罪を捨
てようではないか。わたしたちは捨てられてはいないので，
うなだれるのはやめよう」と，わたしたちを励ましている（2
ニーファイ 10：20）。

教義と原則
• 贖

しょく

罪
ざい

はすべての人を堕落から贖
あがな

い，また義人のために神
の王国を受け継ぐ道を備えた（2 ニーファイ9：5 －21，
41，46 参照）。

• わたしたちが贖罪のもたらす祝福をすべて受けるかどう
かは，自分の態度と行動によって決まる（2 ニーファイ
9：21－ 54 参照）。

• イスラエルの家の者はイエス・キリストを信じるとき，
主の聖約の民として集められる（2 ニーファイ 10 章参
照）。

教えるための提案

2 ニーファイ 9：5 － 21，41，46　贖
しょく

罪
ざい

はすべ
ての人を堕落から贖

あがな

い，また義人のために神の王
国を受け継ぐ道を備えた
　クラスが始まる前に，この項の表をホワイトボード（また
は，黒板）に書いて準備しておく。
　2 ニーファイ9 章は，すべての聖典の中で贖罪について最
も詳細に解き明かされている章の一つであることを説明す
る。この章を学習することにより，生徒は，贖罪の教義につ
いてさらに多くのことを知ることができるであろう。
　クラスを 4 つのグループに分けて，各グループにホワイト
ボード（または，黒板）に書かれた 4 つの聖句ブロックの一
つを割り当てる。生徒はその聖句を黙読してもよいし，声に
出して読み合ってもよい。その後，割り当てられた質問の答
えについてグループで話し合うとよい。各グループの答えを
だれが発表するか決めてもらう。生徒に，各グループの答え
を聞きながら，自分にとって大切な聖句については自分の聖

第 9 章
2 ニーファイ9－10 章

典の該当個所に印を付けるように言う（この活動を行うのに
少し時間がかかるかもしれない）。

第 1 グループ

2 ニーファイ 9：7 －13，19。アルマ 42：9；ヒラマン
14：15 －18 も参照

• 贖罪がなければ，わたしたちの体はどうなるでしょう
か。わたしたちの霊はどうなるでしょうか。

• 肉体の死とは何ですか。霊の死とは何ですか。
• 贖罪は，わたしたちが肉体の死と霊の死に打ち勝つう

えでどのような助けとなりますか。
• ヤコブが肉体の死と霊の死を「恐ろしい怪物」と呼ん

だのは，なぜだと思いますか。

第 2 グループ

2 ニーファイ 9：12 －16，41，46

• これらの聖句を読んで考えるとき，裁きについて何が
分かりますか。

• わたしたちを最後に裁くのはどなたですか（ヨハネ 5：
22 も参照）。

• 悪人は裁きを受けるときに，どのように応じますか。

第 3 グループ

2 ニーファイ 9：5 －7

• 死と復活はどうして神の計画に不可欠の要素なので
しょうか。

• 2 ニーファイ 9：7 に述べられている「最初の裁き」と
は何ですか。贖罪はその影響にどのように打ち勝ちま
すか。

第 4 グループ

2 ニーファイ 9：16 － 21

• 世の十字架を堪え忍ぶとは，あなたにとってどういう
意味でしょうか。

• 贖罪によって義人に約束されている祝福として，どの
ようなものがあるでしょうか。

• イエス・キリストはすべての人の苦痛をその身に受け
られると，ヤコブは教えています。この真理は救い主
についてのあなたの気持ちにどのような影響を与えて
いるでしょうか。この真理はあなたの人生にどのよう
な影響を与えてきたでしょうか。
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2 ニーファイ9 －10 章

はじめに
　ニーファイは，記録を編さんしたときに，弟ヤコブの説教
から二つを加えた。 2 ニーファイ6 － 9 章に記されている最
初の説教で，ヤコブは，堕落によって霊と肉体にもたらされ
た影響からわたしたちを贖

あがな

ってくださる救い主の贖
しょく

罪
ざい

の力
について証

あかし

している。また，2 ニーファイ 10 章に見られる
第 2 の説教では，贖いのメッセージについて述べている。ヤ
コブは，ユダヤ人の散乱について預言した後，救い主の恵み
によってすべての人に希望が与えられるというメッセージを
伝えている。そして，「〔イエス・キリスト〕を覚えて，罪を捨
てようではないか。わたしたちは捨てられてはいないので，
うなだれるのはやめよう」と，わたしたちを励ましている（2
ニーファイ 10：20）。

教義と原則
• 贖

しょく

罪
ざい

はすべての人を堕落から贖
あがな

い，また義人のために神
の王国を受け継ぐ道を備えた（2 ニーファイ9：5 －21，
41，46 参照）。

• わたしたちが贖罪のもたらす祝福をすべて受けるかどう
かは，自分の態度と行動によって決まる（2 ニーファイ
9：21－ 54 参照）。

• イスラエルの家の者はイエス・キリストを信じるとき，
主の聖約の民として集められる（2 ニーファイ 10 章参
照）。

教えるための提案

2 ニーファイ 9：5 － 21，41，46　贖
しょく

罪
ざい

はすべ
ての人を堕落から贖

あがな

い，また義人のために神の王
国を受け継ぐ道を備えた
　クラスが始まる前に，この項の表をホワイトボード（また
は，黒板）に書いて準備しておく。
　2 ニーファイ9 章は，すべての聖典の中で贖罪について最
も詳細に解き明かされている章の一つであることを説明す
る。この章を学習することにより，生徒は，贖罪の教義につ
いてさらに多くのことを知ることができるであろう。
　クラスを 4 つのグループに分けて，各グループにホワイト
ボード（または，黒板）に書かれた 4 つの聖句ブロックの一
つを割り当てる。生徒はその聖句を黙読してもよいし，声に
出して読み合ってもよい。その後，割り当てられた質問の答
えについてグループで話し合うとよい。各グループの答えを
だれが発表するか決めてもらう。生徒に，各グループの答え
を聞きながら，自分にとって大切な聖句については自分の聖

第 9 章
2 ニーファイ9－10 章

　この活動の終わりに，ヤコブが教えている事柄についてど
う感じたか生徒たちに述べてもらうとよい。これらの教えに
ついてのあなたの証

あかし

を述べながら，生徒が感じたことをまと
めてもよい。
　イエス・キリストの贖罪に生徒の心を集中させるため，生
徒に，好きな聖

せい

餐
さん

の賛美歌の歌詞を分かち合ってもらうとよ
い。

2 ニーファイ 9：21－ 54　わたしたちが贖
しょく

罪
ざい

の
もたらす祝福をすべて受けるかどうかは，自分の
態度と行動によって決まる
　わたしたちの態度と行動は贖罪のもたらすすべての祝福
を受ける能力にどのような影響を及ぼすだろうか。 2 ニー
ファイ9 章のヤコブの教えは，このことを理解するのに助け
となる。キリストのみもとに来るのを助ける態度と行動もあ
れば，キリストのみもとに来るのを妨げる態度と行動もある。

　これらの態度と行動を生徒に理解させるため，各生徒に
紙を 1 枚ずつ渡す。その紙を半分に折ってもらい，その一方
に「キリストから遠ざかる」，もう一方に「キリストのみもと
に来る」と書いてもらう。生徒に，2 ニーファイ9：21－ 54
を読んで，これら二つの区分に当てはまる聖句中の態度と
行動を書き出してもらう。二人一組で行うとよい。紙に書く
ほかに，聖典で見つけた個所に印を付けるように勧めてもよ
い。
　少し時間を与えてから，見つけたものを分かち合ってもら
う。見つけたものについて深く考え実践する助けとして，次
の質問の幾つか，またはすべてを尋ねる。これらの聖句に
ついて，または読書の割り当ての中のほかの聖句についてあ
なた自身の質問も準備しておいてもよい。

• 23 －24 節の中の原則と儀式は，贖罪のもたらす祝福を
受けるわたしたちの能力にどのように関係しているだろ
うか。

• 27 節に述べられている，試しの生涯をいたずらに過ご
すとはどういう意味だろうか（現世の生涯は時 「々試し
の生涯」と呼ばれることに注目させるとよい）。自分の
生涯を無駄に過ごす人は，なぜ主に喜ばれないのだろう
か。

• 教育を受けようとするときに，28 －29 節  の勧告を
どのように応用できるだろうか。自分自身や家族の生計
を立てようとするときに，30 節の勧告をどのように応用
できるだろうか。これらの聖句に関連して，42 － 43 節
を参照する。「神の御

み

前
まえ

で自分を愚かな者」と思うこと
はなぜ必要だろうか。

• 31－32 節に述べられている，耳の聞こえない者や盲人
とはどういう意味だろうか。自分の霊的な耳と目を開く
ために，何ができるだろうか。

• ヤコブは偶像を礼拝する者に対して語っている（37 節
参照）。現代の偶像礼拝としてどのような例があるだろ
うか。悪魔が偶像礼拝を「喜ぶ」のは，なぜだろうか。

• 「肉の思いを抱く」とはどういう意味だろうか（2 ニー
ファイ9：39）。この態度は，わたしたちがキリストのみ
もとに来るのにどのような妨げとなるだろうか。「霊的
な思いを抱く」とはどういう意味だろうか。この態度
は，わたしたちがキリストのみもとに来るのにどのような
助けとなるだろうか（2 ニーファイ9：39 の 2 番目の文
を暗記する時間を生徒たちに与えるとよい。その後，一
人か数人の生徒にその文を復唱してもらう）。

• ヤコブは 50 － 51 節の中で，わたしたちの渇きを 癒
いや

し，
飢えを満たすことについて述べている。これらの言葉
は，キリストのみもとに来るように努力することとどのよ
うに関連しているか。

• 重要な決定を下す際に，これらの聖句はどのような影響
を及ぼすだろうか。

　生徒に，各自のリストを見て，贖罪のもたらす祝福をもっと
十分に受けるために自分が何を行いたいか決めてもらう。

2 ニーファイ 10 章　イスラエルの家の者はイエ
ス・キリストを信じるとき，主の聖約の民として集
められる
　ヤコブは個人の贖

あがな

いについて教え（2 ニーファイ9 章参
照），説教を終えるに当たって，「明日，〔自分の〕言葉の残り
を告げ知らせる」と人々に語った（2 ニーファイ9：54）。彼
は再び人々に教えを述べたとき，最初の説教の冒頭に述べた
主題，すなわちイスラエルの家の贖いに話を戻している。彼
はエルサレムのユダヤ人と彼の民，そして将来アメリカに住
む異邦人の将来について語った。この章は，2 ニーファイ
12 －24 章に記されているイザヤの言葉の導入としても役
立っている。

　一人の生徒に，2 ニーファイ 10：3 － 6 を読んでもらう。
これらの節には，エルサレムの地にいる人々についてのヤコ
ブの預言が含まれている。

• これらの節によれば，救い主の教導の業の後，イスラエ
ルの散乱が起こるのは何が原因だろうか。

　ほかの生徒に，2 ニーファイ 10：7－ 8 を読んでもらう。
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• イスラエルの家の者は，受け継ぎの地に戻される前に，
どのようなことを経験しなければならないだろうか。

• イスラエルを集めるのに，専任宣教師はどのような役割
を果たすだろうか。

• わたしたちはイスラエルを集める助け手となるために何
ができるだろうか。

　生徒がこれらの質問について話し合うとき，生徒用資料
の 67，68 ページにあるブルース・R・マッコンキー長老の言
葉と，生徒用資料の 67－ 68 ページにあるラッセル・M・ネ
ルソン長老の話を生徒に読んでもらうとよい。ネルソン長老
の話は付属の DVD A でも視聴できる。
　ヤコブは引き続き，末日のイスラエルの集合に関連して起
こる多くの出来事について述べている。次の参照箇所をホ
ワイトボード（または，黒板）に書き，各生徒に紙を 1 枚ず
つ渡し，そのリストを書き写してもらう。

2 ニーファイ 10 章

8 節
9 節
10 －12 節
13 －16 節
17 節
18 －19 節
20 － 22 節

　生徒に，個人でそれぞれの参照箇所を読んで，ヤコブの教
えを自分自身の言葉でまとめてもらう（王は一人もいないで
あろうという10 －12 節のヤコブの預言について質問する生
徒がいるかもしれない。この預言はモルモン書のもっと後
の記録と矛盾していると考えるかもしれない。モーサヤや
その息子ベニヤミン，またベニヤミンの息子モーサヤは王で
あった。ニーファイ人の王は異邦人ではなく，イスラエル人で
あったことに注目させる。ヤコブの預言は，彼らの時代の王
ではなく末日の異邦人について述べたものである）。
　時間を数分取ってから，それぞれの参照箇所について分
かった事柄を生徒に分かち合ってもらう。生徒はそれぞれ
の聖句に関して複数の概念を見つけるかもしれない。
　一人の生徒に，2 ニーファイ 10：22 －25 を読んでもらう。

• これらの聖句の中のどの真理が「〔わたしたちの〕心を
喜ばせ」るのに役立つだろうか（23 節）。これらの真
理があなたにとって重要なのはなぜだろうか。

• ヤコブは「神の御
み

心
こころ

と和解しなさい」と人々に命じたと
き（24 節），彼らの思いを神の御心に一致させるよう励
ましている。神の御心と和解するために，今

こんにち

日わたした
ちは，どのようなことを行う必要があるだろうか。

• 神の御心と和解するように熱心に努力した後でさえ，わ
たしたちが救われるのはただ神の恵みによる。このこと
を覚えておくことは，なぜ重要なのだろうか。

　イエス・キリストの贖
しょく

罪
ざい

と，このレッスンで生徒たちが話
し合ったそのほかの原則について証

あかし

する。これらの真理が
あなたの人生にどのような祝福をもたらしてきたかについて，
あなたが感じていることを分かち合う。

はじめに
　ニーファイとヤコブは何度もイザヤの言葉を引用し，読む
者に向かって，イザヤの教えを自分自身に当てはめるように
と明言している（1 ニーファイ 19：23；2 ニーファイ6：5 参
照）。遠い昔に生きたイザヤは，わたしたちのよく知らない民
や場所，事柄についてしばしば語っているが，彼の教えは今

こん

日
にち

のわたしたちにもかかわりのあるものである。彼の言葉を
調べると，彼の警告や励ましの言葉，また救い主についての
宣言は，それが書かれた当時と同様に今も時

じ ぎ

宜を得たもの
であることが分かるであろう。
　イザヤに関する各章には独自のメッセージがある。しかし
ながら，複数の章にわたって述べられているテーマも幾つか
ある。 2 ニーファイ 11－16 章を学ぶこのレッスンでは，終
わりの時に悪人に下る厳しい裁きと，またその時代に御自身
の民を思い起こすという主の約束を取り上げる。次回のレッ
スンでは，2 ニーファイ 17－24 章を学ぶ。そこには，イエ
ス・キリストに従う謙

けんそん

遜で従順な人々を守るという約束がど
のようにして果たされるかというイザヤの預言が述べられて
いる。第 12 章では，ニーファイ自身の解説が含まれている
2 ニーファイ 25 －27 章を取り上げる。それは，イザヤが書
いた事柄を明確にし理解するのに助けとなり，読む人々が出
遭う多くのつまずきの石を取り除くものである。またニーファ
イは，モルモン書の出現がイザヤの具体的な預言を成就す
るのに役立つとも証

あかし

している。
　象徴的な言葉の意味には深く立ち入り過ぎないようにす
る。そうではなく，イザヤのメッセージが生徒の人生にどの
ように当てはまるかを考えてもらう。

教義と原則
• 神が人に与えてこられたすべてのものは，イエス・キリス

トの予型である（2 ニーファイ 11：4 － 8 参照）。

• 神は終わりの時に裁きと平安をもたらされる（2 ニー
ファイ 12 －14 章参照）。

• イザヤは，主がイスラエルを集めるために一つの旗を掲
げられると預言した（2 ニーファイ 12：1－3；15：13 －
30 参照）。

教えるための提案

2 ニーファイ 11：1－ 3　ニーファイとヤコブとイ
ザヤは，モルモン書におけるキリストについての
3 人の証人である
　モルモン書を手に取って，ニーファイの小版に出てくる 3

第 10 章
2 ニーファイ11－16 章
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はじめに
　ニーファイとヤコブは何度もイザヤの言葉を引用し，読む
者に向かって，イザヤの教えを自分自身に当てはめるように
と明言している（1 ニーファイ 19：23；2 ニーファイ6：5 参
照）。遠い昔に生きたイザヤは，わたしたちのよく知らない民
や場所，事柄についてしばしば語っているが，彼の教えは今

こん

日
にち

のわたしたちにもかかわりのあるものである。彼の言葉を
調べると，彼の警告や励ましの言葉，また救い主についての
宣言は，それが書かれた当時と同様に今も時

じ ぎ

宜を得たもの
であることが分かるであろう。
　イザヤに関する各章には独自のメッセージがある。しかし
ながら，複数の章にわたって述べられているテーマも幾つか
ある。 2 ニーファイ 11－16 章を学ぶこのレッスンでは，終
わりの時に悪人に下る厳しい裁きと，またその時代に御自身
の民を思い起こすという主の約束を取り上げる。次回のレッ
スンでは，2 ニーファイ 17－24 章を学ぶ。そこには，イエ
ス・キリストに従う謙

けんそん

遜で従順な人々を守るという約束がど
のようにして果たされるかというイザヤの預言が述べられて
いる。第 12 章では，ニーファイ自身の解説が含まれている
2 ニーファイ 25 －27 章を取り上げる。それは，イザヤが書
いた事柄を明確にし理解するのに助けとなり，読む人々が出
遭う多くのつまずきの石を取り除くものである。またニーファ
イは，モルモン書の出現がイザヤの具体的な預言を成就す
るのに役立つとも証

あかし

している。
　象徴的な言葉の意味には深く立ち入り過ぎないようにす
る。そうではなく，イザヤのメッセージが生徒の人生にどの
ように当てはまるかを考えてもらう。

教義と原則
• 神が人に与えてこられたすべてのものは，イエス・キリス

トの予型である（2 ニーファイ 11：4 － 8 参照）。

• 神は終わりの時に裁きと平安をもたらされる（2 ニー
ファイ 12 －14 章参照）。

• イザヤは，主がイスラエルを集めるために一つの旗を掲
げられると預言した（2 ニーファイ 12：1－3；15：13 －
30 参照）。

教えるための提案

2 ニーファイ 11：1－ 3　ニーファイとヤコブとイ
ザヤは，モルモン書におけるキリストについての
3 人の証人である
　モルモン書を手に取って，ニーファイの小版に出てくる 3
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人の主要な記録者はだれかを尋ねる。ニーファイとヤコブと
イザヤの記録は，小版（ニーファイ第一書からオムナイ書ま
で）の 189 ページ中 178 ページを占める。このことを，生徒
が理解できるようにする。
　ニーファイとヤコブ，そしてイザヤが等しく経験したことを
知るために，2 ニーファイ 11：1－3 を生徒とともに読む。

• これら 3 人の預言者の証がモルモン書の最初の方にあ
ることは，なぜ重要だろうか。

• 2 ニーファイ 11：3 によれば，神はどのような方法で御
自分の言葉を確かなものとされるだろうか。神の御

み

言
こと

葉
ば

について複数の証人がいることは，なぜ重要なのだ
ろうか。

• 証人を立てるほかにも主は「御自分の言葉をことごとく
立証される」と，ニーファイは述べている（2 ニーファイ
11：3）。主の御言葉が真実であることをあなたが理解
できるように，主はどのような方法で助けてくださっただ
ろうか。

• そのほかに，いつ主は三人の証人を備えられただろう
か。

　モルモン書における 3 人の証人であるニーファイとヤコ
ブとイザヤを，モルモン書についての三人の証人であるオリ
バー・カウドリとデビッド・ホイットマーとマーティン・ハリス
に結びつける助けとして，一人の生徒に，教義と聖約 17 章の
前書きを読んでもらう。ほかの生徒に，教義と聖約 17：1－
4 を読んでもらう。生徒に，2 ニーファイ 11：1－3 を教義と
聖約 17：1－ 4 と比べてもらう。
　一人の生徒に，生徒用資料の 69 ページにあるジェフ
リー・R・ホランド長老の言葉を読んでもらう。モルモン書
の最初の方にニーファイとヤコブ，そしてイザヤの書いたもの
があることが重要である理由を聞き取るように生徒に言う。

• ホランド長老の言葉によれば，ニーファイとヤコブとイザ
ヤの記録があることはなぜ重要だろうか（モルモン書を
イエス・キリストについてのもう一つの証

あかし

として確立し，
またモルモン書にあるキリストの教義を教える基を据え
るため）。

• モルモン書によって，イエス・キリストについての人々の
証はどのように強められるだろうか。あなたの証はモル
モン書によってどのように強められただろうか。



38

第 10 章

2 ニーファイ 11：4 － 8　神が人に与えてこられ
たすべてのものは，イエス・キリストの予型である
　生徒に，2 ニーファイ 11：4 を黙読してもらい，「予型」と
いう言葉に印を付けるように勧める。この言葉の意味を知っ
ているかどうか尋ねる。モーセ 6：63 と，生徒用資料の 69
－70 ページにある「予型」という言葉の説明を読んでもらう
とよい。説明文の中の「表す｣「思い出させるもの」「象徴」

「教え」など，鍵
かぎ

となる言葉に傍線を引くように言う。

• 主が御自分の民を教えるために予型や象徴を使われた
のは，なぜだろうか。

• この教授法に気づくことは，なぜ有益だろうか。

• 聖典の中では，イエス・キリストのどのような予型があっ
ただろうか。あなたの人生ではどうだろうか。あなたの
周囲の世界ではどうだろうか。

　生徒に，2 ニーファイ 11：4 －7 を黙読して，ニーファイの
証

あかし

から学べるイエス・キリストについての重要な真理に傍線
を引いてもらう。生徒を二人一組に分けて，救い主について
印を付けた箇所を比べてもらう。その後，各組で次の質問
について話し合ってもらう。

• イエス・キリストについてのこれらの言葉のどれがあな
たにとって最も重要だろうか。それはなぜだろうか。

　クラスで 2 ニーファイ 11：8 を読み，この節はイザヤの言
葉に関する前置きであることを説明する。

• この節によれば，ニーファイがイザヤの言葉を分かち
合ったのはなぜだろうか。

　2 ニーファイ 12 －24 章と 27 章にイザヤの言葉が記され
ていることを説明する。 2 ニーファイ 11 章にある救い主に
ついてのニーファイの証は，イザヤの教えの中にあるイエス・
キリストの予型を探すようにわたしたちを備えさせるもので
ある。またニーファイの証は，末日における主の業に関する
イザヤの教えを理解する備えともなる。
　モルモン書の中のイザヤの教えについてあなたの証を述
べる。生徒に，これらの教えによって生活をどのように変
え，また終わりの時に起こる大いなる出来事にどのように備
えることができるか，その方法を見つけるように励ます。

2 ニーファイ 12 －14 章　神は終わりの時に裁き
と平安をもたらされる
　クラスが始まる前に，次の表をホワイトボード（または，黒
板）に書いておくか，プリントにして準備しておく。参照聖句
と，聖典中の各グループの名称と，各グループについての説
明を記入しておく。ただし，答えは入れずに，それぞれの欄
に記入できる余白を空けておく。
　クラスで 3 つのグループの人々は，それぞれの行いの結果
どうなったのか調べるよう伝える。これらのグループは象
徴的な言葉で述べられているが，イザヤが述べている説明
と 2 ニーファイ 25 －27 章と 28 －30 章にあるニーファイの
注解から一般的にだれを指すかは明らかである。イザヤは
2 ニーファイ 12 －13 章でヤコブの家のことを語りながら，
彼の時代と末日のイスラエルの全家について語っている。
シオンの娘たちに関する預言では，非常に高慢で世俗的に
なっている教会員のことを述べている。また，「逃れた者」
について語りながら（2 ニーファイ 14：2），イエス・キリスト

裁きと平安

2 ニーファイ 12：5；13：1－15 2 ニーファイ 13：16 － 26 2 ニーファイ 14：2 － 6

「ヤコブの家」

ユダとエルサレムを含むイスラエルの家
（2 ニーファイ 13 章の前書きを参照）

1. 飢
き

饉
きん

（13：1）

2. 指 導 者 や高貴な者が 取り去られる
（13：2 － 4）

3. 互いに対して敬意を欠く（13：5）

4. エルサレムは滅ぼされる（13：8）

5. ユダは倒れる（13：8）

6. 悪人も義人もそれぞれの行いに対す
る報いを受ける（13：9 －11）

7. 主が彼らを裁かれる（13：13 －15）

「シオンの娘たち」

非常に高慢になり，世俗的になっている
教会の会員

1. 「主は彼女たちの隠し所をあらわに
される」（13：17。脚注にあるよう
に，これは「恥をかかせる」という意
味のヘブライ語表現である。）

2. 主は彼女たちが身に着けている飾り
物を取り除かれる（13：18 － 24）

3. 男たちは戦いで殺される（13：25）

4. 民は悲惨な状態になる（13：26）

「逃れた者」

福千年の日のイスラエルの家に属する
義人

1. 彼らは麗しく栄光に満ちる（14：2）

2. 地の産物は彼らにとって並外れたも
のとなる（14：2）

3. 彼らは聖なる者と呼ばれる（14：3）

4. 主は 彼らの 汚れを洗い清められる
（14：4）

5. 主は彼らを祝福して守りと避け所を
与えられる（14：5 － 6）
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の贖
しょく

罪
ざい

と彼ら自身の義によって悪人に下る裁きを逃れるイス
ラエルの家の者のことを述べている。
　クラスを半分に分けて，半数の人々に 2 ニーファイ 12：5
と 13：1－15 を調べてもらい，残りの半数の人々には 2 ニー
ファイ 13：16 －26 を調べてもらう。最初のグループはヤコ
ブの家に下る裁きを見つけ，第 2 のグループはシオンの娘た
ちに下る裁きを見つける（「シオンの娘たち」のグループの生
徒は，対応する脚注を参照すると有益であろう）。シオンの
娘たちはヤコブの家の者であるが，これらの節では具体的
に述べられていることに注目させる。時間を十分に取ってか
ら，各グループに，見つけた事項を適切な見出しのところに
書き出してもらう（第 3 の欄は後で記入する）。 38 ページの
表には答えとなりそうなものが記入されている。
　生徒が 2 ニーファイ 13 章を調べ終わったら，一人の生徒
に，2 ニーファイ 14：2 － 6 を声に出して読んでもらう（2
ニーファイ 14：1 は多妻結婚についての預言かどうか尋ねる
生徒がいるかもしれない。 7人の女に一人の男という比率
は 2 ニーファイ 13：25 に述べられている戦いの結果であっ
て，多妻結婚の慣行が再開されるということではないことを
説明する）。クラスとして，2 ニーファイ 14：2 － 6 に述べら
れている人々が享受する祝福を確認する。 38 ページに記さ
れているように，表の第 3 欄にこれらの祝福を書き出しても
らう。

　生徒がこれらの預言を自分に当てはめることができるよう
に，次の質問の幾つか，またはすべてを尋ねる。

• ヤコブの家がこのようなひどい結果を被る一つの理由
は彼らの地に「偶像が満ち」るからであると，イザヤは
述べている（2 ニーファイ 12：8）。今

こん

日
にち

，どのような偶
像があるだろうか（ローマ 1：25；ヒラマン 6：31 の例
を参照する）。

• イザヤは「イスラエルの逃れた者」（2 ニーファイ 14：2）
と，主によって汚れを洗い清められた者（2 ニーファイ
14：4 参照）に与えられる祝福について預言している。
誘惑に打ち勝つことは逃れることとどのような点で似て
いるだろうか。主はわたしたちが逃れられるように，ど
のような方法で助けてくださっているだろうか。

• イザヤの言葉はニーファイの民が「心を高めて，すべての
人のために喜べるように」なる助けになると，ニーファイ
は述べている（2 ニーファイ 11：8）。 2 ニーファイ 12 －
14 章には，わたしたちを喜びに導くどのようなことが述
べられているだろうか。

• イザヤは，世に打ち負かされるままになるシオンの娘た
ちについて預言している。わたしたちは自分の生活で

世俗的な態度にどのように用心できるだろうか。

• 福千年における祝福で，今も享受できるものとして何が
あるだろうか。

• 自分の生涯で重要な決定をするとき，イザヤの言葉はど
のように役立つだろうか。危険なことが多い終わりの時
の時代に生活するうえで，イザヤの言葉はどのように役
立つだろうか。

　イザヤのメッセージはイエス・キリストの再臨に備えるの
にどのように役立つかについて証を述べる。終わりの時の
出来事を恐れる必要がないことを生徒が理解できるように
する（1 ニーファイ 22：17 参照）。戒めを守り，主の声に聞
き従うときに，安全であり，平安がある。

2 ニーファイ 12：1－ 3；15：13 － 30　イザ
ヤは，主がイスラエルを集めるために一つの旗を
掲げられると預言した
　一人の生徒に，2 ニーファイ 15：13 を読んでもらう。イス
ラエルの子らは主を拒んだときに囚

とら

われの身となってほかの
国々に連れ去られたことを説明する。

• イスラエルの霊的な状態は，どのような点で囚われの身
に似ているだろうか。

• 罪はどのように人を囚われの身にするだろうか。どうす
ればこの囚われの状態から解放されるだろうか。

　イザヤは，イスラエルの背教がもたらす結果を述べた後，
具体的な警告を与えている。 2 ニーファイ 15：18 －23 を読
む。ここでイザヤは「災いである」という言葉を繰り返して
いるが，これは悲しさや苦しさを表すものである。「災いで
ある」という言葉を読んだ後，少し間を取る。その言葉と，
その悲しみをもたらす状態を述べている主要な語句に印を
付けるように言う。

• 主は 2 ニーファイ 15：20 －25 に述べられている行動と
態度のことでその民に怒っておられる。それはどのよう
な行動と態度だろうか。

• 20 －23 節で述べられている民のようにならないため
に，わたしたちは何ができるだろうか。

　イザヤは，主がイスラエルを集めるために一つの旗を掲げ
られると預言した。ホワイトボード（または，黒板）に次の
定義を書く。これはノア・ウェブスターが編さんして 1828
年に出版されたAn American Dictionary of the English 
Language（『アメリカ英語辞典』）からの引用の訳文であ
る。
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旗：「集まるための，または注意を引くための目印」

　一人の生徒に，2 ニーファイ 15：26 を読んでもらう。

• この旗はイスラエルの家にどのように関係しているだろ
うか。

　生徒用資料の 75 ページにあるジョセフ・フィールディン
グ・スミス大管長の言葉を生徒に読んでもらうとよい。
　民は旗に応じて「急いで速やかに来る」と，イザヤは預言
している。一人の生徒に， 2 ニーファイ 15：27－29 を読ん
でもらう。ここでイザヤはそのことがどのようにして起こる
かを述べている。この預言を理解する助けとして，生徒用資
料の 75 ページにあるリグランド・リチャーズ長老による説
明を読んでもらう。

• あなたの人生でこの預言はどのように成就してきただろ
うか。家族や友人の人生においてはどうだろうか。

• 引き続き預言が成就するように，あなたは何ができるだ
ろうか。

　一人の生徒に，2 ニーファイ 12：2 －3 を読んでもらう。

• これらの節と，主はイスラエルを集めるために一つの旗
を掲げられるという預言はどのように関連があるだろう
か（生徒がこの質問に答えられるように，生徒用資料の
71 ページにあるリグランド・リチャーズ長老の言葉を読
んでもらうとよい。付属の DVD A でも視聴できる）。

　第 15 代大管長であるゴードン・B・ヒンクレー大管長の
次の言葉を読む（付属の DVD B でも視聴できる）。

　「ソルトレーク神殿が奉献されて以来，わたしたちは
……このイザヤ書の聖句を，この神聖な主の宮に当て
はまるものと解釈しています。そしてこの場所につい
て，奉献の日以来，世界中の人が実際にこう言っていま
す。『さあ，われわれは主の山に登り，ヤコブの神の家
へ行こう。彼はその道をわれわれに教えられる，われ
われはその道に歩もう。』そう語る人の数はとどまると
ころを知りません。

　もろもろの国民の旗，世の光となることこそ，この教
会の使命であると，わたしは信じ，証

あかし

します。わたした
ちは大いなる，あらゆるものを包括した命令を受けて
おり，それは身を引くことも，顔を背けることもできな
いものです。わたしたちはその命令を受け入れ，果た
す決意をしており，神の助けを受けて成し遂げます。」

（『リアホナ』2003 年 11 月号，82）

• 末日の神殿は 2 ニーファイ 12：2 －3 の預言をどのよう
に成就しているだろうか。

• 教会が「もろもろの国民の旗となる」のに神殿はどのよ
うに役立っているだろうか。

2 ニーファイ 16 章　イザヤは預言者として働くよ
うに召される
　2 ニーファイ 16 章の前書きを読んでもらう。この章に記
されている出来事を確認するように伝える。ホワイトボード

（または，黒板）に次の事項を書くとよい。

イザヤ，主にまみえる。 1－ 4 節

イザヤ，罪を赦
ゆる

される。 5 －7 節

イザ ヤ，警 告し，悔 い 改めを 叫
び，預言するために召される。

8 －13 節

　一人の生徒に，2 ニーファイ 16：8 を読んでもらう。その
後，生徒に，アブラハム 3：27 を黙読してもらう。

• イザヤの言葉が前世での会議における救い主の御
み

言
こと

葉
ば

と同じであるということから，どのような重要なことが
分かるだろうか。

　イザヤの召しの重要性と，ほかの預言者たちの間での彼
の立場を強調するために，十二使徒定員会のジェフリー・R・
ホランド長老の次の言葉を紹介する。

　「イザヤはあらゆる基準に照らしてメシヤに近い旧約
の預言者であり，またその記録にある心を貫く預言の
声も同様である。彼は旧世界のほかのいかなる証人に
も勝って，時の中間と末日の両方における救い主の来
臨を目にし，記録し，預言している。彼の言葉は，新約
聖書，モルモン書，教義と聖約，また死海写本のような
同時期の文書に，旧世界のほかのいかなる預言者の言
葉よりも多く引用されている。

　イザヤの名前（『エホバは救われる』または『主は
救いである』）から，彼は誕生のときに，あるいはもっ
と正確には生まれる前から，メシヤについて証

あかし

し，キリ
ストの最初の来臨と再臨の両方を予期してキリストの
神性について証を述べるように備えられたようである。」

（Christ and the New Covenant: The Messianic
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2 ニーファイ 11－16 章

Message of the Book of Mormon〔1997 年〕，75 －
76，77－78）

• ホランド長老はイザヤの生涯と働きの重要性について何
を教えているだろうか。

• イザヤは何をするように予任されていただろうか。

　神の預言者としてのイザヤの召しについてあなたの証を述
べる。



42

第 11 章

はじめに
　一連の特別な啓示によって，イザヤは救い主の降誕と再
臨，終わりの時における地球の状態，福千年に見られる平和
と喜び，またサタンの企てが最終的に失敗することについて
知った。これらの啓示は「ユダヤ人の預言の仕方」で記され
ており（2 ニーファイ 25：1），イザヤの時代に起こる出来事
についても述べている。これらの啓示はイザヤの時代の状
態を理解するのに役立つが，同じ啓示が末日においてどれ
ほど大きな重要性を持つかという点に，生徒が心を集中させ
るよう教師は助けることができる。わたしたちはこれらの啓
示を，終わりの時におけるわたしたちへのメッセージ，すなわ
ち，警告と平和と希望のメッセージが含まれているという確
信を持って読むことができる。

教義と原則
• イエス・キリストは平和の君として統治するためにお生

まれになった（2 ニーファイ 17－18 章；19：1－7 参
照）。

• 再臨の時に悪人は滅ぼされる（2 ニーファイ 19：8 －
21；20 章参照）。

• 神に対するサタンの反抗は最終的に失敗する（2 ニー
ファイ 24 章参照）。

教えるための提案

2 ニーファイ 17 － 24 章　イザヤは救い主の降
誕と再臨について預言した
　生徒に，2 ニーファイ 17 章のページを開いてもらう。 2
ニーファイ 17－24 章には主がイザヤを通して与えられた預
言が記されていることを説明する。これらの預言はイザヤの
時代と末日の両方に当てはまるものである。生徒がこの概
念を理解できるように，生徒用資料の 77－78 ページにある
第 11 章の「はじめに」の項と，2 ニーファイ 17－24 章に関
する概要と背景，ならびにダリン・H・オークス長老の話を
読んでもらう。
　イザヤの預言と末日の関係を生徒が理解できるように，2
ニーファイ 17－24 章の前書きを読んでもらう（モルモン書
の各章の前書きを書いたのは十二使徒定員会のブルース・
R・マッコンキー長老であることを生徒に伝えるとよい）。イ
エス・キリストの降誕と再臨の預言に関する事項に傍線を付
けるよう生徒に勧める。各章の前書きから少なくとも一つの
概念を見つけ，気づいた事柄を分かち合ってもらう。答えと
して次のことが含まれるであろう。

第 11章
2 ニーファイ17－24 章

 1. イエス・キリストがお生まれになる（17 章）。

 2. キリストは悪人にとってつまずきの石となられる（18
章）。

 3. キリストは平和の君となられる（19 章）。

 4. 再臨の時に悪人は滅ぼされる（20 章；23 章）。

 5. 主はイスラエルを集めるために旗を掲げられる（21
章）。

 6. 福千年には，すべての人が主をほめたたえる（22 章）。

 7. イスラエルは集められ，福千年の間，安息と平和を享
受する（24 章）。

　救い主の降誕と再臨，ならびに末日における主の大いなる
業についてあなたの証

あかし

を述べる。

2 ニーファイ 17 －18 章；19：1－7　イエス・
キリストは平和の君として統治するためにお生ま
れになった
　聖文に記されているイエス・キリストの呼称をできるだけ
たくさん紙に書き出してもらう。生徒の答えをホワイトボード

（または，黒板）に書く。『聖句ガイド』の 25 －32 ページに
ある「イエス・キリスト」の項にざっと目を通し，イエス・キリ
ストの呼称と役割を調べてもらうとよい。生徒から発表して
もらった後，2 ニーファイ 17：14 を読むように言う。ホワイト
ボード（または，黒板）のリストに「インマヌエル」という呼
称を追加するか，すでに書かれていれば丸で囲む。この呼
称の意味を知っているかどうか尋ねる。その意味を知って
いる生徒がいなければ，『聖句ガイド』の「インマヌエル」の
項，または生徒用資料の 78 －79 ページに書かれているそ
の言葉の意味を読んでもらう。

• 「インマヌエル」という呼称の意味は何だろうか。 

　この預言にはきわめて深い意味があることは，新約聖書
のマタイ 1：18 －25 から分かる。生徒にこの聖句を読んで
もらう。

• インマヌエルについてのイザヤの預言はどのように成就
しただろうか。

• 主があなたの人生におけるインマヌエル，すなわち「神
われらとともにいます」という御方として実在しておられ
ることが，いつ分かったか。

　2 ニーファイ 19：6 －7 は救い主に関して最もよく知られ
ている預言の一つである。この聖句を読み，6 節にイエス・
キリストに関する呼称が 5 つ述べられていることに留意して
もらう。
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2 ニーファイ 17－24 章

はじめに
　一連の特別な啓示によって，イザヤは救い主の降誕と再
臨，終わりの時における地球の状態，福千年に見られる平和
と喜び，またサタンの企てが最終的に失敗することについて
知った。これらの啓示は「ユダヤ人の預言の仕方」で記され
ており（2 ニーファイ 25：1），イザヤの時代に起こる出来事
についても述べている。これらの啓示はイザヤの時代の状
態を理解するのに役立つが，同じ啓示が末日においてどれ
ほど大きな重要性を持つかという点に，生徒が心を集中させ
るよう教師は助けることができる。わたしたちはこれらの啓
示を，終わりの時におけるわたしたちへのメッセージ，すなわ
ち，警告と平和と希望のメッセージが含まれているという確
信を持って読むことができる。

教義と原則
• イエス・キリストは平和の君として統治するためにお生

まれになった（2 ニーファイ 17－18 章；19：1－7 参
照）。

• 再臨の時に悪人は滅ぼされる（2 ニーファイ 19：8 －
21；20 章参照）。

• 神に対するサタンの反抗は最終的に失敗する（2 ニー
ファイ 24 章参照）。

教えるための提案

2 ニーファイ 17 － 24 章　イザヤは救い主の降
誕と再臨について預言した
　生徒に，2 ニーファイ 17 章のページを開いてもらう。 2
ニーファイ 17－24 章には主がイザヤを通して与えられた預
言が記されていることを説明する。これらの預言はイザヤの
時代と末日の両方に当てはまるものである。生徒がこの概
念を理解できるように，生徒用資料の 77－78 ページにある
第 11 章の「はじめに」の項と，2 ニーファイ 17－24 章に関
する概要と背景，ならびにダリン・H・オークス長老の話を
読んでもらう。
　イザヤの預言と末日の関係を生徒が理解できるように，2
ニーファイ 17－24 章の前書きを読んでもらう（モルモン書
の各章の前書きを書いたのは十二使徒定員会のブルース・
R・マッコンキー長老であることを生徒に伝えるとよい）。イ
エス・キリストの降誕と再臨の預言に関する事項に傍線を付
けるよう生徒に勧める。各章の前書きから少なくとも一つの
概念を見つけ，気づいた事柄を分かち合ってもらう。答えと
して次のことが含まれるであろう。

第 11章
2 ニーファイ17－24 章

　その 5 つの呼称をホワイトボード（または，黒板）に書く。
クラスを 5 つのグループに分け，各グループにその呼称の一
つについてよく考えてもらう。そして，イエス・キリストが地
上で教導の業を行っておられたときに，これらの役割をどの
ように果たされたか，今これらの役割をどのように果たして
おられるか，また福千年で引き続きどのようにこれらの役割
を果たされるか，その例について話し合ってもらう。クラス
全体にグループでの話し合いの結論を手短にまとめて発表
する人を各グループで決めてもらう。

• イエス・キリストがこれらの役割を果たしておられること
を知ることは，わたしたちの生き方にどのような影響を
及ぼすだろうか。

　時間があれば，生徒に 6 節を暗記してもらう。
　あなたが救い主に感じている愛と，救い主のおかげで毎
日受けている祝福について生徒に話す。生徒にこのテーマ
について感じていることを分かち合ってもらってもよい。

2 ニーファイ 19：8 － 21；20 章　再臨の時に
悪人は滅ぼされる
　2 ニーファイ 20 章の前書きを（もう一度）読んでもらう。
この章にはアッスリヤは滅びるというイザヤの預言が記さ
れており，この預言はすでに成就した（『聖句ガイド』13 －
14 ページの「アッスリヤ」の項を参照）。しかし，イザヤは，
アッスリヤの滅亡について預言しながら，終わりの時の悪人
の滅亡についても預言している。昔の預言を理解するうえ
で予型がいかに重要であるかということを生徒に思い出して
もらう（本資料の第 10 章を参照）。
　イザヤの時代にはイスラエルの家が二つの王国に分かれ
ていたことを説明する。ユダとベニヤミンの部族は，ユダとし
て知られた王国を築き，その都をエルサレムに置いた。その
ほかの 10 の部族は北部に王国を築き，サマリヤのシケムに
都を置いた。その王国はイスラエル王国として知られるよう
になった。また，エフライムの部族が力を持っていたことか
ら，エフライムとしても知られていた。その時代に，アッスリ
ヤ王国が勢力を増していた（ユダ王国とイスラエル王国の歴
史については，『聖句ガイド』195 －196 ページの「年表」を
参照）。
　次の見出しと参照聖句をホワイトボード（または，黒板）
に書く。ただし，答えは記入しない。

イスラエル王国
2 ニーファイ19：8－10，13，
17 － 20；20：1－ 2

アッスリヤ
2 ニーファイ 20：5 －15

1. 高慢（19：9 －10）

2. 主を求めない（19：13）

3. 偽善と悪事（19：17）

4. 利 己 主 義 と 欲 望（19：
19 － 20）

5. 貧しい者や乏しい者に目
を向けない（20：2）

1. 人々を滅ぼそうとする
（20：7）

2. 偶像礼拝（20：11）

3. 高 慢 す な わ ち「高 ぶ
り」と自慢（20：12 －
14）

4. 神の力を認めようとし
ない（20：15）

　クラスを二つのグループに分ける。一つのグループに最初
の欄の聖句を分析し，そこからイスラエル王国がどのような
罪を犯すか，その答えを探してもらう。ほかのグループには
第 2 の欄の聖句を分析し，そこからアッスリヤ帝国がどのよ
うな罪を犯すか，その答えを探してもらう。時間を十分に与
えてから，ホワイトボード（または，黒板）に答えを書いても
らう。答えとなりそうなものは上記のとおりである。
　200 年を超える悪事の後，イスラエル王国の 10 の部族は
アッスリヤ帝国に征服され，民の多くがアッスリヤに捕虜とし
て連れ去られたことを説明する。その 10 の部族は行方の知
れない十部族として知られるようになった。
　アッスリヤ人も自らの悪事の結果を被った。強い民では
あったが，安定した政府を設けることができず，ついにはメ
デア人とバビロニア人によって征服された。
　ホワイトボード（または，黒板）の表に戻る。末日に成就
する預言者イザヤの警告の意味を生徒が理解できるように，
次の質問をする。

• これらの罪は今
こんにち

日どのように見受けられるだろうか。

• わたしたちはこのような悪い傾向にどのように立ち向か
えるだろうか。

　これらの罪の結果として終わりの時にどのようなことが起
こるかを生徒が理解できるように，6 人の生徒に次の聖句を
読む割り当てを与える。 2 ニーファイ 20：16，17，23 ，26，
33 ，34 。生徒に，聖句に目を通し，預言されている裁きにつ
いて述べた言葉を書き留めるように言う。

• 終わりの時の悪人に対して，主はどのような滅亡を宣言
しておられるだろうか（飢

き

饉
きん

，焼かれる，災害，滅び，恐
怖，切り倒される，王国の滅亡）。

　一人の生徒に，2 ニーファイ 20：20 －22 を読んでもらう。
その後，20 節の「頼る」という言葉に留意してもらう。
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第 11 章

　この節の「頼る」という言葉は信頼を寄せるという意味で
あることを説明する。同じ生徒に，「頼る」という言葉を「信
頼を寄せる」に変えて，20 －22 節をもう一度読んでもらう。

• この定義はこれらの節を理解するのにどのように助けと
なるだろうか。

• 悪を避け，また将来の裁きを回避することについて，イ
ザヤは何を教えているだろうか。

• わたしたちが主に「頼る」助けとして，主はこの時代に何
を与えてくださっているか。

2 ニーファイ 21 章　株，芽，エッサイの根
　この章に関する有益な注解として，教義と聖約 113 章と
生徒用資料の 83 ページを参照する。

2 ニーファイ 22 章　福千年は平和と喜びの千年
間となる
　2 ニーファイ 22 章の前書きを（もう一度）読んでもらう。
福千年に関する章であることが説明されている。この章に
は二つの表現で感謝の言葉が述べられている。生徒に 2
ニーファイ 22 章を黙読してもらう。

• 4 － 6 節によれば，福千年の時に義人は何と言うだろう
か。

　数々の破壊的な出来事が再臨に先立って起こった後（教
義と聖約 45：33 ，39 － 42；88：87－ 91；133：49 参照），
人々が主の慈しみと愛にあふれた優しさのゆえに主をほめ
たたえることに留意してもらう（2 ニーファイ 22：1－2；教
義と聖約 133：40 － 52 参照）。

• 1－2 節によれば，福千年で人々が主をほめたたえるの
は，主が何をしてくださるからだろうか。

　福千年が現実に近づいていることと，その時を喜びをもっ
て待ち望める方法について，あなたの証

あかし

を述べる。

2 ニーファイ 24 章　神に対するサタンの反抗は
最終的に失敗する
　次の表をホワイトボード（または，黒板）に書く。ただし，
第 2 の欄の言葉はまだ書かない。

2 ニーファイ 24 章 主が行われること

1 節 御自分の民に憐
あわ

れみを示される。

2 節 御自分の民を約束の地に導かれる。

3 節 悲しみ，恐れ，苦役を取り除いて御
自分の民に安息を与えられる。

5 節 悪人の権限を廃される。

　生徒に，2 ニーファイ 24：1－ 8 を黙読して，主が終わり
の時に御自分の民のためにどのようなことを行われるか，そ
の答えを探してもらう。時間を十分に取ってから，これらの
聖句について話し合い，気づいたことを分かち合ってもらう。
生徒の意見をホワイトボード（または，黒板）に書く。答えと
なりそうなものは上記のとおりである。
　生徒に，2 ニーファイ 24：12 －20 を読んで，ルシフェル
がどのような行く末をたどるか，その答えを探してもらう。

• イザヤの預言によれば，サタンはどうなるだろうか。

• サタンはどのような心を持っていたので前世から投げ出
されたのだろうか。

　主が勝利を得られ，サタンの働きは水泡に帰すという知識
が与えられていることについて，あなたの感謝を述べる。ま
た生徒に証

あかし

を分かち合ってもらってもよい。

はじめに
　ニーファイはイザヤの書き物の幾つかを引用した後（2
ニーファイ 12 －24 章），霊感による彼自身の注解を述べて
いる。イザヤの預言についてのニーファイの洞察は，3 種類
に分類してまとめることができる。まず，唯一の救いの源で
あるイエス・キリストの役割を明言している。第 2 に，終わ
りの時の読者に向かって大きな悪事，すなわち高慢，偽善
売教，また秘密結社について警告を発している。第 3 に，イ
ザヤの書き物からさらなる預言を引用して，イエス・キリスト
の福音が回復され，モルモン書が出現することを強調してい
る。生徒はニーファイの教えについて話し合うことで，モル
モン書がどのように救い主の使命を証

あかし

しているか，またどの
ように終わりの時の悪事を正す方法を教えているか理解で
きるであろう。

教義と原則
• 救いはイエス・キリストによってのみ得られる（2 ニー

ファイ 25：19 －30 参照）。

• 高慢，秘密結社，また偽善売教が，終わりの時に多くの
人にとってつまずきの石となる（2 ニーファイ 26：20 －
31 参照）。

• 終わりの時に，主は「驚くべき業と不思議」を行われる
（2 ニーファイ 27 章参照）。

教えるための提案

2 ニーファイ 25：1－ 8　預言の霊は福音の真
理を分かりやすくする
　生徒に，2 ニーファイ 25：1－ 8 を黙読し，人々がイザヤ
の預言を理解するのに役立つ概念を探してもらう。時間を
十分に取ってから，見つけたことを分かち合ってもらう。生
徒の答えをホワイトボード（または，黒板）に書いてもよい。
次の事項が含まれるであろう。

1. イザヤの時代のユダヤ人の預言の仕方を理解する（1 節
参照）。

2. 預言の霊を持つ（4 節参照）。

3. イザヤの時代のユダヤ人の風習を学ぶ（5 節参照）。

4. イザヤの時代のエルサレム周辺の地方について知る（6
節参照）。

5. イザヤの預言が成就する時代に生活する（8 節参照）。

第 12 章
2 ニーファイ25－27 章
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2 ニーファイ25 －27 章

はじめに
　ニーファイはイザヤの書き物の幾つかを引用した後（2
ニーファイ 12 －24 章），霊感による彼自身の注解を述べて
いる。イザヤの預言についてのニーファイの洞察は，3 種類
に分類してまとめることができる。まず，唯一の救いの源で
あるイエス・キリストの役割を明言している。第 2 に，終わ
りの時の読者に向かって大きな悪事，すなわち高慢，偽善
売教，また秘密結社について警告を発している。第 3 に，イ
ザヤの書き物からさらなる預言を引用して，イエス・キリスト
の福音が回復され，モルモン書が出現することを強調してい
る。生徒はニーファイの教えについて話し合うことで，モル
モン書がどのように救い主の使命を証

あかし

しているか，またどの
ように終わりの時の悪事を正す方法を教えているか理解で
きるであろう。

教義と原則
• 救いはイエス・キリストによってのみ得られる（2 ニー

ファイ 25：19 －30 参照）。

• 高慢，秘密結社，また偽善売教が，終わりの時に多くの
人にとってつまずきの石となる（2 ニーファイ 26：20 －
31 参照）。

• 終わりの時に，主は「驚くべき業と不思議」を行われる
（2 ニーファイ 27 章参照）。

教えるための提案

2 ニーファイ 25：1－ 8　預言の霊は福音の真
理を分かりやすくする
　生徒に，2 ニーファイ 25：1－ 8 を黙読し，人々がイザヤ
の預言を理解するのに役立つ概念を探してもらう。時間を
十分に取ってから，見つけたことを分かち合ってもらう。生
徒の答えをホワイトボード（または，黒板）に書いてもよい。
次の事項が含まれるであろう。

1. イザヤの時代のユダヤ人の預言の仕方を理解する（1 節
参照）。

2. 預言の霊を持つ（4 節参照）。

3. イザヤの時代のユダヤ人の風習を学ぶ（5 節参照）。

4. イザヤの時代のエルサレム周辺の地方について知る（6
節参照）。

5. イザヤの預言が成就する時代に生活する（8 節参照）。

第 12 章
2 ニーファイ25－27 章

　すべての教会員が上記の 1，3 ，4 番の事項について十分
に理解できるわけではないことに留意してもらう。しかしな
がら，全員が預言の霊を受けることはできる。また，わたし
たちは末日に生活しているので，よく観察するとイザヤの預
言が次第に成就しているのが分かる。そのすべてが起こる
のを見ることはできないとしても，イザヤが預言した出来事
が周囲で起こっているのを知ることはできる。
　一人の生徒に，2 ニーファイ 25：4 を読んでもらう。その
後，ほかの生徒に，黙示 19：10 を読んでもらう。

• 黙示 19：10 では預言の霊はどのように定義されている
だろうか。

　すでに生徒たちのリストをホワイトボード（または，黒板）
に書いている場合，「イエスの証

あかし

を持つこと」を書き加える。
2 ニーファイ 25：4 の聖句に近い余白に「黙示 19：10」と書
くように勧める。

• イエス・キリストの証を持っている人がイザヤの預言を
もっと深く理解できるのは，なぜだろうか。

　イザヤの預言を学ぶときに救い主と救い主の贖
あがな

いの犠牲
に関する参照聖句を探すように促す。

2 ニーファイ 25：19 － 30　救いはイエス・キ
リストによってのみ得られる
　生徒に，2 ニーファイ 25：19 －30 にざっと目を通し，「キ
リスト」という言葉が何度出てくるか書き留めてもらう。こ
の言葉の意味を知っている人がいるかどうか尋ねる。知っ
ている人がだれもいなければ，『聖句ガイド』で「イエス・キ
リスト」の項から「キリスト」という呼称の定義を読んでもら
う。

• 「キリスト」という呼称は救い主の使命をどのように反映
しているだろうか。

　わたしたちの生活にとって救い主が最も大切であることを
証

あかし

している七十人のゲーリー・J・コールマン長老の次の言
葉を分かち合う。

　「神の偉大な計画はわたしたちのために一人の救い
主を備えていました。責任能力のある人は皆罪を犯し
ます。そして，この世の生涯を終えるときに死を経験
しなければなりません。神はわたしたちが罪と死に打
ち勝つよう助けることによってその計画を成就するため
に，イエス･ キリストを遣わされました。イエスはわた
したちの救い主であり，贖

あがな

い主です。イエスはわたした
ち一人一人を贖うために犠牲となられました。そして，
わたしたちが悔い改めてバプテスマを受けることによ
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り，罪に打ち勝てるよう助けてくださいます。主は御自
身が復活することを通して，あらゆる人が死と墓に打ち
勝つことを可能にしてくださいました。わたしたちはイ
エスに従い，イエスのようになるという信仰を持ってい
ます。『イエス・キリストのほかに，〔わたしたちに〕救
いを与えることのできる名は天下に与えられてい』ま
せん〔2 ニーファイ 25：20〕。この友なる主イエス・キ
リストを，わたしたちはどれほど愛していることでしょ
うか。わたしはイエスがわたしたちを罪と死の影響力
から救ってくださることを知っています。」（『リアホナ』
2000 年 7 月号，34）

　生徒に，2 ニーファイ 25：23 －30 を分析し，救い主につ
いてのニーファイの宣言と教えを探してもらう。時間を十分
に取ってから，生徒を二人一組に分けて，これらの聖句から
見つけたことを比べてもらう。ニーファイが述べていること
の要点を各生徒に一つずつ選んでもらい，その要点が重要
な理由を分かち合ってもらう。
　各組の生徒の話し合いが終わったら，26 節に注目しても
らう。

• わたしたちは「自分の行えることをすべて行った後に」
恵みによって救われると，ニーファイは教えている。「自
分の行える」すべてのこととしてどのようなことがある
だろうか（例として，モーサヤ 4：29 －30；アルマ 24：
11；教義と聖約 58：26 －27 を参照）。

• ニーファイやそのほかの人々は，自分の子供たちがイエ
ス・キリストに心を向けるようどのように助けているだろ
うか。

• わたしたちはどのような方法で「キリストのことを話し，
キリストのことを喜び，キリストのことを説教」できるだ
ろうか。

• わたしたちはどのような方法で救い主について学び，ま
た贖

しょく

罪
ざい

の原則を自分の生活に生かすことができるだろ
うか。

　生徒たちに，救い主を救いの源と認識したときに生活がど
のように祝福されたかを述べてもらう。同様にあなたの証

あかし

を述べてもよい。

2 ニーファイ 26：20 － 31　高慢，秘密結社，ま
た偽善売教が，終わりの時に多くの人にとってつ
まずきの石となる
　次の表をホワイトボード（または，黒板）に書く。ただし，
節の番号の下の言葉は書かない。

終わりの時の悪事 ― 2 ニーファイ 26 章

20 － 21 節 22 節 29 － 30 節

高慢，ねたみ，
争い，悪意

秘密結社 偽善売教

　クラスを 3 つのグループに分けて，各グループに一つの
箇所を割り当てる。その箇所を調べて，終わりの時に広く見
られるとニーファイが告げている罪を見つけてもらう。ニー
ファイが述べている罪を見つけ終わったら，上記のようにホ
ワイトボード（または，黒板）にその答えを書く。
　「偽善売教」という言葉の意味を理解するために，2 ニー
ファイ 26：29 －31 に述べられているニーファイによる定義
を復習するよう生徒に言う。生徒用資料の 91 ページにある
十二使徒定員会の M・ラッセル・バラード長老の言葉を読
んでもらってもよい（付属の DVD A でも視聴できる）。
　3 つのグループすべてに，もう一度その聖句を調べて，そ
れぞれの背きの結果としての行動と態度を確認するように伝
える。時間を十分に取ってから，各グループから一人の生徒
に，グループで確認した事柄をホワイトボード（または，黒
板）に書いてもらう。

• これらの背罪が主にとって忌まわしいものであると感じ
るのは，なぜだろうか。

• この預言の中で述べられている悪と戦うために，わたし
たちは何ができるだろうか。わたしたちは忠実であるの
に助けとなる勧告を末日の預言者から与えられてきた。
どのような勧告があるだろうか。

2 ニーファイ 27 章　終わりの時に，主は「驚くべ
き業と不思議」を行われる
　クラスが始まる前に，次の表をホワイトボード（または，黒
板）に書いておくか，プリントにして準備しておく。第 3 の欄
にある情報は含めない。

イザヤ 29 章 2 ニーファイ 26－27 章 モルモン書にあるその他の真理

1－ 3 なし

なし 27：1 預言は終わりの時に成就する。

4 － 5 26：15 －18 「地の中から」出て来る言葉はニーファイの子孫とニーファイの兄弟の子孫によっ
て書かれる。

6 －10 27：2 －14 その書物は一人の男（ジョセフ・スミス）に授けられ，その男は別の男（マー
ティン・ハリス）にその書物を授ける。三人の証人がその書物を見ることを許さ
れる。またほかにもその書物について証する人々がいる。

11－12 27：15 － 23 これらの言葉を学者に見せることについてさらに詳しく述べられている（ジョセ
フ・スミス― 歴史 1：63 － 65 も参照）。

13 － 24 27：24 － 35 2 ニーファイ 27：24 － 25 では，語っているのはだれであるかが明らかにされ
ている。
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2 ニーファイ 26：20 － 31　高慢，秘密結社，ま
た偽善売教が，終わりの時に多くの人にとってつ
まずきの石となる
　次の表をホワイトボード（または，黒板）に書く。ただし，
節の番号の下の言葉は書かない。

終わりの時の悪事 ― 2 ニーファイ 26 章

20 － 21 節 22 節 29 － 30 節

高慢，ねたみ，
争い，悪意

秘密結社 偽善売教

　クラスを 3 つのグループに分けて，各グループに一つの
箇所を割り当てる。その箇所を調べて，終わりの時に広く見
られるとニーファイが告げている罪を見つけてもらう。ニー
ファイが述べている罪を見つけ終わったら，上記のようにホ
ワイトボード（または，黒板）にその答えを書く。
　「偽善売教」という言葉の意味を理解するために，2 ニー
ファイ 26：29 －31 に述べられているニーファイによる定義
を復習するよう生徒に言う。生徒用資料の 91 ページにある
十二使徒定員会の M・ラッセル・バラード長老の言葉を読
んでもらってもよい（付属の DVD A でも視聴できる）。
　3 つのグループすべてに，もう一度その聖句を調べて，そ
れぞれの背きの結果としての行動と態度を確認するように伝
える。時間を十分に取ってから，各グループから一人の生徒
に，グループで確認した事柄をホワイトボード（または，黒
板）に書いてもらう。

• これらの背罪が主にとって忌まわしいものであると感じ
るのは，なぜだろうか。

• この預言の中で述べられている悪と戦うために，わたし
たちは何ができるだろうか。わたしたちは忠実であるの
に助けとなる勧告を末日の預言者から与えられてきた。
どのような勧告があるだろうか。

2 ニーファイ 27 章　終わりの時に，主は「驚くべ
き業と不思議」を行われる
　クラスが始まる前に，次の表をホワイトボード（または，黒
板）に書いておくか，プリントにして準備しておく。第 3 の欄
にある情報は含めない。

イザヤ 29 章 2 ニーファイ 26－27 章 モルモン書にあるその他の真理

1－ 3 なし

なし 27：1 預言は終わりの時に成就する。

4 － 5 26：15 －18 「地の中から」出て来る言葉はニーファイの子孫とニーファイの兄弟の子孫によっ
て書かれる。

6 －10 27：2 －14 その書物は一人の男（ジョセフ・スミス）に授けられ，その男は別の男（マー
ティン・ハリス）にその書物を授ける。三人の証人がその書物を見ることを許さ
れる。またほかにもその書物について証する人々がいる。

11－12 27：15 － 23 これらの言葉を学者に見せることについてさらに詳しく述べられている（ジョセ
フ・スミス― 歴史 1：63 － 65 も参照）。

13 － 24 27：24 － 35 2 ニーファイ 27：24 － 25 では，語っているのはだれであるかが明らかにされ
ている。

　生徒に，2 ニーファイ 27 章の前書きを読むように伝える。
この章には末日の回復に関する最も重要な預言の一つ，す
なわちモルモン書の出現に関する預言が含まれていること
を説明する。また，2 ニーファイ 26 章と 27 章には聖書のイ
ザヤの預言の記録にない多くの重要な事項の詳細が含まれ
ていることも説明する。これらの追加の詳細は，イザヤの原
文が回復されたもの，あるいはイザヤが教えた事柄に関して
ニーファイが霊感による注解を加えたものである。生徒がこ
れらの追加の詳細を理解できるように，表に注目してもらう。
イザヤ 29 章を 2 ニーファイ 26 章と 27 章の対応する節と比
べてもらう。
　節の比較を行うときに，2 ニーファイ 26 章と 27 章にはあ
るがイザヤ 29 章にはない，モルモン書の出現に関する真理
を生徒に明らかにしてもらう。モルモン書の中のこれらの真
理に印を付けるよう生徒に勧める。時間を十分に取ってか
ら，見つけた事項について話し合ってもらう。見つけた事項
をホワイトボード（または，黒板）に書いてもらうとよい。答
えとなりそうなものは表の第 3 欄のとおりである。

• 昔のこの預言によって，モルモン書と，主の教会の回復
についてのあなたの証

あかし

はどのように強められるだろう
か。

　一人の生徒に，2 ニーファイ 27：25 －26 を読んでもらう。

• 主は終わりの時に御自分の民のために何を行われると，
イザヤは述べているか。

• どのような点でモルモン書は現在全世界で行われている
「驚くべき業と不思議」の一部であるだろうか。

　この質問に答える助けとして，生徒に，以下の節，すなわ
ち 2 ニーファイ 27：29 －30，33 －35；28：2 を読むように
言う。モルモン書の出現によってもたらされる祝福に印を付
けてもらう。

• 今
こんにち

日これらの約束と祝福はどのように成就しているだろ
うか。

• ほかの人々がこれらの祝福を受けられるように，わたし
たちはどうすればもっと助けられるだろうか。

　次回のレッスンに備える生徒の読書の割り当ての中で，
ニーファイが引き続きモルモン書について預言していること，
またその預言の中で，この書物に対する世の人々の反応にも
触れていることを説明する。モルモン書の出現についてあな
たの証を分かち合う。
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第 13 章

はじめに
　2 ニーファイ 28 －30 章で，ニーファイは末日における幾
つかの困難な状況について述べている。 2 ニーファイ 28 章
のニーファイの言葉を取り上げて教えるときは，「むなしい，
愚かな教義」，すなわち信仰に影響を与える可能性のある世
俗的な感化と態度を生徒が理解できるようにする。 2 ニー
ファイ 29 章のニーファイの預言について教え，その預言と 2
ニーファイ 27 章のイザヤの預言との関連に留意すると，生
徒は，ほかの人々がモルモン書をイエス・キリストについての
第 2 の証

あかし

として受け入れるよう助ける方法を見つけることが
できる。最後に，2 ニーファイ 30 章では，福千年における
状態について話し合う機会がある。生徒が主の聖約の民に
将来与えられる報いを理解できるようにする。

教義と原則
• 終わりの時には，多くの人が偽りの教義によって惑わさ

れる（2 ニーファイ 28 章参照）。

• モルモン書と聖書は一つとなり，主が神であられること
を証

あかし

する（2 ニーファイ 29 章参照）。

• 従順，悔い改め，またイエス・キリストを信じる信仰は，
人々を主の聖約の民になる資格のある者とする（2 ニー
ファイ 30：1－ 8 参照）。

教えるための提案

2 ニーファイ 28 章　終わりの時には，多くの人が
偽りの教義によって惑わされる
　生徒に，2 ニーファイ 28 章を学ぶときに偽りの教義と高
慢の関係についてよく考えるように言う。
　次の表をホワイトボード（または，黒板）に書く。

2 ニーファイ 28：1－ 8 2 ニーファイ 28：9 －16

2 ニ ーフ ァ イ 28：17 －
24

2 ニ ーフ ァイ 28：25 －
32

　クラスを 4 つのグループに分けて，各グループに，ホワイト
ボード（または，黒板）に書かれている聖句ブロックの一つ
について学び，話し合う割り当てを与える。終わりの時に広
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く見られるとニーファイが預言した偽りの教義を明らかにす
るよう伝える。時間を十分に取ってから，割り当てられた聖
句ブロックで確認した偽りの教えをホワイトボード（または，
黒板）に書き出してもらう。次の質問が話し合いを導くのに
助けとなるであろう。

• これらの教えはそれぞれ，何が間違っているだろうか。

• どうしてこれらの教えがそれほど多くの人の心を引きつ
けるのだろうか。どうすればこのような教えに惑わされ
ないでいられるだろうか。

　ニーファイは末日における高慢について警告していること
を説明する。生徒に，7－16 節にざっと目を通し，「高慢」
という言葉と高慢を意味するそのほかの言葉を探すように言
う。

• 何という言葉が見つかったか。その言葉から高慢につ
いて何が分かるだろうか。なぜ高慢はそれほど危険な
罪だろうか。

• わたしたちはどうすれば「キリストに従う…… 謙
けんそん

遜な
者」でいられるだろうか（2 ニーファイ 28：14）。

• 20 －22 節からサタンの手法について何が分かるだろう
か。

　末日に出遭う偽りの教えに敢然と立ち向かうのにモルモ
ン書がどれほど役立つかについて，あなたの証

あかし

を述べる。

2 ニーファイ 29 章　モルモン書と聖書は一つと
なり，主が神であられることを証

あかし

する
　2 ニーファイ 27 章を前書きも含めて復習するように生徒に
言う。一人の生徒に，2 ニーファイ 29：1－2 を読んでもら
う。

• 2 ニーファイ 27 章と 2 ニーファイ 29 章の類似点は何だ
ろうか。

　ニーファイが 2 ニーファイ 27 章の中でイザヤが教えてい
る様々なテーマを 2 ニーファイ 29 章でも引き続き展開して
いることを，生徒がよく理解できるようにする。

• モルモン書は 今
こんにち

日の世界でどのように「驚くべき業」と
なっているだろうか（2 ニーファイ 29：1）。

• 主が「〔御自分の〕民を再び連れ戻す」とはどういう意
味だろうか（2 ニーファイ 29：1）。主はこれを成し遂げ
るためにモルモン書をどのように使っておられるだろう
か。
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2 ニーファイ28 －30 章

はじめに
　2 ニーファイ 28 －30 章で，ニーファイは末日における幾
つかの困難な状況について述べている。 2 ニーファイ 28 章
のニーファイの言葉を取り上げて教えるときは，「むなしい，
愚かな教義」，すなわち信仰に影響を与える可能性のある世
俗的な感化と態度を生徒が理解できるようにする。 2 ニー
ファイ 29 章のニーファイの預言について教え，その預言と 2
ニーファイ 27 章のイザヤの預言との関連に留意すると，生
徒は，ほかの人々がモルモン書をイエス・キリストについての
第 2 の証

あかし

として受け入れるよう助ける方法を見つけることが
できる。最後に，2 ニーファイ 30 章では，福千年における
状態について話し合う機会がある。生徒が主の聖約の民に
将来与えられる報いを理解できるようにする。

教義と原則
• 終わりの時には，多くの人が偽りの教義によって惑わさ

れる（2 ニーファイ 28 章参照）。

• モルモン書と聖書は一つとなり，主が神であられること
を証

あかし

する（2 ニーファイ 29 章参照）。

• 従順，悔い改め，またイエス・キリストを信じる信仰は，
人々を主の聖約の民になる資格のある者とする（2 ニー
ファイ 30：1－ 8 参照）。

教えるための提案

2 ニーファイ 28 章　終わりの時には，多くの人が
偽りの教義によって惑わされる
　生徒に，2 ニーファイ 28 章を学ぶときに偽りの教義と高
慢の関係についてよく考えるように言う。
　次の表をホワイトボード（または，黒板）に書く。

2 ニーファイ 28：1－ 8 2 ニーファイ 28：9 －16

2 ニ ーフ ァ イ 28：17 －
24

2 ニ ーフ ァイ 28：25 －
32

　クラスを 4 つのグループに分けて，各グループに，ホワイト
ボード（または，黒板）に書かれている聖句ブロックの一つ
について学び，話し合う割り当てを与える。終わりの時に広
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• モルモン書の言葉はどのようにして「地の果てまで響
き渡」っているだろうか（2 ニーファイ 29：2）。（生徒
用資料の 98 ページにあるエズラ・タフト・ベンソン
大管長とゴードン・B・ヒンクレー大管長の言葉を生
徒に紹介してもよい。ベンソン大管長の言葉は付属の
DVD A でも視聴できる。）

　モルモン書の「驚くべき」状況と目的にもかかわらず，世
の多くの人はそれを受け入れないであろうということを説明
する。一人の生徒に，2 ニーファイ 29：3 を読んでもらう。
　この章のその後の部分は，聖書には神の言葉がすべて記
されていると語る人々にあてた主の言葉であることを説明す
る。生徒に，個人で，あるいは二人一組で 2 ニーファイ 29：
7－14 を読み，モルモン書の出現が世の人々に何を明らかに
しているかを各自の聖典に書き留めてもらう。時間を十分
に取ってから，確認したことを分かち合ってもらう。答えとし
て次のことが含まれるであろう。

 1. 神はすべての国々にいる御自分の民を覚えておられ，
すべての民に御

み

言
こと

葉
ば

を送られる（7 節参照）。

 2. 人々は主の言葉がもっと多く与えられたからと言ってつ
ぶやいてはならない（8 節参照）。

 3. 主はすべての国民に同じ御言葉を語られる（8 節参
照）。

 4. 主は常に変わらず，また御自分の望むままに語られる（9
節参照）。

 5. 人々は，聖書に主の言葉がすべて含まれている，あるい
は主がもっと大切な御言葉を書き記させなかった，と
思ってはならない（10 節参照。『聖句ガイド』152 ペー
ジの「聖文－失われた聖文」の項も参照）。

 6. 主は主の言葉を記録するようにすべての国のすべての
民に命じておられる（11 節参照）。

 7. 主は御自分が書き記すように命じられた書物に基づい
て国々の民を裁かれる（11－12 節参照）。

 8. 終わりの時には 3 つの聖文，すなわち聖書，モルモン
書，イスラエルの行方の知れない部族の記録が証とし
てそろう（13 節参照。そのほかの証として，教義と聖約，
高価な真珠，末日の預言者たちの教えもあることに留
意する）。

 9. すべての国から聖文が一つに集められて，主が神であ
られることを示す（14 節参照）。

• これらの節に見られる主の宣言を，あなたはどのように
感じているか。主の言葉は真実であるということが，い
つ分かったか。

• モルモン書に関する人々の懸念をぬぐい去るために，2
ニーファイ 29 章をどのように使えるだろうか。

　適切であれば，帰還宣教師をクラスに招いて，モルモン
書のことを求道者に話したときの経験について語ってもら
う。人々がその書物をすぐに受け入れたこと，それを拒んだ
こと，あるいはそれをやっと受け入れたことなど，様々な経験
について話してよいことを宣教師に伝える。そのような経験
から何が分かったか，帰還宣教師に尋ねる。あなた自身が
経験し，学んだことを話すとよい。

2 ニーファイ 30：1－ 8　従順，悔い改め，また
イエス・キリストを信じる信仰は，人々を主の聖約
の民になる資格のある者とする
　生徒に，2 ニーファイ 30：1－2 を黙読してもらう。

• ニーファイによれば，人は主の聖約の民の一員になるた
めに何をしなければならないだろうか。

• 主と聖約を交わすときに悔い改めが必要であるのは，な
ぜだと思うか。なぜイエス・キリストを信じる信仰が必
要だろうか。

　6 人の生徒に，2 ニーファイ 30：3 － 8 をそれぞれ 1 節ず
つ読み上げてもらう。終わりの時にニーファイの子孫とユダ
ヤ人にどのような知識が回復されるか，生徒に尋ねる（ニー
ファイが 2 ニーファイ30：1－ 8 で述べている民と，モロナイ
がモルモン書のタイトルページで述べている民は同じである
ことに留意してもらうとよい。異邦人，ユダヤ人，レーマン人
がそれである）。

• このことを知っておくことは，散乱しているイスラエルを
再び聖約の下に集めるのにどのように役立つだろうか。

• 8 節によれば，主の民はどこにいるだろうか。

• ほかの人々が主と聖約を交わし，聖約を守れるようにす
るために，わたしたちは何ができるだろうか。

2 ニーファイ 30：9 －18　福千年の間，サタン
は民の心を支配する力を持たない
　地上における福千年での救い主の統治に先立って，民の
間に甚だしい分離があると，ニーファイは預言している。一
人の生徒に，2 ニーファイ 30：9 －10 を読んでもらう。また
教義と聖約 63：54 も読んでもらうとよい。

• 現在ここで言われているように悪と義の分離が増してい
ることは，どのような証拠から分かるだろうか。
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　ニーファイが 2 ニーファイ 30：12 －15 で福千年に関す
るイザヤの預言の一つを繰り返していることを説明する（2
ニーファイ 21：6 － 9 参照）。さらにニーファイはイザヤの預
言よりも多く，またもっと詳細に語っている。一人の生徒に，
16 －18 節を読んでもらう。「サタンはもはや長い間，人の子
らの心を支配する力を持たない」という約束に生徒の注意
を向ける。その後，一人の生徒に，1 ニーファイ 22：26 を読
んでもらう。

• サタンはなぜ人々の心を支配する力を持たなくなるのだ
ろうか。

　第 12 代大管長であるスペンサー・W・キンボール大管長
（1895 －1985 年）の次の言葉を読む。

　「ある一つの家庭でサタンが縛られるとき―ある
一人の人の人生でサタンが縛られるとき―その家庭
で，その人の人生で，すでに福千年が始まっているので
す。」（The Teachings of Spencer W. Kimball, エド
ワード・L・キンボール編〔1982 年〕，172）

　キンボール大管長が教えた原則についてあなたの証
あかし

を述
べる。福千年の祝福を受けるようになるために何ができる
か，生徒に静かに考えてもらう。

はじめに
　ニーファイは最後のメッセージを伝えるに当たって，「〔彼
の〕分かりやすい預言の仕方で」キリストの教義を教えてい
る（2 ニーファイ 31：2）。イエス・キリストの模範に従い，罪
を悔い改め，バプテスマを受け，聖霊を受け，そして最後ま
で堪え忍ばなければならないことを教えている。この「キリ
ストの教義」はイエス・キリストの御

み

声
こえ

によって啓示され，御
父の御声によって確認された（2 ニーファイ 31：12 ，15 参
照）。わたしたちはキリストの教義に従うならば永遠の命を
受けると，ニーファイは宣言している（2 ニーファイ 31：20
参照）。
　ニーファイはメッセージを続けて，「キリストの言葉をよく
味 わ〔い〕」（2 ニーファイ 32：3），「聖 霊を受け」（2 ニー
ファイ 32：5），また「常に祈〔る〕」ように（2 ニーファイ
32：9），わたしたちに勧めている。ニーファイのメッセージ
について教えるとき，聖霊の促しに従って生活すれば聖霊が

「なすべきことをすべて……示される」と生徒に確信をもっ
て言うことができる（2 ニーファイ 32：5）。
　ニーファイはイエス・キリストを信じるようにと切に願いな
がらわたしたちへのメッセージを結んでいる。キリストを信
じる者は聖文の中のキリストの言葉を受け入れる準備がで
きていると，ニーファイは教えている（2 ニーファイ 33：10
参照）。主イエス・キリストを信じる信仰があれば，末日の預
言者が伝える主の御

み

言
こと

葉
ば

を深く理解し，また御言葉に対す
る感謝の気持ちが増すということを，生徒に理解させること
ができるであろう。

教義と原則
• キリストの教義は永遠の命に通じる（2 ニーファイ 31 章

参照）。

• キリストの言葉と聖霊は，わたしたちのなすべきことを
教える（2 ニーファイ 32 章；33：1－ 5 参照）。

• イエス・キリストを信じる者はニーファイの言葉も信じる
（2 ニーファイ 33：3 －15 参照）。

教えるための提案

2 ニーファイ 31 章　キリストの教義は永遠の命
に通じる
　ホワイトボード（または，黒板）に「キリストの教義」と書
く。ニーファイが 2 ニーファイ 31：2 ，21 でこの言葉を使っ
ていることに留意してもらう。

第 14 章
2 ニーファイ31－33 章
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2 ニーファイ31－33 章

はじめに
　ニーファイは最後のメッセージを伝えるに当たって，「〔彼
の〕分かりやすい預言の仕方で」キリストの教義を教えてい
る（2 ニーファイ 31：2）。イエス・キリストの模範に従い，罪
を悔い改め，バプテスマを受け，聖霊を受け，そして最後ま
で堪え忍ばなければならないことを教えている。この「キリ
ストの教義」はイエス・キリストの御

み

声
こえ

によって啓示され，御
父の御声によって確認された（2 ニーファイ 31：12 ，15 参
照）。わたしたちはキリストの教義に従うならば永遠の命を
受けると，ニーファイは宣言している（2 ニーファイ 31：20
参照）。
　ニーファイはメッセージを続けて，「キリストの言葉をよく
味 わ〔い〕」（2 ニーファイ 32：3），「聖 霊を受け」（2 ニー
ファイ 32：5），また「常に祈〔る〕」ように（2 ニーファイ
32：9），わたしたちに勧めている。ニーファイのメッセージ
について教えるとき，聖霊の促しに従って生活すれば聖霊が

「なすべきことをすべて……示される」と生徒に確信をもっ
て言うことができる（2 ニーファイ 32：5）。
　ニーファイはイエス・キリストを信じるようにと切に願いな
がらわたしたちへのメッセージを結んでいる。キリストを信
じる者は聖文の中のキリストの言葉を受け入れる準備がで
きていると，ニーファイは教えている（2 ニーファイ 33：10
参照）。主イエス・キリストを信じる信仰があれば，末日の預
言者が伝える主の御

み

言
こと

葉
ば

を深く理解し，また御言葉に対す
る感謝の気持ちが増すということを，生徒に理解させること
ができるであろう。

教義と原則
• キリストの教義は永遠の命に通じる（2 ニーファイ 31 章

参照）。

• キリストの言葉と聖霊は，わたしたちのなすべきことを
教える（2 ニーファイ 32 章；33：1－ 5 参照）。

• イエス・キリストを信じる者はニーファイの言葉も信じる
（2 ニーファイ 33：3 －15 参照）。

教えるための提案

2 ニーファイ 31 章　キリストの教義は永遠の命
に通じる
　ホワイトボード（または，黒板）に「キリストの教義」と書
く。ニーファイが 2 ニーファイ 31：2 ，21 でこの言葉を使っ
ていることに留意してもらう。

第 14 章
2 ニーファイ31－33 章

　モルモン書で教えられているように「キリストの教義」が
簡潔で率直であることを説明している十二使徒定員会のジェ
フリー・R・ホランド長老の次の言葉を分かち合う。

　「ニーファイがその崇高な内容を概括して教えてい
る『キリストの教義』は，主イエス・キリストを信じる信
仰，悔い改め，水に沈めるバプテスマ，聖霊の賜

たまもの

物を受
けること，そして最後まで堪え忍ぶことに焦点が当てら
れている。……モルモン書の中の『キリストの教義』
は，簡潔で率直であり，もっぱら福音の第一の原則に
焦点が当てられている。それには，堪え忍び，信念を
貫き通し，前進を続けるよう促す表現が含まれている。
実際，それが影響力を持つのは，『キリストの教義』が
明快であり，簡潔だからである。……

　……キリストの教義は複雑ではない。それは，深遠
で美しく，ひとえに分かりやすく完全である。」（Christ 
and the New Covenant: The Messianic Message 
of the Book of Mormon〔1997 年〕，49 － 50，56）

　ニーファイが 2 ニーファイ 31 章でキリストの教義を教えて
いることを説明する。
　2 ニーファイ 31：5 － 9 を注意深く読んで，イエス・キリス
トがバプテスマを受けられた理由を確認するように生徒に言
う。生徒の答えをホワイトボード（または，黒板）に書く。イ
エス・キリストがバプテスマを受けられたのは，それによって
あらゆる義を満たし，御父の前にへりくだり，従順であること
を聖約し，日の栄えの王国に入る権利を得，わたしたちが従
えるように模範を示すためであるということを含めるとよい。
　生徒に，2 ニーファイ 31：10 －18 を黙読してもらう。こ
れらの節から，信仰，悔い改め，バプテスマ，聖霊の賜物，ま
た最後まで堪え忍ぶことについて学べることを調べてもら
う。ニーファイの教えの意味と具体的な言葉を探すことを説
明する。例えば，「信仰」という言葉のほかに，信仰の例を
探す。
　生徒に，読んで考える時間を十分に取ってから，学んだこ
とについて話し合ってもらう。生徒がこれらの節で述べられ
ている原則と儀式の基本的な要素を理解できるように，原則
と儀式について一つずつ話し合う。
　贖

しょく

罪
ざい

による祝福を十分に受けるためにはそれぞれの原則
と儀式が必要であることを，生徒が確実に理解できるように
する。これらの原則と儀式はイエス・キリストの教義の基盤
である。イエス・キリストのみもとに来るために必要なもの
だからである。
　生徒の話し合いを導くために，次の質問の幾つか，または
すべてを使う。
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• イエスのバプテスマで挙げられた理由のほかに，わたし
たちがバプテスマを受ける必要のある理由として何があ
るだろうか（聖霊を受けるため〔12 －14 節参照〕，罪の
赦
ゆる

しを受けるため〔17 節参照〕，また教会の会員になる
ため〔教義と聖約 20：37 参照〕）。

• これらの節を調べて，信仰について何を学んだだろう
か。悔い改めについてはどうか。バプテスマについては
どうか。聖霊の賜物についてはどうか。最後まで堪え
忍ぶことについてはどうか。

• 第一の原則と儀式はそれぞれ，イエス・キリストの贖罪
とどのような関係があるだろうか。

• キリストの教義における各要素は，それに続く要素とど
のような関係があるだろうか。例えば，信仰はどのよう
にして悔い改めに至るか。聖霊はわたしたちが最後ま
で堪え忍べるようどのように助けてくださるか。

• これらすべての原則と儀式は相互にどのような関係があ
るだろうか。

　悔い改めとバプテスマは日の栄えの王国への入り口では
ないことを，生徒が理解できるようにする。悔い改めとバプ
テスマは永遠の命に通じる道への入り口である。生徒に，2
ニーファイ 31：19 －20 を調べて，永遠の命を得るために従
わなければならない原則を確認してもらう。聖典の中のこ
れらの原則に印を付けるよう生徒に勧める。

• 永遠の命を得るためには，悔い改め，そしてバプテスマ
を受けるほかに，何をしなければならないだろうか。

• 「確固として」とはどういう意味だろうか。この言葉は
永遠の命に通じる道に沿って進むことについてどのよう
に述べているだろうか。

• すべての人を愛することが永遠の命を得る必要条件で
あるのは，なぜだろうか。

• 最後まで堪え忍ぶことの意味を説明するのに，2 ニー
ファイ 31：16 はどのように役立つだろうか。

• 2 ニーファイ 31：20 を暗記するように生徒に勧めるとよ
い。

　次の質問について考える時間を生徒に与える。質問に対
する答えを各自で書くように言う。

• どうすればもっと十分に救い主に従えるだろうか。

2 ニーファイ 31：19 － 20；32：2 － 3　キリ
ストの言葉をよく味わう
　生徒に，2 ニーファイ 31：19 －20；32：2 －3 を読むよう
に言う。

• 力強く進むことは，あなたにとってどのような意味がある
だろうか。キリストの言葉をよく味わうことは，あなたに
とってどのような意味があるだろうか。どこでキリストの
言葉を見つけることができるだろうか。

　第 13 代大管長であるエズラ・タフト・ベンソン大管長
（1899 －1994 年）の次の言葉を分かち合う。

　「わたしたちは『キリストのもとに来て，キリストに
よって完 全に』なる必要があります（モロナイ 10：
32）。義に飢え渇いた状態で（3 ニーファイ 12：6 参
照），『打ち砕かれた心と悔いる霊をもって』来る必要
があります（3 ニーファイ 12：19）。キリストの聖文，
キリストの油注がれた者，またキリストの聖なる御

み

霊
たま

を
通してキリストの言葉を受けるときに，『キリストの言葉
をよく味わいながら』来る必要があります（2 ニーファ
イ 31：20）。」（A Witness and a Warning〔 1988
年〕，51）

• イエス・キリストの言葉をよく味わうことは，「完全な希
望の輝きを持ち，神とすべての人を愛」するのに，どのよ
うに役立つだろうか。

• 聖文を大切にすることは，最後まで堪え忍ぶのにどのよ
うに役立つだろうか。

　十二使徒定員会のロバート・D・ヘイルズ長老は，キリス
トの言葉をよく味わうことができる方法を説明している。

　「キリストの言葉をよく味わうには，聖文を研究し，そ
れらを深く考え，わたしたちのあらゆる思いと行いの一
部とすることによって，主の御

み

言
こと

葉
ば

を吸収しなければな
りません。」（『リアホナ』1999 年 1 月号，16）

• あなたは日々の聖文学習を有意義な経験とするために，
何を行ってきただろうか。

• 聖文はあなたにとって，どのようにごちそうとなっている
だろうか。
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2 ニーファイ31－33 章

2 ニーファイ 32 章；33：1－ 5　キリストの言
葉と聖霊は，わたしたちのなすべきことを教える
　生徒に，2 ニーファイ 32：3 ，5 を読むように言う。ニー
ファイがこれらの節の中で二つのすばらしい霊的な知識の
源について証

あかし

していることに留意してもらう。キリストの言
葉と聖霊がそれである（2 ニーファイ 32：3 がマスター聖句

であることを，生徒に思い出させるとよい）。

• キリストの言葉はどこで読んだり，聞いたりできるだろう
か。キリストの言葉は，わたしたちが自分のなすべきこ
とを知るのにどのように助けとなるだろうか。

• 聖霊は，わたしたちが自分のなすべきことを知るのにど
のような助けとなるだろうか。

• キリストの言葉と聖霊の導きはどのように関連し合って
いるだろうか。

　次の参照聖句をホワイトボード（または，黒板）に書く。

1 ニーファイ 11：1－６

教義と聖約 76：15 － 21

教義と聖約 138：1－11

ジョセフ・スミス－歴史 1：11－17

　これらはキリストの言葉と聖霊の導きがどのように関連し
合っているかを示す多くの例のうちの一部であることを説明
する。これらの聖句を黙読して調べる時間を与える。

• これらの預言者は，主からさらに啓示を受けるために
何を行っただろうか（聖文をよく味わうほかに，御

み

言
こと

葉
ば

について深く考えていたことを強調する。 1 ニーファイ
11：1；教義と聖約 76：15 －19；138：1，11；ジョセ
フ・スミス－歴史 1：12 －13 参照）。

• キリストの言葉と聖霊の促しはこれらの啓示の中でどの
ように結び合っているだろうか。

• キリストの言葉をよく味わうことが聖霊の促しを受ける
のに助けとなるのは，なぜだろうか。

　一人の生徒に，2 ニーファイ 33：2 を読んでもらう。人々
が心をかたくなにするとき，聖霊は「彼らに……宿りたまわ
ない」ことを強調する。その後，生徒に二人一組になっても
らい，それぞれの組に，2 ニーファイ 32：4 － 9 と 33：1－3
を読んで話し合うように言う。その話し合いの中で，どうす
れば聖霊を受けるために心の備えができるかについて話す
ように勧める。時間を十分に取ってから，生徒の理解度を知
るために次の質問の幾つか，またはすべてを尋ねる。

• 霊的な事柄を経験し，理解するのに時折大変な努力を
要するのは，なぜだろうか。

• これらの節の教えに従う人々に，ニーファイは何を約束
しているだろうか。

• 2 ニーファイ32：8 のどの言葉が，祈りを怠ることの危う
さを告げているか。

• 「主のために〔何かを〕行」う前に祈ることが大切なの
は，なぜだろうか（2 ニーファイ 32：9）。あなたはこの
勧告に従ったときに，どのような祝福を受けたか。

• 聖霊はメッセージを「人の子らの心に伝える」と，ニー
ファイは述べている（2 ニーファイ 33：1）。これはあな
たにとってどのような意味があるか（生徒用資料の 105
ページにあるデビッド・A・ベドナー長老の言葉を生徒
に読んでもらうとよい）。

2 ニーファイ 33：3 －15　イエス・キリストを信
じる者はニーファイの言葉も信じる
　ニーファイの言葉がそれを読む人々にとって力の源になる
のはなぜだろうか。その理由として挙げられていることを，
生徒に 2 ニーファイ 33：4 － 5 を読んで，書き出してもらう。
次の理由が挙げられるであろう。

 1. ニーファイの言葉は善を行うように説き勧めている。

 2. リーハイの子孫に先祖のことを教えるものである。

 3. イエス・キリストについて語っており，イエス・キリ
ストを信じるように民に説き勧めている。

 4. 最後まで堪え忍ぶように民に勧めている。

 5. 罪に対して厳しく語っている。

　イエス・キリストを信じるように人々に説き勧めるという
ニーファイの役割 ―およびすべての預言者の役割 ―
を理解できるよう，生徒に次の質問をする。

• キリストを信じるように民に説き勧めるために，ニーファ
イはどのようなことを記録しただろうか。

• ニーファイの言葉を学ぶことは，キリストにもっと近づき
たいという思いを持つのに，どのように役立ってきたか。

• 現代の預言者たちは，キリストを信じるようわたしたち
に説き勧めるために，何を行っているか（最近の総大会
での勧告を思い出してもらう）。

　最後に，ニーファイの言葉についてあなたの証
あかし

を述べる。
同じように生徒に証を分かち合ってもらう。
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はじめに
　ヤコブは「すでに主から務めを託されていたので」（モル
モン書ヤコブ 1：17），ニーファイ人の間に広く見られたひど
い悪事，すなわち，高慢と富の不適切な使用と貞節の律法
の違背について彼らに警告した。ヤコブはこれらの罪につ
いて警告した後，「神の独り子キリストの贖

しょく

罪
ざい

を通じて〔御
父と〕和解」するよう民に訴えている（モルモン書ヤコブ 4：
11）。
　今

こんにち

日の世界では多くの人が，ヤコブが避けるようにとニー
ファイ人に勧めた同じ誘惑に陥っている。生徒はヤコブの
教えを理解して実践すれば，誘惑に耐える力を与えられるで
あろう。また御

み

霊
たま

がこれらの教えについて証
あかし

するのを感じ
るとき，主の標準に従って生活をするよりよい準備ができる
であろう。

教義と原則
• 教会の指導者には，罪を犯さないように警告する神聖な

責任がある（モルモン書ヤコブ 1：17－19；2：1－11
参照）。

• わたしたちは富を求める前に神の王国を求めるべきであ
る（モルモン書ヤコブ 2：12 －21 参照）。

• 主は貞節を喜ばれる（モルモン書ヤコブ 2：22 －35；
3：1－14 参照）。

• 「キリストの 贖
しょく

罪
ざい

について語るのに，……何の差し支え
があろうか」（モルモン書ヤコブ 4：1－15）。

教えるための提案

ヤコブ 1：17 －19；2：1－11　教会の指導者
には，罪を犯さないように警告する神聖な責任が
ある
　第 11 代大管長であるハロルド・B・リー大管長（1899 －
1973 年）の次の言葉を分かち合う（付属の DVD A でも視
聴できる）。

　「わたしは〔十二使徒定員会の〕チャールズ・A・カ
リス〔長老〕が語ってくれた言葉を思い出します。……
彼はこう言いました。『わたしたちが中央幹部として
宣
の

べ伝えるべき最も重要なことは恐らく，罪の悔い改
めだけでなく，それよりもっと重要なのが罪の卑劣さ
と，それに身を任せた者に訪れる恐怖を特に若い人々
に，また広く教会全体に教えることだと思います。』」

（Conference Report ，1956 年 4 月，108）

第 15 章
ヤコブ 1－4 章

　今
き ょ う

日はヤコブがニーファイ人に悔い改めを呼びかけた説
教の一部について話し合うことを説明する。生徒とともにヤ
コブ 2：3 － 9 を読む。ヤコブが当時自分の責任をどのよう
に感じていたかを告げる言葉や語句を探してもらう。

• ヤコブは何を悲しく思ったか。

• ヤコブがニーファイ人に彼らの罪について語ることが重
要だと感じたのは，なぜだろうか。

　生徒に，ヤコブ 1：17－19；2：2 －3 ，9 －11を黙読して
もらう。 2 ニーファイ9：48 のヤコブの言葉を読んでもらっ
てもよい。読みながら，ヤコブが民に悔い改めについて教え
た理由を探すように勧める。自分に課せられているこの務
めが重荷であるにもかかわらず彼はそうした。見つけた事
項に印を付けるよう生徒に言う。生徒を二人一組に分けて，
見つけた事項を分かち合ってもらう。全員がほかのだれか
と分かち合う機会を持った後，何人かにクラスで発表しても
らう。答えには次のことが含まれるであろう。

 1. 主が彼にそうするように命じられた（モルモン書ヤコ
ブ 1：17；2：10 －11 参照）。

 2. それは彼が自らの務めを尊んで大いなるものとするた
めに不可欠な行為であった（モルモン書ヤコブ 1：18
－19；2：2 参照）。

 3. 彼は民の罪に対する責任を負わされることを望まな
かった（モルモン書ヤコブ 1：19；2：2 参照）。

 4. 彼は民の幸いを願い非常に心配になった（モルモン書
ヤコブ 2：3 参照）。

• あなたはヤコブが悔い改めを説いた理由のいずれに感
銘を受けたか。それはなぜか。

　神権指導者が人々に悔い改めを叫ぶとき，救い主の代わ
りに述べているということを，生徒に思い出してもらう。罪と
その結果を避けるようにという地元や中央の教会指導者が
語る警告の言葉を聞くとき，それにどのように応じているか
を生徒に考えてもらう。

ヤコブ 2：12 － 21　わたしたちは富を求める前
に神の王国を求めるべきである
　ホワイトボード（または，黒板）に大きな額の金額を書く。

• これほどの大金を一日で使わなければならないとした
ら，あなたはどうするだろうか。

　何人かの生徒にその対応を書いてもらう。
　預言者たちが義を犠牲にして富を求めることの危険性に
ついて絶えず警告していることを説明する。ヤコブはニー
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はじめに
　ヤコブは「すでに主から務めを託されていたので」（モル
モン書ヤコブ 1：17），ニーファイ人の間に広く見られたひど
い悪事，すなわち，高慢と富の不適切な使用と貞節の律法
の違背について彼らに警告した。ヤコブはこれらの罪につ
いて警告した後，「神の独り子キリストの贖

しょく

罪
ざい

を通じて〔御
父と〕和解」するよう民に訴えている（モルモン書ヤコブ 4：
11）。
　今

こんにち

日の世界では多くの人が，ヤコブが避けるようにとニー
ファイ人に勧めた同じ誘惑に陥っている。生徒はヤコブの
教えを理解して実践すれば，誘惑に耐える力を与えられるで
あろう。また御

み

霊
たま

がこれらの教えについて証
あかし

するのを感じ
るとき，主の標準に従って生活をするよりよい準備ができる
であろう。

教義と原則
• 教会の指導者には，罪を犯さないように警告する神聖な

責任がある（モルモン書ヤコブ 1：17－19；2：1－11
参照）。

• わたしたちは富を求める前に神の王国を求めるべきであ
る（モルモン書ヤコブ 2：12 －21 参照）。

• 主は貞節を喜ばれる（モルモン書ヤコブ 2：22 －35；
3：1－14 参照）。

• 「キリストの 贖
しょく

罪
ざい

について語るのに，……何の差し支え
があろうか」（モルモン書ヤコブ 4：1－15）。

教えるための提案

ヤコブ 1：17 －19；2：1－11　教会の指導者
には，罪を犯さないように警告する神聖な責任が
ある
　第 11 代大管長であるハロルド・B・リー大管長（1899 －
1973 年）の次の言葉を分かち合う（付属の DVD A でも視
聴できる）。

　「わたしは〔十二使徒定員会の〕チャールズ・A・カ
リス〔長老〕が語ってくれた言葉を思い出します。……
彼はこう言いました。『わたしたちが中央幹部として
宣
の

べ伝えるべき最も重要なことは恐らく，罪の悔い改
めだけでなく，それよりもっと重要なのが罪の卑劣さ
と，それに身を任せた者に訪れる恐怖を特に若い人々
に，また広く教会全体に教えることだと思います。』」

（Conference Report ，1956 年 4 月，108）

第 15 章
ヤコブ 1－4 章

ファイ人への説教の中でこのような警告を発した。生徒に，
ヤコブ 2：12 －16 を読んでもらう。

• 義を求める以上に富を求める場合，わたしたちを脅かす
霊的な危険性があるが，それはどのようなものか。

• 高慢であり，富を適切に用いない人は，ほかの人々を冷
淡に扱うようになる可能性があるが，それはなぜだろう
か。高慢は人の霊をどのように損なう可能性があるだろ
うか。

　この話し合いの一部として，生徒用資料の 111 ページに
あるデビッド・O・マッケイ大管長の言葉を読んでもらうとよ
い。
　生徒に，ヤコブ 2：17－20 を読んで，富に対するわたした
ちの態度を方向づける指針のリストをまとめてもらう（モル
モン書ヤコブ 2：18 －19 はマスター聖句  であることに
留意する）。これを行った後，彼らのリストを分かち合うよう
に言う。生徒の答えをホワイトボード（または，黒板）に書く
とよい。そのリストには次のような言葉が含まれるであろう。

わたしたちはほかの人々を自分と同じように思わなけれ
ばならない（17 節参照）。

わたしたちは自分に祝福として与えられているものを惜
しみなく与えなければならない（17 節参照）。

わたしたちは富を求める前に神の王国を求めなければな
らない（18 節参照）。

わたしたちは富を求める前に，キリストに望みを抱かな
ければならない（19 節参照）。

わたしたちは富を用いて善を行わなければ ならない
（19 節参照）。

わたしたちはほかの人々を自分よりも貧しいからという
ことで虐げてはならない（20 節参照。13 節も参照）。

　教えるための提案の最初の方で尋ねた質問を生徒に思い
出してもらう。「大金を一日で使わなければならないとした
ら，あなたはどうするだろうか。」生徒に自分が書いた答えを
見てもらい，ヤコブの教えに基づいてそれを変えるかどうか
考えてもらう。各生徒に，物質的な富に対する自分の態度を
短くまとめた文章を書いてもらう。
　恐らく一日で使わなければならない大金をもらうことはな
いことを伝える。代わりに，主はわたしたちに，自分の持っ
ているものを多少にかかわりなく，惜しみなく与えるようにと
告げておられる。主が豊かに富を授けてくださっていない
場合でも，どうすればヤコブの勧告に従えるかを考えるよう
に生徒に告げる。

　ヤコブ 2：20 －21を検討するように生徒に言う。

• この教義は富やそのほかの物質的な所有物の使い方に
どのような影響を及ぼすだろうか。またほかの人々への
接し方にどのような影響を及ぼすだろうか。

ヤコブ 2：22 － 35；3：1－14　主は貞 節を
喜ばれる
　ホワイトボード（または，黒板）に，「罪を犯し始める」「罪
悪はますますひどくなっている」と書く。
　生徒の一人に，ヤコブ 2：5 と 2：23 を読んでもらう。ヤ
コブは民のある者たちが「罪を犯し始め」，また「罪悪はま
すますひどくなっている」と語っているが，その意味を生徒
が理解できるように，十二使徒定員会のダリン・H・オーク
ス長老の次の言葉を分かち合う。オークス長老が語ってい
るように不道徳の罪は次第に大きなものになる傾向があるこ
とを生徒が理解できるようにする。

　「自分の名前が付いた書の第 2 章で，ヤコブは『みだ
らな行い』について男性を叱責しました（23 ，28 節）。
……甚だしく邪悪な『みだらな行い』とは何のことで
しょうか。すでに一部の人が悪事に手を染めていたこ
とは明らかです。しかし，ヤコブの偉大な説教の主眼
は，すでに犯した 悪事ではなく，心の中にある悪事
についてなのです。

　ヤコブは説教を始めるに当たり，こう述べました。
『〔彼らは〕今までわたしが宣

の

べてきた主の御
み

言
こと

葉
ば

に
従ってきた。』（モルモン書ヤコブ 2：4）しかし，ヤコブ
は人々の心の思いを見抜き，彼らが『神にとっても〔非
常に〕忌まわしく思われる罪を犯し始めている』と言っ
ています（5 節）。そして『あなたがたの心が邪悪であ
ることをあなたがたに証言しなければならない』とも
述べています（6 節）。ヤコブは『だれでも，情欲をい
だいて女を見る者は，心の中ですでに姦

かんいん

淫をしたので
ある』と語られたイエスと同じことを話しているのです

（マタイ 5：28 。 3 ニーファイ 12：28；教義と聖約 59：
6；63：16 も参照）。」（『リアホナ』2005 年 5 月号，87
－ 88 参照）

　不義な思いが不義な行いに先立つということを，クラスの
生徒が理解できるようにする。人は不義な思いが次第に増
すのを自ら許さないかぎり，不道徳の罪を犯すことはまれで
ある。
　生徒に，ヤコブ 2：23 －27 を読むように言う。

• ニーファイ人は自分たちの罪深い状態をどのように正当
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化しようとしたか。

• 人が時折罪を正当化しようとするのは，なぜだろうか。

　一人の生徒に，純潔の律法について簡潔に説明してもら
う。
　これらのニーファイ人の男たちが誘われて犯した同じ罪を
犯すよう，わたしたちが誘われることはないかもしれないが，
サタンは同じ方法でわたしたちを誘惑し，罪深い思いと行い
を正当化させようとするかもしれないということを説明する。
純潔の律法とそれを生活で実践する方法を生徒が理解で
きるように，次の幾つかの引用を分かち合う（これを前もっ
て大きな紙やＯＨＰ映写用の透明シート〔トランスペアレン
シー〕に書いておくか，または配布資料として準備しておい
てもよい。リチャード・G・スコット長老の言葉は，付属の
DVD B でも視聴できる）。

　「生殖の神聖な力は，法律に基づいて結婚した夫婦
である男女の間においてのみ用いるべきです。」（「家族
―世界への宣言」『リアホナ』2004 年 10 月号，49）

　「結婚の中でしか表現してはならない強い感情を引
き起こすどのようなことも，結婚するまでしてはなりま
せん。情熱的なキスをしたり，人の上に覆いかぶさった
り，服の上からであれ服を脱いでであれ人の隠れた神
聖な場所に触れてはなりません。あなたに対してもほ
かの人にそのようなことをさせてはなりません。自分の
体に対してもそのような感情を刺激してはなりません。」

（『若人の強さのために』〔2001 年〕，26 －27）

　「サタンが人に信じ込ませようとしていざなっている
考えがあります。それは，感情の高まりを求める二人
が同意のうえで行う肉体的な接触には許容範囲があ
り，それさえ守っていれば何の害もないというもので
す。わたしはイエス・キリストの証人として，その考え
は明らかに間違いであると証

あかし

します。

　サタンは特に，これまで清い生活を送ってきた人に，
女性の体から受ける強い影響力を雑誌やビデオ，映画
などで試させようとします。情欲をかき立てて試させ，
性的な関係に陥らせ，汚れさせようとするのです。」（リ
チャード・G・スコット『聖徒の道』1995 年 1 月号，43
－ 44）

　生徒がスコット長老の言葉を読み終えた後，生徒用資料
の 113 ページにあるスコット長老の言葉を読んでもらうとよ
い。この言葉は付属の DVD C でも視聴できる。

• リチャード・G・スコット長老の教えによれば，今
こん

日
にち

，サ

タンはどのようにわたしたちを誘惑して不貞を働かせよ
うとしているだろうか。

• ポルノグラフィーは個人の純潔をどのように脅かすか。

　一人の生徒に，ヤコブ 2：28 を読んでもらう。

• 主が純潔と貞節を喜ばれるのはなぜだろうか。

　ヤコブ 2：31－35 と 3：10 を読む。あなたが読んでいる
ときに，生徒に，純潔の律法を破ることで引き起こされる結
果を幾つか探し，それに印を付けてもらう。印を付けた箇
所を生徒たちに分かち合ってもらう。性的な不道徳は罪を
犯した当人を害するほかに，しばしば家族にも破壊的な影
響を及ぼすことを，生徒が理解できるようにする。

• 不道徳な行為は当人の家族にどのような影響を及ぼす
可能性があるだろうか（生徒たちの家族の状況を見な
がら，性的な不道徳は当人の配偶者，子供，親，兄弟や
姉妹，あるいは将来の配偶者や子供にどのような影響
を及ぼす可能性があるか，具体的に尋ねるとよい）。

　生徒に，少し時間を与えて，純潔の律法に従って生活して
いる理由を書いてもらう。この戒めを守ることで得られる，
祝福を受けるにふさわしい生活を続けることを，主を念頭に
おいて再度決意してもらう。純潔の律法の神聖さと，それに
従って生活することからもたらされる喜びについて証する。
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ヤコブ 1－ 4 章

ヤコブ 4：1－15　「キリストの贖
しょく

罪
ざい

について語
るのに，……何の差し支えがあろうか」
　次の図をホワイトボード（または，黒板）に描く。

知識の種類

知っているとよい

知っている
ことが重要

知っている
ことが不可欠

　「知っているとよい」情報の例を生徒に挙げてもらう（答え
として，スポーツ競技の得点，おもしろい話，興味深いが重
要ではない事実などがある）。次いで，「知っていることが
重要」な情報の例を挙げてもらう（答えとして，数学の公式，
歴史上の重大な事実，影響の大きな現代の出来事などがあ
る）。
　わたしたちが日の栄えの王国における昇栄を得ようとする
とき，「知っていることが不可欠」な情報があることに注目す
るよう生徒に言う。ヤコブ 4：4 －12 を黙読してもらう。読
みながら，「知っていることが不可欠」な教義に印を付けて
もらう。時間を十分に取ってから，印を付けた教義の幾つか
を分かち合ってもらう。なぜそれらの教義が不可欠である
と感じたか，理由を尋ねる。

• 知っていることが不可欠な事柄をどうすれば学べるか
について，8 節と 10 節では，何と教えられているだろう
か。

　必要であれば，生徒が挙げた情報はイエス・キリストの
贖罪とどのような関係にあるかを生徒が理解できるようにす
る。次の質問について話し合うときに，ホワイトボード（また
は，黒板）にある図を参照する。

• 贖罪に関する知識が不可欠であるのは，なぜだろうか。

• イエス・キリストの生涯と使命を知ることが不可欠であ
るということを理解していなければ，どのような結果を
招く可能性があるか。

　ヤコブはイエス・キリストに関する知識を生活の中心に置
こうとしなかった人々のことを語っている。ヤコブ 4：14 を
読む。

• 「的のかなたに」目を向けるとは，どういう意味だろう
か。

　この言葉について理解を増すために，一人の生徒に，生
徒用資料の 115 ページにある十二使徒定員会のニール・A・
マックスウェル長老の言葉を読んでもらってもよい。

• 的のかなたに目を向ける人々は，どうして盲目となるのだ
ろうか。

• ヤコブによれば，ユダヤ人が見ることのできなかった
「的」は何であったか（モルモン書ヤコブ 4：15 参照）。

　イエス・キリストの絵をホワイトボード（または，黒板）上
の図の隣に置く。救い主と主の贖

あがな

いの犠牲が天の御父の偉
大な幸福の計画の中心にあることを明言する。生徒に，ヤ
コブ 4：15 －16 を読んで，イエス・キリストと福音の主要な
教義に目を向けないときに招く結果を探してもらう。
　ヤコブ 4：12 を読んでレッスンを終える。

• わたしたちはどのような方法で「キリストの贖罪につい
て語る」ことができるだろうか。「キリストについて完
全な知識を得る」とは，どういう意味だろうか。

• あなたは救い主と救い主の贖罪の力に焦点を当てたと
き，どのように祝福されてきたか。

　まだ述べていなければ，イエス・キリストの贖罪について
あなたの証

あかし

を述べる。
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はじめに
　ヤコブはゼノスが述べたオリーブの木の比

ひ

喩
ゆ

について記
録しているが，これは，主がイスラエルの家を救うために絶
えず働きかけておられることを告げるものである（モルモン
書ヤコブ 5 章参照）。この比喩について教えるときに，主が
わたしたちを救おうとして「終日……手を差し伸べておられ
る」ことを強調するとよい（モルモン書ヤコブ 6：4）。
　ヤコブは，記録の最後で反キリストのシーレムに会ったこ
とを述べている。生徒はヤコブがシーレムの攻撃に立ち向
かい，シーレムの欺まんを暴いた方法を知ると，真実と誤り
を識別し，偽りの考えに立ち向かう強さを得るすべを学べる
であろう。

教義と原則
• 主は贖

あがな

いの働きかけを決してやめられない（モルモン書
ヤコブ 5 章；6：4 － 8 参照）。

• 「主の果樹園で熱心に働いてきた人 」々は幸いである
（モルモン書ヤコブ 5：75；6：1－3 参照）。

• 預言者の言葉と聖霊の導きは，わたしたちが偽りの教え
に立ち向かうのに助けとなる（モルモン書ヤコブ 7 章参
照）。

教えるための提案

ヤコブ 5 章；6：4 － 8　主は贖
あがな

いの働きかけを
決してやめられない
　ヤコブ 5 章を効果的に教えるためには，主が果樹園を 4
度訪れたときに行われたことが述べられている次の聖句ブ
ロックに精通していなければならない。 3 －14，15 －28 ，
29 － 49，50 －77 節。どの節について話し合うかを注意
深く選ぶ。準備するに当たっては，生徒が尋ねそうな質問
をできるかぎり予測する。生徒用資料の 118 －119 ページ
にある表と注解を参照する。たとえと同様に，比

ひ

喩
ゆ

や寓
ぐう

話
わ

には多くの意味が含まれている可能性のあることを覚えてお
く。したがって，生徒は，レッスンで提示されることのほか
に様々な意味を見いだすことがある。

　生徒に，このレッスンでは預言者ゼノスが述べたオリーブ
の木の比喩を調べて話し合うことを伝える。ヤコブ 4：12 －
18 を黙読するように言う。

• これらの節によれば，ヤコブが民にこの比喩を伝えたの
はなぜだろうか。ヤコブは何について奥義を明らかにす
ると述べているか。

第 16 章
ヤコブ 5－7 章

　ヤコブ 5 章を教えるに当たって，神が神の子供たちを贖
あがな

う働きをやめてはおられないことを生徒に理解させる。生
徒用資料の 120 ページにある十二使徒定員会のジェフリー・
R・ホランド長老の話を分かち合う。

• ホランド長老によれば，その比喩は何を意味しているだ
ろうか。

• 比喩の中で多く用いられている，掘り起こし，肥料をや
り，養分を与え，刈り込みをし，接ぎ木を行うという言葉
から，わたしたちが贖いの業について理解するのに，ホ
ランド長老の話はどのように役立つだろうか。

　生徒に，ヤコブ 5：3 － 9 にざっと目を通して比喩の中の
象徴を確認するように言う。生徒がそれらの象徴の意味を
理解する助けとして，生徒用資料の 117 ページにある図を参
照してもらう。レッスン中に参照できるように，その図をプリ
ントするか，オーバーヘッドプロジェクターで見せるとよい。
　生徒を 4 つのグループに分ける。主が果樹園を訪れたと
きに行われたことについて述べている節をグループ単位で学
ぶことを伝える。生徒に，果樹園を救うために主が行われ
た働きを確認し，またこれらの働きから学べる福音の原則を
探してもらう。生徒が答えを書く余白を残して，次の表をホ
ワイトボード（または，黒板）に書く。

第 1 グループ

ヤコブ 5：3 －14

第 2 グループ

ヤコブ 5：15 － 28

第 3 グループ

ヤコブ 5：29 － 49

第 4 グループ

ヤコブ 5：50 －77

　グループに割り当てた節を調べる時間を与えた後，各グ
ループの中の一人に，グループで見つけた事項をホワイト
ボード（または，黒板）に書いてもらう。
　時間があれば，引き続き次の質問の一つ，または両方につ
いて話し合ってもよい。

• 果樹園の主人は何度も僕
しもべ

とともに，木を刈り込み，木の
周りを掘り，木に養いを与えた。このことはイエス・キ
リストが主の民の生活にかかわっておられることについ
て，何を表しているだろうか。

• 41 節と 47 節で述べられている主人の言葉は，主の民に
対する主の思いについて何を告げているだろうか。
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はじめに
　ヤコブはゼノスが述べたオリーブの木の比

ひ

喩
ゆ

について記
録しているが，これは，主がイスラエルの家を救うために絶
えず働きかけておられることを告げるものである（モルモン
書ヤコブ 5 章参照）。この比喩について教えるときに，主が
わたしたちを救おうとして「終日……手を差し伸べておられ
る」ことを強調するとよい（モルモン書ヤコブ 6：4）。
　ヤコブは，記録の最後で反キリストのシーレムに会ったこ
とを述べている。生徒はヤコブがシーレムの攻撃に立ち向
かい，シーレムの欺まんを暴いた方法を知ると，真実と誤り
を識別し，偽りの考えに立ち向かう強さを得るすべを学べる
であろう。

教義と原則
• 主は贖

あがな

いの働きかけを決してやめられない（モルモン書
ヤコブ 5 章；6：4 － 8 参照）。

• 「主の果樹園で熱心に働いてきた人 」々は幸いである
（モルモン書ヤコブ 5：75；6：1－3 参照）。

• 預言者の言葉と聖霊の導きは，わたしたちが偽りの教え
に立ち向かうのに助けとなる（モルモン書ヤコブ 7 章参
照）。

教えるための提案

ヤコブ 5 章；6：4 － 8　主は贖
あがな

いの働きかけを
決してやめられない
　ヤコブ 5 章を効果的に教えるためには，主が果樹園を 4
度訪れたときに行われたことが述べられている次の聖句ブ
ロックに精通していなければならない。 3 －14，15 －28 ，
29 － 49，50 －77 節。どの節について話し合うかを注意
深く選ぶ。準備するに当たっては，生徒が尋ねそうな質問
をできるかぎり予測する。生徒用資料の 118 －119 ページ
にある表と注解を参照する。たとえと同様に，比

ひ

喩
ゆ

や寓
ぐう

話
わ

には多くの意味が含まれている可能性のあることを覚えてお
く。したがって，生徒は，レッスンで提示されることのほか
に様々な意味を見いだすことがある。

　生徒に，このレッスンでは預言者ゼノスが述べたオリーブ
の木の比喩を調べて話し合うことを伝える。ヤコブ 4：12 －
18 を黙読するように言う。

• これらの節によれば，ヤコブが民にこの比喩を伝えたの
はなぜだろうか。ヤコブは何について奥義を明らかにす
ると述べているか。
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　わたしたちに対する主の愛を表すそのほかの節を紹介し
てもよい。次の節がその例である。
　「この木を刈り込み，木の周りを掘り，養いを与えよう。そ
うすれば，……この木は……枯れないであろう。」（モルモン
書ヤコブ 5：4）
　「この木を失うのは悲しい。」（モルモン書ヤコブ 5：7）
　「もう一度わたし自身のためにこの木の良い実を保存でき
るようにするには，どうすればよいだろうか。」（モルモン書
ヤコブ 5：33）
　「わたしは果樹園の実によって再び喜びを得られるであろ
う。」（モルモン書ヤコブ 5：60）
　70 －74 節では終わりの時における伝道活動の原則が教
えられていることに注目するよう生徒に言うととよい。

 1. 世界の人口と比較して，宣教師の数は少ない（70 節
参照）。

 2. わたしたちは主の業に携わっており，主はわたしたち
と一緒に働かれる（71 節参照）。

 3. 主の王国において働く者は，何事もすべて主の戒めに
従うことを学んだときにのみ成功を収める（72 節参照）。

 4. 宣教師たちは出かけて行くと，全世界で多くの立派な
人 を々見いだす（73 節参照）。

　一人の生徒に，ヤコブ 6：4 － 8 を読んでもらう。

• ヤコブはゼノスの比喩を教えた後で，福音のどの原則を
強調しているか。

• 主が「終日……手を差し伸べて」くださっていることを
知ることで，主に対する感謝がどれほど深まるだろうか

（モルモン書ヤコブ 6：4）。

　前述のレッスンの代わりに，『モルモン書 DVD プレゼン
テーション』の「7．オリーブの木のたとえ話」（14 分 33 秒）
を見せてもよい。このプレゼンテーションを事前に見るときに，

『モルモン書ビデオガイド』（アイテム番号 34810 300。 www.
ldsces.org でも視聴できる）の教師用概要を参照する。

ヤコブ 5：75；6：1－ 3　「主の果樹園で熱心
に働いてきた人々」は幸いである
　生徒に，ヤコブ 5：75 と 6：1－3 を黙読して，主の僕

しもべ

たち
に与えられる祝福について考えるように言う。

• これらの節では，主の果樹園で手伝う僕たちについてど
のようなことが教えられているか。

• 今
こんにち

日の主の僕とはだれだろうか。彼らはどのように「養
い」を与え，また「接ぎ木」を行っているだろうか。

　第 10 代大管長であるジョセフ・フィールディング・スミス
大管長（1876 －1972 年）の次の言葉を読む。

　「〔ゼノスの〕驚くべきたとえは，オリーブの木の
枝（イスラエル人）がどのようにして世界のあらゆる場
所（主の樹木園）に運ばれて行き，野生のオリーブの木

（異邦人の国民）に接ぎ木されたかを説明している。
このように，僕たちは主が交わされた約束を成就してい
るのである。

　今日，末日聖徒は果樹園の僕として，世界のあらゆる
場所に出かけて行き，この実を集めて，主人が来られる
時に備えてそれを蓄えている。」（Answers to Gospel 
Questions,  全 5 巻〔1957－1966 年〕，第 4 巻，142）

• わたしたちはこの最後の集合で，どのように主に仕える
ことができるだろうか。

ヤコブ 7 章　預言者の言葉と聖霊の導きは，わた
したちが偽りの教えに立ち向かううえで助けとなる
　クラスが始まる前に，次の表をホワイトボード（または，黒
板）に書いておくか，各生徒への配付資料として準備しておく。

シーレムと彼の教え

モルモン書ヤコブ 7：1－7

• ヤコブはシーレムのことをどのように述べているか。

• シーレムのおもな目的は何か。

• シーレムはどれほど成功したか。

• シーレムはどのような方法や手段を用いて民を惑わし
たか。

• これらの方法は現代用いられている方法とどのように
似ているか。

ヤコブはシーレムの偽りの教えを暴く

モルモン書ヤコブ 7：5，8 －14

• ほかの多くの人が欺かれたときでさえ，ヤコブはシー
レムの教えが偽りであることを見抜くことができた。
この記録から，ヤコブのそのような力についてどのよ
うなことが分かるか。

• ヤコブはどのようにしてシーレムを説き破ることがで
きたか。
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　生徒に，ヤコブ 7：1－14 を調べて質問の答えを見つける
ように言う。聖句を調べる時間を与えてから，質問に答えて
もらう。
　生徒用資料の 121 ページにあるエズラ・タフト・ベンソン
大管長の言葉を開くように生徒に言う。一人の生徒に，それ
を読んでもらう。この言葉は付属の DVD A でも視聴でき
る。

• 「今日の悪魔の企てや戦略，その教え」を見分ける必要
があるのは，なぜだと思うか。

　生徒用資料の 121 ページにある，欺きを避ける方法につ
いてのエズラ・タフト・ベンソン大管長の言葉を開くように
生徒に言う。一人の生徒に，それを読んでもらう。ベンソン
大管長がわたしたちに従うようにと勧めている 3 つのガイド
を生徒が読んでいる間に，そのガイドをホワイトボード（また
は，黒板）に書き出すとよい。

 1. 標準聖典

 2. 末日の教会の大管長，特に現在の大管長

 3. 聖霊

• ヤコブはシーレムに出会ったとき，どのように聖霊に
従ったか。

• ヤコブ 7：10 －11 によれば，ヤコブはシーレムに対して
どのように聖文を用いたか。

　生徒の一人に，ヤコブ 7：23 を読んでもらう。その後，ほ
かの生徒に，ジョセフ・スミス－マタイ 1：37 を読んでもら
う。

• 聖文を調べることは，欺かれないようにするのにどのよ
うに役立つだろうか。

• 現代の偽りの教えから守られるために，わたしたちは何
ができるだろうか。

　主の子供たちに対する主の愛と見守りについてあなたの
証

あかし

を述べる。わたしたちは主や主の僕，聖文，聖霊に頼ると
き，主の近くにいて，欺きを避けることができる。

はじめに
　生徒は，昼も夜も一日中祈ったエノスの話を恐らくすでに
よく知っているであろう。しかし，あなたは彼らがこの話を
もっと深く理解できるように助けることができる。この話を
読んで話し合うとき，生徒は祈りをもっと有意義なものにで
きる方法と態度を学べるであろう。また，贖

しょく

罪
ざい

のもたらす祝
福がどのように彼らの人生に影響を及ぼすかについても知る
ことができるであろう。
　ジェロム書，オムナイ書，またモルモンの言葉には，一部の
ニーファイ人が預言者たちの教えに従おうとしなかったため
にどのように苦難を被ったかが記されている。あなたは教え
るときに，主と主の預言者に頼ると試練や逆境の時でもどの
ように平安を得られるかを生徒に理解させることができる。

教義と原則
• わたしたちは，キリストを信じる信仰とキリストの贖

しょく

罪
ざい

の
癒
いや

しの力によって自分の罪に対する赦
ゆる

しを得ると，ほか
の人々も救いを得られるように助けたいと思うようになる

（エノス 1：5 －27 参照）。

• 指導者は人々に悔い改めを促すために，時折厳しく警
告しなければならない（エノス 1：22 －23；ジェロム 1：
10 －12；モルモンの言葉 1：15 －18 参照）。

• 忠実な聖徒たちは預言者の言葉に聞き従うので，試練
と逆境の時に支えられ導かれる（オムナイ 1：12 －19
参照）。

• 主は将来起こることをすべて御存じである（モルモンの
言葉 1：1－ 9 参照）。

教えるための提案

エノス1：2 －15　祈りは神との霊的な語らいで
ある
　クラスの生徒に，エノスについて知っていることをすべて
挙げてもらう。答えには次のことが含まれるであろう。

 1. 彼はヤコブの息子，リーハイの孫，ニーファイのおい
である。

 2. 彼は義人である。

 3. 彼は昼も夜も一日中祈った。

 4. 主の御
み

声
こえ

が聞こえて，彼の罪が赦
ゆる

されたことを宣言
された。

 5. 彼はほかの人々の幸いを求めて祈った。

第 17 章
エノス－モルモンの言葉
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はじめに
　生徒は，昼も夜も一日中祈ったエノスの話を恐らくすでに
よく知っているであろう。しかし，あなたは彼らがこの話を
もっと深く理解できるように助けることができる。この話を
読んで話し合うとき，生徒は祈りをもっと有意義なものにで
きる方法と態度を学べるであろう。また，贖

しょく

罪
ざい

のもたらす祝
福がどのように彼らの人生に影響を及ぼすかについても知る
ことができるであろう。
　ジェロム書，オムナイ書，またモルモンの言葉には，一部の
ニーファイ人が預言者たちの教えに従おうとしなかったため
にどのように苦難を被ったかが記されている。あなたは教え
るときに，主と主の預言者に頼ると試練や逆境の時でもどの
ように平安を得られるかを生徒に理解させることができる。

教義と原則
• わたしたちは，キリストを信じる信仰とキリストの贖

しょく

罪
ざい

の
癒
いや

しの力によって自分の罪に対する赦
ゆる

しを得ると，ほか
の人々も救いを得られるように助けたいと思うようになる

（エノス 1：5 －27 参照）。

• 指導者は人々に悔い改めを促すために，時折厳しく警
告しなければならない（エノス 1：22 －23；ジェロム 1：
10 －12；モルモンの言葉 1：15 －18 参照）。

• 忠実な聖徒たちは預言者の言葉に聞き従うので，試練
と逆境の時に支えられ導かれる（オムナイ 1：12 －19
参照）。

• 主は将来起こることをすべて御存じである（モルモンの
言葉 1：1－ 9 参照）。

教えるための提案

エノス1：2 －15　祈りは神との霊的な語らいで
ある
　クラスの生徒に，エノスについて知っていることをすべて
挙げてもらう。答えには次のことが含まれるであろう。

 1. 彼はヤコブの息子，リーハイの孫，ニーファイのおい
である。

 2. 彼は義人である。

 3. 彼は昼も夜も一日中祈った。

 4. 主の御
み

声
こえ

が聞こえて，彼の罪が赦
ゆる

されたことを宣言
された。

 5. 彼はほかの人々の幸いを求めて祈った。

第 17 章
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　クラスの生徒を二人一組に分けて，それぞれの組で，エノ
ス 1：1－ 5 を読んで，祈りを有意義なものにする行動と態度
を見つけてもらう。少し時間を置いて，見つけたことを分か
ち合ってもらう。
　生徒の答えをホワイトボード（または，黒板）に書く。生
徒に，この話し合いで挙げられた原則の中から，自分の祈
りを改善するのに役立つものを個人的に書き留めてもらう。
さらに理解を深めるために，生徒用資料の 123 －124 ペー
ジにあるロバート・D・ヘイルズ長老とニール・A・マックス
ウェル長老の言葉を参照してもらってもよい。

エノス1：5 － 27　わたしたちはキリストを信じ
る信仰とキリストの贖

しょく

罪
ざい

の癒
いや

しの力によって自分
の罪に対する赦

ゆる

しを得ると，ほかの人々も救いを
得られるように助けたいと思うようになる
　次の図をホワイトボード（または，黒板）に描く。

ほかの人々の救いを望む → 贖罪によって罪を赦される

　一人の生徒に，エノス 1：5 － 8 を読んでもらう。

• エノスは，贖罪の清めの力を受けたことを，どのような感
覚で知っただろうか。

• どうすればわたしたちも自分の生活で同じ力を感じるこ
とができるだろうか。

　一人の生徒に，エノス 1：9 －12 を読んでもらう。

• エノスは贖罪による赦しを感じた後，次にだれのことを
考えただろうか。

• なぜほかの人々のことを考え始めたと思うか。

• この模範はどのようにわたしたちに役立つだろうか。

　わたしたちは贖罪によって清められて変わったら，ほかの
人々に奉仕する準備がもっとよくできることを説明する。
　ほかの人々を霊的に幸せにしたいという気持ちで生活して
いる人々の例を生徒に分かち合ってもらう。贖罪の力によっ
て祝福を求め，その後，同じ祝福をほかの人々も受けられる
ようにするよう生徒に勧める。
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エノス1：22 － 23；ジェロム1：10 －12；モ
ルモンの言葉 1：15 －18　指導者は人々に悔い
改めを促すために，時折厳しく警告しなければな
らない
　警告や注意を喚起する絵を何種類か見せる（信号機，毒
物の警告などがそれに当たる）。

• なぜこのような警告があるのだろうか。

• 警告に注意を払わないと，その結果はどうなる可能性が
あるか。

　エノス 1：22 －23 を読むように生徒に言う。

• 「強情」とはどういう意味だと思うか。自分が強情だと
分かったときには，どうすれば変わることができるか。

　ジェロム 1：10 －12 を読むように生徒に言う。

• 指導者や教師の中に人々から拒まれても，熱心に，また
寛容な心で語り続けることのできる人がいるのは，なぜ
だろうか。

　モルモンの言葉 1：15 －18 を読むように生徒に言う。

• 力と権能をもって神の言葉を語るとはどういう意味だろ
うか。時々厳しく語る必要があるのは，なぜだろうか。

• 指導者から与えられている明確な警告として何があるだ
ろうか。

• 厳しい警告はどのような愛の表現と見ることができる
か。

　生徒の幸せを望んでいる預言者や地元の神権指導者や
親から与えられる警告に注意を払うよう生徒を励ます。

オムナイ 1：12 －19　忠実な聖徒たちは預言者
の言葉に聞き従うので，試練と逆境の時に支えら
れ導かれる
　クラスが始まる前に，次の問題をホワイトボード（または，
黒板）に書いておくか，各生徒への配付資料として準備して
おく。

1. モーサヤとその民が発見した
のは何という地か。    

2. ミュレクの 子 孫で あった ゼ
ラヘムラの民が喜んだのは，
モーサヤが何を持っていたか
らか。    

3. ゼラヘムラの民はどこから来
たか。    

4. ゼラヘムラの民の言葉はどの
ようになっていたか。    

5. ニーファイ人とゼラヘムラの
民の両方の王になったのはだ
れか。    

A. なまっていた

B. エルサレム

C. モーサヤ

D. 真鍮の版

E. ゼラヘムラ

　オムナイ 1：12 －19 を黙読するように生徒に言う。読み
ながら，ホワイトボード（または，黒板）またはプリントに書
かれている組み合わせ問題を解いてもらう。時間を十分に
取ってから，簡単に答え合わせをする（1－E ，2 －D，3 －
B，4 －A，5 － C）。

• モーサヤに従って荒れ野に出て行った忠実な聖徒たち
は，どのように支えられ，危険から守られただろうか。

• モーサヤの民が来たことで，ゼラヘムラの民はどのよう
に霊的な盲目から救われただろうか。

• 1 ニーファイ4：13 には，ニーファイがなぜラバンを殺し
て真

しん

鍮
ちゅう

版
ばん

を手に入れる必要があったのか，その理由に
関する主の説明が記されている。この節はオムナイ 1：
14 －17とどのように関連しているだろうか（ゼラヘムラ
の民は記録を持って来ていなかったため，彼らの言葉は
なまっており，また神を信じる信仰を失っていた。彼ら
は一つの国民として不信仰に陥り，そのために滅びつつ
あった。彼らはモーサヤの民が真鍮版に記されている
ユダヤ人の記録を持っているのを見て喜んだ）。

　預言者の勧告に従っても人生のすべての苦難から解放さ
れると保証されるわけではないことを説明する。しかしなが
ら，預言者に従うことによって，自分が最も安全な道におり，
試練の中で支えられるという確信を持つことができる。
　教義と聖約 21：4 － 6 を読む。

• わたしたちが預言者の勧告を信じることができるのは，
なぜだろうか。

• 預言者の勧告は苦難の時にどのようにあなたの助けに
なってきたか。
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オムナイ 1：25 － 26　「自分自身をキリストへ
のささげ物としてささげ」
　生徒に，オムナイ書の前書きを見てもらい，この書を書い
た記録者は何人か調べてもらう。 5 人目の記録者アマレカ
イはニーファイの小版に記録を残した最後の人で，オムナイ書
の半分以上を書いていることに注目するよう生徒に言う（オ
ムナイ 1：12 －30 参照）。
　オムナイ 1：25 －26 を黙読するよう生徒に言う。アマレ
カイが説き勧め，勧告している事柄に傍線を引くように（あ
るいは，別紙に書き出すように）生徒に言う。時間を十分に
取ってから，見つけた事柄を分かち合ってもらう。

• 「来て」という招きの言葉が何度か使われているが，こ
のことから何が大切であると分かるか。

• キリストのもとに来ることと「自分自身をキリストへのさ
さげ物として」ささげることの間にはどのような関係が
あるだろうか。

　第 13 代大管長であるエズラ・タフト・ベンソン大管長
（1899 －1994 年）の次の言葉を分かち合う。

　「神はわたしたちを愛しておられます。見守ってくだ
さっています。神はわたしたちが成功することを望んで
おられます。わたしたちは，神がわたしたち一人一人に
永遠の幸いを得させるためにありとあらゆる方策を尽く
されたことを，いつの日か知るでしょう。……この現世
はわたしたちが行えること，すなわち， 毎日，毎時間，
また一瞬一瞬，神のためにどのように生き，どのような
犠牲をささげるかを示す時です。そして，自分のすべ
てをささげれば，すべての中で最も大いなる御方から
その御方のすべてを頂くのです。」（「イエス・キリスト
―賜

たまもの

と私たちへの期待」『聖徒の道』1987 年 12 月
号，5 参照）

　わたしたちは救いの祝福を受けるために，なぜ「自分自
身」をささげなければならないのだろうか。
　あらゆる点でもっと神に近づくために，今週どのような犠
牲をささげることができるか，生徒に静かに考えてもらう。
主のもとに来るようにという主の招きを受け入れることで得
られる祝福について証

あかし

する。

モルモンの言葉 1：1－ 9　主は将来起こること
をすべて御存じである
　オムナイ書とモルモンの言葉に相当する時期を見つけて，
オムナイ書が書かれた年とモルモンの言葉が書かれた年の
違いに注目するように生徒に言う。モルモンの言葉にはモル
モンが民の神聖な記録の編さんに関して述べた多少の解説
が含まれていることを説明する。
　モルモンの言葉 1：1－ 9 を何人かの生徒に，1 節または
2 節ずつ読んでもらう。

• モルモンは小版を見つけたとき，それをどうするように感
じたか。それはなぜか。

• 主がこの時点で，この記録を追加するようにモルモンに
霊感を与えられた理由が明らかになった教会歴史上の
出来事は何だろうか。

　一人の生徒に，教義と聖約 10 章の前書きを読んでもらう。

• ジョセフ・スミスとモルモン書は，モルモンがニーファイ
の小版を加えたことでどのように守られただろうか。モ
ルモンがこの版を加えたことで，わたしたちはどのように
祝福されてきただろうか。

　モルモンの言葉 1：7 の「主は将来起こることをすべて御
存じである」という箇所に印を付けるよう生徒に言う。

• 主がすべてのことを御存じであると知っていることは，
あなたにとってどのような助けになるだろうか。このこと
を理解していることは，主を信じる信仰とわたしたち一
人一人のための主の計画を信じる信仰にどのような影響
を及ぼすだろうか。

　生徒用資料の 127 ページにあるニール・A・マックスウェ
ル長老の言葉を生徒に参照してもらう。
　自分が将来必要とするものを，天の御父はすでに御存じ
であったということが分かるのに，助けとなった経験を生徒
に分かち合ってもらう。あなたの生涯を神が予知しておられ
ることがどのようにして分かったか，あなた自身が感じてい
る気持ちを分かち合ってもよい。
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第 18 章

はじめに
　ニーファイ人として知られるようになったゼラヘムラの民
は，ベニヤミンという義にかなった王に長年，統治されてい
た。ベニヤミン王は年老いたとき，息子モーサヤに命じて民
を集めさせた。王は，その最後の説教で新たな王を任命す
るつもりだと言った。また，「戒めに背かなければ決して消
されることはない」一つの名を民に授けると言った（モーサ
ヤ 1：12）。民への説教の初めに，ベニヤミン王は息子モー
サヤを民の王にすると宣言した。説教の間中，王は救い主に
ついて証

あかし

し，王が与える名を受けるよう民を備えた。
　以下の資料は，モーサヤ 2 －3 章に記されている救い主
についてのベニヤミン王の証に焦点を当てている。イエス・
キリストと贖

しょく

罪
ざい

を通して得られる救いの祝福を，生徒に思い
出してもらう機会になる。贖罪が堕落の影響をどのように
克服し，死すべき状態にあるゆえの弱さを補うことができる
か，また，神と交わした聖約を守ろうと努力するうえで謙

けんそん

遜
さと感謝の念が不可欠であることを，生徒が分かるようにす
る。次のクラスでは，ベニヤミン王が民に約束した名を授け
ることが記されたモーサヤ 4 － 6 章を学ぶ。

教義と原則
• わたしたちは，どのように人に仕えるかについて神の前

に責任を負う（モーサヤ 2：1－18 参照）。

• わたしたちはとこしえに神に恩を受けている（モーサヤ
2：19 － 41 参照）。

• 救いはイエス・キリストによってのみ可能である（モーサ
ヤ 3 章参照）。

教えるための提案

モルモンの言葉 1：12 －18；モーサヤ 1 章　ベ
ニヤミン王は義にかなった指導者だった
　やぐらの上に立つベニヤミン王の絵を掲げる（『福音の視
覚資料集』74 番，または本書の 67 ページの絵を使ってもよ
い）。絵に描かれている出来事について，生徒に説明しても
らう。
　モルモンの言葉 1：12 －18 とモーサヤ 1 章は，ベニヤミン
王の説教の背景について説明していることを指摘する。そ
の内容を紹介するために，生徒一人一人に紙に 1 から 5 まで
の番号を書いてもらう。それから，下記の 5 つの文を，括弧
の中の情報を除いて読む。生徒に，各文について正しけれ
ば○，誤りであれば ×を付けてもらう。生徒が答えを書き
終わってから，対応する聖文を読むように生徒に言い，各文
の正誤について話し合ってもらう。

第 18 章
モーサヤ1－3 章

 1. ベニヤミン王はラバンの剣を持ち，レーマン人と戦っ
た（○ ―モルモンの言葉 1：13 参照。オムナイ1：
24 も参照）。

 2. ベニヤミン王の統治期間中，民は皆，王を愛し，その
勧告を受け入れた（× ―モルモンの言葉 1：16 参
照。ただし，モーサヤ 1：1も参照）。

 3. ベニヤミン王は独力でニーファイ人の中に義を確立し
た（× ―モルモンの言葉 1：17－18 参照）。

 4. ベニヤミン王はその息子たちに先祖の言葉を教え，
それによって彼らが聖文を探求して神の奥義を知るこ
とができるようにした（○ ―モーサヤ 1：2 － 4 参
照）。

 5. ベニヤミン王は政治と霊的な問題について話したいと
思い，民に集まるよう布告を出した（○ ―モーサヤ
1：10 －11 参照）。

　ベニヤミン王がどのように平和と義を確立したか知れば，
その教えと証

あかし

の深さをさらによく理解できることを説明す
る。

モーサヤ 2：1－18　わたしたちは，どのように
人に仕えるかについて神の前に責任を負う
　ニーファイ人の民がベニヤミン王の言葉を聞こうとゼラヘ
ムラの神殿の外に集まったことを説明する。彼らは天幕を
張ったが，ベニヤミン王の言葉が聞こえるように，天幕の入り
口を神殿の方へ向けていた。王は自分の声がさらに多くの
民に届くよう，やぐらを建てるよう頼んだ。また，それでも遠
くにいて聞こえない人々のために，自分の言葉を書き取らせ
た（モーサヤ 2：1－ 8 参照）。
　ホワイトボード（または黒板）に次の言葉を書く。「わた
したちは，どのように人に仕えるかについて神に責任を負
います。」
　生徒と一緒にモーサヤ 2：9 －18 を読む。モーサヤ 2：
17  に特に注意を払うとよい。わたしたちはどのように人
に仕えるかについて神に責任を負うとベニヤミン王が信じた
根拠を，生徒に探してもらう。

• ベニヤミン王は，自分が奉仕する理由について，どのよ
うに説明したか。

• あなたは，人への奉仕がどのように主への奉仕につなが
ると感じてきただろうか。

　大管長会のマリオン・G・ロムニー管長（1897－1988
年）の次の言葉を紹介する（付属の DVD A で視聴すること
もできる）。
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モーサヤ 1－3 章

はじめに
　ニーファイ人として知られるようになったゼラヘムラの民
は，ベニヤミンという義にかなった王に長年，統治されてい
た。ベニヤミン王は年老いたとき，息子モーサヤに命じて民
を集めさせた。王は，その最後の説教で新たな王を任命す
るつもりだと言った。また，「戒めに背かなければ決して消
されることはない」一つの名を民に授けると言った（モーサ
ヤ 1：12）。民への説教の初めに，ベニヤミン王は息子モー
サヤを民の王にすると宣言した。説教の間中，王は救い主に
ついて証

あかし

し，王が与える名を受けるよう民を備えた。
　以下の資料は，モーサヤ 2 －3 章に記されている救い主
についてのベニヤミン王の証に焦点を当てている。イエス・
キリストと贖

しょく

罪
ざい

を通して得られる救いの祝福を，生徒に思い
出してもらう機会になる。贖罪が堕落の影響をどのように
克服し，死すべき状態にあるゆえの弱さを補うことができる
か，また，神と交わした聖約を守ろうと努力するうえで謙

けんそん

遜
さと感謝の念が不可欠であることを，生徒が分かるようにす
る。次のクラスでは，ベニヤミン王が民に約束した名を授け
ることが記されたモーサヤ 4 － 6 章を学ぶ。

教義と原則
• わたしたちは，どのように人に仕えるかについて神の前

に責任を負う（モーサヤ 2：1－18 参照）。

• わたしたちはとこしえに神に恩を受けている（モーサヤ
2：19 － 41 参照）。

• 救いはイエス・キリストによってのみ可能である（モーサ
ヤ 3 章参照）。

教えるための提案

モルモンの言葉 1：12 －18；モーサヤ 1 章　ベ
ニヤミン王は義にかなった指導者だった
　やぐらの上に立つベニヤミン王の絵を掲げる（『福音の視
覚資料集』74 番，または本書の 67 ページの絵を使ってもよ
い）。絵に描かれている出来事について，生徒に説明しても
らう。
　モルモンの言葉 1：12 －18 とモーサヤ 1 章は，ベニヤミン
王の説教の背景について説明していることを指摘する。そ
の内容を紹介するために，生徒一人一人に紙に 1 から 5 まで
の番号を書いてもらう。それから，下記の 5 つの文を，括弧
の中の情報を除いて読む。生徒に，各文について正しけれ
ば○，誤りであれば ×を付けてもらう。生徒が答えを書き
終わってから，対応する聖文を読むように生徒に言い，各文
の正誤について話し合ってもらう。

第 18 章
モーサヤ1－3 章

　「わたしたちは人に仕え，人を助けることによって
……永遠に尽きることのない真の喜びを味わうので
す。奉仕とは，日の栄えの王国に入る資格を勝ち取る
ために，この地上で我慢して行うようなものではありま
せん。それは，日の栄えの王国に昇栄した人の生活を
形作る大切な要素なのです。

　奉仕が天の御父の業を達成するものであることを知
りながら，また御父のおられる所に住んで御父のよう
になりたいと願っていながら，なぜわたしたちは互いに
仕え合うように戒めてもらわなければならないのでしょ
うか。ああ，わたしたちの心が清められて，これらすべ
てのことが自然に行われるようになるとき，それは何と
輝かしい日になることでしょう。その日には戒めなど必
要ありません。なぜなら，だれもが経験を通して，真の
幸福は無私の奉仕に携わるときにもたらされることを
知っているからです。」（『聖徒の道』1983 年 1 月号，
168 －169）

• 聖霊のささやきに従って人に仕えたときのことを考えて
みる。このささやきに従ったとき，どのように感じたか。

• 「真の幸福は無私の奉仕に携わるときにもたらされる」
というロムニー管長の言葉について深く考えてみる。な
ぜこれが真実だと思うか。

モーサヤ 2：19 － 41　わたしたちはとこしえに
神に恩を受けている
　生徒に，特に感謝している祝福を 5 つか 6 つ，紙に書き
出してもらう。書き終わってから，モーサヤ 2：19 －24 を黙
読するよう勧める。読みながら，自分のリストにベニヤミン
王が感謝するよう勧めた項目があるか確認してもらう。ほか
の生徒とペアを組んで，この聖句が何に感謝すべきと教えて
いるか話し合うよう勧める。

• 主への感謝の気持ちを表す方法にはどんなものがある
だろうか。

　生徒に，約束されている祝福を探しながら，22 節をもう一
度読んでもらう。そのような祝福を受けられる条件として主
がわたしたちに求めておられることは何か，質問する。

• 戒めに従順であった結果，あなた，またはあなたの家族
はどんな祝福を受けた経験があるだろうか。

　はっきり分かるほど表面にほこりがついた品物を一つ，教
室に持って来る。その表面を指でさっとぬぐい，クラスの全

員にその指を見せる。

• 指についたほこりとわたしと，どちらの方に価値がある
だろうか。

　生徒がこの質問について話し合っているとき，一人の生徒
にモーサヤ 2：25 －26 を読んでもらう。生徒に，ベニヤミン
王が自分と自分の民は「大地のちりに等しい者」でさえない
と言った，その言葉の意味を説明するように言う。
　以下の参考聖句をホワイトボード（または黒板）に書く。

モーサヤ 2：25 － 26

詩篇 8：3 － 9

　生徒に，これらの聖句を読み，印を付ける時間を与える。
片方の聖句にはわたしたちが「大地のちりに等しい者」でさ
えないとあり，もう片方には「ただ少しく人を神より低く造っ

〔た〕」とあることに生徒の注意を喚起する。

• 両方が正しいのは，どうしてだろうか。

　一人の生徒にモーサヤ 2：34 を読んでもらう。全員に，わ
たしたちと天の御父との関係について教えている言葉に注
意して聞くよう勧める。

• だれかに恩を感じるとは，どういう意味だろうか。

• 神はわたしたちに何をお与えになっただろうか。

• 自分が永遠に主に恩を受けていることを忘れないこと
が大切なのはなぜか。

　一人の生徒にモーサヤ 2：36 － 41を読んでもらう。皆も
一緒に読みながら，神の戒めを守る人と守らない人との対比
を探すよう勧める。

• これらの聖句によると，戒めに従わず，悔い改めない
人々にはどんな結果が待っているか。

• これらの聖句によると，戒めを守る人々にはどんな祝福
があるか。

• 天の御父に対する感謝の念が御父の戒めに従う助けと
なるのはどうしてだろうか。感謝の気持ちを忘れること
が不従順をもたらすことがあるのはどうしてだろうか。

　生徒に，主に対する恩について深く考えるよう勧める。
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第 18 章

モーサヤ 3 章　救いはイエス・キリストによって
のみ可能である
　大管長会のヘンリー・B・アイリング管長の次の言葉を紹
介する。

　「必要なのは〔イエス・〕キリストに対する信仰と愛
です。主が生きておられることを，主がどのような御方
かを知る必要があります。そうするとき，主を愛するよ
うになるでしょう。」（『リアホナ』2006 年 5 月号，16）

• 救い主がどのような御方かを知ると，もっと主を愛せる
ようになるのはなぜだろうか。

　モーサヤ 3 章にはベニヤミン王に現れた天使の言葉が記
されていると説明する。ニーファイ人は救い主の降誕の 100
年以上前に，主の生涯と教導の業に関する重要な事柄につ
いて啓示を通して知ることを許されたと，生徒が理解できる
ようにする。同様に，それから 2,000 年以上たった現在，わ
たしたちも啓示の霊を通して，その天使のメッセージが真実
であることを知ることができる。御

み

霊
たま

の証
あかし

により，わたした
ちは救い主を知って愛するようになり，主を信じる信仰をさ
らに強めることができる。
　生徒を 5 つのグループに分ける。以下の聖文から一つず
つ選んで各グループに割り当てる。

　モーサヤ 3：5 － 9
　モーサヤ 3：10 －13
　モーサヤ 3：14 －18
　モーサヤ 3：19 －22（19 節はマスター聖句  であるこ
とに留意する）
　モーサヤ 3：23 －27

　グループで割り当ての聖句を読み，救い主の教導の業と
贖

しょく

罪
ざい

に関する預言，キリストの御
み な

名を通してどのように救い
がもたらされるかについての説明を見つけるように言う。グ
ループ内で見つけたことについて話し合った後，クラス全体
に報告してもらう。
　生徒の必要に応じて，以下の中から幾つか質問をするとよ
い。

• この章で読んだことから，どうして救いはイエス・キリス
トを通してだけ可能なのだろうか。

• 生徒用資料の 132 －133 ページから，「生まれながらの
人」という言葉の説明を読む。キリストとその贖罪を信
じる信仰によってのみ，わたしたちは生まれながらの人
を捨てて聖徒になれるのはなぜか。

• 19 節には，わたしたちは「子供のように」ならなければ
ならないと記されている。これは自分にとってどういう
意味があるのだろうか。

• わたしたちにはイエス・キリストが必要であることをこの
章はどのように証しているか。

　生徒に贖罪の祝福について証を分かち合うよう励ます。
あなた自身も証を述べるとよい。
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モーサヤ 1－3 章
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第 19 章

はじめに
　ベニヤミン王は人の堕落した性質と救い主の必要性につ
いて天使から受けたメッセージを述べた後，人々は地に伏し
て，イエス・キリストの贖

しょく

罪
ざ い

を通して救いを得られるように
祈った。群衆が謙

けんそん

遜になったとき，ベニヤミン王は最後に，
罪の赦

ゆる

しを受けて，それを保ち，絶えず「キリストの子」とし
て生きる方法を民に教え（モーサヤ 5：7），その説教を終え
た。ベニヤミン王の説教は贖罪の効力を及ぼす方法を生徒
が理解できるようにするすばらしい機会となる。わたしたち
もニーファイ人のように，自分を死すべき状態にある弱い者
と認め，悔い改め，聖約を交わして，それを守ることにより，
自分の身にイエス・キリストの御

み

名
な

を受けることができる。

教義と原則
• キリストの贖

あがな

いの血の効力を及ぼさせることで罪の赦
ゆる

し
がもたらされる（モーサヤ 4：1－ 8 参照）。

• キリストの贖いの血の効力を及ぼすことが，キリストのよ
うな生活につながる（モーサヤ 4：9 －30 参照）。

• わたしたちは信仰によって心が改まり，イエス・キリスト
の御

み な

名を受ける（モーサヤ 5 章参照）

• 聖見者は同
はら

胞
から

に大きな利益をもたらす（モーサヤ 8：13
－18 参照）。

教えるための提案

モーサヤ 4：1－ 8　キリストの贖
あがな

いの血の効力
を及ぼさせることで罪の赦

ゆる

しがもたらされる
　一人の生徒にモーサヤ 4：1を読んでもらう。それから生
徒に，大きく心を動かされて御

み

霊
たま

の力を感じるようになった
経験を思い出すように言う。

• その経験から何を学んだか。

• その経験からどんな影響を受けたか。

　一人の生徒にモーサヤ 4：2 を読んでもらう。生徒に，ベ
ニヤミン王の民が経験したことを自分の言葉で話すよう言う。

• 民は何を祈り求めただろうか。

　生徒に，モーサヤ 4：3 を黙読して，ニーファイ人が信仰
をもって祈った結果，何が起こったか探すよう言う。それか
ら，見つけたことを発表してもらう。

　生徒に，モーサヤ 4：2 とモーサヤ 4：3 の因果関係を要
約してもらう。話し合いの道筋をつけるために，ホワイトボー
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ド（または黒板）に書いた次の表を完成するのを助ける。ま
ず参照聖句を書き出し，矢印を書く。それから，一人の生
徒に，民の行動（モーサヤ 4：2）と，その結果受けた祝福

（モーサヤ 4：3）を書き出してもらう。括弧内の文は生徒が
書くと思われる文例である。

モーサヤ 4：2 モーサヤ 4：3

（自分たちがこの世的
な 状 態 に あ ると 思っ
たら，罪の赦しを求め
て祈り，キリストを 信
じ る 信 仰 を 働 か せる
……）

→

（主の御霊が注がれる，
喜びを得る，罪の赦し
を受ける，良心の安ら
ぎを得る）

モーサヤ 4：29 － 30　キリストの贖
あがな

いの血の
効力を及ぼすことが，キリストのような生活につ
ながる
　生徒を二人一組または小グループに分ける。グループで
一緒にモーサヤ 4：12 －30 を読むように言う。ベニヤミン
がイエス・キリストに従う者の典型的な資質として挙げてい
る態度や資質に印を付ける，または書き出すよう指示する。
　十分な時間を与えてから，生徒に分かったことを発表する
よう促す。この活動には数分必要とするので，生徒の答えに
コメントを加える数を制限する。
　生徒が学んでいることを応用できるように，態度や資質が
挙げられるごとに，次の質問から一つ質問するのもよい。

• この態度（あるいは資質）はあなたの生活にどんな影
響を及ぼすことができるか。

• どのようなときにこの態度（あるいは資質）が示された
模範を見たことがあるか。それは，自分やほかの人にど
のような影響を与えただろうか。

　生徒に，生活の中でそれぞれの態度，あるいは資質を培
う方法について深く考えるよう励ます。
　一人の生徒にモーサヤ 4：30 を読んでもらう。それか
ら生徒に 30 節にある警告をもう一度読んでもらい，レッス
ンのこの部分を要約するように言う。

モーサヤ 5 章　わたしたちは信仰によって心が改
まり，イエス・キリストの御

み な

名を受ける
　生徒に，自分の知っている改宗者がどんな人々か説明して
もらう。その人々は福音によってどう変わっただろうか。
　ベニヤミン王の民に驚くべき改宗が起こったことを説明す
る。一人の生徒に，モーサヤ 5：1－2 を読んでもらう。
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モーサヤ 4 － 8 章

はじめに
　ベニヤミン王は人の堕落した性質と救い主の必要性につ
いて天使から受けたメッセージを述べた後，人々は地に伏し
て，イエス・キリストの贖

しょく

罪
ざ い

を通して救いを得られるように
祈った。群衆が謙

けんそん

遜になったとき，ベニヤミン王は最後に，
罪の赦

ゆる

しを受けて，それを保ち，絶えず「キリストの子」とし
て生きる方法を民に教え（モーサヤ 5：7），その説教を終え
た。ベニヤミン王の説教は贖罪の効力を及ぼす方法を生徒
が理解できるようにするすばらしい機会となる。わたしたち
もニーファイ人のように，自分を死すべき状態にある弱い者
と認め，悔い改め，聖約を交わして，それを守ることにより，
自分の身にイエス・キリストの御

み

名
な

を受けることができる。

教義と原則
• キリストの贖

あがな

いの血の効力を及ぼさせることで罪の赦
ゆる

し
がもたらされる（モーサヤ 4：1－ 8 参照）。

• キリストの贖いの血の効力を及ぼすことが，キリストのよ
うな生活につながる（モーサヤ 4：9 －30 参照）。

• わたしたちは信仰によって心が改まり，イエス・キリスト
の御

み な

名を受ける（モーサヤ 5 章参照）

• 聖見者は同
はら

胞
から

に大きな利益をもたらす（モーサヤ 8：13
－18 参照）。

教えるための提案

モーサヤ 4：1－ 8　キリストの贖
あがな

いの血の効力
を及ぼさせることで罪の赦

ゆる

しがもたらされる
　一人の生徒にモーサヤ 4：1を読んでもらう。それから生
徒に，大きく心を動かされて御

み

霊
たま

の力を感じるようになった
経験を思い出すように言う。

• その経験から何を学んだか。

• その経験からどんな影響を受けたか。

　一人の生徒にモーサヤ 4：2 を読んでもらう。生徒に，ベ
ニヤミン王の民が経験したことを自分の言葉で話すよう言う。

• 民は何を祈り求めただろうか。

　生徒に，モーサヤ 4：3 を黙読して，ニーファイ人が信仰
をもって祈った結果，何が起こったか探すよう言う。それか
ら，見つけたことを発表してもらう。

　生徒に，モーサヤ 4：2 とモーサヤ 4：3 の因果関係を要
約してもらう。話し合いの道筋をつけるために，ホワイトボー
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• ベニヤミン王の民は主の御
み

霊
たま

を通してどのような祝福を
受けたか（ベニヤミンの言葉が真実であることを知っ
た，改心した，「悪を行う性癖をもう二度と」持つことが
なくなった）。

　第 13 代大管長であるエズラ・タフト・ベンソン大管長
（1899 －1994 年）の次の言葉を読む。生徒に，改心すると
いう経験についてさらに理解を深めるために，注意して聞く
ように言う。

　「キリストに似た者になるための努力は生涯を通して
続けるべきものです。また成長や変化といっても，きわ
めてゆっくりとしたものであり，自覚できないことが非
常に多いのです。……

　……真の悔い改めには，行いを変えるだけでなく，
心も変えることも含まれます。……悔い改めはほとん
どの場合，劇的な変化という形でなされるものではあり
ません。着実な変化として，徐々に進んでいくものなの
です。」（「大いなる改心」『聖徒の道』1990 年 3 月号，
7）

• 行いを変えるだけでなく，心も変える必要があるのはな
ぜだろうか。

• 改心とは，人が着実に，そして徐々に改善していくプロ
セスであることを見たことがあるだろうか。それはどう
いうものであったか。

　一人の生徒にモーサヤ 5：2 － 5 を読んでもらい，この大
きな変化について要約する。

• これらの聖句によると，この大きな変化がもたらす結果
にはどんなものがあるか。

• 改心は，わたしたちが神と聖約を交わし，それを守るた
めにどのように備えてくれるだろうか。

　クラスが始まる前に，次の関連聖句と質問をホワイトボード
（または黒板）や紙に書いておく。プリントにして配ってもよ
い。生徒に次の聖句を黙読し，質問の答えを紙に書いてもら
う。

モーサヤ 5：7 －12

• 民はどのような名を与えられましたか。

• わたしたちは，どうしたらこの名を受けられるでしょう
か。

• その名はどこに記しておくべきでしょうか。

• その名を失うことがあるのはなぜでしょうか。

• その名のほかに，知らなければならないことは何で
しょうか。

　生徒が答えを書き終わってから，皆で答え合わせをする。
　生徒に生徒用資料の 138 ページにあるダリン・H・オーク
ス長老の言葉を読んでもらう（オークス長老の話は，付属の
DVD A で視聴することもできる）。

• キリストの御名を受けるとは，自分にとってどういう意味
だろうか。

• キリストの御名をいつも心に記しておくために，毎日どん
なことができるだろうか。

　生徒がキリストの御名を受け，主の息子や娘となったこと
が行動や表情から人々に分かるように生活するよう励ます。

モーサヤ 8：13 －18　聖見者は同
はら

胞
から

に大きな
利益をもたらす
　生徒がモーサヤ 8 章の歴史的背景を理解できるように，
オムナイ 1：27－30 に記されている出来事を復習すること
から始める。この聖句に描かれている一群の人々は最終的
に「受け継ぎの地」であるリーハイ・ニーファイの地に定住し
たが，レーマン人の奴隷になったことを説明する。そして，そ
れから約 80 年後，モーサヤ王はアンモンに率いられた 16
人の男がこの人々のことを調べるためにゼラヘムラの地から
出て行くことを許した。アンモンと一行はこの人々を発見し
た。彼らはリムハイという名の王に治められていた。生徒に
モーサヤ 7－ 8 章の章の前書きを読んでもらう。アンモン
が，リムハイ王に語った話の中でモーサヤ王が聖見者であ
ると言ったことを説明する。
　わたしたちは少なくとも毎年 4 回，総大会 2 回とステーク
大会とワード大会で，手を挙げて教会の大管長を預言者，聖
見者，啓示者として支持することを指摘する。ホワイトボー
ド（または黒板）に，預言者と聖見者という言葉を書き出す。
生徒に，モーサヤ 8：13 －18 ，生徒用資料の 140 ページ，
そして『聖句ガイド』の「預言者」と「聖見者」の項を読ん
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で，預言者と聖見者とはどんな人か調べてもらう。生徒に分
かったことを書いてもらうとよい。

• 聖見者とはどんな召しだろうか。

• 聖見者に従うとき，どんな祝福を受けることができるだ
ろうか。

　聖見者が確かに聖見者であることを示す出来事や状況が
起こるとき，聖見者に対するわたしたちの証

あかし

が強められると
説明する。生徒に教義と聖約 89 章を開いてもらう。

• この章は何について書かれているだろうか。

• ジョセフ・スミスの時代，世の人々はたばこやアルコール
の害についてどんなことを知っていただろうか。

• 現代にそれらの有害性が知られるようになったことで，
ジョセフ・スミスが聖見者であったことに対するあなた
の信頼がどのように強められているだろうか。

　生徒たちに，今
こんにち

日の聖見者たちが与えた次の警告につい
て考えるよう勧める。

　「いかなる形であれ，下品で，暴力的な娯楽，また，
不道徳で，わいせつな娯楽に，心や，目を向けたり，加
わったりしないでください。」（『若人の強さのために』

〔小冊子〕，17）

　生ける預言者が述べたほかの警告についても，紹介する
とよい。

• 聖見者のどのような勧告により，あなたはいっそう幸福
になっただろうか。

　聖見者はそれぞれ，「敵がまだ遠くにいる間に〔気づい
て〕」わたしたちに警告を発してくれる「見張り台の上の見張
り人」であると説明する（教義と聖約 101：54 参照）。その
ような警告に従うとき，わたしたちは自らの信仰を示すので
ある。聖見者によって導かれている祝福について，あなたの
証

あかし

を分かち合う。

はじめに
　この箇所の聖文には興味深く有益な物語が幾つか含まれ
ているが，教義上重要な教えはアビナダイの教導の業に関す
る記述の中にある。生徒はアビナダイの殉教の話をよく知っ
ているかもしれないが，彼の教導の業とメッセージについて
いっそう多くを理解するよう助けることができる。また，預
言者の役割と，預言者の声に耳を傾けることの大切さ，そし
てイエス・キリストの神性を理解できるよう助ける。さらに，
アビナダイが救い主に対する証

あかし

のために進んで死ぬことが
できたのは，その証のために進んで生きた結果であったこと
を理解できるよう助ける。アビナダイの模範から学べば，生
徒は従順で，忠実で，雄々しく生きる決意を強めることがで
きる。

教義と原則
• 預言者は邪悪な者たちに悔い改めるよう求める（モーサ

ヤ 11－12 章参照）。

• 神御自身が贖
しょく

罪
ざい

を行い，御自身の民を贖
あがな

われる（モーサ
ヤ 13 －16 章参照）。

• 義人は，時には，イエス・キリストを信じる 証
あかし

のために
苦難を受ける（モーサヤ 17 章参照）。

教えるための提案

モーサヤ 9 －17 章　歴史的概観
　生徒にモーサヤ 9 －17 章の概観を紹介するために，次の
選択肢から一つ選んで使うとよい。

 1. 授業の前に十分余裕をもって，一人の生徒にこの章の
終わりにある資料のコピーを渡す。その生徒にモーサ
ヤ 9 －10 章を勉強し，レッスンの導入としてゼニフの
物語について 3 分から 5 分の発表を準備するよう頼
む。

 2. 生徒による発表をしない場合，レッスンの始めに生徒
にモーサヤ 9 章とモーサヤ 8 章の前書きにある年代
を見てもらう。モーサヤ 8 章とモーサヤ 9 章の間では
話が約 80 年の隔たりがあることを指摘する。モーサ
ヤ 9 章の物語は紀元前 200 年ごろ，ゼニフがオムナイ
1：27－30 に記録されている出来事を振り返るところ
から始まっている。モーサヤ 9 －24 章にはゼニフ，ノ
ア，リムハイという 3 人の王が統治した時代の出来事
が記されている。これらの記録には民が神に頼った
ときの繁栄が記されている。民が神を頼らなかったと
き，対外的にはレーマン人と，内面的には高慢との戦い

第 20 章
モーサヤ 9－17 章
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モーサヤ 9 －17 章

はじめに
　この箇所の聖文には興味深く有益な物語が幾つか含まれ
ているが，教義上重要な教えはアビナダイの教導の業に関す
る記述の中にある。生徒はアビナダイの殉教の話をよく知っ
ているかもしれないが，彼の教導の業とメッセージについて
いっそう多くを理解するよう助けることができる。また，預
言者の役割と，預言者の声に耳を傾けることの大切さ，そし
てイエス・キリストの神性を理解できるよう助ける。さらに，
アビナダイが救い主に対する証

あかし

のために進んで死ぬことが
できたのは，その証のために進んで生きた結果であったこと
を理解できるよう助ける。アビナダイの模範から学べば，生
徒は従順で，忠実で，雄々しく生きる決意を強めることがで
きる。

教義と原則
• 預言者は邪悪な者たちに悔い改めるよう求める（モーサ

ヤ 11－12 章参照）。

• 神御自身が贖
しょく

罪
ざい

を行い，御自身の民を贖
あがな

われる（モーサ
ヤ 13 －16 章参照）。

• 義人は，時には，イエス・キリストを信じる 証
あかし

のために
苦難を受ける（モーサヤ 17 章参照）。

教えるための提案

モーサヤ 9 －17 章　歴史的概観
　生徒にモーサヤ 9 －17 章の概観を紹介するために，次の
選択肢から一つ選んで使うとよい。

 1. 授業の前に十分余裕をもって，一人の生徒にこの章の
終わりにある資料のコピーを渡す。その生徒にモーサ
ヤ 9 －10 章を勉強し，レッスンの導入としてゼニフの
物語について 3 分から 5 分の発表を準備するよう頼
む。

 2. 生徒による発表をしない場合，レッスンの始めに生徒
にモーサヤ 9 章とモーサヤ 8 章の前書きにある年代
を見てもらう。モーサヤ 8 章とモーサヤ 9 章の間では
話が約 80 年の隔たりがあることを指摘する。モーサ
ヤ 9 章の物語は紀元前 200 年ごろ，ゼニフがオムナイ
1：27－30 に記録されている出来事を振り返るところ
から始まっている。モーサヤ 9 －24 章にはゼニフ，ノ
ア，リムハイという 3 人の王が統治した時代の出来事
が記されている。これらの記録には民が神に頼った
ときの繁栄が記されている。民が神を頼らなかったと
き，対外的にはレーマン人と，内面的には高慢との戦い

第 20 章
モーサヤ 9－17 章

に苦しんだ。

モーサヤ 9 －17 章　教義上の概観 ― 預言者
の責任
　『真理を守る』から次の言葉を紹介する。読む前に，聞き
ながら，預言者の 4 つのおもな責任を見つけるように，生徒
に言う。

　「古代の預言者と同様，現代の預言者もイエス・キリ
ストについて証

あかし

し，イエス・キリストの福音を教えます。
預言者は神の御

み

心
こころ

と真の属性を知らせます。預言者は
大胆かつ明確に語り，罪を非難し，罪のもたらす結果に
ついて警告します。時には，わたしたちのために将来
の出来事について預言するように霊感を受けることも
あります。」（『真理を守る― 福音の参考資料』 189）

• 預言者の 4 つのおもな責任とは何だと思うか（生徒の答
えを次のようにホワイトボード〔または，黒板〕に書く）。

預言者の責任

1. イエス・キリストを証し，主の福音を教える。

2. 神の御心と属性を知らせる。

3. 罪を非難し，罪のもたらす結果について警告する。

4. 将来の出来事を預言する。

　生徒を 4 つのグループに分ける。一つのグループにモー
サヤ 11：20 －25 を，別のグループにモーサヤ 16：5 － 9
を，さらに別のグループにモーサヤ 16：10 －15 を，最後の
グループにはモーサヤ 17：15 －18 を黙読するよう勧める。
それから，各グループでアビナダイがどのようにしてホワイト
ボード（または黒板）に書かれた責任を一つまたはそれ以
上果たしたか話し合ってもらう。各グループから一人の生徒
に，割り当てられた聖句を要約し，アビナダイがどのようにし
てホワイトボード（または黒板）に挙げられた責任の一つ以
上を果たしたかを説明してもらう。
　生徒に，レッスンの間中これらの責任を頭に入れながら，
アビナダイが預言者としての召しを果たした方法を探すよう
勧める。
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モーサヤ 11－12 章　預言者は邪悪な者たちに
悔い改めるよう求める
　『福音の視覚資料集』の 75 番のような，ノア王の前に立
つアビナダイの絵を見せる（下にも掲載）。一人の生徒に，絵
に描かれている出来事について簡単に説明してもらう。

　アビナダイが預言者としての役割を果たした一つの方法
は，人々に悔い改めを求めたことだった。生徒に，最初に
人々の前に出て行ったとき（モーサヤ 11：20 －25 参照）と
2 度目（モーサヤ 12：1－ 8 参照）のときのアビナダイの言
葉を比較するよう勧める。アビナダイが人々の前に出て行っ
た最初のときと 2 度目の間に 2 年の月日が流れていた（モー
サヤ 12：1 参照）。

• 2 度目に人々の前に出て行ったとき，アビナダイのメッ
セージはどのように変わったか。

• 人々はアビナダイが 2 度目に来た後で悔い改めを選んだ
としても，最初のときに彼の警告に耳を傾けなかったた
めに，どんな結果を招くことになってしまったか。

　生徒に，人々はまだ罪を悔い改めることができたが，預言
者の最初の警告を無視した結果から逃れられなかったこと
を理解できるようにする。速やかに悔い改める必要性と，生
ける預言者の勧告に従う大切さについて，あなたの思いを伝
える。

モーサヤ 13 －16 章　神御自身が贖
しょく

罪
ざい

を行わ
れ，御自身の民を贖

あがな

われる
　アビナダイは，イエス・キリストの神聖な使命について証

あかし

し
て，預言者としての役割を果たし続けた。その証の一部とし
て，救い主の贖いの犠牲に関するイザヤの預言を引用した。
生徒にモーサヤ 14 章を黙読するよう言う（読んでいる間，
BGM として聖

せい

餐
さん

の賛美歌を静かに弾いてもよい。賛美歌

の録音を流すか，またはだれかにピアノを弾いてもらっても
よい）。読み終わったら，読んだことについて感じたことを
発表してもらう。
　生徒が救い主について感じる気持ちを発表してから，モー
サヤ 14 章で教えられている重要な真理を幾つか見つけられ
るようにする。この章にはすでに成就した預言が書かれて
いると説明する。それから，次の質問をする。生徒に質問
の答えを書くよう勧める。

• 第 2 節にある「乾いた土から出る根のように」という言
葉は，救い主がこの世で教え導かれた時代の人々の霊
性が一般的にどのような状態であったかを示しているだ
ろうか（多くは主のメッセージを受け入れなかった）。

• 第 3 節によると，救い主にどんな仕打ちをした人々がい
ただろうか。

• 第 4 節では，救い主はどんな重荷を負われたか。

• 7－ 9 節では，イエス・キリストはどのようにして，わた
したちの罪を進んで贖うことを示されたか。

　何人かの生徒に書いた答えを発表するよう勧める。生徒
全員に，授業の後でモーサヤ 14 章をもう一度読み，学んだ
ことを家族の一員か友人と分かち合うことで，イザヤの言葉
をより深く考えてみるよう励ます。
　レッスンのこの部分を終えるに当たり，生徒に賛美歌「主
イエスの愛に」（『賛美歌』109 番）の歌詞を読んでもらって
もよい。

• この賛美歌はモーサヤ 14 章とどのような関連があるだ
ろうか。

• この賛美歌は救い主に対するあなたの感謝の思いをど
のように強めてくれるだろうか。

• 救い主があなたを救うために「御
み

座
ざ

を」降りられたこと
を知って，どう感じるか。

　一人の生徒にモーサヤ 13：33 －35 と 15：1を読んでもら
う。
　生徒がこれらの聖句を読み，話し合う際に，アビナダイが

「神」という言葉をどのように使っているかを説明する必要が
あるかもしれない。末日聖徒が「神」という言葉を使うとき，
通常は天の御父を指す。しかし，アビナダイはイエス・キリス
トを指してその言葉を使った。生徒がこれを理解できるよう
に，生徒用資料の 145 ページにある解説を読むよう勧める。
　イエス・キリストが過去も現在も神であられるという教義
の大切さを説明するために，次の質問をする。

• イエス・キリストは伝説上の人物だろうか。
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• キリストは道徳を教える賢明な教師ではあったが，ただ
の人にすぎなかったのだろうか。

• キリストは文字どおり神の御子なのだろうか。

• そのような質問にどう答えるかで，人々の生活にどんな
影響が出るだろうか。

　生徒に，文字どおり神の御子としてのイエス・キリストの
身分をおとしめようとする世の中の試みについて知っている
か尋ねる。

• イエス・キリストが過去も現在も神であられると認める
のは，なぜ大切なのだろうか。

　イエス・キリストの永遠の属性と神の御子としての神性を
理解するとき，主とその贖罪を信じる信仰が強められること
を生徒が理解できるようにする。

　モーサヤ 15：1－ 9 で，アビナダイは救い主の神聖な属性
と使命について証

あかし

し，御父であり御子でもあられるという，
イエス・キリストの役割について教えている。
　一人の生徒にモーサヤ 15：1－ 5 を読んでもらう。それか
ら，別の生徒に生徒用資料の 144 －145 ページにある M・
ラッセル・バラード長老の言葉を読むように言う。

• どうしてイエス・キリストは御父であり御子であられるの
だろうか。

　この話題についてさらに深く教える必要を感じたら，
生徒用資料にあるモーサヤ 15：1－7 に関する残りの資
料（145 ページ）を参考にする。そこには“ The Father 
and The Son: A Doctrinal Exposition by the First 
Presidency and the Twelve Apostles”という，1916 年
の宣言からの抜粋がある。
　モーサヤ 15：1－ 8 は神会を構成する異なる方々につい
て教えたものではないことに留意する。あくまでもイエス・
キリストについて，また御父と御子としての異なる役割につ
いて教えたものである。

　モーサヤ 15：10 －13 では，イエス・キリストと主の福音
を受け入れる人々の間にある父子関係について，アビナダイ
がさらに説明している。アビナダイは救い主の「子孫」，すな
わち息子娘について語っている。生徒に 10 －13 節を読ん
でもらう。それから次の質問をする。

• 11－12 節によると，救い主の息子娘であるとはどういう
意味だろうか（教義と聖約 25：1も参照）。

• キリストの「子孫」となる人々にはどんな祝福があるだろ
うか。

　アビナダイがノアとその祭司たちを続けて教えたとき，祭
司の一人が前に尋ねた質問に答えた。生徒に，モーサヤ
12：20 －24 を読んで，どんな質問だったか見てみるように
勧める。アビナダイはこの質問に答えて，イエス・キリストの
神性について証し続けた。生徒が彼の答えについて話し合
えるように，生徒の半数にモーサヤ 15：13 －18 ，そして残
りの半数にモーサヤ 15：19 －25 を読んでもらう。読んで
いる間に次の質問をホワイトボード（または黒板）に書く。

よきおとずれを伝えた人々とはだれでしょうか（モーサ
ヤ 15：13 －18 参照）。

よきおとずれとは何 でしょうか（モーサ ヤ 15：19 －
25 参照）。

　半数ずつに分かれた各グループから一人ずつ，これらの
質問に答えてもらう。
　生徒用資料の 145 －146 ページにある七十人定員会のカ
－ロス・E・エイシー長老の言葉を読む。

• わたしたちはどうしたら，このよきおとずれを人に伝える
助けができるだろうか。

モーサヤ 17 章　義人は，時には，イエス・キリス
トを信じる証

あかし

のために苦難を受ける
　ノア王の前に立つアビナダイの絵をもう一度見せる。一人
の生徒に，アビナダイの身に何が起こったか，皆に言ってもら
う。それから，一人の生徒にモーサヤ 17：1－13 と 20 節を
読んでもらう。
　アビナダイが真理のために進んで死んだのは，神への従
順さから来る自然な結果であったことを，生徒が理解できる
ようにする。しかし，証を守るために死を求められる人々は
ごくわずかである。真理のために死ぬよりもむしろ行うよう
求められている事柄を生徒が分かるように，次の言葉を紹
介する。

　第 2 代大管長であるブリガム・ヤング大管長（1801
－1877 年）は次のように言っています。「天の教えを
確立するうえで最も効果的な方法は，教えのために死
ぬことではなく，教えに生きることです。わたしは，多
くの末日聖徒が自らの宗教に忠実に生きることよりも
宗教のために死ぬことに積極的になっていると言って
も言い過ぎではないと考えています。」（Discourses of 
Brigham Young , ジョン・A・ウイッツォー選〔1954
年〕，221）
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　第 13 代大管長であるエズラ・タフト・ベンソン大管
長（1899 －1994 年）は次のように教えています。

　「キリストは人を変え，改心した人はこの世を変える
ことができるのです。

　キリストのゆえに改心を経験した人は，キリストを指
導者として仰ぎます。 ……

　……キリストを指導者として仰ぐ人々は，キリストに
すべてをささげ尽くします。……

　彼らの思いは神の御
み

心
たま

にかなったものとなり（ヨハ
ネ 5：30 参照），

　絶えず主の喜ばれる事柄を行うようになります（ヨ
ハネ 8：29 参照）。

　彼らは，主のためには進んで命をささげようとするだ
けではなく，それ以上に大切なこと，主のために生きる
ことを望みます。」（『聖徒の道』1986 年 1 月号，6）

•アビナダイはどのように主のために生きたか。

• アビナダイの生涯と教えはアルマにどのような影響を与
えたか（モーサヤ 17：1－ 4 参照。この話し合いをもっ
と深めたければ，生徒用資料の 146 ページにあるロバー
ト・D・へイルズ長老の言葉を紹介するとよい）。

• わたしたちはどうしたら主のために生きることができる
だろうか。
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配付資料

モーサヤ 9－10 章の歴史的概要
　この発表には 3 分から 5 分かける。このレッスンの
歴史的状況を説明する準備としてモーサヤ 9 －10 章
を，話に精通するまで何度も繰り返し読む。また，次の
表，および生徒用資料の 141－142 ページを読んでおい
てもよい。
　クラスの生徒にモーサヤ 9 －10 章を開き，あなたが
ゼニフの話の概要を短く話すのを聞きながら聖句を目で
追って読むよう勧める。モーサヤ書に登場するおもな
人 と々地名を思い起こすように，ホワイトボードや黒板に
次の表を書いてもよい。

リーハイ・ニーファイの地 ゼラヘムラの地

ゼニフ王 （モーサヤ 9 －
10 章）紀元前約 200 年

モーサヤ王 1 世

ノア王（モーサヤ 11－19
章）紀元前約 160 年

ベニヤミン王

リムハイ王（モーサヤ 7 －
8 章；19 － 22 章）紀元前
約 121 年

モーサヤ王 2 世

　ゼニフはニーファイ人で，ほかのニーファイ人を率い，
先祖が昔住んでいたリーハイ・ニーファイの地を再び所
有しようとした。ゼニフとその仲間は，モーサヤ王 1 世
が統治を始めてしばらくしてからゼラヘムラを出て行っ
た。モーサヤ 8 章とモーサヤ 9 章の間で，話がおよそ

80 年隔たりがあることに留意する。モーサヤ 9 章の話
は紀元前約 200 年，ゼニフがオムナイ 1：27－30 に記
録されている出来事を詳しく語るところから始まる。
モーサヤ 9 －10 章のゼニフの話の重要な箇所を自分の
言葉で短く話す。以下の内容について述べるとよい。

 1. ゼニフの最初の旅の結末（モーサヤ 9：1－5；オムナ
イ 1：27－30）

 2. 熱心すぎることの結果。例えば，熱心すぎることで
「神を思い起こすのが遅かった」ために判断を誤った
り（モーサヤ 9：3），「レーマン王……の悪知恵と悪
巧みに」よって我を忘れたりする（モーサヤ 9：10）。

 3. ゼニフが人々に及ぼした良い影響。例えば，（a）町
の補修をし（モーサヤ 9：8 参照），（ｂ）家畜の群れ
を飼って穀物を栽培し（モーサヤ 10：2 ，4 参照），

（ｃ）織物を織り（モーサヤ 10：5 参照），（ｄ）「主の
力を受けて」防備を固める（モーサヤ 9：17 参照）よ
う人々に勧めた。

　ゼニフの統治を見れば，彼がいかにリーハイ・ニー
ファイの地を取得し，そこで平安に暮らすために生涯を
通じて努力したかが分かる。熱心すぎることで問題の
ある行動に出たこともあるが，レーマン人の中で独立し
たニーファイ人の居留地を建設するという彼の願いは最
終的に達成されたのであった。
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はじめに
　アビナダイの教えを聞いて改心したアルマは自分の言葉を
聞きたいと望む人々に教え始めた。アルマとアルマの語った
ことを信じた人々はモルモンという地に逃げ，そこでバプテス
マの儀式を受けて，信仰において一つに結ばれた。彼らは
ヘラムと呼ばれる地に定住し，平和に暮らしていたが，レー
マン人と手を組んだノア王の祭司であったアミュロンの捕虜
となった。この少し前に，リーハイ・ニーファイの地にとどま
り，ノア王の義にかなった息子リムハイに率いられていた民
もレーマン人により奴隷の状態となった。どちらのグループ
も「主なる彼らの神……のほかに，だれも彼らを救い出せな

〔い〕」ことを知るようになった（モーサヤ 23：23）。この記
述について生徒とともに話し合うとき，どのような束縛からで
もわたしたちを救ってくださる主の力のすばらしさをよりいっ
そう認識することができる。聖約を結んで守り，謙

けんそん

遜にな
り，悔い改めて，主を頼みにするように生徒を励ますとよい。

教義と原則
• わたしたちはバプテスマの聖約を通して主の 御

み

霊
たま

と永
遠の命の約束を受ける（モーサヤ 18：1－16 参照）。

• 神の前にまっすぐに歩むことには，神に従うことと人に
仕えることが含まれる（モーサヤ 18：17－30 参照）。

• 神は憐
あわ

れみ深く，わたしたちを奴隷の状態から救い出す
ことがおできになる（モーサヤ 19 －24 章参照）。

• 神はわたしたちの忍耐と信仰をお試しになる（モーサヤ
23 －24 章参照）。

教えるための提案

モーサヤ 18：1－16　わたしたちはバプテスマ
の聖約を通して主の御

み

霊
たま

と永遠の命の約束を受け
る
　始めに，友人がバプテスマと確認の儀式を受ける決心をし
たと想像するよう生徒に言う。その友人は，何をしたら霊的
に備えられるか尋ねる。

• あなたなら，どんな助言をするだろうか。

　生徒に，モーサヤ 18：1－7 を黙読し，人々がバプテスマ
を受ける備えができていたことを示す証拠を探してもらう。

• どのような証拠を見つけたか。

　一人の生徒に，教義と聖約 20：37 を読んでもらう。読む
前に，個人がバプテスマの聖約を結びそれを守る備えがで

第 21章
モーサヤ18－24 章

きていることを示す心構えや行動がほかにないかどうか，注
意深く聞くよう生徒に言う。

• 先ほど話し合った心構えや行動は，福音の聖約をすべ
て結び，守るうえでどのような助けになるだろうか。

　モーサヤ 18：8 －10 を読む。読む前に，自分が読んでい
る間，聖文を目で追いながらバプテスマの聖約を構成する要
素を探すよう生徒に言う。

• これらの聖句によると，わたしたちはバプテスマの聖約
で何をすると約束するだろうか。

• わたしたちがバプテスマの聖約を守るとき，主は何をす
ると約束なさるだろうか。

　生徒に二人一組で，モーサヤ 18：11－16 を一緒に読んで
もらう。バプテスマを受ける前のアルマの民の望みを示して
いる部分に印を付け，話し合ってもらう。また，バプテスマ
を受けた後の民の気持ちと彼らが受けた祝福について書か
れている事柄を探すよう言う。

• 主の業に携わる備えをしていたアルマの望みはどのよう
なものだっただろうか（モーサヤ 18：12 参照）。

• 「聖
きよ

い心」で務めるために，どうして御霊が必要なのだ
ろうか。

• バプテスマを受けた後，アルマと人々は「御霊に満た
されて」（モーサヤ 18：14），「神の恵みに満たされた」

（モーサヤ 18：16）。なぜすべての教会員にとって，こ
れらの祝福を受けることが大切なのだろうか。あなた
は，いつこれらの祝福を受けたことがあるか。

　バプテスマの聖約を守り，聖霊の導きに従うとき，そのよう
な約束と祝福を受けることを証

あかし

する。

モーサヤ 18：17 － 30　神の前にまっすぐに歩
むことには，神に従うことと人に仕えることが含ま
れる
　ホワイトボード（または，黒板）に次の言葉を書く。「彼ら
は神の前にまっすぐに歩んだ。」

• この言葉はあなたにとってどのような意味があるだろう
か。

　生徒に二人一組か一人で，モーサヤ 18：17－30 を調べ，
民を「神の前にまっすぐ歩〔む〕」ように導いたアルマの勧
告を探してもらう。原則を見つけたら，それを書き出すよう
生徒に勧める。時間を十分に取ってから，見つけたことを
発表してもらう。生徒が答えを発表するとき，ここの聖句ブ
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はじめに
　アビナダイの教えを聞いて改心したアルマは自分の言葉を
聞きたいと望む人々に教え始めた。アルマとアルマの語った
ことを信じた人々はモルモンという地に逃げ，そこでバプテス
マの儀式を受けて，信仰において一つに結ばれた。彼らは
ヘラムと呼ばれる地に定住し，平和に暮らしていたが，レー
マン人と手を組んだノア王の祭司であったアミュロンの捕虜
となった。この少し前に，リーハイ・ニーファイの地にとどま
り，ノア王の義にかなった息子リムハイに率いられていた民
もレーマン人により奴隷の状態となった。どちらのグループ
も「主なる彼らの神……のほかに，だれも彼らを救い出せな

〔い〕」ことを知るようになった（モーサヤ 23：23）。この記
述について生徒とともに話し合うとき，どのような束縛からで
もわたしたちを救ってくださる主の力のすばらしさをよりいっ
そう認識することができる。聖約を結んで守り，謙

けんそん

遜にな
り，悔い改めて，主を頼みにするように生徒を励ますとよい。

教義と原則
• わたしたちはバプテスマの聖約を通して主の 御

み

霊
たま

と永
遠の命の約束を受ける（モーサヤ 18：1－16 参照）。

• 神の前にまっすぐに歩むことには，神に従うことと人に
仕えることが含まれる（モーサヤ 18：17－30 参照）。

• 神は憐
あわ

れみ深く，わたしたちを奴隷の状態から救い出す
ことがおできになる（モーサヤ 19 －24 章参照）。

• 神はわたしたちの忍耐と信仰をお試しになる（モーサヤ
23 －24 章参照）。

教えるための提案

モーサヤ 18：1－16　わたしたちはバプテスマ
の聖約を通して主の御

み

霊
たま

と永遠の命の約束を受け
る
　始めに，友人がバプテスマと確認の儀式を受ける決心をし
たと想像するよう生徒に言う。その友人は，何をしたら霊的
に備えられるか尋ねる。

• あなたなら，どんな助言をするだろうか。

　生徒に，モーサヤ 18：1－7 を黙読し，人々がバプテスマ
を受ける備えができていたことを示す証拠を探してもらう。

• どのような証拠を見つけたか。

　一人の生徒に，教義と聖約 20：37 を読んでもらう。読む
前に，個人がバプテスマの聖約を結びそれを守る備えがで
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ロックから，あるいは生徒の個人的経験から，その勧告に
従うことで与えられる祝福にどんなものがあるか尋ねてもよ
い。
　アルマの勧告に従い，毎日主に従い人に仕えることで「神
の前にまっすぐに歩〔む〕」よう，生徒を励ます。

モーサヤ 19 － 24 章　神は憐
あわ

れみ深く，わたした
ちを奴隷の状態から救い出すことがおできになる
　生徒用資料にはリムハイの民とアルマの民の経験を比較
する表が載っている（151－152 ページ参照）。モーサヤ 19
－24 章を話し合うとき，生徒にこの表を参考にするよう勧
めるとよい。

　生徒に生徒用資料の 139 ページにある「モーサヤ書に記
されたニーファイの民の重要な旅」という地図を見てもらう。
この地図を使い，モーサヤ 19 －24 章に登場する町と民を見
つける。リムハイとその民がいたのがリーハイ・ニーファイ
で，アルマとその民がいたのがヘラムだということを生徒がよ
く理解するようにする。
　主がどのようにリムハイの民とアルマの民をレーマン人の
奴隷の状態から救い出されたかを記したモルモンの記録に
ついて，これから話し合うことを生徒に説明する。生徒に
モーサヤ 21：5 を開いてもらい，一人の生徒に読んでもらう。

「〔ニーファイ人〕がレーマン人の手から逃れる手立てはまっ
たくなかった」というモルモンの言葉を強調する。
　次の聖句をホワイトボード（または，黒板）に書く。「モー
サヤ 21：13 －19；24：9 －16」。生徒にこれらの聖句
を黙読し，この二つのグループの民が神の憐れみを受け，奴
隷の状態から救い出されるために取った具体的な行動を探
してもらう。これらの行動から，生徒が遭遇する困難な状況
で取るべき行動の指針となる原則を挙げるよう促す。見つけ
た原則を書き出してもらう。（注意 ―十二使徒定員会の
ボイド・K・パッカー会長は，原則を「永続する真理，律法，
規則であり，決断をする際の指針となるもの」であると定義
づけている〔『聖徒の道』1996 年 7 月号，21〕。生徒がどの
ような原則を挙げたらよいか分かるように，この定義を用い
るとよい。）
　次の表にはこの活動を行う一つの方法が紹介されている。
ホワイトボード（または，黒板）に表をはり，生徒に自分の表
を作るための一例として使ってもらってもよい。（モーサヤ
21：13 －14 から）最初の行動と原則を挙げ，どのようにして
表を作ったらよいか実際にやって見せる。それから，生徒に
できるだけ多くの行動を見つけ，それぞれの行動に対応する
原則を書き出すように促す。

モーサヤ 21：13 －19；24：9 －16

ニーファイ人たちの行動 原則

民 は 謙
けんそん

遜 にへ りく だ り，
神 に 熱 烈 に 叫 び 求 め た

（モ ー サ ヤ 21：13 －14
参照）。

神はへりくだって嘆願する
人々の祈りにおこたえに
なる。

民 は忍 耐 強 かった（モ ー
サヤ 24：16 参照）。

生徒が見つけたほかの行
動。

　生徒に調べて考える時間を十分に与えてから，挙げた行
動と原則を発表するよう促す。これらの原則を実際に用い
て主が祝福してくださったときの経験について話す機会を
生徒に与える。最後に，わたしたちが自力では霊的な奴隷
の状態から逃れることができず，主の無窮の憐れみと贖

あがな

い
の愛をどれほど必要としているかについて自分の証

あかし

を述べ
る。

モーサヤ 23 － 24 章　神はわたしたちの忍耐と
信仰をお試しになる
　アルマの民とリムハイの民はかつてノア王の支配下にあっ
たことを生徒に思い起こさせる。生徒にモーサヤ 11：23 －
25 に書かれたアビナダイの警告を読んでもらう。民がこの
警告に従わなかったとき，アビダナイは再びやって来た。生
徒にモーサヤ 12：1，5 からアビナダイの言葉を読んでもら
う。アルマの民は後に悔い改めたが，先に悔い改めを拒ん
だ結果として苦しみを受けた。
　全員でモーサヤ 23：21－24 と 24：10 －16 を読むか，
生徒にこれらの聖句を黙読してもらう。読み終えてから，次
の質問に答えるよう促す。割り当ての聖文から聖句を引用
し，自分の言葉で考えを述べてもらう。

• 今
こんにち

日人々が抱える重荷にはどのようなものがあるだろう
か。わたしたちが主の御

み

心
こころ

に喜んで従うとき，重荷を負
いやすくなるのはなぜだと思うか。

• 主はどのように「苦難の中にいる〔御自身の〕民を訪れ
〔られる〕」のだろうか（モーサヤ 24：14）。

　生徒に，苦難の中にいた自分を主が訪れられた時を思い
出してもらう。必要に応じて，経験を話したい生徒がいるか
どうか尋ねる。
　十二使徒定員会のジェフリー・R・ホランド長老の次の言
葉を読む。
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　「人生にはたくさんの苦労が付き物です。しかし，キ
リストのみもとに来る人，キリストの御

み

声
こえ

を知っている
人，キリストが行われたように行おうと努める人には，
英語の賛美歌にあるように，『自分を超えた』力が与え
られるのです〔「われ主を愛して」『賛美歌』134 番〕。
……

　兄弟姉妹の皆さん，どのような悩みを持っていようと
も，どうかあきらめないでください。どうか恐れに屈し
ないでください。……

　孤独を感じたら，慰めが得られることを思い出してく
ださい。落胆したら，望みが得られることを思い出して
ください。心が貧しいならば，力が得られることを思い
出してください。もうだめだと感じたら，元どおりにな
れることを思い出してください。」（『リアホナ』2006 年
5 月号，70 －71）

• 問題に直面しているとき，どうしたら忍耐することがで
きるだろうか。

• 自分の生活の中で，神の力強い手を感じたことがあるだ
ろうか。

　天の御父とイエス・キリストの力と，慰めと癒
いや

しの属性を
信頼するよう生徒を励ます。

はじめに
　モルモン書の歴史のこの時代は，預言者アルマが教会で
大きな苦難に直面していた。若い世代の多くは福音に改心
しておらず，預言者たちの言葉を信じようとしなかった。息
子アルマとモーサヤ王の 4 人の息子は不信仰な者たちの中
に数えられており，神の教会を滅ぼそうと歩き回っていた。
アルマは熱烈な祈りにより，教会に反対する者たちをどのよ
うに裁くべきか主から指示を受けた。このレッスンを通じ
て，悔い改めと改心によって起こる変化を生徒が理解するよ
うに助けることができる。生徒は改心した人々が生涯忠実
に仕えることが分かるだろう。

教義と原則
• 教会宗紀は罪人が悔い改めて教会の完全な会員資格を

取り戻す助けとなる（モーサヤ 26 章参照）。

• 贖
しょく

罪
ざい

を通して，わたしたちは再び生まれることができる
（モーサヤ 27 章参照）。

• 改心は福音を分かち合いたいという望みを高める（モー
サヤ 27：32 －37；28：1－ 8 参照）。

• 国民には義にかなった法律を守り，指導者を支持する
義務がある（モーサヤ 29 章参照）。

教えるための提案

モーサヤ 26：1－ 4　若者たち
　ベニヤミン王の教えを聞いて信じた人々の子供たちの多
くは親の信仰を受け入れなかったことを説明する。生徒に
モーサヤ 5：1－ 5 とモーサヤ 26：1－ 4 を黙読して，ベニ
ヤミン王の時代の民の思いと，ベニヤミン王の息子モーサヤ
の治世中に生きた多くの若者たちの思いを比べてもらう。

• モーサヤ 26：3 によると，若者たちの多くが心をかたく
なにした理由は何か。

• 次の世代があなたと同じように福音の証
あかし

をはぐくむため
に，どのような助けができると思うか。

モーサヤ 26 章　教会宗紀は罪人が悔い改めて
教会の完全な会員資格を取り戻す助けとなる
　この教え方の案では教会宗紀評議会に焦点を当ててい
る。この話題から難しい質問が出てくる可能性もある。話
し合いは，このガイドと生徒用資料にある承認された資料の
範囲にとどめるよう注意する。また，『真理を守る― 福音
の参考資料』の 57－ 58 ページにある「教会宗紀評議会」
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モーサヤ 25 －29 章

はじめに
　モルモン書の歴史のこの時代は，預言者アルマが教会で
大きな苦難に直面していた。若い世代の多くは福音に改心
しておらず，預言者たちの言葉を信じようとしなかった。息
子アルマとモーサヤ王の 4 人の息子は不信仰な者たちの中
に数えられており，神の教会を滅ぼそうと歩き回っていた。
アルマは熱烈な祈りにより，教会に反対する者たちをどのよ
うに裁くべきか主から指示を受けた。このレッスンを通じ
て，悔い改めと改心によって起こる変化を生徒が理解するよ
うに助けることができる。生徒は改心した人々が生涯忠実
に仕えることが分かるだろう。

教義と原則
• 教会宗紀は罪人が悔い改めて教会の完全な会員資格を

取り戻す助けとなる（モーサヤ 26 章参照）。

• 贖
しょく

罪
ざい

を通して，わたしたちは再び生まれることができる
（モーサヤ 27 章参照）。

• 改心は福音を分かち合いたいという望みを高める（モー
サヤ 27：32 －37；28：1－ 8 参照）。

• 国民には義にかなった法律を守り，指導者を支持する
義務がある（モーサヤ 29 章参照）。

教えるための提案

モーサヤ 26：1－ 4　若者たち
　ベニヤミン王の教えを聞いて信じた人々の子供たちの多
くは親の信仰を受け入れなかったことを説明する。生徒に
モーサヤ 5：1－ 5 とモーサヤ 26：1－ 4 を黙読して，ベニ
ヤミン王の時代の民の思いと，ベニヤミン王の息子モーサヤ
の治世中に生きた多くの若者たちの思いを比べてもらう。

• モーサヤ 26：3 によると，若者たちの多くが心をかたく
なにした理由は何か。

• 次の世代があなたと同じように福音の証
あかし

をはぐくむため
に，どのような助けができると思うか。

モーサヤ 26 章　教会宗紀は罪人が悔い改めて
教会の完全な会員資格を取り戻す助けとなる
　この教え方の案では教会宗紀評議会に焦点を当ててい
る。この話題から難しい質問が出てくる可能性もある。話
し合いは，このガイドと生徒用資料にある承認された資料の
範囲にとどめるよう注意する。また，『真理を守る― 福音
の参考資料』の 57－ 58 ページにある「教会宗紀評議会」
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という短い記述を参照してもよい。この承認された資料の
範囲を超えなければ答えられないような質問を生徒がした
場合，これは神聖で扱いに注意を要する問題なので教室で
深く話し合うのは適切でないと丁寧に説明する。生徒に神
権指導者と話すよう提案する。

　ホワイトボード（または，黒板）に次のように書く。

罪を犯した ― 6 節 裁く― 12，29 節

説諭する ― 6 節 悔い改める ― 35 節

訴える証人― 9 節 教会の人々の中に数えた
― 35 節

いろいろな罪悪を犯して
連 れて来られ た ― 11
節

教会の人々の中に数えら
れることなく― 36 節

　生徒に，モーサヤ 26 章にざっと目を通してホワイトボード
（または，黒板）に書かれた言葉を見つけてもらう。次に，こ
の章は何について書かれていると思うか尋ねる。生徒が意
見を発表するとき，アルマには教会を管理する権能があり，
モーサヤには，王として，政府を管理する権能があったこと
をよく理解できるようにする。モーサヤ王は，民事上の犯罪
については自分が対処するが，教会員たちが犯した深刻な
罪悪について対処するのはアルマの責任であると説明した。
　ホワイトボード（または，黒板）に「教会宗紀」と書く。

• 宗紀とはどういう意味か。

　七十人として奉仕したセオドア・M・バートン長老（1907
－1989 年）の次の言葉を紹介する。

　「時々非常に残念な話を聞くことがあります。教会
員はおろか地元の指導者の中にも宗紀処置すなわち
懲戒処分に値する人への対処の仕方が当を得ていな
いことがあるのです。『懲戒』と懲罰を同列に考える
傾向がありますが，この二つは同じものではありませ
ん。『懲戒』に相当する英語の “ discipline”という語
は， 『弟子』を意味する“ disciple”と語源を同じくする
言葉です。『弟子』は教えを受ける立場にある人のこと
です。過ちを犯した人々に対処するとき， 彼らにほんと
うに必要なのは， 正しく教えることだということを忘れ
てはなりません。」（『聖徒の道』1986 年 1 月号，62 参
照）

• バートン長老によると，教会宗紀の目的は何か。
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　一人の生徒にモーサヤ 26：6，9 －13 を読んでもらう。

• アルマはなぜ「心を悩ました」のだろうか。

• アルマは人々の裁き方について何を学んだか。

　一人の生徒にモーサヤ 26：28 －32 を読んでもらう。

• 29 節で主は告白と赦
ゆる

しについて二つの例を挙げておら
れるが，それは何か。

• これらの聖句は教会宗紀に関する主の目的についてど
う教えているか。

• 真心から悔い改める人々にはどんな祝福があるだろう
か。

• どのような点で教会宗紀は愛の行いであると考えられる
のだろうか。

　32 節で，主は悔い改めない人は教会の民の中に数えては
ならないと説明していることを指摘する。しかし，だからと
いって，教会の指導者と会員は彼らに仕え，彼らを愛するこ
とをやめるべきだという意味ではない。
　生徒が教会宗紀について理解を深められるように，生徒
用資料の 158 ページにあるセオドア・M・バートン長老の言
葉を読んでもらうとよい。
　わたしたちが悔い改めるとき主は喜んで赦してくださるこ
と，そして主の教会の会員であるという祝福にふさわしくな
る必要があることを証

あかし

する。

モーサヤ 27 章　贖
しょく

罪
ざい

を通して，わたしたちは再
び生まれることができる
　ここでは，イエス・キリストを信じる信仰により，贖

あがな

いの癒
いや

しの力がわたしたちの生活の中でどのように働くようになる
かを示す。息子アルマとモーサヤの 4 人の息子が経験した
改心に焦点を当てる。彼らの改心につながったすべての出
来事や経験に焦点を当てることはしない。生徒の中に物語
のそれらの部分をよく知らない生徒がいれば，ほかの生徒
にその話を短く要約してもらってもよい。
　ホワイトボード（または，黒板）に，自分の文化で心を表
す記号を描く。心の真ん中に改まるという言葉を書く。生
徒に心が改まる，改心とはどんな意味か尋ねる。
　生徒にモーサヤ 27：8 －10，32 －37 を読んでもらう。
息子アルマとモーサヤの 4 人の息子の改心前と改心後の行
いを対比するように言う。

• この 5 人はどのように変わっただろうか。

• 彼らの変化が真心からのものであり，永続するものであ
ることを示すどのような証拠が 32 －37 節にあるだろう

か。

　モーサヤ 27：24 －29 を生徒と読む。

• これらの聖句では，「再び生まれ〔る〕」ことをどのよう
な言葉で表しているだろうか。

• 福音に添って生きることが，どのようにしてわたしたちの
性質を変えるのだろうか。

• 悔い改めが簡単ではないことをアルマはどのように示し
ているだろうか。

　アルマとモーサヤの息子たちが急に変わったように思える
かもしれないが，ほとんどの人にとって再び生まれる過程は
突然起きるものではないことを生徒が理解できるように助け
る。
　一人の生徒にアルマ 5：46 を読んでもらう。

• アルマは自分を改心へと導いたものとして，ほかにどん
なものがあったと言明しているだろうか。

　生徒と，生徒用資料の 158 ページにあるエズラ・タフト・
ベンソン大管長の説明を読む。

• ベンソン大管長は改心の過程について何と言っている
か。

　再び生まれることによって人に起きる変化はイエス・キリ
ストの贖罪の直接的な結果であることに生徒が気づけるよう
にする。改心を経験することについて生徒に自分の気持ち
を話してもらう。

モ ーサ ヤ 27：32 － 37；28：1－ 8　 改 心 は
福音を分かち合いたいという望みを高める
　生徒に，だれかによい知らせや美しい景色，あるいはすば
らしい経験について話して聞かせたいと思ったときのことを
考えてもらう。

• わたしたちはなぜ人と良いことを分かち合いたいと思う
のだろうか。

　ホワイトボード（または，黒板）に次の表を掲げる。生徒
に紙にその表を書き写し，一人または二人一組でその表を完
成してもらう。

• これらの 3 つの出来事の類似点は何か。

　ホワイトボード（または，黒板）の表の下に「教義と聖約
88：81」と書く。一人の生徒にその聖句を読んでもらう。

• モーサヤ 28：3 － 4 には，モーサヤの息子たちが福音
を分かち合いたいと思った動機について記されている。
これらの動機はわたしたちが教義と聖約 88：81 にある

どのような経験だったか。 だれが経験したのか。 経験した後，何を望んだか。

1 ニーファイ 8：2
－12

エノス1：1－ 9，
19

モ ー サ ヤ 28：1
－ 4
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か。

　モーサヤ 27：24 －29 を生徒と読む。

• これらの聖句では，「再び生まれ〔る〕」ことをどのよう
な言葉で表しているだろうか。

• 福音に添って生きることが，どのようにしてわたしたちの
性質を変えるのだろうか。

• 悔い改めが簡単ではないことをアルマはどのように示し
ているだろうか。

　アルマとモーサヤの息子たちが急に変わったように思える
かもしれないが，ほとんどの人にとって再び生まれる過程は
突然起きるものではないことを生徒が理解できるように助け
る。
　一人の生徒にアルマ 5：46 を読んでもらう。

• アルマは自分を改心へと導いたものとして，ほかにどん
なものがあったと言明しているだろうか。

　生徒と，生徒用資料の 158 ページにあるエズラ・タフト・
ベンソン大管長の説明を読む。

• ベンソン大管長は改心の過程について何と言っている
か。

　再び生まれることによって人に起きる変化はイエス・キリ
ストの贖罪の直接的な結果であることに生徒が気づけるよう
にする。改心を経験することについて生徒に自分の気持ち
を話してもらう。

モ ーサ ヤ 27：32 － 37；28：1－ 8　 改 心 は
福音を分かち合いたいという望みを高める
　生徒に，だれかによい知らせや美しい景色，あるいはすば
らしい経験について話して聞かせたいと思ったときのことを
考えてもらう。

• わたしたちはなぜ人と良いことを分かち合いたいと思う
のだろうか。

　ホワイトボード（または，黒板）に次の表を掲げる。生徒
に紙にその表を書き写し，一人または二人一組でその表を完
成してもらう。

• これらの 3 つの出来事の類似点は何か。

　ホワイトボード（または，黒板）の表の下に「教義と聖約
88：81」と書く。一人の生徒にその聖句を読んでもらう。

• モーサヤ 28：3 － 4 には，モーサヤの息子たちが福音
を分かち合いたいと思った動機について記されている。
これらの動機はわたしたちが教義と聖約 88：81 にある

どのような経験だったか。 だれが経験したのか。 経験した後，何を望んだか。

1 ニーファイ 8：2
－12

エノス1：1－ 9，
19

モ ー サ ヤ 28：1
－ 4

戒めを守るうえで，どのように役立つだろうか。

• このような動機をもって仕えるとき，どのように状況が変
わるだろうか。

　自分たちが福音を分かち合える方法について考えるよう
生徒に勧める。

モーサヤ 29 章　国民には義にかなった法律を守
り，指導者を支持する義務がある
　クラスを 3 つのグループに分ける。すべてのグループに
モーサヤ 29：1－36 を調べてもらうが，グループによって探
すものは違う。第 1 グループには義にかなった王に関する
情報を，第 2 グループには不義な王に関する情報を，第 3 グ
ループにはさばきつかさに関する情報を探してもらう。すべ
てのグループに十分な時間を与えてから，各グループを代表
して一人の生徒に発表してもらう。ホワイトボード（または，
黒板）に次のような形式を使って各グループの発表を要約し
てもよい。

3 種類の統治者

義にかなった王 不義な王 さばきつかさ

（生徒の答え） （生徒の答え） （生徒の答え）

　次の質問をしてこの活動を要約する。

• 義にかなった王にはどういうことが期待できるだろう
か。

• 不義な王が統治するとき，民にはどのようなことが起こ
るだろうか。

• さばきつかさの統治では，どのような法律の助けにより
民の権利が確実に守られたか。

　一人の生徒にモーサヤ 29：27 を読んでもらう。

• どんなときに民の声を反映した政府が失敗に終わるこ
とがあるだろうか。

• この聖句によると，そのような失敗はどんな最終的な結
果を招くだろうか。

　モーサヤ 29 章に記されているような政府では，正しい法
律と義にかなった指導者を選ぶ責任はその国の国民にある
ことを説明する（教義と聖約 98：10 参照）。生徒に，生徒
用資料の 160 －161 ページにあるニール・A・マックスウェ
ル長老とボイド・K・パッカー会長の言葉を読んでもらうとよ
い。マックスウェル長老の話は付属の DVD A で視聴する
こともできる。
　箴言 29：2 を読んでレッスンを終える。
　この真理について証

あかし

し，自分が見聞きしたことからこの真
理の例を紹介するとよい。国と地域社会の法律が許すかぎ
り，積極的かつ建設的に政治のプロセスにかかわるよう生
徒に勧める。
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はじめに
　アルマ 1 章は神権と偽善売教の違いに焦点を当ててい
る。この聖句ブロックを研究した後，生徒はアルマの時代
だけでなく現代の偽善売教の特徴を見分けられるようにな
るはずである。さらに，偽善売教が神の神権に真っ向から
対立するものであることを理解すべきである。アルマ 2 －3
章ではニーファイ人の政府を覆して王となろうとしたアムリサ
イの話を読み，偽善売教がもたらす悪い結果を認識できる
ようになる。また，この話から，人々が義にかなった方法で
試練に立ち向かえば神から力を得られることが分かる。ア
ルマが試練に対処した方法は現代のわたしたちの模範とな
り得る。生徒もアルマのように助けを求めて祈り，信仰を働
かせて，困難な問題を克服するために行動を起こすとき，神
から力を受けられることが分かるようにする。アルマ 4 章は
純粋な証

あかし

の力を強調している。

教義と原則
• 末日聖徒は偽善売教を避けなければならない（アルマ

1 章参照）。

• 罪悪を拒むとき，神はわたしたちを強めてくださる（アル
マ 2 章参照）。

• 純粋な証
あかし

は高慢に打ち勝つ（アルマ 4 章参照）。

教えるための提案

アルマ 1 章　末日聖徒は偽善売教を避けなけれ
ばならない
　クラスが始まる前に，ホワイトボード（または，黒板）の上
に次の表と質問を掲げておく。

偽善売教 神権

アルマ1：2 － 6 アルマ1：26 － 27

アルマ1：16 アルマ13：6，10 －12

2 ニーファイ 26：29 モルモン書ヤコブ 1：18
－19

偽善売教とは何か。 神の祭司たちはどのよう
に行動していたか。

　この活動は生徒に偽善売教と神権を対比させる機会を与
える。クラスを二つのグループに分ける。第 1 グループには
偽善売教に関する聖句を読んで，分析し，話し合ってもらう。
第 2 グループには神権に関する聖句を読んで，分析し，話し
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合ってもらう。第 1 グループに，偽善売教という言葉の定義
を探し，偽善売教にはどんな要素があるか見つけるように言
う。第 2 グループに，主を敬う神権者の動機と行動を見つ
けるように言う。生徒が割り当てられた聖句を分析するため
に時間を十分に取ってから，各グループから一人の生徒に分
かったことを発表してもらう。
　第 1 グループが偽善売教について発表した後で，次の質
問をする。

• ニーホルの教えが多くの民に受け入れられたのはなぜだ
と思うか（アルマ 1：3 － 4 参照。ヒラマン 13：27－28
も参照）。

• 人気があるかどうかで福音を教える教師の成功が決ま
るとしたら，それは教師にどんな影響を与えるだろうか。
それは教師が教義を教える方法にどんな影響を与える
だろうか。

　第 2 グループが神権について発表した後で，次の質問を
する。

• アルマ 1：26 によると，祭司たちは自分たちが教えてい
る人々についてどう思っていただろうか。教師にとって
このような態度が大切なのはなぜか。

• アルマ 1：25 －27 の義にかなった祭司たちと現代の教
会指導者や宣教師たちとの間には，どのような類似点
があるだろうか。

　生徒が現代の偽善売教を理解し，偽善売教が盛んになる
と，どのような結果をもたらすかを分かるように次の質問を
する。

• アルマ 1：12 によると，偽善売教が盛んになると，どん
な結果が待っているだろうか。

　世の偽善売教に加えて，教会にも偽善売教の要素が入り
込むことがある。生徒に，生徒用資料の 162 －163 ページ
にあるダリン・H・オークス長老とデビッド・A・べドナー長
老の言葉を読んでもらってもよい。これらの言葉は教会の
召しの中で偽善売教を避けることの大切さを教えている。
オークス長老の言葉は付属の DVD A で視聴することもで
きる。

• 教え，導く召しの中で偽善売教を避けるにはどうしたら
よいだろうか。

アルマ 2 章　罪悪を拒むとき，神はわたしたちを
強めてくださる
　人前であるかないかにかかわらず，罪悪を拒んだときのこ
とを生徒に思い出してもらう。それから，生徒に次の質問に
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はじめに
　アルマ 1 章は神権と偽善売教の違いに焦点を当ててい
る。この聖句ブロックを研究した後，生徒はアルマの時代
だけでなく現代の偽善売教の特徴を見分けられるようにな
るはずである。さらに，偽善売教が神の神権に真っ向から
対立するものであることを理解すべきである。アルマ 2 －3
章ではニーファイ人の政府を覆して王となろうとしたアムリサ
イの話を読み，偽善売教がもたらす悪い結果を認識できる
ようになる。また，この話から，人々が義にかなった方法で
試練に立ち向かえば神から力を得られることが分かる。ア
ルマが試練に対処した方法は現代のわたしたちの模範とな
り得る。生徒もアルマのように助けを求めて祈り，信仰を働
かせて，困難な問題を克服するために行動を起こすとき，神
から力を受けられることが分かるようにする。アルマ 4 章は
純粋な証

あかし

の力を強調している。

教義と原則
• 末日聖徒は偽善売教を避けなければならない（アルマ

1 章参照）。

• 罪悪を拒むとき，神はわたしたちを強めてくださる（アル
マ 2 章参照）。

• 純粋な証
あかし

は高慢に打ち勝つ（アルマ 4 章参照）。

教えるための提案

アルマ 1 章　末日聖徒は偽善売教を避けなけれ
ばならない
　クラスが始まる前に，ホワイトボード（または，黒板）の上
に次の表と質問を掲げておく。

偽善売教 神権

アルマ1：2 － 6 アルマ1：26 － 27

アルマ1：16 アルマ13：6，10 －12

2 ニーファイ 26：29 モルモン書ヤコブ 1：18
－19

偽善売教とは何か。 神の祭司たちはどのよう
に行動していたか。

　この活動は生徒に偽善売教と神権を対比させる機会を与
える。クラスを二つのグループに分ける。第 1 グループには
偽善売教に関する聖句を読んで，分析し，話し合ってもらう。
第 2 グループには神権に関する聖句を読んで，分析し，話し
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ついて考えてもらう。皆で話し合うより，生徒に自分の心の
中で答えてもらうとよい。

• 真理と義のために確固として立つ気になった動機は何
だったろうか。

• そうする力はどのようにして受けたのだろうか。

　アルマ 2 章には，進んで命を差し出すほど悪を拒んだ預
言者アルマとほかの義にかなった男女の話が記されている
ことを説明する。生徒に，これらの男女の動機と，大きな困
難に直面したときに力を受けた方法を探してもらう。
　生徒にアルマ 2：1－7 を黙読してもらう。

• アムリサイとはどんな人だったか。また，彼が望んでい
た二つのこととは何か（アルマ 2：2 ，4 参照。彼の望み
は王になり，教会を滅ぼすことだった）。

• ニーファイ人は，王になるというアムリサイの試みをどの
ように打ち砕いたか。

　地域社会に良い影響を及ぼすという末日聖徒の義務につ
いて語った預言者ジョセフ・スミスの次の言葉を分かち合
う。

　「わたしたちの義務は，健全で善良なものの評判を
高め，不健全なものの評判を落とすよう，全影響力を集
中させることである。」（History of the Church ，第 5
巻，286）

• どうしたら「健全で善良なものの評判を高め」られるだ
ろうか。

　アルマ 2：8 －14 の内容を要約し，アムリサイが自分に従
う人々を集め，自分を王にするよう説得し，自分の望みを達
成しようとニーファイ人に戦いを挑んだことを説明する。

• アムリサイが王になりたいと望んだ結果，何人の人々が
命を落としただろうか（アルマ 2：19 参照）。この物語
は，モーサヤ 29：17，21 にあるモーサヤ王の警告とど
のような関連があるだろうか。

　生徒にアルマ 2：15 －18 ，28 －31 にざっと目を通して，
強めるあるいは強められるという言葉を探してもらう。

• アルマ 2：28 によると，主はなぜニーファイ人を強めら
れたのだろうか。

• 天の御父が時々，わたしたちの生活の中の悪影響を取り
去る代わりに，悪を拒む力を与えてくださるのはなぜだ
ろうか。

　一人の生徒に，アルマ 2：29 －31を声に出して読んでも
らう。生徒に，どうしたらわたしたちがこれらの聖句にある
アルマの行動に倣

なら

い，それを悪と苦闘するときの模範とする
ことができるか見つけてもらう。
　わたしたちが真理と義のために確固として立つとき，主は
わたしたちを強め，対立する者から守ってくださることを証

あかし

する。

アルマ 3 章　人は外見を変えることで，自らを義
人と区別することがある
　レーマン人になりきろうとしたアムリサイ人がその外見を変
えたことを説明する。一人の生徒にアルマ 3：4 － 5 を読ん
でもらう。

• アムリサイ人は自分の外見を変えるために何をしたか。

• 彼らはなぜ「ニーファイ人と見分け」られたかったのだ
と思うか。

• 現代の人々が自らを義人と区別するために行う外見の変
化にはどういうものがあるだろうか。

　この話し合いで入れ墨を採り上げたいとき（あるいは生徒
がそれに触れた場合），神殿の写真を見せる。できれば，生
徒の最も近くにある神殿を見せる。

• 主の宮に落書きがあったら，どう感じるだろうか。

　生徒は自分の体が主にとって神殿のように神聖であること
を理解すべきである。第 15 代大管長であるゴードン・B・
ヒンクレー大管長（1910 －2008 年）は，「入れ墨は肉体と
いう神の宮に描く落書きです」と語っている（『リアホナ』
2001 年 1 月号，67 参照）。『若人の強さのために』から次
の勧告を紹介し，体に印を付けるという世の流行を追うのを
避けるよう生徒に勧める。

　「あなたの体は神の神聖な創造物です。神からの贈
り物としてこれを尊び，決して汚してはなりません。あ
なたは，自分の体がどれほど尊いか知っていることを，
服装と外見を通して主に示すことができます。あなた
は自分がイエス・キリストの弟子であることを示せるの
です。」（『若人の強さのために−神への務めを果た
す』14）

　生徒に，生徒用資料の 165 ページにあるゴードン・B・ヒ
ンクレー大管長の言葉を読んでもらうとよい。この話は付属
の DVD B で視聴することもできる。
　次の質問をする。生徒に，じっくり考えて，声に出さずに
質問に答えるように促す。
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• あなたは自分の服装と体に付けた印でどんなメッセージ
を送っているだろうか。

• あなたの服装にはあなたの内面がどのように反映されて
いるだろうか。

• 慎み深さのほかに，服装と外見でどのように自分がイエ
ス・キリストの弟子であることを示せるだろうか（この質
問には生徒に答えてもらうとよい。また，生徒用資料の
166 ページにある M・ラッセル・バラード長老の言葉を
生徒に読んでもらうとよい）。この話は付属の DVD C

で視聴することもできる。

　体が神聖なものであることを証
あかし

する。生徒に，服装や外
見について日々選択をするとき，末日の預言者たちの勧告に
従うよう勧める。

アルマ 4 章　純粋な証
あかし

は高慢に打ち勝つ
　生徒に，アルマ 4：6 －12 を黙読し，高慢が教会員に及ぼ
した影響を見つけるよう言う。

• 教会員の中の高慢はどのように明らかであっただろうか
（生徒の答えをホワイトボード〔または，黒板〕に書いて
もよい）。

• 教会員の高慢は会員でない人々にどのような影響を及ぼ
しただろうか。

• これらの教会員の行動から，教会員でない人々は彼らの
信仰についてどう思っただろうか。

　生徒に，次の質問にどう答えるか，一人で考える時間を 1，
2 分与える。

• だれかあなたをよく知らない人があなたを見たとき，その
人はあなたの信念についてどう判断するだろうか。

　生徒に十分に考える時間を与えてから，次の質問をする。

• この質問はわたしたちの生活にどのような影響を与える
だろうか。

　預言者であり，大さばきつかさであったアルマは人々の高
慢について憂い，彼らの高慢を「取り除く」ことを望んだ（ア
ルマ 4：19）。 5 人の生徒に，アルマ 4：15 －19 を 1 節ずつ
読んでもらう。

• 「純粋な証をもって責める」という言葉は，アルマが教
える方法について，どのようなことを示唆しているだろう
か。

　教会全体の大祭司として，アルマは真理の宣言，警告と励
ましの言葉を含む証を述べた。教会員として，わたしたちの

「純粋な証」の言葉にはほとんどの場合，自分が真実である
と知っている事柄について言明することしか含まれない。わ
たしたちにとって純粋な証を述べることにどのような意味が
あるかを強調するために，生徒に生徒用資料の 167－168
ページにある M・ラッセル・バラード長老とハワード・W・
ハンター大管長の言葉を読んでもらうとよい。バラード長老
の話は付属の DVD D で視聴することもできる。

• 純粋な証にはどうして高慢を取り除く力があると思う
か。

• 人々が福音の純粋な証を述べるのを聞いて，あなたの
生活にどんな影響があったか。

　純粋な証を述べるとはどういう意味かについて，第 12 代
大管長であるスペンサー・W・キンボール大管長（1895 －
1985 年）の次の言葉を紹介するとよい。

　「勧告し合わないでください。それは証ではありませ
ん。人にどう生きるべきか説かないでください。ただ，
皆さんが心の内で感じていることを話してください。そ
れが証です。人に教えを説き始める瞬間に，証は終
わってしまいます。あなたが感じているもの，思いと心
と体のあらゆる部分が語りかけてくることを述べてくだ
さい。」（The Teachings of Spencer W. Kimball ，エ
ドワード・L・キンボール編〔1982 年〕，138）

はじめに
　アルマはゼラヘムラの人々に教えを宣

の

べ伝えたとき，一人
一人が主の前に立って裁きを受けることを彼らに思い起こさ
せた。本章を教えるとき，生徒が主の前に行くための準備
にいっそう真剣に取り組むように，アルマの質問と勧告に注
意を向けるよう呼びかけることができる。特に，人は罪を捨
てて義に心を向けるときに心の変化を経験することを生徒
が理解するよう助けることができる。「たやすくまとわりつ

〔く〕……すべての罪を捨て……，罪を進んで悔い改める気
持ちのあること……を，神に……証明」するよう生徒を励ま
す（アルマ 7：15）。

教義と原則
• 心の変化を経験することによって，わたしたちは主の前

に行く準備をする（アルマ 5 章参照）。

• イエス・キリストはわたしたちを罪と死から救い，わたし
たちがこの世のチャレンジを克服するのを助けるために

「あらゆる……苦難と試練」を受けられた（アルマ 7：7
－13 参照）。

• 心から悔い改めるときキリストのような属性がはぐくま
れる（アルマ 7：14 －24 参照）。

教えるための提案

アルマ 5 章　心の変化を経験することによって，
わたしたちは主の前に行く準備をする
　最初に，生徒に次の質問をする。

• 人々は死に対してどのような恐れを抱くことがあるだろ
うか。

• 裁きを受けるため主の前に連れ出されることについて，
人々はどのような恐れを抱くことがあるだろうか。

• 人はどのようなときに自分は神にお会いする用意ができ
ていると感じるだろうか。

　生徒の答えをホワイトボード（または，黒板）に書き出すと
よい。話し合いが終わったら，生徒にアルマ 5：6 －13 を各
自で調べてもらう。アルマの父と彼に従った人々が経験した
ことを探してもらう。

• 彼らの経験した改心についてアルマはどのように説明し
ているだろうか。

• アルマ 5：11－13 によれば，この心の「大きな変化」は
どのようなことによってもたらされただろうか。この大き

第 24 章
アルマ 5－7 章
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アルマ 5 －7 章

はじめに
　アルマはゼラヘムラの人々に教えを宣

の

べ伝えたとき，一人
一人が主の前に立って裁きを受けることを彼らに思い起こさ
せた。本章を教えるとき，生徒が主の前に行くための準備
にいっそう真剣に取り組むように，アルマの質問と勧告に注
意を向けるよう呼びかけることができる。特に，人は罪を捨
てて義に心を向けるときに心の変化を経験することを生徒
が理解するよう助けることができる。「たやすくまとわりつ

〔く〕……すべての罪を捨て……，罪を進んで悔い改める気
持ちのあること……を，神に……証明」するよう生徒を励ま
す（アルマ 7：15）。

教義と原則
• 心の変化を経験することによって，わたしたちは主の前

に行く準備をする（アルマ 5 章参照）。

• イエス・キリストはわたしたちを罪と死から救い，わたし
たちがこの世のチャレンジを克服するのを助けるために

「あらゆる……苦難と試練」を受けられた（アルマ 7：7
－13 参照）。

• 心から悔い改めるときキリストのような属性がはぐくま
れる（アルマ 7：14 －24 参照）。

教えるための提案

アルマ 5 章　心の変化を経験することによって，
わたしたちは主の前に行く準備をする
　最初に，生徒に次の質問をする。

• 人々は死に対してどのような恐れを抱くことがあるだろ
うか。

• 裁きを受けるため主の前に連れ出されることについて，
人々はどのような恐れを抱くことがあるだろうか。

• 人はどのようなときに自分は神にお会いする用意ができ
ていると感じるだろうか。

　生徒の答えをホワイトボード（または，黒板）に書き出すと
よい。話し合いが終わったら，生徒にアルマ 5：6 －13 を各
自で調べてもらう。アルマの父と彼に従った人々が経験した
ことを探してもらう。

• 彼らの経験した改心についてアルマはどのように説明し
ているだろうか。

• アルマ 5：11－13 によれば，この心の「大きな変化」は
どのようなことによってもたらされただろうか。この大き

第 24 章
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な変化はどのようなことによって維持されただろうか。

　ホワイトボード（または，黒板）に次のように書く。

アルマ 5：14 －19，26 － 31

心の変化を経験した人は……

　生徒にホワイトボード（または，黒板）に書いた節を研究
してもらう。研究したことに基づいて上の文を完成させ，そ
れを紙に書いてもらう。次の例を参考にして生徒を指導す
るとよい。

　心の変化を経験した人は……

　その顔に神の面影を受けている（14 節参照）。

　「自分たちを造られた御方の贖
あがな

いを信じる信仰」を働かせ
る（15 節）。

　地の面
おもて

での自分の行いが義にかなっていることを知って
いる（16 節参照）。

　時間を十分に取ってから，完成させた様々な文を生徒に
発表してもらう。
　全員でアルマ 5：33 －35，48 ，50 － 51，57 を読んで，
神の前に行くとき「純真な心と清い手をもって神を仰ぎ見
る」ために，わたしたちがなすべきことについてアルマが教
えている事柄を研究する（19 節）。

• これらの節でアルマが教えていることの中で，あなたに
とって印象深かったのはどのようなことだろうか。

　神はいつでもわたしたち全員に憐
あわ

れみの手を差し伸べて
くださることについて，また，悔い改めはわたしたちが神の
前に住むことができるように聖

きよ

めてくれることについて証
あかし

を
述べる。

アルマ 7：7 －13　イエス・キリストはわたした
ちを罪と死から救い，わたしたちがこの世のチャ
レンジを克服するのを助けるために「あらゆる
……苦難と試練」を受けられた
　生徒に，自分は宣教師で，出会ったばかりの人から「イエ
ス・キリストはわたしのために何をしてくださったのですか」
と尋ねられたと仮定してもらう。
　この質問に自分ならどのように答えると思うかを簡単に発
表してもらう。次に，アルマ 7：7－13 を各自で読んで深く
考え，自分たちの最初の答えが正しいことを示している箇所
や，それらについてさらに詳しく述べている箇所を探すよう
に言う。時間を十分に取ってから，見つけた事柄を発表して
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もらう（次のような答えが出るであろう。主はすべてのこと
を行う力をお持ちである。主はわたしたちの弱さに対して完
全な哀れみを持てるように，あらゆる苦痛と苦難と病と試練
を受けられた。死の縄目を解くことができるように死を受け
られた。主はわたしたちを自分の罪から解放する力を持って
おられる）。

• これらの節では，救い主がわたしたちのチャレンジを理
解しておられることを力強く伝えている言葉が幾つか繰
り返し使われている。それはどの言葉だろうか。

　「自身に受ける」や「負う」，および「肉において」という語
句を探して，印を付けるように言う。これらの節で，「肉」と
は救い主の肉体を指し，さらに死すべき状態とわたしたちの
堕落した性質も指していることを説明する。救い主はチャレ
ンジを受けるわたしたちを助ける方法を知るために万物の下
に身を落とされたことを生徒が理解するよう助ける。一人の
生徒に，生徒用資料の 173 ページにある十二使徒定員会の
ニール・A・マックスウェル長老の言葉を読んでもらう。

• この知識はわたしたちが現世のチャレンジに立ち向かう
ときにどのような助けとなるだろうか。

　12 節の「救う」（英文では“succor”）とは，「走っていく
こと，支援に駆けつけること。よって，問題や必要や悩みを
抱えているときに助けること，またはそれらを取り除くこと。
援助し，苦しみから解放すること」（Noah Webster，An 
American Dictionary of the English Language，1828
年版）という意味であることを説明する。また，生徒用資料
の 173 ページにあるジェフリー・R・ホランド長老の言葉も
生徒に読んでもらうとよい（付属の DVD A で視聴すること
もできる）。救い主によって救われるとはどういう意味かを
考えるに当たって，生徒に次の質問について深く考えてもら
う。

• 試練や誘惑に遭ったときに救い主に救っていただいた
経験として，どのようなものがあるだろうか。

　救い主が愛にあふれた優しさをお持ちであり，自分を助け
たいと思っておられることについて日記に書くよう生徒に勧
める。神の助けを受けた経験について思い巡らすとき，生徒
は現在受けているチャレンジや将来直面するチャレンジに立
ち向かう強さを得るであろう。

アルマ 7：14 － 24　心から悔い改めるときキリ
ストのような属性がはぐくまれる
　クラスが始まる前に，アルマ 7：14 －24 についての次の
質問を記した配付資料を準備しておく。それぞれの質問の
間に生徒が答えを記入する欄を設けておく。

• アルマは人々に何を「捨て」るよう勧めただろうか。

• アルマはギデオンの人々に何を条件として永遠の命を約
束しただろうか。

• 「御
み

霊
たま

の示し」はアルマにこれらの人々についてどのよう
なことを教えただろうか。

• アルマはギデオンの人々についてどのようなことを知って
いただろうか。

• 神への義務感を自覚している人とはどのような人だろう
か。

• 「神の御
み

前
まえ

を罪のない状態で歩」むにはどのような特質
を持つ必要があるだろうか。

• アルマ 7：14 －24 から学んだことを，あなたならどのよ
うに要約するだろうか。

• キリストのような属性を身に付けるにはどのような段階
を踏む必要があるだろうか。

　大管長会のディーター・F・ウークトドルフ管長の次の言
葉を読む。

　「キリストに従うということは，キリストのような者に
なるということです。主の人格から学ぶということで
す。天の御父の霊の子供であるわたしたちには，生活
にも人格にも，キリストのような属性を取り入れる能力
が，間違いなく備わっています。救い主は，主の教えに
従って生活することによって主の福音について学ぶよ
う勧めておられます。……生活の中で，一歩一歩，キリ
ストのような属性を身に付けようと努めるとき，その翼
は『わしの翼に乗せるように〔わたしたちを〕支え』て
くれるでしょう（教義と聖約 124：18）。」（『リアホナ』
2005 年 11 月号，102 －103）

• キリストのような属性はなぜ少しずつ身に付いていくの
だろうか。

　アルマがギデオンの人々に与えた勧告はわたしたちがキリ
ストのような属性を身に付けるうえで役立つことを説明する。
　準備しておいた配付資料を各生徒に配る。生徒に，各自
または二人一組でアルマ 7：14 －24 を調べて，配付資料の
質問に答えるように言う。アルマがギデオンの人々に与えた
勧告が，わたしたちがいっそうキリストのようになるためにど
のように役立つかを生徒が理解するよう助ける。
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　生徒がこの活動を終えたら，何人かの生徒に自分が要約
したものを発表してもらう。それから，次の質問について全
員に静かに考えてもらう。

• もっとキリストのようになるために，あなたはアルマのど
の教えに集中して取り組む必要があるだろうか。

　これまで話し合ってきた事柄が真実であることを証
あかし

する。
いつか昇栄を受けることができるように，アルマの教えに
従って罪を悔い改め，キリストのような属性を身に付けるよう
生徒を励ます。
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はじめに
　アルマが教えを説くためにアモナイハの町に着いたとき，
町のほとんどの人々の間でかなり背教が進んでいた。アモナ
イハの邪悪な人々はすぐにアルマを拒み，町から追放した。
しかし，一人の天使が現れて，アルマに励ましを与え，アモナ
イハへ引き返すようにとの主の命令を伝えた。「すぐに」町
へ引き返したアルマは（アルマ 8：18），アミュレクに出会っ
た。アミュレクはアルマの同僚として主が用意された人物
だった。アルマとアミュレクは心がかたくなな人々に対して，
贖

あがな

いの計画，復活，裁きについての教義を力強く教えた。こ
れらの教えについて話し合うことを通して，生徒が次のこと
を理解するのを助けることができる。すなわち，わたしたち
は救いの計画のもろもろの真理に対する証

あかし

を築くとき，神の
僕

しもべ

に耳を傾けて，神の戒めに従う力を得る。こうして主の来
臨に自分自身を備えるのである。

教義と原則
• 忠実であり，勤勉であるならば，主から命じられたことを

成し遂げられるように主が道を備えてくださる（アルマ
8 章参照）。

• すべての人は死者の中からよみがえり，裁きを受けるた
めに主の前に立つ（アルマ 11：41－ 46；12：1－18 参
照）。

• 神はわたしたちを堕落した状態から救うために 贖
あがな

いの
計画を用意してくださった（アルマ 12：22 －37 参照）。

教えるための提案

アルマ 8 章　忠実であり，勤勉であるならば，主
から命じられたことを成し遂げられるように主が
道を備えてくださる
　ホワイトボード（または，黒板）に「アルマ 8：8 －18」と
書く。クラスを二つのグループに分ける。一つのグループ
に，これらの節を読んで，アモナイハの人々に関する情報を
探すように言う。もう一つのグループには，同じ箇所を読ん
で，アルマに関する情報を探す割り当てを与える。読み終え
たら，内容について質問するつもりであることを生徒に伝え
ておく。
　生徒が読み終えたら，アモナイハの人々について次の質問
をする。

• サタンがアモナイハの「人々の心をしっかりと捕らえてい
た」ために，どのような結果が生じただろうか（アルマ
8：9 参照）。

第 25 章
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• アモナイハの人々は教会の教えと慣習をどのように考え
ていただろうか（アルマ 8：11 参照）。

• アモナイハの人々はアルマに対してどのような行動を
取っただろうか（アルマ 8：9 －13 参照）。

• アルマは教会を管理する大祭司であったにもかかわら
ず，人々はなぜ彼をそれほど冷たく扱ったのだろうか

（アルマ 8：11－12 参照）。

　アルマについて次の質問をする。

• アモナイハで拒まれたアルマはどのような思いを味わっ
ていただろうか（アルマ 8：14 参照）。

• アモナイハを去ろうとしていたアルマは，ある出来事に
よって思い直すことになった。どのような出来事だろう
か（アルマ 8：14 －16 参照）。

• 天使の言葉は，アモナイハへの伝道に対するアルマの見
方をどのように変えただろうか（アルマ 8：15 －17 参
照）。

• 天使のメッセージに対してアルマの取った行動から，何
を学べるだろうか（アルマ 8：18 参照）。

　生徒にアルマ 8：19 －27 を読んでもらう。アルマがアモ
ナイハで福音を宣

の

べ伝えるために主が道を開かれたことを
示す証拠を探すように言う。

• アミュレクがアモナイハのほかの人 と々違う態度でアル
マを迎えたのはなぜだろうか（アルマ 8：20 参照）。

　次の言葉を生徒に紹介する。モンソン大管長の言葉は，
付属の DVD A で視聴することもできる。これらの言葉が
アモナイハにおけるアルマの経験とどのように関連している
かを生徒に尋ねる。

　第 16 代大管長であるトーマス・S・モンソン大管長
はこのように教えている。「忘れないでください。この
業は皆さんやわたしだけのものではありません。主の
業なのです。そして……主の用向きを受けているとき
には，主の助けを頂く権利があるのです。主はわたし
たちが重荷に耐えられるようにしてくださることを覚え
ておきましょう。」（『リアホナ』2005 年 5 月号，56）

　第 15 代大管長であるゴードン・B・ヒンクレー大管長
（1910 －2008 年）は次のように勧告している 。「皆
さんの内にある大いなる可能性に従って行動しましょ
う。能力以上のことをするようにお願いしたりはしませ
ん。皆さんが失敗についてばかり考え悩むことのない
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はじめに
　アルマが教えを説くためにアモナイハの町に着いたとき，
町のほとんどの人々の間でかなり背教が進んでいた。アモナ
イハの邪悪な人々はすぐにアルマを拒み，町から追放した。
しかし，一人の天使が現れて，アルマに励ましを与え，アモナ
イハへ引き返すようにとの主の命令を伝えた。「すぐに」町
へ引き返したアルマは（アルマ 8：18），アミュレクに出会っ
た。アミュレクはアルマの同僚として主が用意された人物
だった。アルマとアミュレクは心がかたくなな人々に対して，
贖

あがな

いの計画，復活，裁きについての教義を力強く教えた。こ
れらの教えについて話し合うことを通して，生徒が次のこと
を理解するのを助けることができる。すなわち，わたしたち
は救いの計画のもろもろの真理に対する証

あかし

を築くとき，神の
僕

しもべ

に耳を傾けて，神の戒めに従う力を得る。こうして主の来
臨に自分自身を備えるのである。

教義と原則
• 忠実であり，勤勉であるならば，主から命じられたことを

成し遂げられるように主が道を備えてくださる（アルマ
8 章参照）。

• すべての人は死者の中からよみがえり，裁きを受けるた
めに主の前に立つ（アルマ 11：41－ 46；12：1－18 参
照）。

• 神はわたしたちを堕落した状態から救うために 贖
あがな

いの
計画を用意してくださった（アルマ 12：22 －37 参照）。

教えるための提案

アルマ 8 章　忠実であり，勤勉であるならば，主
から命じられたことを成し遂げられるように主が
道を備えてくださる
　ホワイトボード（または，黒板）に「アルマ 8：8 －18」と
書く。クラスを二つのグループに分ける。一つのグループ
に，これらの節を読んで，アモナイハの人々に関する情報を
探すように言う。もう一つのグループには，同じ箇所を読ん
で，アルマに関する情報を探す割り当てを与える。読み終え
たら，内容について質問するつもりであることを生徒に伝え
ておく。
　生徒が読み終えたら，アモナイハの人々について次の質問
をする。

• サタンがアモナイハの「人々の心をしっかりと捕らえてい
た」ために，どのような結果が生じただろうか（アルマ
8：9 参照）。

第 25 章
アルマ 8－12 章

よう願っています。能力をはるかに超えた目標を設定
しようとすることのないよう願っています。ただ自分に
できることを，自分が知っている最善の方法で行うよう
願っています。そうするならば，皆さんは奇跡が起きる
のを目

ま

の当たりにすることでしょう。」（Teachings of 
Gordon B. Hinckley〔1997 年〕，696）

• これらの言葉やアルマ 8 章の話は，あなたがチャレンジ
に立ち向かうときにどのような助けとなるだろうか。

　チャレンジに立ち向かう際に主からどのような助けを受け
てきたか，何人かの生徒に例を紹介してもらう。この話し合
いの中で，主の助けはしばしば聖霊の静かな導きや友人の
親切な行為などの小さな，簡単な方法によってもたらされる
ことを指摘するとよい。
　アルマ 8：30 －31を全員で読み，アルマがアモナイハへ
戻ったときに主がアルマのために行われたことを生徒に探し
てもらう。

• アルマがアモナイハの人々に福音を分かち合うのを助け
るために，主はどのようなことを行われただろうか。

　次のことについて証
あかし

する。主の命令を成し遂げることが
不可能と思われるときでさえも，主は道を備える力を持って
おられる。「主が命じられることには，それを成し遂げられ
るように主によって道が備えられており，それでなくては，主
は何の命令も人の子らに下されない」のである（1 ニーファ
イ 3：7 ）。

アルマ 9 章　「どうしてあなたがたは先祖の言い
伝えを忘れてしまったのか」
　若人が両親から学ぼうとしないことがある技術や知恵を
生徒に挙げてもらう（生徒からは，家事，大工仕事や家の手
入れ，勉強の習慣，音楽などが挙がるかもしれない）。

• 一部の人たちはなぜ前の世代から貴重な知識を学ぼう
としないのだろうか。

　アルマ 9：7－14 を生徒とともに読む。その際，アルマが
繰り返し述べている言葉や考えを生徒に探してもらう（「忘
れてしまったのか」や「覚えていないのか」など）。

• アモナイハの人々はどのようなことを忘れてしまっていた
だろうか。それらを忘れてしまったことが背教と悪事を
招いたのはなぜだろうか。

• 前の世代からの優れた伝統や教え，経験を知っている
ことによって，あなたはどのような恵みを受けてきただろ
うか。そのような祝福を忘れないためにどのようなこと

ができるだろうか。

　生徒に，アルマ 9：19 －22 を黙読して，ニーファイ人がか
つて享受していた霊的な祝福や経験を見つけるように言う。
見つけた事柄を発表してもらう。
　生徒に教義と聖約 82：3 を読んでもらう。

• この聖句はアモナイハの人々にどのように当てはまるだ
ろうか。

　一人の生徒に，アルマ 9：23 －24 と 10：22 －23 ，27 を
声に出して読んでもらう。ほかの生徒には，それに合わせて
黙読して，アモナイハの人々が悔い改めなければ自分たちに
招くことになると警告されている事柄を探すように言う。

• アルマとアミュレクは人々にどのような警告を与えただろ
うか。

• アルマによれば，アモナイハの人々の罪悪がレーマン人
の罪悪よりも深刻だったのはなぜだろうか。

　再びアルマ 9：19 －22 を参照する。ここでアルマはニー
ファイ人がかつて享受していた祝福や経験を幾つか挙げて
いる。

• 過去の霊的な経験を思い起こすことはなぜ有益なのだ
ろうか。

　自分の霊的な経験や前の世代の人々の霊的な経験を覚え
ておくことの大切さについてあなたが感じていることを述べ
る。自分の生活で起きた神聖な出来事を日記に注意深く記
録するよう生徒に勧める。
　アルマ 11 章へ進む前に，アミュレクはアルマの同僚として
理想的な人物だったことを指摘するとよい。アルマ 10：4 －
12 には，アミュレクがアルマとともに働くためにどのように備
えられてきたかが述べられている。また，アミュレクは力強
い宣教師になる前に，あまり活発な教会員でない時期があっ
たことも指摘するとよい。このことは，自分が専任宣教師に
なれるかどうか疑問に思っている若い男女にとって希望を与
えるものとなるだろう。

アルマ 11：41－ 46；12：1－18　すべての人
は死者の中からよみがえり，裁きを受けるために
主の前に立つ
　この項は，救い主の贖

しょく

罪
ざい

が堕落のもたらす影響に打ち勝
つことについて再び証

あかし

する機会となる。

　クラスが始まる前に，次のテストをスライド用透明シート
（トランスペアレンシー）または配付資料として提示できるよ
う準備しておく。各文について，正しければ○を，間違いで



90

第 25 章

あれば×を付けるように言う。聖典を使わずに答えてもらう。

 1. わたしたちは裁きを受けるとき，自分の罪を思い出す
（アルマ 11：43 参照。 2 ニーファイ9：14；アルマ 5：
18 も参照）。

 2. 現世で腕や脚を失った人は，復活するときにそれらが
回復される（アルマ 11：43 － 44 参照）。

 3. 復活するときに身体のおもな障がいや欠陥はすべて
取り去られるが，小さな傷跡は残る（アルマ 11：43 －
44 参照。アルマ 40：23 も参照）。

 4. 復活した人はもう二度と肉体の死を受けない（アルマ
11：45 参照）。

 5. わたしたちは最後の裁きにおいて，自分の行いに応
じてだけ裁かれる。ほかのことは一切裁きの対象とな
らない（アルマ 11：41，44；12：14 参照。教義と聖約
137：9 も参照）。

 6. 真理に対して心をかたくなにする人は，最後には神の
奥義をまったく知らない有

あり

様
さま

となる（アルマ 12：9 －
12 参照）。

 7. 最後の裁きはあらゆる人にとって喜ばしい経験となる
（アルマ 12：13 －14，17 参照）。

（正 解：1－○；2 －○；3 －×；4 －○；5 －×；6 －○；7
－×）

　生徒がテストを終えたら，個人または二人一組で参照聖句
を読み，答え合わせをするように言う。それから，次の質問
をする。

• 復活と最後の裁きを理解することは，イエス・キリストの
贖罪に対する理解を深めるのにどのように役立つだろう
か。

• これらの教義を正しく理解するとき，日々の生活にどの
ような影響があるだろうか。

　これらの質問について話し合うとき，生徒用資料の 178
ページと 179 ページにあるダリン・H・オークス長老の言
葉を生徒に読んでもらうとよい。これらの言葉は，付属の
DVD B  C で視聴することもできる。
　生徒に次の質問について静かに深く考えてもらう。

• 最後の裁きを恐れることがないように，あなたの生活の
中で変える必要のある事柄があるだろうか。

　へりくだって祈り，罪の赦
ゆる

しを主に願い求め，罪を克服で
きるように主の助けを求めるよう生徒に強く勧める。今こそ
復活と最後の裁きのために準備をする時期であることを生
徒が理解するよう助ける（アルマ 34：32 －34  参照）。

アルマ 12：22 － 37　神はわたしたちを堕落し
た状態から救うために贖

あがな

いの計画を用意してくだ
さった
　前もって一人か二人の生徒に連絡して，救いの計画とそれ
が生活にもたらす平安について証

あかし

する準備をしておくよう依
頼するとよい。

　クラスが始まる前に，次の質問と参照聖句を記した配付
資料を準備しておく。

 1. アダムとエバが禁断の実を食べたことによりどのよ
うな結果が生じただろうか（アルマ 12：22 ，24 参照）。

 2. 堕落による影響を取り除くため，神は何を用意された
だろうか（アルマ 12：25 参照）。

 3. 贖いの計画はどのような方法で人々に知らされただろ
うか（アルマ 12：28 －30 参照）。

 4. 人々が選択の自由を使って贖いの計画に従った選択
ができるようにするため，神は人々に何を与えられただ
ろうか（アルマ 12：31－32 参照）。

 5. 救い主の贖罪の祝福を受けるにはどうすればよいだ
ろうか（アルマ 12：33 －37 参照）。

　十二使徒定員会のボイド・K・パッカー会長が語った次の
言葉を読む。

　「福音の計画を知らなければ，戒めに背くことは自然
で，罪がなく，正当化さえできるように思われます。敵
対する者からの最大の防御は真理を知ること，すなわ
ち計画を知ることです。」（Our Father’s Plan〔1984
年〕，27）

• 天の御父の計画についての知識はどのようにわたしたち
を敵対する者から守ってくれるだろうか。

　アルマ 12 章には，天の御父が子供たちのために用意され
た計画について，重要な事柄が詳しく記されていることを説
明する。わたしたちが戒めに背くことを御存じだった天の御
父は，わたしたちが贖われて，御父のもとに戻って永遠に暮
らすための方法を用意してくださった。天の御父の計画を理
解すればするほど幸福になることを生徒が理解するよう助け
る。
　配付資料を配る。各生徒に，配付資料の質問から一つか
二つを選んでその答えを見つけ，発表する準備をするように
言う。
　生徒が答えたら，彼らが学んだことを分かち合い，生活の
中で教義をさらによく応用できるように，次の二つのテーマ
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アルマ 8 －12 章

について話し合ってもらう。

　テーマ 1―アルマとアミュレクは贖いの計画について多
くの真理を教えた。
　生徒に，今

き ょ う

日研究してきた聖句を復習し，アルマとアミュ
レクが教えた真理を幾つか挙げてもらう。生徒の答えをホ
ワイトボード（または，黒板）に書き出すとよい。
　生徒に，挙げられた真理の中から一つを選んで，その真
理について知っていることによって敵対する者からどのよう
に守られるかを説明してもらう。

　テーマ 2 ―アルマは，神は「贖いの計画を人々に示され
た後」に戒めを与えられたと述べた（アルマ 12：32 ，強調付
加）。

• 戒めを与えられる前に計画について知ることが大切だっ
たのはなぜだろうか。

　贖いの計画について証する準備をしておくよう一人か二人
の生徒に依頼した場合には，ここで証を述べてもらう。適
切であれば，あなたも証を述べ，ほかの生徒にも証してもら
うとよい。
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はじめに
　この聖句ブロックは救いの計画について話し合う良い機
会となる。アルマ 13 章について話し合うことにより，生徒
が前世について，また，現世で受ける責任のために前世でど
んな準備をしていたかについて考えるよう助けることができ
る。アルマ 14 章では，現世では試練を受けるが，自分の証

あかし

に忠実であり続けるなら最終的に祝福されることを生徒に
思い起こしてもらうことができる。アルマ 15 章では，ゼーズ
ロムに訪れた変化について考えるとき，悔い改めの原則と，
天の御父の計画においてイエス・キリストが果たされる中心
的な役割を強調することができる。アルマ 16 章では悪人は
その行いに対して責任を負うことが示されている。これら
の章はともに神の正義と憐

あわ

れみについて証しており，神に頼
り，わたしたちの救いのための神の計画に頼るようわたした
ちに勧めている。

教義と原則
• 神はメルキゼデク神権者を世の初めから備え，召してお

られた（アルマ 13 章参照）。

• 神は苦難のときに御自分を頼る者を祝福される（アルマ
14 －15 章参照）。

• 福音を拒む者は霊的な苦しみを受け，時には肉体的な
苦しみを受ける（アルマ 16 章参照）。

教えるための提案

アルマ 13 章　神はメルキゼデク神権者を世の初
めから備え，召しておられた
　生徒が予任と聖任の違いを理解できるように，次の語を
ホワイトボード（または，黒板）に書く。

予任 資格 聖任

　前世において，神は人類家族の救いを助けるために現世
で神権を受けるよう多くの忠実な息子たちを予任されたこと
を説明する。ホワイトボード（または，黒板）に次の言葉と
参照聖句を書き加える。

第 26 章
アルマ13－16 章

前世 前世と現世 現世

予任 資格 聖任

アルマ13：3 アルマ13：3 －
10

アルマ13：6 －
12

教義と聖約
138：55 －
56

アブラハム 3：
22 － 23

　クラスを 3 つのグループに分ける。一つのグループは予
任に関する聖句を，もう一つのグループは資格に関する聖句
を，最後のグループは聖任に関する聖句をそれぞれ静かに
研究するよう割り当てる（一部の節は予任と資格の両方，あ
るいは資格と聖任の両方に関連していることを伝えておく）。
各グループに，読んだ内容について質問に答える準備をして
おくように言う。
　時間を十分に取ってから，一人の生徒にアルマ 13：3 を声
に出して読んでもらう。予任について研究した生徒の一人に
次の質問に答えてもらう。

• 男性たちはメルキゼデク神権を受けるよう予任されるに
ふさわしいことを前世でどのように示しただろうか。

　ほかの生徒に教義と聖約 138：55 － 56 を声に出して読
んでもらう。

• この聖句は前世の生活と予任についてどのようなことを
教えているだろうか。

• 予任に関するこれらの教えは，あなたの召しの果たし方
や指導者の支持の仕方にどのような影響を与えるだろ
うか。

　生徒にアルマ 13：3 －10 を黙読してもらう。資格につい
て研究した生徒の一人に次の質問に答えてもらう。

• アルマ 13：10 によれば，男性はメルキゼデク神権を受
けるためにどのような準備をするべきだろうか。

• メルキゼデク神権を受ける準備において，信仰と悔い改
めはどのような役割を果たすだろうか。

　一人の生徒に，アルマ 13：11－12 を読んでもらう。聖任
について研究した生徒の一人に次の質問に答えてもらう。

• メルキゼデク神権の職に聖任された後，奉仕する資格を
持ち続けるにはどうする必要があるだろうか。
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アルマ 13 －16 章

はじめに
　この聖句ブロックは救いの計画について話し合う良い機
会となる。アルマ 13 章について話し合うことにより，生徒
が前世について，また，現世で受ける責任のために前世でど
んな準備をしていたかについて考えるよう助けることができ
る。アルマ 14 章では，現世では試練を受けるが，自分の証

あかし

に忠実であり続けるなら最終的に祝福されることを生徒に
思い起こしてもらうことができる。アルマ 15 章では，ゼーズ
ロムに訪れた変化について考えるとき，悔い改めの原則と，
天の御父の計画においてイエス・キリストが果たされる中心
的な役割を強調することができる。アルマ 16 章では悪人は
その行いに対して責任を負うことが示されている。これら
の章はともに神の正義と憐

あわ

れみについて証しており，神に頼
り，わたしたちの救いのための神の計画に頼るようわたした
ちに勧めている。

教義と原則
• 神はメルキゼデク神権者を世の初めから備え，召してお

られた（アルマ 13 章参照）。

• 神は苦難のときに御自分を頼る者を祝福される（アルマ
14 －15 章参照）。

• 福音を拒む者は霊的な苦しみを受け，時には肉体的な
苦しみを受ける（アルマ 16 章参照）。

教えるための提案

アルマ 13 章　神はメルキゼデク神権者を世の初
めから備え，召しておられた
　生徒が予任と聖任の違いを理解できるように，次の語を
ホワイトボード（または，黒板）に書く。

予任 資格 聖任

　前世において，神は人類家族の救いを助けるために現世
で神権を受けるよう多くの忠実な息子たちを予任されたこと
を説明する。ホワイトボード（または，黒板）に次の言葉と
参照聖句を書き加える。

第 26 章
アルマ13－16 章

• アルマ 13：11－12 によれば，神権者が義にかなってい
たためにどのようなことが起きただろうか。

　前世で雄々しかった女性たちも地上で奉仕する機会のた
めに備えられたことを指摘する。生徒用資料の 181－182
ページにあるスペンサー・W・キンボール大管長とニール・
A・マックスウェル長老の言葉を生徒に読んでもらう。マッ
クスウェル長老の言葉は，付属の DVD A で視聴することも
できる。

アルマ 13：6，17 －18　メルキゼデク神権者
は義を推進しなければならない
　メルキゼデク神権者はアルマが教えたように人々を教え導
くよう努めるべきであることを説明する。生徒にアルマ 13：
6，17－18 を読んでもらう。

• アルマ 13：6 によれば，メルキゼデク神権を受けた人は
どのような義務を引き受けるだろうか。

• アルマ 13：17－18 によれば，メルキゼデクは義を推進
するために何を行っただろうか。

• 今
こん

日
にち

の神権者はメルキゼデクのように義を推進するため
に何ができるだろうか。

　次のことを指摘するとよい。聖書の記述は，メルキゼデク
という人には「父がなく，母がなく，系図がなく，生涯の初め
もなく，生命の終

おわ

りも」なかったと教えているように受け取
れる（ヘブル 7：3）。しかし，アルマ 13：8 － 9 とジョセフ・
スミス訳ヘブル 7：3（『聖句ガイド』にある「聖書のジョセ
フ・スミス訳〔抜粋〕」参照）では，この聖句の意味が明確
にされ，「日の初めもなく年の終わりもな〔い〕」（アルマ 13：
7，9）のは人ではなく神権であることが説明されている。

アルマ 14 －15 章　神は苦難のときに御自分を
頼る者を祝福される
　生徒に，福音に対する証

あかし

のゆえに迫害された義人につい
て聖文から例を挙げてもらう。生徒が何人かの例を挙げて
から，アルマ 14：7－11と 60：13 を読む。

• 義人は時々，悪人の手によって苦しめられるままにして
おかれることがあるが，その理由としてこれらの節では
どのようなことが挙げられているだろうか。

　大管長会のジェームズ・E・ファウスト管長（1920 －
2007 年）が語った次の言葉を紹介する。

　「さて，すべてが死をもって終わるとしたら，こうした
苦難は実に理不尽だと言わざるを得ません。しかし，
実際は違います。人生は 1 幕の劇ではなく，3 幕ある
のです。前世にいたときの過去の幕，今経験している
現世の幕，そして神のみもとに戻る未来の幕の 3 幕で
す。……わたしたちがこの世に来たのは，試練を受け，
試されるためです〔アブラハム 3：25 参照〕。……

　パウロが言ったように，過去の苦労，現在の苦しみ
は，永遠の世で『わたしたちに現されようとする栄光に
比べると，言うに足り』ません〔ローマ 8：18〕。『多く
の艱

かんなん

難の後に祝福は来る。それゆえ，あなたがたが
大いなる栄光を冠として与えられる日が来る』からです

〔教義と聖約 58：4〕。このように艱難は，わたしたち
が日の栄えの王国に入るにふさわしい者となるうえで役
立ちます。」（『リアホナ』2004 年 11 月号，19）

• 前世と来世を含む救いの計画に対して証を持っている
と，現世で経験する苦しみがどのように和らぐだろうか。

• 義人は苦難の中にあってどのような祝福を受けるだろう
か。

• わたしたちは苦難のとき，神に対する信頼をどのように
表すことができるだろうか。

　アルマ 14：26 にあるアルマの問いかけを，教義と聖約
121：3 にあるジョセフ・スミスの問いかけと比較してもらう。

• アルマ 14：26 によれば，アルマとアミュレクが苦難を乗
り越えることができたのはなぜだろうか。

• 預言者ジョセフ・スミスはミズーリで不当に投獄された
とき，教義と聖約 121：3 に記されているように問いかけ
た。アルマやアミュレクと違って，ジョセフ・スミスはす
ぐには監獄から解放されなかった。ジョセフの祈りに
対する神の答えから何を学ぶことができるだろうか（教
義と聖約 121：7－ 9；122：4 － 9 参照）。

• あなたが試練を受けたとき，主はどのように助けくだ
さっただろうか。

　ゼーズロムとアミュレクはどちらも苦難のときに神に頼っ
た。クラスを二つに分けて，一つのグループに，アルマ 15：
5 －12 を読んで，ゼーズロムについて分かることを探すよう
に言う。もう一つのグループには，アルマ 15：16，18 を読
んで，アミュレクについて分かることを探すように言う。
　ゼーズロムについて読んだ生徒に次の質問をする。



94

第 26 章

• アルマ 15 章の記録には，ゼーズロムが主に対する信頼
を深めていったことがどのように示されているだろうか。

　アミュレクについて読んだ生徒に次の質問をする。

• 福音に従って生き，宣教師として働くことを選んだため
に，アミュレクは何を捨てただろうか。このことからア
ミュレクについてどのようなことが分かるだろうか。

• あなたは福音に従って生活し，主に頼るために犠牲を
払ったときに，どのような祝福を受けてきただろうか。

アルマ 16 章　福音を拒む者は霊的な苦しみを受
け，時には肉体的な苦しみを受ける
　ホワイトボード（または，黒板）に次のように書く。

ノアの時代の人々

ソドムとゴモラの人々

リーハイの時代のエルサレムの人々

アモナイハの人々

　アルマ 16：9 を読む。続いて，ホワイトボード（または，黒
板）に書いた 4 つの民に生徒の注意を向ける。

• これらの 4 つの民に共通することは何だろうか。

• 福音を拒むと，物質的および霊的な面でどのような結果
を招く可能性があるだろうか。

　「悪事を続ける」と（アルマ 9：18），たとえ物質的な滅亡
を免れるとしても，霊的に滅びることを生徒が理解するよう

助ける。
　一人の生徒に，第 4 代大管長であるウィルフォード・ウッ
ドラフ大管長（1807－1898 年）が語った次の言葉を読ん
でもらう。

　「この教会の半数の人々が道を離れて行ったとして
も，主の目的が損なわれることはありません。しかし，
わたしたち自身については別です。福音を受け入れ，
聖霊を授けられた多くの人たちが道を離れていきまし
たが，彼らはそうすることによって，自分自身を罪に定
め，自分自身を滅ぼしているのです。……人は倒れる
かもしれませんが，神の王国が倒れることは決してあり
ません。」（Conference Report ，1880 年 4 月，10）

• アモナイハの人々に及んだ災いを避けるために，わたし
たちにはどのような予防手段があるだろうか。

　そのような滅亡が訪れるとき，主は必ず前もって警告して
くださることを指摘する（アルマ 9：18 －19 参照。 2 ニー
ファイ 25：9 も参照）。

アルマ 16：16 － 21　わたしたちは再臨に備え
るべきである
　生徒に，アルマ 16：16 －21を読んで，主が御自身の来臨
に向けて人々をどのように備えられたかを探してもらう。

• これらの節は，わたしたちが自分自身やほかの人々をイ
エス・キリストの再臨に備えるうえでどのように役立つだ
ろうか。

はじめに
　十二使徒定員会のデビッド・A・ベドナー長老は次のよう
に述べている。「〔わたしたちは〕家族の中で，あるいは学
校や職場，地域社会にあって，いつでも宣教師です。年齢や
経験，生活環境にかかわりなく，皆，宣教師なのです。」（『リ
アホナ』2005 年 11 月号 , 44）アルマ 17－22 章に記され
たアンモンと同僚たちに起きた出来事は，聖なる御

み

霊
たま

の導き
に従うこと，良い模範を示すこと，忍耐強く努力することな
ど，より良い宣教師になるために役立つ多くの原則を例証し
ている。あなたはこれらの出来事を生徒に教えることによ
り，これらの原則を理解して生活の中で実践できるよう助け
ることができる。

教義と原則
• 優れた宣教師は神の力と権能によって教える（アルマ

17 章；18：1－23 参照）。

• 宣教師は救いの計画を教える（アルマ 18：36 －39；
22：7－14 参照）。

• 人は自分の救いをキリストにすがらなければならない
ことを理解すると，改心に導かれる（アルマ 18：40 －
43；22：15 －18 参照）。

教えるための提案

アルマ 17 － 22 章　伝道活動の重要性
　末日の預言者の次の言葉によく耳を傾けるよう生徒に言
う。

　預言者ジョセフ・スミスは，次のように宣言した。
「結局のところ，最も偉大で最も重要な義務は福音を
宣
の

べ伝えることである。」（History of the Church, 第
2 巻，478）

　ゴードン・B・ヒンクレー大管長（1910 －2008 年）
は次のように語った。「兄弟姉妹の皆さん， ……主の
軍勢になってください。この業への熱意を抱き，あら
ゆる国民，部族，国語の民，民族に福音を伝える宣教
師を助けたいという強い望みを持ってください。」（「子
羊を見いだし，羊を養う」『リアホナ』 1999 年 7 月号，
127）

• 以上の二つの引用文を一言でまとめるとしたら，どのよ
うに表現したらよいだろうか。

第 27 章
アルマ17－22 章
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はじめに
　十二使徒定員会のデビッド・A・ベドナー長老は次のよう
に述べている。「〔わたしたちは〕家族の中で，あるいは学
校や職場，地域社会にあって，いつでも宣教師です。年齢や
経験，生活環境にかかわりなく，皆，宣教師なのです。」（『リ
アホナ』2005 年 11 月号 , 44）アルマ 17－22 章に記され
たアンモンと同僚たちに起きた出来事は，聖なる御

み

霊
たま

の導き
に従うこと，良い模範を示すこと，忍耐強く努力することな
ど，より良い宣教師になるために役立つ多くの原則を例証し
ている。あなたはこれらの出来事を生徒に教えることによ
り，これらの原則を理解して生活の中で実践できるよう助け
ることができる。

教義と原則
• 優れた宣教師は神の力と権能によって教える（アルマ

17 章；18：1－23 参照）。

• 宣教師は救いの計画を教える（アルマ 18：36 －39；
22：7－14 参照）。

• 人は自分の救いをキリストにすがらなければならない
ことを理解すると，改心に導かれる（アルマ 18：40 －
43；22：15 －18 参照）。

教えるための提案

アルマ 17 － 22 章　伝道活動の重要性
　末日の預言者の次の言葉によく耳を傾けるよう生徒に言
う。

　預言者ジョセフ・スミスは，次のように宣言した。
「結局のところ，最も偉大で最も重要な義務は福音を
宣
の

べ伝えることである。」（History of the Church, 第
2 巻，478）

　ゴードン・B・ヒンクレー大管長（1910 －2008 年）
は次のように語った。「兄弟姉妹の皆さん， ……主の
軍勢になってください。この業への熱意を抱き，あら
ゆる国民，部族，国語の民，民族に福音を伝える宣教
師を助けたいという強い望みを持ってください。」（「子
羊を見いだし，羊を養う」『リアホナ』 1999 年 7 月号，
127）

• 以上の二つの引用文を一言でまとめるとしたら，どのよ
うに表現したらよいだろうか。

第 27 章
アルマ17－22 章

　クラスが始まる前に，一人または何人かの生徒に，アルマ
17－22 章に出てくる主要な出来事を話せるよう準備する割
り当てを与えておく。話の筋に添って要領よく簡単に話すよ
う依頼する。章の前書きを参考にすることを提案する。発
表が終わったら，その出来事から学べる原則を探し，その原
則をさらに掘り下げて理解を深めるために全員で取り組むこ
とを説明しておく。

アルマ 17 章；18：1－ 23　優れた宣教師は神
の力と権能によって教える
　次の言葉をホワイトボード ( または，黒板 ) に書く。

伝道活動の原則

　クラスを 4 つのグループに分ける。第 1 グループにアルマ
17：1－ 8 ，第 2 グループにアルマ 17：9 －25，第 3 グルー
プにアルマ 17：26 －39 と 18：1－ 9，第 4 グループにアル
マ 18：10 －23 を割り当てる。割り当てられた聖句を黙読し
て，効果的な伝道活動の原則を見つけるように言う。後に，
見つけた原則を発表してもらうことを伝えておく。
　生徒が作業を終えたら，見つけた原則を発表してもらう。
それらをホワイトボード（または，黒板）に書き出す。以下の
ような答えになると思われる。

伝道活動の原則

聖文を調べる
断食し，祈る
御
み

霊
たま

を受ける
主の言葉を確立する
忍耐する
良い模範を示す
主を信頼する
真心から人々に奉仕する

• これらの原則はそれぞれ，福音を効果的に伝えるために
どう役立つだろうか。

• アンモンと同僚たちのように力と権能によって教えるに
は，どのような準備をすればよいだろうか。

　専任宣教師からレッスンを受けて改宗した生徒がいれ
ば，福音を学んでいるときにどう感じたか話してもらうとよ
い。

アルマ 18：24 － 29　共通の信念の上に築く
　一人の生徒にアルマ 18：24 －29 を読んでもらう。
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• アンモンがラモーナイに福音を教え始めたとき，ラモー
ナイはどのような質問をしただろうか。

• これらの質問はアンモンがメッセージを伝えるうえでど
のような効果があっただろうか。

　詳しく調べるには，生徒用資料の 191－192 ページにある
「共通の信念の上に築く」の項を参照するよう勧める。

• ほかの宗派の友達と神について話すとしたら，あなたは
共通の信念に基づいてどのように話を進めるだろうか。
また，そのような努力は友達をどのように感化するだろ
うか。

• ほかの宗派の友達に福音を伝える機会を作り出すため
に，ほかにどのような話題を取り上げたらよいだろうか。

　これらの質問について話し合う際に，生徒用資料の 190
ページにある M・ラッセル・バラード長老の話を読むよう生
徒に勧めるとよい。この話は，付録の DVD A で視聴する
こともできる。

アルマ 18：36 － 39；22：7 －14　宣教師は
救いの計画を教える
　アンモンとアロンがラモーナイとその父親に教えたことを
二人の生徒が読み，全員に聞いてもらう。ほかの生徒は聖
句を自分の聖典で追って，アンモンとアロンが教えた教義
を見つけるよう前もって指示しておく。一人の生徒にアルマ
18：36 －39 を読んでもらう。これはアンモンがラモーナイ
に教えた事柄である。もう一人の生徒にはアルマ 22：12 －
14 を読んでもらう。これは，アロンがラモーナイの父親に教
えた事柄である。

• アンモンとアロンはどのような教義を教えただろうか。

　生徒の答えをホワイトボード（または，黒板）に書くとよ
い。すべての答えを書き出し，創造，堕落，イエス・キリスト
の贖

しょく

罪
ざい

というアンモンとアロンが教えた 3 つの教義に下線
を引く。
　アンモンとアロンが教えたことは，端的に言えば「贖

あがな

いの
計画」であることを指摘する（アルマ 22：13）。

• アンモンとアロンはなぜこれらの同じ真理から教え始め
たのだろうか。

　話し合いの途中で，生徒用資料の 192 ページにあるブ
ルース・R・マッコンキー長老の言葉を一人の生徒に読んで
もらうとよい。

• この 3 つの基本的な教義から，神についてどのようなこ
とが分かるだろうか。

• わたしたち人間については，どのようなことが分かるだ
ろうか。

　これらの質問に答えるためには考える時間が必要になる
かもしれない。沈黙を恐れてはならない。沈黙こそ，これら
の真理について話し合う前に生徒に必要なことなのかもし
れない。
　贖いの計画の知識は天の御父に近づくうえでどのように役
立つかについて，生徒に数分間考えてもらう。後で何人かの
生徒に考えたことを発表してもらうことを伝えておく。
　時間を十分に取ってから，数人の生徒に，考えたことをク
ラスの前で発表してもらう。次に，贖いの計画と，それをす
べての人に知らせることの大切さについてあなたが証

あかし

する。

アルマ 18：40 － 43；22：15 －18　 人 は自
分の救いをキリストにすがらなければならないこ
とを理解すると，改心に導かれる
　生徒にアルマ 18：41と 22：15 を黙読してもらう。

• ラモーナイとその父親は何を理解したために助けを祈り
求めるようになったのだろうか（自分たちが堕落した状
態にあることが分かり，キリストの憐

あわ

れみにすがる必要
があることを悟った）。

　ホワイトボード（または，黒板）に「自分の罪の赦
ゆる

し」と書
く。

• ラモーナイとその父親は，自分の罪を赦していただく必
要があることをどのようにして悟ったのだろうか。

　ラモーナイとその父親が宣教師の教えから御
み

霊
たま

を感じた
ことを説明する。その結果，彼らは福音の祝福を望むように
なった。

　アンモンがラモーナイ王に語った言葉について話し合った
後に，アンモンは，伝道の現場で福音を教える際に用いられ
る以下の手法にのっとっていたことを指摘する。

　簡潔に教えた（アルマ 18：24 －30 参照）。

　証
あかし

を述べた（アルマ 18：32 －35 参照）。

　聖文から教えた（アルマ 18：36 －39 参照）。

　求道者を，祈りたいという気持ちにさせた（アルマ 18：40
－ 43 参照）。

　一人の生徒にアルマ 22：15 を読んでもらう。

• ラモーナイの父親は永遠の命が得られるならば何を捨
ててもよいと言っただろうか。
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　一人の生徒にアルマ 22：16 を読んでもらう。

• アロンは，王が願っているものを得るためには何をしな
ければならないと言っただろうか。

　一人の生徒にアルマ 22：17－18 を読んでもらう。

• 神を知り，「終わりの日に救われる」ために，王は何を喜
んで捨てると言っただろうか。

　ラモーナイの父が（1）神を知り，救われるために捨てて
もよいと言ったものと，（2）以前に命の危険を感じたときに
差し出すと言ったものとの違いに注目する（アルマ 20：23
参照）。

• 心から改心したことは，ラモーナイ王のどのような行動
に表れていただろうか。

　以下の質問を黙読してよく考えるよう生徒に言う。

• 天の御父のもとへ戻ってともに住めるようになるために，
あなたは何を捨てる必要があるだろうか。

• 天の御父に近づくために，今
き ょ う

日あなたにできることは何
だろうか。

　何人かの生徒に，話し合った出来事の中で伝道活動につ
いての重要な原則を発表してもらう。必要に応じてあなたの
証を述べる。
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はじめに
　生徒はアルマ 23 －29 章について学ぶ過程で，真の改宗
は人生で圧倒的な力を持つ試練に遭ってもそれに耐えられ
ることを理解することができる。生徒は，交わした聖約を命
を懸けて守ったアンタイ・ニーファイ・リーハイ人の模範か
ら学ぶことができる。そして，アルマとモーサヤの息子たち
の教導の業からは，真に改宗した人は進んで命をささげよう
とするだけでなく，喜んで福音のために生きようとすること
が分かる。真に改宗した人の心には平安が宿る。この平安
は，神がわたしたちを愛し，わたしたちのために計画を用意
してくださったことに対する証

あかし

から来る。また，主の業のた
めに自分のすべてをささげて証を人々に伝えるとき，わたし
たちは大きな喜びを味わう。

教義と原則
• 改宗するとは，いつまでも主の弟子として生きることで

もある（アルマ 23 －24 章参照）。

• 主は伝道の業に携わる 僕
しもべ

たちを祝福される（アルマ 26
章参照）。

• 義にかなった行いは永遠の喜びをもたらす（アルマ 28
章参照）。

• 福音を 宣
の

べ伝えることには喜びが伴う（アルマ 29 章参
照）。

教えるための提案

アルマ 23 － 24 章　改宗するとは，いつまでも
主の弟子として生きることでもある
　『聖句ガイド』から次の説明を読む。

　「改宗には，以前の習慣をやめ，キリストの弟子にな
るという意識的な決意が含まれる。

　改宗は，悔い改め，罪の赦
ゆる

しのためのバプテスマ，按
あん

手
しゅ

により聖霊を受けること，さらに主イエス・キリスト
を信じる信仰を持ち続けることによって完全なものと
なる。生まれながらの人も，キリストなるイエスにより
再び生まれて，聖

きよ

められた新しい人となることができ
る（2 コリ 5：17；モサ 3：19）。」（『聖 句ガイド』「改
宗」。 scriptures.lds.org）モーサヤ 3：19 はマスター
聖句  であることに留意する。

• 自分を変えることがなぜ改宗に必要とされるのだろう

第 28 章
アルマ 23－29 章

か。

• 福音の儀式は，自分を変えるためにどう役立つだろう
か。

　半数の生徒にアルマ 23 章を黙読してもらう。残りの半数
の生徒にはアルマ 24：6 －27 を黙読してもらう。レーマン
人の間で起きた変化を見つけ，それらの変化は揺らぐことの
ない改心について，どのようなことを教えているかを考えるよ
うに言う。

• レーマン人が真に改宗していたことを表すものとして，ど
のような行動を見つけられるだろうか。

　次のような答えが考えられる。改心したレーマン人は「二
度と道を踏み外さなかった」（アルマ 23：6）。新しい名を
持ち，「彼らの同国人と区別される」ようにした（アルマ 23：
16 －17 参照）。「謀

む

反
ほん

に使う武器」を捨てて「地中深く」
埋めた（アルマ 23：7－13；24：15 －18 参照）。
　以下の質問について生徒に考えてもらう。

• あなたは自分の改宗の度を強めていくために，どのよう
なことができるだろうか。

• 「謀反に使う武器」を埋めたアンタイ・ニーファイ・リー
ハイ人の模範について考える。あなたの生活の中で，

「埋める」必要のあるものはないだろうか。もしあるとし
たら，それをどうしようとしているだろうか。

アルマ 26 章　主は伝道の業に携わる僕
しもべ

たちを祝
福される
　福音を分かち合う人々を主が祝福されるのを目にしたとき
の経験を生徒に話してもらう。
　この質問に答えるための時間を取ってから，アルマ 26：1
－31をできるかぎり均等に分けて生徒に割り当てる。割り
当てられた節を黙読して，アンモンと同僚たちがレーマン人
への伝道中に受けた祝福を見つけるように言う。読み終え
たら，見つけた祝福を発表してもらう。

• アルマ 26：29 －30 に記されている経験は，現代の宣
教師が経験する事柄とどのような点で似ているだろう
か。

• 宣教師が落胆しないようにするために，アルマ 26：27
－28 の主の言葉をどのように生かせるるだろうか。

　教義と聖約 84：87－ 88 を開くよう生徒に言う。一人の
生徒にこの聖句を読んでもらう。

• わたしたちは福音を伝えるのをためらうことが時々あ
るのはなぜだろうか。この聖句は，アンモンの証

あかし

ととも
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アルマ 23 －29 章

はじめに
　生徒はアルマ 23 －29 章について学ぶ過程で，真の改宗
は人生で圧倒的な力を持つ試練に遭ってもそれに耐えられ
ることを理解することができる。生徒は，交わした聖約を命
を懸けて守ったアンタイ・ニーファイ・リーハイ人の模範か
ら学ぶことができる。そして，アルマとモーサヤの息子たち
の教導の業からは，真に改宗した人は進んで命をささげよう
とするだけでなく，喜んで福音のために生きようとすること
が分かる。真に改宗した人の心には平安が宿る。この平安
は，神がわたしたちを愛し，わたしたちのために計画を用意
してくださったことに対する証

あかし

から来る。また，主の業のた
めに自分のすべてをささげて証を人々に伝えるとき，わたし
たちは大きな喜びを味わう。

教義と原則
• 改宗するとは，いつまでも主の弟子として生きることで

もある（アルマ 23 －24 章参照）。

• 主は伝道の業に携わる 僕
しもべ

たちを祝福される（アルマ 26
章参照）。

• 義にかなった行いは永遠の喜びをもたらす（アルマ 28
章参照）。

• 福音を 宣
の

べ伝えることには喜びが伴う（アルマ 29 章参
照）。

教えるための提案

アルマ 23 － 24 章　改宗するとは，いつまでも
主の弟子として生きることでもある
　『聖句ガイド』から次の説明を読む。

　「改宗には，以前の習慣をやめ，キリストの弟子にな
るという意識的な決意が含まれる。

　改宗は，悔い改め，罪の赦
ゆる

しのためのバプテスマ，按
あん

手
しゅ

により聖霊を受けること，さらに主イエス・キリスト
を信じる信仰を持ち続けることによって完全なものと
なる。生まれながらの人も，キリストなるイエスにより
再び生まれて，聖

きよ

められた新しい人となることができ
る（2 コリ 5：17；モサ 3：19）。」（『聖 句ガイド』「改
宗」。 scriptures.lds.org）モーサヤ 3：19 はマスター
聖句  であることに留意する。

• 自分を変えることがなぜ改宗に必要とされるのだろう

第 28 章
アルマ 23－29 章

に，福音を人々に分かち合う力と勇気をわたしたちに与
えてくれる。それはなぜだろうか。

　一人の生徒にアルマ 26：37 を読んでもらう。

• ここで，伝道活動は神が御自分の子らを愛しておられる
証拠であるとしているが，それはなぜだろうか。

　伝道活動の証と，人の救いのために働く者たちに与えられ
る祝福についての証を生徒に述べてもらう。

アルマ 28 章　義にかなった行いは永遠の喜びを
もたらす
　生徒と一緒にアルマ 28：1－ 6 を読む。

• ニーファイ人とレーマン人の中に「大きな嘆き」の声が起
こったのはなぜだろうか。

• 家族を亡くした人々はなぜ断食し，祈るのだろうか。

• 愛する人の死後，霊的な強さを持ち続けるために，あな
たまたはあなたの知っている人々はどのようなことをし
ただろうか。

　ホワイトボード（または，黒板）に「以上のことから……
が，わたしたちに分かる」と書く。モルモンは，わたしたち
がモルモン書の物語から学ぶことのできる教訓を述べる際
に，よくこの言い回しを使ったことを説明する。生徒にアル
マ 28：10 －12 を黙読してもらう。この聖句について思い巡
らし，ホワイトボード（または，黒板）に書かれた文の空欄に
どのような言葉を入れたらよいかを考えるように言う。考え
た言葉を生徒に発表してもらう。
　生徒の意見を聞いてからアルマ 28：13 －14 を読み，モル
モンがこの文の空欄にどのような言葉を入れたかを確認す
る。
　十二使徒定員会のラッセル・M・ネルソン長老の次の話
を読む。この話は，付録の DVD A で視聴することもできる

（生徒に読んでもらう場合は，文章をスライド用の透明シート
〔トランスペアレンシー〕や，生徒の研究用配布資料に書き
写すとよい）。

　「わたしたちは生まれ，死にますが，死んだ後もまた
別の王国で生き続けるのです。十分に備えていれば，
死は恐ろしいものではありません。永遠の見地から見
れば，神にお会いする用意のできた人にとって時期尚
早の死などないのです。

　今こそ用意をする時です。用意ができていれば，死
が訪れたとき，天の御父が忠実な子供たちに備えてお

られる日の栄えの栄光に進むことができます。一方，
……後に残されて悲しみに暮れる者たちは，キリスト
を確固として信じ，完全な希望の輝きを持ち，神とすべ
ての人を愛し，神と人に仕えたいと心底願うことによっ
て，身内を失った心の痛みを和らげることができます。」

（『リアホナ』2005 年 5 月号，18 参照）

• ネルソン長老は，どうすれば死に対する恐れを取り除く
ことができると言っているだろうか。

• 後に残された者たちの心の痛みはどうすれば和らぐの
だろうか。

　義にかなった生活をし，キリストを信じていれば，永遠の
幸福を受ける備えができることを証

あかし

する。

アルマ 29 章　福音を宣
の

べ伝えることには喜びが
伴う
　これまでどのような願い事をしたことがあるか，生徒に発
表してもらう。

• あなたはなぜ，そのような願い事をしたのだろうか。

　アルマ 29 章には偉大な宣教師の願いが記録されている
ことを生徒に伝える。一人の生徒にアルマ 29：1－2 を読ん
でもらう。

• アルマは何を願ったのだろうか。

• この聖句によれは，アルマはなぜ天使になることを願っ
たのだろうか。

　生徒にアルマ 29：3 － 8 を黙読して，アルマがその願い
をかなえていただく必要がないことを悟った理由を見つける
ように言う。時間を十分に取ってから，生徒に答えを発表し
てもらう。以下のような答えが考えられる。

• これまでに受けた祝福で満足すべきであることが分
かった（3 節参照）。

• アルマは主が「人……の望むまま……彼らの意のまま
に，……される」ことを知っていた（ 4 節）。

• アルマは，「自分の召された務めを果たすこと」だけが
自分の責任であることを理解していた（6 節）。

• アルマは，主が「彼らにとってふさわしいと思われるす
べての事柄」を知るための方法を用意してくださること
を知っていた（8 節）。
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第 28 章

　生徒がアルマの偉大さを理解できるよう助ける。アルマ
の願いは，いっそう神に奉仕できるようになりたいというこ
とだった。しかしアルマは，神から与えられた境遇を受け入
れるべきであることを謙

けんそん

遜に受けとめた。
　アルマ 29：9 －17 を読んで，アルマが喜びを感じた理由
を見つけるよう生徒に言う（生徒を二人一組にして，この聖
句を読んでもらうとよい）。

• どのようなことがアルマに喜びをもたらしたのだろうか。

• アルマの喜びは，アンモンの喜びとどのような点で似て
いるだろうか（アルマ 26：11－13 ，35 －37 参照）。

• アルマ 29：10 には，伝道活動が主の憐
あわ

れみを思い起こ
させる理由について，何と書いてあるだろうか。

　十二使徒定員会のリチャード・G・スコット長老の次の話
を読む（この話は，付録の DVD B で視聴することもでき
る）。

　「人生の中で人が生活を変えるのを助けることほど喜
びをもたらしてくれるものはありません。そしてその喜び

は，その努力によって人が救い主の教えを理解し，その
教えに従う決意をし，改心して主の教会に加入するときに
ますます大きなものとなります。また，その改宗者が新
たな生活へ移行する中で強められ，真理の中にしっかり
と根を下ろし，神殿の儀式をすべて受けて永遠の命に関
するあらゆる約束を受けるとき，わたしたちは大きな幸せ
を覚えるのです。」（『聖徒の道』1998 年 1 月号，40）

• スコット長老は，福音を分かち合うときにもたらされる
喜びを 3 段階に分けている。その 3 段階とは何だろう
か。

• この言葉を心に焼き付けておくと，伝道活動の目的を忘
れないようにすることができる。それはなぜだろうか。

　福音に従って生活し，福音をほかの人に伝えるときに感じ
た喜びについて生徒に証

あかし

してもらう。アンモンやアルマが感
じたような喜びを感じられるようにする方法をこれからの 1
週間，探すよう生徒たちに奨励する。

はじめに
　この二つの章は，生徒の証

あかし

を強めるものとなるであろう。
生徒は反キリストのコリホルの策略を調べることによって，
現代の反キリストの策略と考え方が理解できるようになる。
コリホルに対応したアルマの方法を研究することにより，信
仰を滅ぼそうとする人々から自分やほかの人々を守る備えが
できるようになる。

教義と原則
• 反キリストは，人々を神と神の預言者から引き離そうとす

る（アルマ 30：12 －18 ，23 －28 参照）。

• イエス・キリストと預言者に対する確固とした証
あかし

は，背教
への防御となる（アルマ 30：19 －22 ，29 － 44 参照）。

• 不従順は過ちや背教へとつながる（アルマ 31：8 －25
参照）。

• イエス・キリストの弟子は人々を愛し，人々に仕える（ア
ルマ 31：12 －38 参照）。

教えるための提案

アル マ 30：12 －18，23 － 28　 反 キリスト
は，人々を神と神の預言者から引き離そうとする。
　イエス・キリストを信じる信仰を否定するために人々がよ
く使う論法を生徒に挙げてもらう（ここではあまり詳しく話
さない。生徒はこれらについて，後にコリホルの教えに関す
る教師の問いかけに応じてさらに掘り下げた話し合いを行
う）。生徒が意見を述べているときに，アルマの時代にも，
イエス・キリストを信じている人々を苦しめようとする人がい
たことを伝える。モルモン書はこのような試練に立ち向かう
力を得る貴重な資料であることを理解してもらうために，生
徒用資料の 203 ページにあるエズラ・タフト・ベンソン大
管長の話を読むよう生徒に言う。

• モルモン書を研究することによってわたしたちが「今
こんにち

日
の悪魔の企てや戦略，その教えに頑強に対抗できるよ
う」守られるのはなぜだろうか。

　レッスンの中で，アルマの民の中に忠実な人とそうでない
人がいた理由を探すよう生徒に言う。それらの理由は現代
のわたしたちにどう当てはまるかを考えてもらう。

　『聖句ガイド』から「反キリスト」の定義を読むよう生徒に
言う。生徒用資料の 203 ページにある注解を参照するよう
勧めてもよい。反キリストと思われる人の特徴や，反キリスト
的な考え方について簡単に話し合う。その際に，『聖句ガイ

第 29 章
アルマ 30－31章
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アルマ 30 －31 章

はじめに
　この二つの章は，生徒の証

あかし

を強めるものとなるであろう。
生徒は反キリストのコリホルの策略を調べることによって，
現代の反キリストの策略と考え方が理解できるようになる。
コリホルに対応したアルマの方法を研究することにより，信
仰を滅ぼそうとする人々から自分やほかの人々を守る備えが
できるようになる。

教義と原則
• 反キリストは，人々を神と神の預言者から引き離そうとす

る（アルマ 30：12 －18 ，23 －28 参照）。

• イエス・キリストと預言者に対する確固とした証
あかし

は，背教
への防御となる（アルマ 30：19 －22 ，29 － 44 参照）。

• 不従順は過ちや背教へとつながる（アルマ 31：8 －25
参照）。

• イエス・キリストの弟子は人々を愛し，人々に仕える（ア
ルマ 31：12 －38 参照）。

教えるための提案

アル マ 30：12 －18，23 － 28　 反 キリスト
は，人々を神と神の預言者から引き離そうとする。
　イエス・キリストを信じる信仰を否定するために人々がよ
く使う論法を生徒に挙げてもらう（ここではあまり詳しく話
さない。生徒はこれらについて，後にコリホルの教えに関す
る教師の問いかけに応じてさらに掘り下げた話し合いを行
う）。生徒が意見を述べているときに，アルマの時代にも，
イエス・キリストを信じている人々を苦しめようとする人がい
たことを伝える。モルモン書はこのような試練に立ち向かう
力を得る貴重な資料であることを理解してもらうために，生
徒用資料の 203 ページにあるエズラ・タフト・ベンソン大
管長の話を読むよう生徒に言う。

• モルモン書を研究することによってわたしたちが「今
こんにち

日
の悪魔の企てや戦略，その教えに頑強に対抗できるよ
う」守られるのはなぜだろうか。

　レッスンの中で，アルマの民の中に忠実な人とそうでない
人がいた理由を探すよう生徒に言う。それらの理由は現代
のわたしたちにどう当てはまるかを考えてもらう。

　『聖句ガイド』から「反キリスト」の定義を読むよう生徒に
言う。生徒用資料の 203 ページにある注解を参照するよう
勧めてもよい。反キリストと思われる人の特徴や，反キリスト
的な考え方について簡単に話し合う。その際に，『聖句ガイ

第 29 章
アルマ 30－31章

ド』の「人や事物を問わず真実の福音の救いの計画を装う
もの，また公然か否かを問わずキリストに敵対するすべての
もの」という広義の定義を強調する。

• 偽札は政府や個人にどのような影響を与える可能性が
あるだろうか。

• 真実の福音を装うとはどういう意味だろうか。

• 救いに導くかのように見せかけている現代の偽りの教え
にはどのようなものがあるだろうか（この質問に対して，
他の宗教を批判するような発言をさせてはならない。む
しろ，コリホルのように間違った考え方や態度の持つ危
険性を生徒が確実に理解できるよう話し合いを導く）。

　今
き ょ う

日は反キリストに関するモルモン書の記述を検証すると
説明する。アルマ 30：12 －18 ，23 －28 を開いてもらう。
次の表を使うか（この表を印刷して生徒に配ってもよいし，
この表をホワイトボード〔または，黒板〕に描いてもよい），
または生徒に自分で表を作ってもらい，コリホルの偽りの教
えを書き出す。生徒がコリホルの策略と今の時代に使われ
ている策略を比較できるよう助ける。

コリホルの教えと策略

聖句 コリホルの教え コリホルが攻撃
した真実の教義

アルマ 30：12

アルマ 30：13

アルマ 30：14

アルマ 30：15

アルマ 30：16

アルマ 30：17

アルマ 30：18

アルマ 30：23

アルマ 30：24

アルマ 30：25

アルマ 30：26

アルマ 30：27

アルマ 30：28
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　次のような質問をして，この表の聖句について話し合う。

• コリホルの教えと，現代の偽りの教えはどのような点で
似ているだろうか。

• このような現代の偽りの教えはどこから生まれると考え
られるだろうか（人の話から，組織から，または人生観
から）。

　このような偽りの教えから自分を守るための第一歩は，偽
りを見抜くことである。コリホルの教えと策略を明らかにす
ることによって，わたしたちは現代の偽りの教えを見抜くこと
ができるようになる。本章では別の箇所で，信仰が試される
ような状況に置かれた場合であっても回復された福音にとど
まるための方法について学ぶ。

アルマ 30：19 － 22，29 － 44　イエス・キリ
ストと預言者に対する確固とした証

あかし

は，背教への
防御となる
　次の質問をする。

• コリホルのような理論を提唱する人に対処するのが難し
いのはなぜだろうか。

　コリホルが欺こうとした人々が取った行動から学ぶこと
ができることを説明する。ホワイトボード（または，黒板）に

「アンモンの民」と書く。生徒にアルマ 30：19 －21を黙読
してもらう。

• アンモンの民について分かっていることから考えて，コリ
ホルが彼らを惑わすことができなかったのはなぜだろう
か（ホワイトボード〔または，黒板〕の「アンモンの民」
の横に，生徒の答えを書く）。

　ホワイトボード（または，黒板）に「ギドーナ」と書く。ア
ルマ 30：21－23 ，29 を読むよう生徒に言う。

• ギドーナはコリホルの言葉にどのように答えただろうか
（ホワイトボード〔または，黒板〕の「ギドーナ」の横に，
生徒の答えを書く）。

　アルマ 30：29 に関連して，生徒用資料の 206 －207 ペー
ジにある預言者ジョセフ・スミスの言葉を読むよう生徒に言
う。

• 心から真理を求めているか論争をしたいだけかを見分
けるには，どうすればよいだろうか。

• 難しい質問をするものの，心から真理を求めている人に
対しては，どのように対応したらよいだろうか。好戦的
な人に対しては，どのように対応したらよいだろうか。

　ホワイトボード（または，や黒板）に「アルマ」と書く。ア
ルマ 30：30 － 44 を読むよう生徒に言う。

• コリホルの主張に対して，アルマはどう答えただろうか
（ホワイトボード〔または，黒板〕の「アルマ」の横に生
徒の答えを書く）。

　アルマは，父なる神とイエス・キリストについて力強く証
あかし

を述べた。個人の証が持つ力を強調するために，生徒用資
料の 207 ページにあるジェフリー・R・ホランド長老の話を
一人の生徒に読んでもらう。

• 個人の証はなぜ「いつの時代にも通用する否定し難い
究極の武器」となるのだろうか。

　アルマがこれほどまでに力強く証を述べることができた
のは，証を得てそれを強める努力をしていたからである。ア
ルマが証を得た方法について生徒の理解を助けるために，
生徒を 4 つのグループに分ける。
　ホワイトボード（または，黒板）に次の質問を書く。「ア
ルマにとって，コリホルとその教えに立ち向かう準備となっ
たのは，どのような経験だっただろうか。」各グループに次
の聖句ブロックのどれかを一つずつ割り当てる。モーサヤ
27－29 章；アルマ 1－3 章；アルマ 4 －7 章；アルマ 8 －
16 章。割り当てられた章の前書きを調べて，アルマのどのよ
うな経験が書かれているかを確認するように言う。
　十分な時間を取って，割り当てられた箇所を調べ終えた
ら，各グループに答えを発表してもらう。

• あなたは，どのような経験を通して証が強くなり，自分
の信仰を擁護することができるようになっただろうか。

• アルマのような備えをするためにわたしたちにはどのよ
うなことができるだろうか。

　生徒に，アルマが挙げた神の実在を示す以下の証拠に
印を付けながらアルマ 30：39，44 を黙読するように言う。

（1）ほかの人の証，（2）聖文，（3）神の被造物。次に，以下
の項目のすべてまたは一部を使って，これらの証拠一つ一
つについて話し合う。

ほかの人の証
　一人の生徒に教義と聖約 46：13 －14 を読んでもらう。
真理を証する人の言葉を信じる力は御

み

霊
たま

の賜
たまもの

物であること
を説明する。
　第 11 代大管長であるハロルド・B・リー大管長（1899 －
1973 年）の次の話を紹介するとよい。
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　「証のない人もいることでしょう。そこで，皆さんのよ
うな人たちにわたしはこう言ってきました。今，証がな
いのであれば，しばらくの間，わたしの証に頼ってほし
いと。自分の証が育つまで，わたしたちの証，ビショッ
プの証やステーク会長の証に頼るのです。今は，ス
テーク会長が信じているしステーク会長を信頼してい
るから信じるとしか言えないかもしれません。ビショッ
プが信じているから信じるとしか言えなくてもかまいま
せん。自分で証を得られるようになるまで，指導者の
証を信じるのです。ただし注意しておきますが，人に頼
る証は，常に養い，その人の教えを実行しないかぎり消
えてしまいます。」（The Teachings of Harold B. Lee，
クライド・J・ウィリアムズ編〔1996 年〕，136）

• ほかの人の証によって自分の証が強められた経験を話
してもらう。

聖文
　一人の生徒に，七十人のドナルド・L・ステーリー長老の次
の言葉を読んでもらう。

　「個人の聖文学習を誠実に行うと，信仰と希望が増
し，日々の問題を解決する手だてが得られます。祈り
に加えて，頻繁に聖文を読み，瞑

めい

想
そう

し，聖文の教えを当
てはめましょう。それは，力強く，魂を揺さぶる証を獲
得し，保持するための非常に大切な習慣となるでしょ
う。」（『リアホナ』 2004 年 11 月号，39）

• 聖文と末日の預言者の言葉によって，あなたの証はどの
ように強められているだろうか。

神の被造物
　生徒用資料の 207－208 ページにあるゴードン・B・ヒン
クレー大管長の話を一人の生徒に読んでもらう。

• 地上にあるものや天にあるものは，神の実在をどのよう
に証しているだろうか。

アルマ 30：52 － 53　「わたしは神がまします
ことを前から知っていました」
　一人の生徒にアルマ 30：52 － 53 を読んでもらう。次に，
中央若い女性会長を務めていたジャネット・C・ヘイルズ姉
妹の以下の話を読む。コリホルが犯した過ちを思い起こし
ながら，この話に耳を傾けるように言う。

　「コリホルは……反キリストだったと書かれています
が，わたしは彼が最初から反キリストだったとは思いま
せん。コリホルには最初……疑問がたくさんあったの
ではないかと考えたことはありませんか。最初はほん
とうに分からなかったにせよ，彼は非常に大きな間違
いを二つ犯しました。一つは，自分の信仰を否定した
ことです。彼は，自分に与えられていたキリストの光を
否定しました。二つ目は，偽りの教義をほかの人に説
いたことです。指導者アルマは，コリホルに証

あかし

しまし
た。ここでまたコリホルは間違いを犯します。指導者
の言葉に耳を傾け，御

み

霊
たま

に耳を傾け頼るのでなく，詭
き

弁
べん

を使って自分の立場を守ろうとし，ますます反抗的
になりました。そして，しるしを見せるよう要求したの
です。しるしは与えられました。コリホルは，物が言え
なくなったのです。自分に降りかかってくるようなしる
しを求めてはいなかったことでしょう。しかし，過ちの
結果は往々にしてその人自身に降りかかってくるもので
す。

　アルマ 30 章の 52 － 53 節はいちばん大切な箇所
だとわたしは思います。コリホルはこう認めていま
す。『わたしは神がましますことを前から知っていまし
た。しかし見よ，悪魔がわたしを欺いたのです。』（ア
ルマ 30：52 － 53）面白いとは思いませんか。『前か
ら知っていました』と言っているのです。コリホルは
キリストの光を受けていました。でも，サタンに欺か
れたのです。」（“ Lessons That Have Helped Me,” 
Brigham Young University 1992 － 93 Devotional 
and Fireside Speeches〔1993 年〕，89）

• ヘイルズ姉妹は，コリホルが犯した間違いは何だったと
言っているだろうか。

• 人はコリホルのような立場に置かれると，指導者の勧告
に従うのでなく，自分を弁護して詭弁を弄

ろう

するようにな
るのはなぜだろうか。

• 分からないことや疑いの気持ちがあるときに自分を弁護
して詭弁を弄するのは賢い対処法ではない。それはな
ぜだろうか。

アルマ 31：5　神の言葉には人を成長させる力が
ある
　生徒用資料の 209 ページにあるボイド・K・パッカー会長
の話を一人の生徒に読んでもらう。
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• 福音の教義を学ぶことはなぜ大切なのだろうか（教義
と聖約 84：85 参照）。

• 教会で教義の話を聞くだけでなく，教義を自分で研究す
ることが大切なのはなぜだろうか。

　一人の生徒にアルマ 31：5 を読んでもらう。

• 神の言葉にわたしたちの生活を変える力があるのはな
ぜだろうか（御

み

言
こと

葉
ば

に力がある理由の一つは，それが人
の生活に聖霊を招き入れるからであることを生徒が確
実に理解できるようにする）。

　生徒用資料の 209 ページにあるエズラ・タフト・ベンソ
ン大管長の話を一人の生徒に読んでもらう。ベンソン大管
長が語った聖文の研究から得られる祝福を生徒に挙げても
らう。

アルマ 31：8 － 25　不従順は過ちや背教へとつ
ながる
　ゾーラム人は教会員ではあったが，「大きな過ちに陥って
いた。」（アルマ 31：9）アルマ 30：3 に描かれているニー
ファイ人と，アルマ 31：9 －10 に描かれているゾーラム人と
を比較するよう生徒に言う。

• 不従順はわたしたちの証
あかし

にどのような影響を与えるだろ
うか。

　アルマ 31：9 とヨハネ 7：17  を相互参照するよう生徒
に言う。

• 従順はわたしたちの証にどのような影響を与えるだろう
か。

　生徒に，アルマ 31：1－25 に目を通してゾーラム人とそ
の礼拝方法の特徴を書き出してもらう（ゾーラム人が同じ祈
りの言葉を繰り返していたことや，祈る場所を 1 か所に限定
していたこと，週に 1 度しか祈らなかったこと，神は自分た
ちだけを選んで救ってくださると信じていたこと，物欲的で
あったこと，貧しい者たちをさげすんでいたことなどが挙げ
られるであろう）。何人かの生徒に書き出した特徴を発表し
てもらう（決まり文句の祈りを繰り返すことや週に 1 度しか
礼拝しないこと，自分たちは選ばれていてほかの人より優れ
ていると考えていること，物欲的になっていることなど，現代
の人々の中に見られる傾向をゾーラム人の行動と比較すると
よい）。
　神殿活動や家庭の夕べ，奉仕活動，地元の支部やワード
の活動など，福音に積極的に取り組むことによって，主を身
近に感じられることを理解させるために，以下の質問や話し
合いを展開する。このような活動を通して，安息日だけでな

く週日の生活にも聖霊を招くことができる。日々の生活に御
み

霊
たま

を招き入れていると，現代の反キリストに立ち向かい，常
にイエス・キリストに忠実に生活することができるようにな
る。

• アルマ 31：10 には，ゾーラム人が「教会の決まり」を守
ろうとしなかったと書かれている。今

こん

日
にち

の「教会の決ま
り」にはどのようなことがあるだろうか（神権の儀式，
教会での奉仕の機会，家庭の夕べなどの家族の責任，
個人の祈り，聖文研究，神殿活動と家族歴史活動などの
答えが考えられる）。

• これらの決まりを守ると誘惑に陥りにくくなるのはなぜ
だろうか。

• これらの決まりを守ると生活に御霊を招き入れることが
できるのはなぜだろうか。

• 生活に御霊を招き入れる努力において，10 節の日々と
いう語が大切なのはなぜだろうか（2 コリント 4：16； 
ヒラマン 3：36 参照。高慢は「日に日に募〔る〕」ため，
わたしたちは「日ごとに新しくされ」ていく必要がある
ことを強調する）。

アルマ 31：12 － 38　イエス・キリストの弟子
は，人々を愛し人々に仕える
　アルマ 31 章には，非常に対照的な二つの祈りが見られ
る。ゾーラム人の祈りをアルマの祈りと比較して，その祈り
からどのような考え方や信条が読み取れるかを生徒に考え
てもらう。アルマ 31：15 －18（ゾーラム人の祈り）とアルマ
31：26 －35（アルマの祈り）に目を通して，これらの祈りの
言葉からゾーラム人とアルマについて見つけたことを発表し
てもらう。二人の生徒にホワイトボード（または，黒板）にそ
れらを書き出してもらう。一人にはゾーラム人について，もう
一人にはアルマについて，書いてもらう。

• アルマを奉仕に駆り立てたものは何だっただろうか
（証

あかし

，神に対する愛，ほかの人に対する愛などの答えが
考えられる）。

　イエス・キリストに対する証は人々を愛し，人々のために
奉仕するよう促すことを生徒に理解してもらう。十二使徒定
員会のマービン・J・アシュトン長老（1915 －1994 年）の
次の話を読む。
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　「わたしたちが心からイエス・キリストの教えに改宗
し， イエスに従おうと心に決めるなら，すばらしいこと
が起こります。すなわち，わたしたちの心が同

はら

胞
から

の幸
福に向けられ，人に接するときには忍耐と親切，寛容
さが増し，人の役に立ちたいという気持ちになるので
す。これこそが真の改宗の始まりです。」（『聖徒の道』
1992 年 7 月号，22）

• アルマは民を愛していたために何を祈り求めただろうか
（アルマ 31：34 －35 参照）。

• わたしたちはアルマの模範をどのように生活に応用でき
るだろうか。
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はじめに
　アルマとアミュレクがゾーラム人の中で行った伝道には，
信仰，祈り，礼拝，贖

しょく

罪
ざい

に関する深遠な教えが含まれてい
る。教師は本章で，これらのテーマの一つに絞って組み立
てたレッスンを行うかもしれない。または，複数のテーマを
取り上げても，それらがアルマとアミュレクの教えの中でど
のような関連があるかを伝えられないかもしれない。アル
マ 32 －35 章のレッスンでは，これらのテーマが互いに関連
していることを生徒が理解できるよう教えることが重要であ
る。すなわち，御

み

言
こと

葉
ば

を試すと信仰が育つ。信仰が育つと
祈るようになり，イエス・キリストの無限にして永遠の犠牲に
頼るようになる。キリストに頼るようになると，悔い改めて，
天の御父とイエス・キリストのもとに帰る備えをするようにな
る。生徒はこのような大きな構図を心に描くことによって，
信仰が自分をどこへ導いてくれるのかを理解できるようにな
る。
　本課のレッスンには，教え方の案が複数記されている項目
がある。生徒の能力と興味を考えて，生徒に最も有益だと
思われる教え方の案のみを選ぶ。

教義と原則
• 自ら進んでへりくだる方が，やむを得ずへりくだるよりも

良い（アルマ 32：1－16，25 参照）。

• 御
み

言
こと

葉
ば

を試すことによって，イエス・キリストを信じる信
仰がはぐくまれる（アルマ 32：17－ 43；33：12 －23
参照。アルマ 32：21 はマスター聖句  であることに
留意する）。

• わたしたちは常に心を注ぎ出して祈らなければならない
（アルマ 33：1－11 ；34：17－27，39 参照）。

• 永遠の神の偉大な計画には，贖
しょく

罪
ざい

という無限にして永
遠の犠牲が必要だった（アルマ 33 章；34：1－17 参
照）。

• 主は，悔い改めの日を引き延ばすことのないよう命じて
おられる（アルマ 34：32 － 41 参照。アルマ 34：32 －
34 はマスター聖句  であることに留意する）。

教えるための提案
アルマ 32：1－16，25　自ら進んでへりくだる
方が，やむを得ずへりくだるよりも良い
　改心の過程でなぜへりくだることが重要なのかを生徒に
説明してもらう。
　一人の生徒にアルマ 32：1－3 を読んでもらう。

第 30 章
アルマ 32－35 章

• アルマと同僚たちのメッセージを受け入れた人たちは，
経済的，社会的にどのような状態にあっただろうか。

• これらのゾーラム人が「この世のものに関して貧し」い
だけでなく「心が謙

けん

遜
そん

であった」ことはなぜ重要だった
のだろうか。

　ほかの生徒にアルマ 32：4 － 6 を読んでもらう。

• 「御
み

言
こと

葉
ば

を聞く用意のできている」という言葉はどうい
う意味だろうか。

　あなたがアルマ 32：13 －16 を読む。生徒には，この聖
句を目で追って，へりくだるとはどういうことか書かれている
箇所と，へりくだる過程が書かれている箇所を見つけて印を
付けるように言う。見つけた箇所を発表してもらう。

• 自ら進んでへりくだる方が，やむを得ずへりくだるよりも
良いのはなぜだろうか。

　さらにへりくだるためにできることを生徒に書き出しても
らう。一人で行わせてもよいが，二人一組になって行わせて
もよい。書き出したことを何人かの生徒または何組かの生
徒に発表してもらう。それをするとなぜさらにへりくだるよう
になるのか説明するように言う。
　生徒用資料の 213 ページにあるエズラ・タフト・ベンソン
大管長の話を一人の生徒に読んでもらう。ほかの生徒には，
よく聞いて，謙遜になる方法を話の中から見つけるように言
う。
　ベンソン大管長の勧めに従い，また，聖文から見つけた行
動の中から一つを実践することによって自ら謙遜になるよう
生徒に勧める。救い主の模範に従うならば必ず謙遜になれ
ることに生徒が気づくよう導く。

アルマ 32：17 － 43；33：12 － 23　御
み

言
こと

葉
ば

を試すことによって，イエス・キリストを信じる信
仰がはぐくまれる
　人々が何かを試す理由を生徒に質問する（ある前提が正
しいかどうかを確かめるため）。理科の授業その他で行っ
たことのある実験について，生徒に話してもらう。実験が完
了するまでどのような手順を踏んだかを尋ねる。実験するに
はただ推論するだけでなく，実験を行う人の行動が必要とさ
れることに生徒が気づくよう話し合いを導く。
　一人の生徒にアルマ 32：26 －27 を読んでもらう。

• アルマは「〔自分の〕言葉を試」すようゾーラム人に勧め
たが，それはどういう意味だろうか。

• これを自分で試すために，わたしたちには何ができるだ
ろうか。
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はじめに
　アルマとアミュレクがゾーラム人の中で行った伝道には，
信仰，祈り，礼拝，贖

しょく

罪
ざい

に関する深遠な教えが含まれてい
る。教師は本章で，これらのテーマの一つに絞って組み立
てたレッスンを行うかもしれない。または，複数のテーマを
取り上げても，それらがアルマとアミュレクの教えの中でど
のような関連があるかを伝えられないかもしれない。アル
マ 32 －35 章のレッスンでは，これらのテーマが互いに関連
していることを生徒が理解できるよう教えることが重要であ
る。すなわち，御

み

言
こと

葉
ば

を試すと信仰が育つ。信仰が育つと
祈るようになり，イエス・キリストの無限にして永遠の犠牲に
頼るようになる。キリストに頼るようになると，悔い改めて，
天の御父とイエス・キリストのもとに帰る備えをするようにな
る。生徒はこのような大きな構図を心に描くことによって，
信仰が自分をどこへ導いてくれるのかを理解できるようにな
る。
　本課のレッスンには，教え方の案が複数記されている項目
がある。生徒の能力と興味を考えて，生徒に最も有益だと
思われる教え方の案のみを選ぶ。

教義と原則
• 自ら進んでへりくだる方が，やむを得ずへりくだるよりも

良い（アルマ 32：1－16，25 参照）。

• 御
み

言
こと

葉
ば

を試すことによって，イエス・キリストを信じる信
仰がはぐくまれる（アルマ 32：17－ 43；33：12 －23
参照。アルマ 32：21 はマスター聖句  であることに
留意する）。

• わたしたちは常に心を注ぎ出して祈らなければならない
（アルマ 33：1－11 ；34：17－27，39 参照）。

• 永遠の神の偉大な計画には，贖
しょく

罪
ざい

という無限にして永
遠の犠牲が必要だった（アルマ 33 章；34：1－17 参
照）。

• 主は，悔い改めの日を引き延ばすことのないよう命じて
おられる（アルマ 34：32 － 41 参照。アルマ 34：32 －
34 はマスター聖句  であることに留意する）。

教えるための提案
アルマ 32：1－16，25　自ら進んでへりくだる
方が，やむを得ずへりくだるよりも良い
　改心の過程でなぜへりくだることが重要なのかを生徒に
説明してもらう。
　一人の生徒にアルマ 32：1－3 を読んでもらう。

第 30 章
アルマ 32－35 章

　この質問について話し合う準備として，27－ 42 節を黙読
し，アルマが勧めているステップを明らかにするように言う。
この聖句で，種は神の言葉を表していることを説明する。読
む時間を十分に取ってから，見つけたことを発表してもらう。
生徒の答えをホワイトボード（または，黒板）に書き出す。以
下のようなステップになるであろう。

1. 信じようとする望みを持つ ― 27 節

2. 心の中に場所を設けて，御言葉をそこに植える ―
27 － 28 節

3. 不信仰によって種を捨てるようなことをしない ―
28 節

4. 種が育っていることを認める ― 28 節

5. 種が育つよう養いを与える ― 37 節

6. その木に心を配る ― 38 節

7. 木が実を結ぶのを待ち望む ― 40 節

8. 実を収穫する ― 42 節

• 「心の中に場所を設けて，〔神の御言葉を〕そこに植え
る」とはどういう意味だろうか（28 節）。神の言葉が心
の中で「ふくら〔む〕」とはどういう意味だろうか（28
節）。「御言葉に養いを与え〔る〕」とはどういう意味だ
ろうか（41 節）。 28 節と 34 節にある，心を広げ，理解
力に光を注ぎ，心が広がるという語は，神の言葉を聞く
と人がどのように変わることを説明しているのだろうか。

　41－ 42 節を読んで，木の実を説明している言葉を挙げ
るよう生徒に言う。例として，「生長して永遠の命をもたら
す」；価値がある，甘い，白い， 清い；この実を味わう者は
満ち足りて，飢えることも渇くこともないという約束などがあ
る。この実が，永遠の命を含む，贖

しょく

罪
ざい

によってわたしたちが
得られる祝福を表していることを生徒が理解するよう助ける

（本書第 3 章参照）。
　神の言葉を試してみた経験を生徒に述べてもらう。必要
に応じて，御言葉を試したことによって信仰を強められたあ
なた自身の経験を話す。これからも御言葉を試すよう生徒
に勧める。

　クラスの生徒を二人一組に分ける。各組でアルマ 32：28
－ 43 を分析し，自分たちにとって大切だと思う原則を見つけ
るよう指示する。気づいたことを聖典に書き込み，また，感
じたことを互いに話し合ってもらう。話し合いの時間を十分
に取ってから，見つけた教義や原則から答えられる質問を幾
つか作るように言う。質問をホワイトボード（または，黒板）

に書き出すとよい。大切な質問の答えが聖文研究によって
見つかることを生徒が理解できるよう導く。

　アルマ 31：15 －18 にあるゾーラム人の祈りを検討するよ
う生徒に言う。

• 救い主の必要性について，ゾーラム人はどう考えていた
だろうか。

　アルマ 33：12 －22 を黙読してもらう。ここには，イエ
ス・キリストについてアルマがゾーラム人に語った言葉が書
かれている。これらの節の中でアルマが救い主について述
べている箇所が幾つあるか生徒に数えてもらう。

• これらの節から，イエス・キリストについてどのようなこ
とを学ぶことができるだろうか。

• アルマは，モーセの作ったキリストの予型をイスラエ
ルの民が見ようとしなかった話をした（アルマ 33：19
－22 参照。民数 21：5 － 9；1 ニーファイ 17：41も参
照）。ゾーラム人はこの話から何を学ぶことができただ
ろうか。あなたはこの話から何を学べるだろうか。

　イスラエルの民に求められたのは見ることだけだったとい
う点を指摘するとよい。これは「ごくわずかな信仰でも働か
せ」るようアルマがゾーラム人に勧めたことになぞらえるこ
とができる（アルマ 32：27）。
　一人の生徒にアルマ 33：22 －23 を読んでもらう。

• これらの節から，アルマ 32 章に出てくる種や木，実が
何を意味していることが分かるだろうか（アルマは 33
章 23 節で「この御言葉を心の中に植え」るように言っ
ている。これは 22 節で要約されているイエス・キリス
トに対する証を指していることを指摘するとよい）。

アルマ 33：1；34：17 － 27，39　わたしたち
は常に心を注ぎ出して祈らなければならない
　アルマ 33：1を黙読して，説教の後でゾーラム人がアルマ
に投げかけた質問に線を引くよう生徒に言う。生徒に助け
てもらいながら，質問をホワイトボード（または，黒板）に書
き出す。これらの質問がどれも大切なのはなぜかを尋ねる。
　アルマ 33：2 －11を黙読して，1 節の質問に対してアル
マがどのような方法を使って答え始めているかを調べるよう
生徒に言う。

• 祈りが 1 節の質問の答えとなるのはなぜだろうか。

• アルマは 3 節で，祈りと礼拝を同じ意味で使っている。
祈りはどのような意味で礼拝と同じだろうか。

• あなたの祈りが最も力を発揮したのはどのようなとき
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だっただろうか。

　祈りの力を実感した経験を生徒に話してもらう。これまで
の経験を振り返る時間を十分に与えてから発表してもらうよ
うにする。

• わたしたちの祈りを聞いてくださることがなぜ神の憐
あわ

れ
みなのだろうか。 11 節の「御子のおかげ」という語は，
あなたにとってどのような意味を持つだろうか。

　アルマ 34：17－26 にあるアミュレクの教えを生徒に読ん
でもらう。次に，27 節と 39 節を黙読して，祈る頻度につい
て共通する語を見つけるように言う。調べる時間を取ってか
ら，絶えずという語に印を付けてもらう。

• 自分の心が「絶えず……祈りになるように」するとはど
ういう意味だろうか。

　この質問について話し合う際に，生徒用資料の 217 ペー
ジにあるヘンリー・B・アイリング管長の話を読むように言
う。心が「絶えず……祈りになる」ことについて，この話か
らどのように理解が深められるかを話し合う。次に，以下の
質問の答えを静かに考えるように言う。

• どうすればこれらの教えを生活の中で実践できるだろ
うか。もっとよく祈り，個人の啓示を受けられるようにす
るために，何ができるだろうか。

　祈りに関するアミュレクの教えについて，あなたの証
あかし

を述
べる。

アルマ 33 章；34：1－17　永遠の神の偉大な
計画には，贖

しょく

罪
ざい

という無限にして永遠の犠牲が必
要だった
　ゾーラム人に向けた話の中でアルマは真

しん

鍮
ちゅう

の版に記録が
出てくるゼノス，ゼノク，モーセという 3 人の預言者の教えに
触れている。アルマ 33：3 －23 を読み返して，この 3 人の
預言者が救い主について語った言葉を見つけるように言う。
アルマまたはこの 3 人の預言者がイエス・キリストのことを

「御子」または「神の御子」と呼んでいる箇所にすべて印を
付けるように言う

• イエス・キリストは神の御子であられるということを知る
ことはなぜ大切なのだろうか。この知識はイエス・キリ
ストを信じるあなたの信仰にどのような影響を与えるだ
ろうか。

• アルマ 33：4 －11 で，アルマは神のどのような特質を強
調しているだろうか。

• アルマ 33：22 では，キリストの永遠の使命の中で，ど

の側面が強調されているだろうか。この知識を心の中
に植えて養い育てるとわたしたちの重荷が軽くなるのは
なぜだろうか（アルマ 33：23 参照）。

　「無限」と「永遠」という語をホワイトボード（または，黒
板）に書く。生徒にこれらの語の意味について話し合っても
らう。
　アルマ 34：9 に出てくるすべての人が陥っている 3 つの
状態に印を付けるよう生徒に言う。アミュレクがわたしたち
の堕落した状態と贖罪について，ここで教えていることを話
し合う。話し合う際に以下の質問が助けになるであろう。

• アダムとエバの堕落によってなぜ贖罪が必要になったの
だろうか（モーサヤ 16：3 － 4；アルマ 12：22；22：14
参照）。

• アルマ 34：10 によれば，全人類を救うために犠牲をさ
さげることがおできになるのはなぜ救い主ただ一人なの
だろうか。

　ホワイトボード（または，黒板）に書いた「無限」と「永
遠」いう語に注目するよう生徒に言う。一人の生徒にアル
マ 34：10 －14 を読んでもらい，ほかの生徒には，何が「無
限」であり「永遠」なのかをこの聖句から見つけるように言う

（贖罪は「無限」であり「永遠」であるので，神の御子も「無
限」であり「永遠」であられることを生徒が理解できるよう
助ける）。

• 贖罪はどのような点で無限であり永遠なのだろうか。

• 救い主はなぜ無限にして永遠の御方なのだろうか。

　これらの質問について話し合う際に，生徒用資料の 218
ページにあるブルース・R・マッコンキー長老とラッセル・
M・ネルソン長老の言葉を読むように言う。ネルソン長老の
話は，付録の DVD A で視聴することもできる。
　第 13 代大管長であるエズラ・タフト・ベンソン大管長

（1899 －1994 年）の次の話を読んで話し合うとよい。

　「イエスは神の御子であり，神の力を持っておられた
ので，御自分の使命を果たすことがおできになりまし
た。

　わたしたちを愛しておられたので，御自分の使命を
進んでまっとうされました。

　迷い堕落した状態から人類を贖
あがな

う力を持つ人や，自
ら進んで命を捨て，それによってすべての人に復活をも
たらすことのできる人は，イエス以外におられませんで
した。
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　イエス・キリストだけが， 贖いという愛の業を進んで
まっとうすることがおできになりました。」（『聖徒の道』
1984 年 1 月号，10，強調付加）

　「無限にして永遠の」贖罪の祝福を受ける方法を理解して
もらうため，アルマ 34：15 －17 を調べて，4 度出てくる語句
を見つけるように言う（「悔い改めを生じる信仰」）。

• 「悔い改めを生じる信仰」とはどういう意味だろうか。

• 信仰はなぜ悔い改めにつながるのだろうか。

• アルマ 34：16 には，悔い改めを生じる信仰を働かせる
とどのような祝福が受けられると書いてあるだろうか。
また，悔い改めを生じる信仰を働かせない場合には，ど
のようなことが起こるだろうか。

アルマ 34：1－ 8　ゾーラム人の大きな疑問
　何人かの生徒にホワイトボード（または，黒板）まで来て
もらい，人類が問うてきた大きな疑問を幾つか書いてもら
う。「わたしたちはどこから来たのか」「人生の目的は何か」

「神は存在するのか」といった疑問が考えられる。それらの
疑問をアルマ 34：5 に記されているゾーラム人が抱いていた

「大きな疑問」と比較する。「その御言葉が神の御子の内
にあるのかどうか，キリストが将来降臨されるのかどうか」
というゾーラム人の「大きな疑問」は，ほんとうにキリストに
よって救われるのか，救い主はほんとうに再臨されるのかと
いう現代の多くの人が抱く疑問と似ていることを生徒が理
解できるよう助ける。アルマ 34：6 － 8 を読み返して，この
大きな疑問にアミュレクがどう答えているかを生徒に自分の
言葉で言ってもらう。すべての人がこの疑問の正しい答えを
知ってそれを信じていたらどのような世界になっていると思
うかについて話し合う。この疑問に対するわたしたちの答え
は，人生におけるあらゆる選択に影響を及ぼす。

アルマ 34：32 － 41　主は，悔い改めの日を引
き延ばすことのないよう命じておられる
　第 10 代大管長であるジョセフ・フィールディング・スミ
ス大管長（1876 －1972 年）は，「この人生はわたしたち
の永遠の旅路の中でも最も重要な時期である」と教えてい
る（Doctrines of Salvation  〔1954 －1956 年〕， 第 1 巻，
69）。アルマ 34：32 －34  を全員で読み，スミス大管長
のこの言葉の裏付けとなる原則を見つける。この世で悔い
改めることの必要性を強調するために，生徒用資料の 220
ページにあるメルビン・J・バラード長老の言葉を読む。

• わたしたちは神にお会いする用意をするために何ができ
るだろうか。

• 友達があなたにこう言ったとする。「ぼくはしばらくの間
実験的に罪を犯してみる。でも，最後には悔い改めてふ
さわしくなるつもりさ。」このような考え方の人がいたら，
あなたはその人に何と言うだろうか。

　以下の質問をする。

• 自分の救いに責任があるのはだれだろうか。

　アルマ 34：37－ 41を読んで，この質問に対してアミュレ
クが何と答えているか見つけるように言う。

• アミュレクは，「自分の救いを達成するように」と人々に
勧めている（アルマ 34：37）。そしてアミュレクとアル
マは二人とも，救われるためには救い主に頼らなければ
ならないと人々に教えた。この二つの原則はどう支え
合っているのだろうか。

　救い主に頼りながらも自分にできることは何でも行う必要
があることについてあなたの証

あかし

を述べる（2 ニーファイ 25：
23 －26 参照）。
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はじめに
　アルマは本課で扱う章の中で，息子のヒラマン，シブロン，
コリアントンに最後の勧告を与えている。アルマの勧告に
は，罪の赦

ゆる

しに関連した胸の痛む教えや，聖文の持つ人を改
心させる力，確固としているべきこと，性的な背罪の重大さ
に関するものが含まれている。これらの教義を理解して実
行するなら，生徒はヒラマンやシブロン，コリアントンのよう
に主の業を成し遂げる力が増すことであろう。この勧告を
研究し，話し合いを展開するに当たって，特に純潔の律法に
ついて，生徒が自分の犯した背きに言及することのないよう
注意する。

教義と原則
• 悔い改めるときに，贖

しょく

罪
ざい

によりひどい苦しみが取り去ら
れて，大きな喜びがもたらされる（アルマ 36：12 －21
参照）。

• キリストの言葉は永遠の命に導く（アルマ 37 章参照）。

• 確固としており，忠実であれば，大きな祝福がもたらされ
る（アルマ 38 章参照）。

• 性的な罪は主の目から見て忌まわしい行いである（アル
マ 39：1－11 参照）。

教えるための提案

アルマ 36 － 39 章　概要
　自分が将来子供に最後の勧告と証

あかし

を残して世を去ろうと
している様子を生徒に想像してもらう。

• どのような勧告を与えるだろうか。

• どのような警告を与えるだろうか。

　生徒の答えをホワイトボード（または，黒板）に書く。生
徒は今

き ょ う

日，アルマが 3 人の息子一人一人に与えた最後の言葉
と証について研究し，話し合うことを説明する。

　アルマがそれぞれの息子に与えた勧告の最初の言葉を読
むよう生徒に言う。アルマ 36：1－3；38：1，5；39：1。

• アルマはなぜ，戒めを守り，神に頼って助けを求めるこ
との大切さを強調したのだろうか。

• これらの節に記されているアルマの勧告は，今
こん

日
にち

のわた
したちにどのように当てはまるだろうか。

• この勧告を受けてから数年後に，ヒラマンはアンタイ・
ニーファイ・リーハイ人の息子たちを率いて戦いに出た
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（アルマ 53：14 －19 参照）。この責任を果たすうえで
彼の父親の勧告はどのように役立っただろうか。

　アルマが証を伝えた理由の一つは，自分の知恵ではなく
神から霊感と啓示を受けて勧告を与えていることを息子た
ちに理解させるためだったことを説明する（アルマ 36：4 －
5；38：6 参照）。アルマは息子たちに与えた勧告の中で，自
分の改心について語り，イエス・キリストに対する証を伝え
ている（アルマ 36：3 －22；38：6 － 9；39：15 参照）。ア
ルマの人生の転機は，イエス・キリストについて父親から教
わったことを思い出して救い主に助けを求めたときであっ
た。救い主に助けを求めるまで，アルマは幸せを見いだすこ
とができなかった。

• 子供にとって親から証を聞くことが大切なのはなぜだろ
うか。

　自分の改宗談を述べたときに，アルマは息子たちの人生に
とって祝福となる深遠で心を打つ教義を伝えたことを説明
する。これらの教えはわたしたちの人生にとっても祝福とな
る。贖

しょく

罪
ざい

についての理解が深まるからである。この理由か
ら，本課ではレッスンの大部分を，アルマの経験から贖罪に
ついて学ぶことに費やしている。

アルマ 36：12 － 21　悔い改めるときに，贖
しょく

罪
ざい

によりひどい苦しみが取り去られて，大きな喜び
がもたらされる
　アルマは改宗談の中で，天使の言葉を聞いたときに経験
した苦しみを描写していることを説明する。生徒にアルマ
36：12 －21を黙読する時間を与える。

• その苦痛についてアルマはどのような語句で説明してい
るだろうか。

• これらの語句から，罪の影響についてどのようなことが
分かるだろうか。

　アルマの苦しみは良い結果をもたらしたことを生徒が理
解できるように導き，罪の意識が良い結果を生む場合がある
ことを理解してもらうために，次の質問をする。

• 肉体の苦痛は生活の中でどのような目的を成し遂げるの
に役立つだろうか（生徒の答えを要約してホワイトボード

〔または，黒板〕に書き出す）。

• 同様に，霊的な苦悩は生活の中でどのような目的を成し
遂げるのに役立つだろうか。

• 霊的な苦悩は，アルマにどのような結果をもたらしただ
ろうか。わたしたちはこのような霊的な苦しみを感じた
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はじめに
　アルマは本課で扱う章の中で，息子のヒラマン，シブロン，
コリアントンに最後の勧告を与えている。アルマの勧告に
は，罪の赦

ゆる

しに関連した胸の痛む教えや，聖文の持つ人を改
心させる力，確固としているべきこと，性的な背罪の重大さ
に関するものが含まれている。これらの教義を理解して実
行するなら，生徒はヒラマンやシブロン，コリアントンのよう
に主の業を成し遂げる力が増すことであろう。この勧告を
研究し，話し合いを展開するに当たって，特に純潔の律法に
ついて，生徒が自分の犯した背きに言及することのないよう
注意する。

教義と原則
• 悔い改めるときに，贖

しょく

罪
ざい

によりひどい苦しみが取り去ら
れて，大きな喜びがもたらされる（アルマ 36：12 －21
参照）。

• キリストの言葉は永遠の命に導く（アルマ 37 章参照）。

• 確固としており，忠実であれば，大きな祝福がもたらされ
る（アルマ 38 章参照）。

• 性的な罪は主の目から見て忌まわしい行いである（アル
マ 39：1－11 参照）。

教えるための提案

アルマ 36 － 39 章　概要
　自分が将来子供に最後の勧告と証

あかし

を残して世を去ろうと
している様子を生徒に想像してもらう。

• どのような勧告を与えるだろうか。

• どのような警告を与えるだろうか。

　生徒の答えをホワイトボード（または，黒板）に書く。生
徒は今

き ょ う

日，アルマが 3 人の息子一人一人に与えた最後の言葉
と証について研究し，話し合うことを説明する。

　アルマがそれぞれの息子に与えた勧告の最初の言葉を読
むよう生徒に言う。アルマ 36：1－3；38：1，5；39：1。

• アルマはなぜ，戒めを守り，神に頼って助けを求めるこ
との大切さを強調したのだろうか。

• これらの節に記されているアルマの勧告は，今
こん

日
にち

のわた
したちにどのように当てはまるだろうか。

• この勧告を受けてから数年後に，ヒラマンはアンタイ・
ニーファイ・リーハイ人の息子たちを率いて戦いに出た
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場合，アルマの経験から何を学ぶことができるだろう
か。

　以上の話し合いを補足するため，十二使徒定員会のボイ
ド・K・パッカー会長の次の言葉を一人の生徒に読んでもら
う。

　「皆さんの体と霊には，警報システムと言うべきもの
があります。体の警報システムは痛みであり，霊の場合
には，罪悪感，すなわち霊が感じる痛みです。痛みも
罪悪感も，心地良いものではありませんし，度を過ぎれ
ば，身を滅ぼしてしまいます。しかし，双方とも『二度と
しないように』との警告なのです。

　この二つの痛みが与えられていることに感謝しましょ
う。……心の中にある御

み

霊
たま

の警告の声に，注意を払う
ように努めてください。」（『聖徒の道』1989 年 7 月号，
60）

　生徒用資料の 223 ページにあるスペンサー・W・キン
ボール大管長の話を読み，わたしたちが悔い改める過程でイ
エス・キリストが果たされる役割を見つけるよう生徒に言う。

• キンボール大管長は，戒めに背いたすべての人はどのよ
うにして救いを得ると言っているだろうか。

• イエス・キリストの贖罪とアルマが得た慰めとの関連に
ついてどのように説明できるだろうか。

• 悔い改めはどのように喜びをもたらすのだろうか。

　わたしたちの悔い改めにおいてイエス・キリストが果たさ
れる役割をさらに理解できるよう助けるため，生徒用資料 
の 223 ページにあるエズラ・タフト・ベンソン大管長の話を
一人の生徒に読んでもらう。

• ベンソン大管長は，行いを変えることと悔い改めとの違
いについて何と言っているだろうか。

　十二使徒定員会のダリン・H・オークス長老の次の話を読
む（この話は，付録の DVD A で視聴することもできる）。

　「罪の赦
ゆる

しの後に受ける喜びは，主の御霊によっても
たらされます（モーサヤ 4：3 ，20 参照）。それは，『わ
たしはあなたにわたしの御霊を授けよう。わたしの御
霊は……あなたの霊に喜びを満たすであろう』という
主の約束が成就しているのです（教義と聖約 11：13）。
使徒パウロは，『御霊の実は，愛，喜び，平和』であると
教えています（ガラテヤ 5：22）。それは金持ちにも，
貧しい人にも，有名な人にも，名もない人にも，同様の

方法でやって来ます。神は贖罪を通して憐れみという
最も大いなる賜

たま

物
もの

を授けるに当たって，人を偏り見るこ
とはされません。」（『聖徒の道』1992 年 1 月号，83 参
照）

　御父が人にお与えになれる最も大きな賜物は御子の贖
あがな

い
の犠牲であり，それによってこの喜びがもたらされることを
生徒が理解できるよう導く。人が悔い改めるときに贖罪に
よってもたらされる喜びについて証

あかし

を述べるとよい。

アルマ 37 章　キリストの言葉は永遠の命に導く
　次の聖句の参照箇所をホワイトボード（または，黒板）に
書き出す（括弧内の文は書かない）。

　アルマ 37：5 － 9（小さな簡単なことによって大いなる
ことが成し遂げられる。聖文は父なる神とイエス・キリスト
の知識を与え，人々を救いに導くので，保存するべきである。
6 －7 節はマスター聖句  であることに留意する。）

　アルマ 37：34 － 37（善い行いをするのに決して疲れ
ず，若いうちに知恵を得，神の戒めを守ることを習慣とし，す
べての行いについて主と相談する。そうすれば主はあなた
のためになる指示を与えてくださる。 35 節はマスター聖句

であることに留意する。）

　アルマ 37：38 － 47（リーハイの家族が忠実であり，熱
心であったときにリアホナを通して主の導きを受けたように，
わたしたちも忠実であり，熱心であれば，聖文を通して主の
導きを受けることができる。）

　生徒を 3 つのグループに分ける。各グループに上記の聖
句ブロックを一つずつ割り当て，それをよく読んで，どうした
らキリストの言葉を受けることができるのかを調べてもらう。
　聖句を調べ終わったら，代表者を出して見つけたことを発
表するよう各グループに言う。

アルマ 38 章　確固としており，忠実であれば，大
きな祝福がもたらされる
　シブロンとコリアントンを比べると重要な原則が分かるこ
とを説明する。
　アルマ 38：2 －3 を読んで，シブロンの行動を描写してい
る語句に線を引くよう生徒に言う。次にアルマ 39：1－ 5 を
読んで，コリアントンの行動を描写している語句に線を引い
てもらう。
　シブロンは確固としており，忠実であったために主から豊
かな祝福を受けることができたことを生徒が理解できるよう
導く。シブロンについてはほとんど記述がないが，シブロン
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は忠実さにおいて模範であった。

• シブロンは信仰があったためにどのような試練に耐える
ことができただろうか。

　アルマ 63：1－2 を読むよう生徒に言う。

• この聖句から，シブロンが生涯確固としていたことにつ
いてどのようなことが分かるだろうか。

　シブロンのように忠実な聖徒で，記事に載ったり話題に
なったりすることがあまりない人を知っている生徒がいたら，
その人について話してもらう。そのような人のどのようなとこ
ろを尊敬するかについて生徒の意見を聞く。
　コリアントンが後に悔い改めて主に仕えるようになったこ
とを指摘するとよい（アルマ 49：30；63：1－2 参照）。重
大な罪を犯した者でも悔い改めることは可能であり，悔い
改めるべきであることを生徒は理解する必要がある。また，
コリアントンの罪の代価は本人にとっても，その悪い模範に
従った人にとっても大きかったことも心に留める必要があ
る。

アルマ 39：1－11　性的な罪は主の目から見て
忌まわしい行いである
　アルマ 39：1－ 4 を生徒に読んで聞かせる。生徒には，
聖句を目で追って，コリアントンが性的な罪を犯す原因と
なった過ちを見つけてもらう。生徒の答えをホワイトボード

（または，黒板）に書く。以下のような答えが考えられる。

 1. 兄弟の模範に従わなかった（1 節）。

 2. 父の言葉に注意を払わなかった（2 節）。

 3. 自分の力と知恵を自慢した（2 節）。

 4. 務めを放棄して，安全な地を離れた（3 節）。

 5. 誘惑の地，サイロンに行った（3 節）。

 6. ほかの人に従って罪を犯した（4 節）。

　これらの過ちの一つ一つはコリアントンが性的な罪を犯
すことにどう結びついていったのか生徒に質問する。今

こん

日
にち

，
同じような過ちはどのように罪と結びつく可能性があるかに
ついて生徒と話し合う。
　アルマ 39：5 － 8 を読むよう生徒に言う。

• アルマはどのような目的から，これらのことをコリアント
ンに教えたのだろうか。

　生徒を二人一組に分けてアルマ 39：9 －14 を調べる割り
当てを与える。コリアントンに罪を悔い改めさせるためにア
ルマが教えた原則を書き出すよう生徒に言う。何組かの生

徒に，見つけた原則を発表してもらう。
　9 節に見られる次の言葉の意味を，生徒に自分の言葉で
説明してもらう。

• 「これからはもう自分の目の欲を追うことなく」

• 「これらのことをすべて断つ」（この言葉の補足として 3
ニーファイ 12：29 －30 とマタイ 16：24 を参照する。）

　本課は，蔓
まん

延
えん

するポルノグラフィーの問題について話す
良い機会である。ポルノグラフィーを避けることの大切さ
を強調するために，生徒用資料の 227－228 ページにあ
る引用を読んで話し合う。十二使徒定員会のダリン・H・
オークス長老の次の話を紹介してもよい（この話は，付録の
DVD B で視聴することもできる）。

　「ポルノグラフィー……を避けるために，あらゆる努
力を払ってください。……いかなる程度であっても誘
惑に負けてはなりません。罪を遠ざけ，必ず起こる破
滅に向き合わねばならないような事態を避けるのです。
スイッチを切り，目をそらしてください。どんな犠牲を
払ってでも避けるのです。健全な道に心の思いを向け
るのです。……ポルノグラフィーを支援してはなりませ
ん。あなたの購買力を低俗なものに使わないでくださ
い。若い女性の皆さん，ぜひ理解してください。慎み
のない服装をする人は，あなたを見る男性にとってポ
ルノグラフィーになり，この問題を悪化させているので
す。」（『リアホナ』2005 年 5 月号，90）

• 「行おうとすることについて，必ず兄たちと相談するよう
に」とアルマはコリアントンに言った（アルマ 39：10）。
この助言がコリアントンのためになったと思われるのは
なぜだろうか。今日，性的な罪を悔い改める必要のあ
る教会員を助けることのできる人はだれだろうか。

• 「思いと勢力と力を尽くして主に立ち返りなさい」とはど
ういう意味だろうか（アルマ 39：13）。この言葉は誘惑
を克服するためにどう役立つだろうか。生半可な気持ち
で主に立ち返ったとしたらコリアントンはどうなっていた
だろうか。

• 悔い改めるために罪を告白し，認めなければならないの
はなぜだろうか（アルマ 39：13 参照）。

　性的な罪がもたらす悲惨な結果と，この罪の深刻さを強
調する。罪を避け，悔い改める方法に関するアルマの勧告
が的を射たものであることを証

あかし

する。



113

アルマ 36 －39 章

　この教え方の案は，救いの計画の中で性的な関係の持つ
役割について教える際に役立つように構成されている。
　次の言葉をホワイトボード（または，黒板）に書く。「性的
な交わりは男女が結婚のきずなを結ぶまで待つよう主は命
じておられる。」生徒用資料の 226 ページにある純潔の律
法を説明している項を開くよう生徒に言う。一人の生徒にこ
の項を読んでもらう。
　一人の生徒にアルマ 39：3 － 6 を読んでもらい，この聖句
で述べられている 3 つの重大な罪を挙げるよう生徒に言う

（聖霊を否定することについてその意味を生徒から質問され
たら，生徒用資料の 227 ページにあるジョセフ・スミスの言
葉を参照するように言う）。
　性的な罪がなぜこれほどまでに深刻なのかを生徒が理解
できるよう，生徒用資料の 227 ページにある十二使徒定員
会のジェフリー・R・ホランド長老の話を読む（この話は，付
録の DVD C で視聴することもできる）。また，ホランド長
老の次の話も読むとよい。

　「広く授けられている肉体的な欲求に対して，そのよ
うに重大な位置付けをすることによって，主は， 全人類
のために定められた計画の中で，それが果たす役割に
ついて，わたしたちに何を教えようとしておられるので
しょうか。皆さんに申し上げます。主は，まさに命その
ものの計画について明確に述べようとしておられるの
です。はっきりしていることは，この死すべき世にあっ
て，人がいかにしてこの世に生を受け，いかにしてこの
世を去って行くかが，主の最大の関心事の一つである
ということです。そして，この点に関して，主は非常に
厳しい制限を設けられたのです。」（『聖徒の道』1999
年 1 月号，83 － 84）

• この世に生命をもたらすことが主にとってこれほど重要
なのはなぜだろうか。

　ホランド長老は「この世に生を受け」ること（誕生）と
「この世を去って行く」こと（死）について語っていることを
再度強調する。生と死をもてあそぶことは神の目から見て重
大な罪であることを説明する。ホランド長老の次の言葉を読
む。

　「神が授けられたほかの人の肉体を神の承認なくし
て不当に扱う人は，まさしくその人の霊を傷つけ，人生
の中心的な目的と過程……を台なしにしているので
す。」（『聖徒の道』1999 年 1 月号，84）

　この教え方の案は，イエス・キリストの贖罪と性的な交わ
りとの関係について教える際に役立つように構成されてい
る。
　イエス・キリストの贖

しょく

罪
ざい

と，創造の力を使うこととの間に
関連のあることが，純潔の律法を守らなければならない最
も神聖な理由の一つとなることを説明する。生徒用資料の
227 ページにあるホランド長老の話の段落 2 を一人の生徒
に読んでもらう（この話は，付録の DVD D で視聴すること
もできる）。生徒が読む前に，よく聞いて次の質問の答えを
考えるよう生徒全員に言っておく（質問をホワイトボード〔ま
たは，黒板〕に書き出すとよい）。

• 人の価値と贖罪にはどのようなつながりがあるだろう
か。

• ホランド長老は不道徳な罪の重大さをどのような言葉で
説明しているだろうか。

• この話の中で，「またもや神の御子を十字架につける」
とはどういう意味だろうか。

　この話を読み終えたら，生徒全員に質問の答えを尋ねる。
　1コリント 6：19 －20 を読むよう生徒に言う。

• イエス・キリストはあなたのためにどのような代価を払っ
てくださっただろうか。

• この代価から，あなたにどれほどの価値があることが分
かるだろうか。

　次の内容を自分の言葉で伝える。わたしたちは神に属す
る者である。それはわたしたちが神の子であるばかりでな
く，神の独り子がわたしたちを贖

あがな

ってくださったからである。
つまり，「代価を払って〔わたしたちを〕買い取」ってくださっ
たからである。神はわたしたちがみもとに帰ることを望んで
おられる。性的な罪を犯す者は自分の体もほかの人の体も
傷つけている。彼らは神のみもとに帰る機会を失うという大
きな危険を冒している。

アルマ 39：13　「主に立ち返り……あなたの過
ち……を認めなさい」
　このセクションを教える場合は，次の課で悔い改めと赦

ゆる

しについてさらに詳しく採り上げることを理解しておく。
　生徒用資料の 229 ページにあるリチャード・G・スコット
長老の話を読んでもらう。この話は，付録の DVD E で視
聴することもできる。

• この話の中で，スコット長老は悔い改めのどの段階につ
いて話しているだろうか。
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• スコット長老は，性的な背きを悔い改める際になぜビ
ショップの助けが必要だと言っているだろうか。

　生徒用資料の 229 ページにあるジェフリー・R・ホランド
長老の話を読むよう生徒に言う。

• 悔い改めの過程で救い主はどのような役割を果たされ
るだろうか。

• 戒めに背いた人は何をすべきだろうか。

　性的な背きの赦しを受けるための道は険しいが，イエス・
キリストの贖

あがな

いの力の及ぶ範囲内であることを確認する。贖
いの力に対してあなたが抱いている気持ちと証

あかし

を述べる。
アルマ 40 － 42 章の学習と話し合いの準備として，アルマは
コリアントンに引き続き大切な原則を教え，コリアントンが背
きを悔い改めて忠実になるように助けたことを説明する。

はじめに
　この聖句ブロックで，アルマは個人の選択の自由と永遠の
報いと結果について息子コリアントンに教えている。これら
の教えについて話し合うことを通して，生徒は「悪事は決し
て幸福を生じたことがない」こと（アルマ 41：10  ）と，
義は決して惨めな状態をもたらさないことを再認識するであ
ろう。この地上で何を選ぶかによって死後の幸福の度合い
が変わってくることを生徒は理解する。あなたは，正義の要
求を満たすうえでイエス・キリストが果たされる役割を生徒
が理解できるよう助けることができる。悔い改めてキリスト
に従うことによって，わたしたちは憐

あわ

れみの計画から恵みを
受け，永遠の幸福に向かって前進することができる。

教義と原則
• 復活とは，霊が本来の完全な造りの肉体に回復されるこ

とである（アルマ 40：1－ 5，8 －10，16 －25 参照）。

• すべての人は死後，霊界に行く（アルマ 40：6 －15，21
参照）。

• 「悪事は決して幸福を生じたことがない。」（アルマ 41 章
参照。10 節はマスター聖句 であることに留意する。）

• 救いはイエス・キリストの贖
あがな

いによって可能になる（アル
マ 42 章参照）。

教えるための提案

アルマ 40 － 42 章　はじめに
　教える前に，アルマ 40，41，42 章には，ゾーラム人の間
で伝道しているときに重大な罪を犯した息子コリアントンに
対してアルマが語った言葉が記されていることを指摘すると
よい。扱っている教義上の疑問は章によって異なる。アル
マ 40：1；41：1；42：1を読んで各章で扱っているテーマを
見つけるよう生徒に言う。

• コリアントンはこれらの教義を理解することによってど
のように悔い改めに導かれただろうか。

アルマ 40：1－ 5，8 －10，16 － 25　復活と
は，霊が本来の完全な造りの肉体に回復されるこ
とである
　アルマ 40：1を黙読するよう生徒に言う。

• 幸福の計画の中でどの部分についてコリアントンは心を
悩ましていたのだろうか。

　アルマ 40：2 － 5 を黙読するよう生徒に言う。

第 32 章
アルマ40－42 章
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アルマ 40 － 42 章

はじめに
　この聖句ブロックで，アルマは個人の選択の自由と永遠の
報いと結果について息子コリアントンに教えている。これら
の教えについて話し合うことを通して，生徒は「悪事は決し
て幸福を生じたことがない」こと（アルマ 41：10  ）と，
義は決して惨めな状態をもたらさないことを再認識するであ
ろう。この地上で何を選ぶかによって死後の幸福の度合い
が変わってくることを生徒は理解する。あなたは，正義の要
求を満たすうえでイエス・キリストが果たされる役割を生徒
が理解できるよう助けることができる。悔い改めてキリスト
に従うことによって，わたしたちは憐

あわ

れみの計画から恵みを
受け，永遠の幸福に向かって前進することができる。

教義と原則
• 復活とは，霊が本来の完全な造りの肉体に回復されるこ

とである（アルマ 40：1－ 5，8 －10，16 －25 参照）。

• すべての人は死後，霊界に行く（アルマ 40：6 －15，21
参照）。

• 「悪事は決して幸福を生じたことがない。」（アルマ 41 章
参照。10 節はマスター聖句 であることに留意する。）

• 救いはイエス・キリストの贖
あがな

いによって可能になる（アル
マ 42 章参照）。

教えるための提案

アルマ 40 － 42 章　はじめに
　教える前に，アルマ 40，41，42 章には，ゾーラム人の間
で伝道しているときに重大な罪を犯した息子コリアントンに
対してアルマが語った言葉が記されていることを指摘すると
よい。扱っている教義上の疑問は章によって異なる。アル
マ 40：1；41：1；42：1を読んで各章で扱っているテーマを
見つけるよう生徒に言う。

• コリアントンはこれらの教義を理解することによってど
のように悔い改めに導かれただろうか。

アルマ 40：1－ 5，8 －10，16 － 25　復活と
は，霊が本来の完全な造りの肉体に回復されるこ
とである
　アルマ 40：1を黙読するよう生徒に言う。

• 幸福の計画の中でどの部分についてコリアントンは心を
悩ましていたのだろうか。

　アルマ 40：2 － 5 を黙読するよう生徒に言う。
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• アルマは 5 節で，復活が何度あるかを知ることよりも何
が大切だと言っているだろうか。

　アルマ 40：16 －23 を各自で読んで，復活に関するその
他の教えを見つけるように言う。生徒の答えをホワイトボード

（または，黒板）に書く。次のような答えが考えられる。

 1. 第一の復活は，「アダムの時 代からキリストの復活
に至るまで」に生まれて亡くなった人々から始まる（18
節）。

 2. すべての人は復活後，神の前に連れ出されて裁か
れる（21 節）。

 3. 復活とは，霊が本来の完全な造りの肉体に回復さ
れることである（23 節）。

　一人の生徒にアルマ 40：23 を音読してもらう。次に，生
徒用資料の 231－232 ページにあるダリン・H・オークス長
老とジョセフ・F・スミス大管長の話を読む。オークス長老
の話は，付録の DVD A で視聴することもできる。

• 「すべてのものが本来の完全な造りに回復される」とは
どういう意味だろうか。

• この教義からどのような慰めと希望が得られるだろう
か。

　イエス・キリストの贖
しょく

罪
ざい

と復活によってすべての人が復活
し，この世で不完全だったところが体からなくなることを証

あかし

する。

アルマ 40：6 －15，21　すべての人は死後，霊
界に行く
　ホワイトボード（または，黒板）に以下の表を書く。

パラダイス 霊の獄

アルマ 40：11－12 アルマ 40：13 －14

　クラスを半分に分ける。半数の生徒にアルマ 40：11－12
をよく読んでパラダイスの状態を調べてもらう。残りの半数
の生徒には，アルマ 40：13 －14 をよく読んで， 13 節で「外
の暗

くらやみ

闇」と呼ばれている霊の獄の状態を調べてもらう（今
こん

日
にち

の教会員の中には，「外の暗闇」という語をサタンとともに
追い出される悪人が最終的に行き着く場所だと考えている
人がいるが，アルマ 40 章では，霊の獄を指していることに
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注意する）。時間を十分にかけて割り当ての聖句を調べた
ら，見つけたことを各グループごとに発表してもらう。生徒
の意見を表に記入する。次に，末日の啓示によって明らかに
されている真理を調べるため，パラダイスについて読んだ生
徒に教義と聖約 138：12 －14，30 －34，57 をよく読んでも
らう。霊の獄について読んだ生徒には，138：31－34，57
－ 59 をよく読んでもらう。見つけたことを発表してもらう。
新たに見つけたことをホワイトボード（または，黒板）に書き
出す。

• 霊界で霊が幸せになるか惨めになるかは，どのような
ことによって決まるのだろうか（アルマ 40：12 －13 参
照）。

• 教義と聖約 138 章によれば，霊界で「束縛されている
囚
とら

われ人」（31 節）はどのようにして自由を得るのだろ
うか。

• 霊界に関するこれらの真理を深く考えてみると，神がど
のような特質をお持ちであることが分かるだろうか（神
が正義と憐

あわ

れみを持って「人の不死不滅と永遠の命を
もたらす」ために絶えず働いておられることを生徒が理
解できるよう導く〔モーセ 1：39〕）。

　アルマ 40：11 では「すべての人の霊は，この死すべき体
を離れるやいなや，まことに，善い霊であろうと悪い霊であ
ろうと，彼らに命を与えられた神のみもとへ連れ戻される」と
教えられているため，生徒は誤解することがある。わたした
ちの知識では，人は死ぬと霊界に行くのであって，直ちに神
のもとに帰るわけではない（教義と聖約 138 章参照）。生
徒がアルマ 40：11 をよく理解できるように，生徒用資料 の
230 ページにあるジョセフ・フィールディング・スミス大管長
とジョージ・Q・キャノン管長の言葉を読むように言うとよ
い。

アルマ 41 章　「悪事は決して幸福を生じたことが
ない」
　生徒と一緒にアルマ 41：1をざっと読み，この章で採り上
げられている教義を確認する。
　ホワイトボード（または，黒板）に「回復」と書く。
　アルマ 41：2 － 6 を生徒と一緒に読む。

• これらの節に出てくる回復という語はどういう意味だろ
うか。 

　わたしたちにとって回復されることになる様々な要素を
挙げる（「すべてのもの」〔2 節〕；体の「あらゆる部分」〔2
節〕；自分の「行い」〔3 － 4 節〕；「心の望み」〔3 節〕）。

　この話し合いに関連して，第 11 代大管長であるハロルド・
B・リー大管長（1899 －1973 年）の次の話を読むとよい。

　「次の世で人がどのような状態になるかは，その人が
この世でどのような生き方をするかによって決まります。
福音で教えられている真理の中で，これほど分かりや
すいものはありません。」（Decisions for Successful 
Living〔1973 年〕，164）

• 復活は回復の計画とどのような関連があるだろうか。

　アルマ 41：7－15 を黙読するよう生徒に言う。この世で
義を望み，行った人に回復されるものを表している語句を探
して印を付けてもらう。同様に，悪事を望み，行った人に回
復されるものを表している語句を探して印を付けてもらう。

• 自分の罪を悔い改める選択をした人にはどのような祝
福が与えられるだろうか。

• アルマはなぜ憐
あわ

れみと公正と義をもって人に接するよう
コリアントンに勧めたのだろうか。

• 悪事は幸福に結びつかないのはなぜだろうか。

　七十人のグレン・L・ペイス長老の次の話を読む（この話
は，付録の DVD B で視聴することもできる）。

　「絶対的な永遠の真理が存在しています。社会がそ
れから離れようとも，真理は変わりません。絶対的な
永遠の真理は人気投票で変わるものではありません。
善悪の判断基準は法律を作って解決することはできま
せん。『だれでもしている』という論法にだまされない
でください。そのような論理は，あなたの霊を堕落さ
せ，知性を傷つけます。

　すべての証拠がそろったところで，苦難という人生の
大学院は，……皆さんが霊の教育の幼稚園で学んだ原
則を教えてくれます。『悪事は決して幸福を生じたこと
がない。』（アルマ 41：10）」（『聖徒の道』1988 年 1 月
号，44）

　この話し合いのまとめとして，悪事は決して幸福を生じな
いが，義は必ず最終的に幸福をもたらすことをもう一度確認
するとよい。この点を強調するためにモーサヤ 2：41を読む
よう生徒に言うとよい。
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アルマ 42 章　救いはイエス・キリストの贖
しょく

罪
ざい

に
よって可能になる
　このセクションを教える準備として， 『モルモン書 DVD プ
レゼンテーション』（アイテム番号 54011 300）のプレゼン
テーション 15「仲保者」を前もって見ておくとよい。レッス
ンを充実させるために，この DVD を使うことを検討する。
　アルマ 42：1 を読むよう生徒に言う。

• コリアントンは何についての教義を理解できなかったの
だろうか。

　コリアントンが理解できなかったのは，神は罪人を惨めな
状態に置きながらなぜ公正な御方だと言えるのかということ
であった。アルマはコリアントンの誤解を解くために，アダ
ムの堕落について話し，堕落のもたらした結果について教え
た。アルマ 42 章で，アルマは幸福の計画によって，永遠の
幸福を得る機会が万人に与えられると説明している。
　第 13 代大管長であるエズラ・タフト・ベンソン大管長

（1899 －1994 年）の次の話を読む。

　「堕落に関する教義と，堕落が全人類に及ぼした結
果を理解し受け入れるまでは，キリストの必要性を正
しくまた十分に理解することはできません。」（『リアホ
ナ』2005 年 1 月号，11）

　クラスの半数の生徒にアルマ 42：2 －7，残りの生徒にア
ルマ 42：8 －14 を読むよう割り当てる。読んでいる間に，ア
ダムの堕落によって生じた結果を見つけるように言う。時間
を十分に取ってから，学んだことを発表してもらう。生徒の
答えをホワイトボード（または，黒板）に書き出すとよい。

• コリアントンの疑問を解消するために，堕落についての
この説明はどのように役立っただろうか。

• アルマ 42：4 には，天の御父が試しの時期をお与えに
なった理由の一つは何だと書いてあるだろうか。

　生徒を二人一組に分ける。各組の一人に，アルマ 42：15
－22 をよく読んで「正義の要求」の意味を見つけてもらう。
もう一人には，アルマ 42：22 －26 をよく読んで「憐

あわ

れみは

憐れみを受ける資格のあるすべての者について権利を主張
する」という言葉の意味を見つけてもらう。時間を十分に
取ってから，各組で，学んだことをお互いに教え合うように言
う。次に，以下の項目の一部または全部についてクラス全体
で話し合う。

• 神は 贖
あがな

いの計画において，なぜ正義の御方であると同
時に憐れみ深い御方にもなることがおできになるのだろ
うか。

• 憐れみを受けるためにすべての人に贖罪が必要なのは
なぜだろうか。

• 悔い改めないという選択をしたら，わたしたちはどうな
るのだろうか。

　2 ニーファイ 2：7と教義と聖約 19：16 －20 を読むよう
生徒に言う。

• これらの聖句は， アルマ 42：23 －24 で述べられてい
る正義と憐れみの関係を説明するためにどう役立つだ
ろうか。

　アルマ 42：27－31を生徒と一緒に読む。

• アルマは自分の教えがコリアントンにどのような影響を
与えることを望んでいたのだろうか。

• アルマ 42：29 －30 は，わたしたち一人一人が何を行う
よう教えているのだろうか。

　アルマ 48：18；49：30；63：2 を生徒に読むよう勧める
ことを検討する（アルマ 62：52 に記録されているように，ヒ
ラマンは死去している。したがって，アルマ 63：2 に出てく
るシブロンの兄弟とは，コリアントンのことを指すと考えられ
ることに留意する）。

• これらの聖句から，コリアントンは父の教えをどのように
受け止めたと考えられるだろうか。

　自分の生活と現在苦しんでいる罪について考えるよう生
徒に勧める。救い主は喜んで赦

ゆる

してくださり，悔い改めるな
らばより大きな平安と幸福が与えられることを証

あかし

する。
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はじめに
　時には，神から与えられた権利を守るために義人が戦わ
なければならないことがある。モルモン書の物語では，危
機的状況に陥っていた民を導いて自由を擁護するため，主は
司令官モロナイやその他の偉大な人物を立てられた。第 13
代大管長であるエズラ・タフト・ベンソン大管長（1899 －
1994 年）は「わたしたちは， モルモン書を読むことにより，
キリストの弟子たちが戦争の時代をどのように生きたかを知
ることができます」と述べた（『聖徒の道』1987 年 1 月号，
6）。
　ニーファイ人は指導者の霊感により，自分たちの宗教と
自由，家族を滅ぼそうとする勢力と正当に戦う方法を学んだ

（アルマ 46：12 参照）。司令官モロナイのように義にかなっ
た謙

けん

遜
そん

な指導者の動機と作戦を，アマリキヤのように邪悪
で権力をむさぼる人間のそれと比較することによって，生徒
は教会の指導者が義にかなった動機に基づいて導いている
ことを理解することができる。またいつでも，たとえ戦争や
その他の試練に直面したときであっても，「確固としてキリス
トを信じ」る（アルマ 48：13）ことの大切さを学ぶことがで
きる。

教義と原則
• モルモン書に記された戦争の話を研究することにより，

わたしたちは今の時代に直面する戦いに備えることがで
きる（アルマ 43 － 51 章参照）。

• 争いと不和は破壊をもたらす（アルマ 43：4 － 8；46：1
－10；50：21－35；50：1－27 参照）。

• 正義はわたしたちをサタンの力から守る（アルマ 48 章
参照）。

• 神に忠実であれば，混乱のさなかでも幸福を見いだす
（アルマ 49：25 －30 ； 50：1－23 参照）。

教えるための提案

アルマ 43 － 51 章　モルモン書に記された戦争
の話を研究することにより，わたしたちは今の時
代に直面する戦いに備えることができる
　これらの章は，戦争の時期に末日聖徒がイエス・キリスト
の弟子として生きるために助けとなる原則であふれている。
こうした実際に起きた戦争の記録から学ぶ原則は，悪に対
する霊の戦いにも当てはめることができる。
　ここで取り上げる最初の教え方の案では，日々悪の力と戦
うための指針となる原則を生徒が見いだせるように助けるこ
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とを目的としている。第 2 の教え方の案では，戦禍にさらさ
れる事態が起きたときに，指針とする原則を生徒が見いだせ
るように助けることを目的としている。

　2 ニーファイ9：10，12；アルマ 42：9；マタイ 10：28 を
読むよう生徒に言う。

• これらの聖句が述べている 2 種類の死とは何だろうか。

• 肉体の死よりも霊に受ける傷の方が深刻なのはなぜだ
ろうか。

　モルモン書に記された実際の戦争の様子を研究すること
によって，霊的な教訓を学ぶことができることを説明する。
物質的な教えの中から霊的な真理を学ぶことができること
を，例を挙げて説明する。例えば，アルマ 43：19 －20 と
50：1を読んで，司令官モロナイが行っている戦いの準備の
中から，霊的な原則を探すよう生徒に言うことができる。以
下の質問をするとよい。

• 司令官モロナイはどのような方法で自分の民を守る準備
をしただろうか。

• 霊の戦いに日ごろから備えるために，わたしたちは何が
できるだろうか。

　下記の聖句を使って，霊的な真理を探すように言う。生徒
を小グループに分ける。聖句をグループ内で平等に分担し
て，現代に当てはめることのできる原則を見つけるよう指示
する。一人の生徒が最低一つの原則を見つけて，グループ
内で発表するように言う。グループ内での発表が終わった
ら，グループとして理解したことを発表するよう求める。

アルマ 43：9；48：10 アルマ 46：11－13 ，20

アルマ 43：23 －26 アルマ 48：7－ 9

アルマ 43：48 － 50 アルマ 49：3 － 5

アルマ 44：1－ 5 アルマ 49：30

アルマ 45：20 －22 アルマ 50：1－7

　次の質問と参照聖句をホワイトボード（または，黒板）に
書き出す。

どのようなことが戦争の正当な理由となるだろうか（ア
ルマ 43：9，45 － 47；48：14 参照）。

血を流すこと，すなわち殺傷が正当とされるのはどのよ
うな 場 合だろうか（アルマ 48：23 － 24；61：10 －
11 参照）。
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アルマ 43 － 51 章

はじめに
　時には，神から与えられた権利を守るために義人が戦わ
なければならないことがある。モルモン書の物語では，危
機的状況に陥っていた民を導いて自由を擁護するため，主は
司令官モロナイやその他の偉大な人物を立てられた。第 13
代大管長であるエズラ・タフト・ベンソン大管長（1899 －
1994 年）は「わたしたちは， モルモン書を読むことにより，
キリストの弟子たちが戦争の時代をどのように生きたかを知
ることができます」と述べた（『聖徒の道』1987 年 1 月号，
6）。
　ニーファイ人は指導者の霊感により，自分たちの宗教と
自由，家族を滅ぼそうとする勢力と正当に戦う方法を学んだ

（アルマ 46：12 参照）。司令官モロナイのように義にかなっ
た謙

けん

遜
そん

な指導者の動機と作戦を，アマリキヤのように邪悪
で権力をむさぼる人間のそれと比較することによって，生徒
は教会の指導者が義にかなった動機に基づいて導いている
ことを理解することができる。またいつでも，たとえ戦争や
その他の試練に直面したときであっても，「確固としてキリス
トを信じ」る（アルマ 48：13）ことの大切さを学ぶことがで
きる。

教義と原則
• モルモン書に記された戦争の話を研究することにより，

わたしたちは今の時代に直面する戦いに備えることがで
きる（アルマ 43 － 51 章参照）。

• 争いと不和は破壊をもたらす（アルマ 43：4 － 8；46：1
－10；50：21－35；50：1－27 参照）。

• 正義はわたしたちをサタンの力から守る（アルマ 48 章
参照）。

• 神に忠実であれば，混乱のさなかでも幸福を見いだす
（アルマ 49：25 －30 ； 50：1－23 参照）。

教えるための提案

アルマ 43 － 51 章　モルモン書に記された戦争
の話を研究することにより，わたしたちは今の時
代に直面する戦いに備えることができる
　これらの章は，戦争の時期に末日聖徒がイエス・キリスト
の弟子として生きるために助けとなる原則であふれている。
こうした実際に起きた戦争の記録から学ぶ原則は，悪に対
する霊の戦いにも当てはめることができる。
　ここで取り上げる最初の教え方の案では，日々悪の力と戦
うための指針となる原則を生徒が見いだせるように助けるこ

第 33 章
アルマ43－51章

　質問に続く聖句を黙読してから質問の答えを発表するよう
生徒に言う。
　義人には，家族やその他の人々を守らなければならない
時があると，末日の預言者が述べていることを指摘するとよ
い。第 15 代大管長であるゴードン・B・ヒンクレー大管長

（1910 －2008 年）は総大会で，アルマ43：45 － 47と46：12
－13 を引用したうえで，次のように述べている。

　「ほかの文書からも，国家が家族と自由のために独
裁政治や脅威，抑圧に対して戦うことが正当とされる，
あるいはむしろそうする義務が生じる時や状況がある
ことは明らかです。」（『リアホナ』2003 年 5 月号，80）

　ヒンクレー大管長は，教会員にも戦わなければならない
時があるとはっきりと述べている。ただし，戦争を始める前
に，あらゆる手段を尽くして戦争を回避する努力をしなけれ
ばならない。この点を生徒に理解してもらうために，生徒用
資料の 236 ページにある大管長会の声明を読む。

アルマ43：4 － 8；46：1－10；50：21－ 35；
51：1－27　争いと不和は破壊をもたらす
　聖文には争いに対する警告が数多く記されていることを
説明する。

• 争いに対してなぜ繰り返し警告する必要があるのだろう
か。

　モルモン書のこれらの章には，争いに対する警告だけで
なく，不和の持つ危険性についても記されている。これらの
章に見られる不和は，民が真理と教会に反抗して背教した
例である。

• 不和と争いの間にはどのような類似点があるだろうか。

　争いと不和は破壊をもたらすことを示すために，生徒を 4
つのグループに分け，各グループに以下の聖句を割り当て
て読んでもらう。（1）アルマ 43：4 － 8 ，（2）アルマ 46：1
－10，（3）アルマ 50：21－35，（4）アルマ 51：5，9，12 ，
19，22 －23 ，26 －27 。聖句の中から争いの原因と結果を
見つけるように言う。数分後，各グループの意見をまとめて
代表者に発表してもらう。答えをホワイトボード（または，黒
板）に書き出すとよい。以下のような答えが考えられる。
　一人の生徒に 3 ニーファイ 11：29 を読んでもらう。

• 争いは家族や社会，国家をどのように弱体化させるだろ
うか。

• 争いや不和を解消するにはどのような方法があるだろう
か。

　不和の一つの例がアルマ 47 章に見られる。一人の生徒
にアルマ 47 章の前書きを，ほかの生徒にアルマ 47：36 を
読んでもらう。

• この章の前書きには，権力を得るためにアマリキヤはど
のようなことをいとわなかったと書いてあるだろうか。

• 真理から離れた者が真理を聞いたことのない者よりも
「いっそうかたくなになる」ことが多いのはなぜだろうか
（アルマ 24：30 も参照）。

　生徒用資料の 241 ページにあるニール・A・マックスウェ
ル長老の話を読む。

• マックスウェル長老は不和の持つ危険性についてどのよ
うなことを述べているだろうか。

聖文 争いの原因 争いの結果

アルマ 43：4 － 8 ゼラヘムナ，ゾーラム人とアマ
レカイ人

1. レーマン人とニーファイ人の間に戦争が絶えなかった。
2. レーマン人とレーマン人に加わった人々の中で憎しみと怒りが

高まった。

アルマ 46：1－10 アマリキヤとその支持者 1. ニーファイ人と教会から多くの人々が離反した。
2. アマリキヤは権力を握り，主を忘れて悪を行うよう多くの人々

をそそのかした。

アルマ 50：21－ 35 モリアントンとその民 1. モリアントンははしためを虐待した。
2. 戦争によって多くの人が死んだ。

アルマ 51：5，9，
12，19，22 － 23，
26 － 27

王政党の者たちとアマリキヤ 1. 4,000 人の離反者と無数のニーファイ人の兵が殺され，殺さ
れなかった離反者たちは牢

ろう

に入れられた。
2. アマリキヤはニーファイ人の都市を占領した。
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第 33 章

アルマ 48 章　正義はわたしたちをサタンの力か
ら守る
　生徒に英雄の名前を挙げてもらう。

• これらの人々は英雄にふさわしいどのような資質や能
力を持っているだろうか（この話し合いを展開するに当
たって，イエス・キリストに従う者として司令官モロナイ
が持っていた人格と資質を強調することが，この教え方
の案の目的であることを忘れてはならない。司令官モロ
ナイを中心とした話し合いを展開する）。

　モロナイは若くしてニーファイ人の全軍隊の長官に任命さ
れ，ニーファイの民を強大な敵から守ったことを説明する（ア
ルマ 43：16 －17 参照）。次の言葉をホワイトボード（また
は，黒板）に書く。
　「すべての人がモロナイのようであったとしたら……」 
　アルマ 48：11－13 ，17－18 を読んで，司令官モロナイ
が備えていた，英雄にふさわしい特質を見つけるよう生徒に
言う。生徒の答えをホワイトボード（または，黒板）に書き出
す。
　一人の生徒にアルマ 48：14 －16 を読んでもらう。

• キリストを信じるモロナイの信仰は，彼の人格にどのよう
な影響を与えていただろうか。モロナイの信仰は，自分
の民を守るために力を尽くしたことにどのような影響を
与えただろうか。

• すべての人がモロナイのようであれば「悪魔は決して人
の子らの心を支配する力を持たないであろう」とモルモ
ンは述べた（アルマ 48：17）。この言葉のとおりである
のはなぜだろうか。

• アルマ 48：19 －20 によれば，ヒラマンと彼の同僚たち
はどのような点でモロナイに似ていただろうか。

　生徒もサタンの力から守られるような生き方ができ，愛す
る人たちも同様に守られるよう助けることができる。そのこ
とを生徒にはっきりと理解させる。

　生徒用資料の 239 －240 ページにある表を使って話し合
いを展開する。この表は，モロナイとアマリキヤの違いを比
較したものである。表に挙げられている聖句を生徒が読ん
で，自分の生活で実践できる原則を見つけてもらう。それら
の原則を実践していると，サタンの力からどのように守られ
るかについて話し合う。

アルマ 49：25 － 30；50：1－ 23　神に忠実
であれば，混乱のさなかでも幸福を見いだす
　一人の生徒にアルマ 50：21－23 を読んでもらう。人生
でいちばん幸せだった時のことを生徒に考えてもらう。

• 何が幸せの基準となるのだろうか。

• ニーファイ人が戦争の脅威にさらされながらも幸福だっ
たのはなぜだろうか（この質問について話し合う際に， 
アルマ 49：25 －30；50：1－23 を調べるよう生徒に勧
めるとよい）。

• 大きな苦難を受けながらも，喜びに満たされて生活して
いた民の例は，ほかにも聖典に記されている。どのよう
な例を挙げることができるだろうか（2 コリント7：1－
7；モーサヤ 24：10 －15；教義と聖約 127：2 参照）。

• 主は忠実な者に対して，試練を受けていてもやがて幸
せになることを約束しておられるが，それにはどのよう
な例があるだろうか（生徒がこの質問について話し合う
際，ヨハネ 16：33；ローマ 8：18；へブル 12：11；教義
と聖約 58：3 － 4；121：33；122：1－2 ，7－ 9 を読む
よう勧めるとよい）。

　試練の時にあっても幸福を感じることができるということ
について，自分の経験や感じていることを発表する機会を生
徒に与える。あなたの証

あかし

によってレッスンを締めくくるとよ
い。

はじめに
　ともすると教師はほかの章の教えや出来事を教えることの
方が重要だと考えて，アルマ書に出てくる戦争の章を急いで
通り過ぎてしまいたい気持ちに駆られる。しかし，これらの
章には生徒にとって大きな価値を持つ可能性のある奥の深
い教えが含まれている。生徒は悪の力から様々な攻撃を受
けている。これらの章を研究することによって，司令官モロ
ナイやパホーラン，ヒラマンと若い兵士たちなどの偉大な模
範から，生徒は自分の安全を図るための教訓を学ぶことが
できる。争いの代価と義にかなった一致の力について生徒
は学ぶ。聖約を守ることによってもたらされる結果やどのよ
うな状況にあっても忠実であることによって受ける祝福につ
いて理解することであろう。また，福音を中心にした家庭の
祝福を理解するであろうし，困難や試練を受けるときに，主
は御自分が選ばれた僕

しもべ

たちの近くにいてくださることを，よ
り深く理解することであろう。

教義と原則
• 聖約を守ることにより，神の祝福と守りを受ける（アル

マ 53：10 －18 参照）。

• 主の弟子はどのようなことを託されても，それを忠実に
果たす（アルマ 53：16 －23；57：19 －27 参照）。

• 神は義人に対して信仰，希望，平安，救いの保証をお与
えになる（アルマ 58：1－12 参照）。

• 主はわたしたちに自由を擁護することを望んでおられる
（アルマ 60 － 61 章参照）。

教えるための提案

アルマ 53：4 － 5 　わたしたちはサタンの誘惑
から自分を守らなければならない
　一人の生徒にアルマ 53：4 － 5 を読んでもらう。古代の
都市を囲む城壁の絵を見せる（例えば，『福音の視覚資料
集』52 の城壁に囲まれたエルサレムの絵，『福音の視覚資
料集』81 のゼラヘムラの街を囲む城壁の上に立つレーマン
人サムエルの絵を参照する）。古代の人々はよく，城壁を築
いて都市を囲んだことを説明する。

• 古代において，城壁で囲まれた都市には，争いが起きた
ときにどのような利点があっただろうか。

• 自分の周囲に防御壁を築くように自分の生活を守るた
め，どのようなことができるだろうか。

第 34 章
アルマ 52－ 63 章
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アルマ 52 － 63 章

はじめに
　ともすると教師はほかの章の教えや出来事を教えることの
方が重要だと考えて，アルマ書に出てくる戦争の章を急いで
通り過ぎてしまいたい気持ちに駆られる。しかし，これらの
章には生徒にとって大きな価値を持つ可能性のある奥の深
い教えが含まれている。生徒は悪の力から様々な攻撃を受
けている。これらの章を研究することによって，司令官モロ
ナイやパホーラン，ヒラマンと若い兵士たちなどの偉大な模
範から，生徒は自分の安全を図るための教訓を学ぶことが
できる。争いの代価と義にかなった一致の力について生徒
は学ぶ。聖約を守ることによってもたらされる結果やどのよ
うな状況にあっても忠実であることによって受ける祝福につ
いて理解することであろう。また，福音を中心にした家庭の
祝福を理解するであろうし，困難や試練を受けるときに，主
は御自分が選ばれた僕

しもべ

たちの近くにいてくださることを，よ
り深く理解することであろう。

教義と原則
• 聖約を守ることにより，神の祝福と守りを受ける（アル

マ 53：10 －18 参照）。

• 主の弟子はどのようなことを託されても，それを忠実に
果たす（アルマ 53：16 －23；57：19 －27 参照）。

• 神は義人に対して信仰，希望，平安，救いの保証をお与
えになる（アルマ 58：1－12 参照）。

• 主はわたしたちに自由を擁護することを望んでおられる
（アルマ 60 － 61 章参照）。

教えるための提案

アルマ 53：4 － 5 　わたしたちはサタンの誘惑
から自分を守らなければならない
　一人の生徒にアルマ 53：4 － 5 を読んでもらう。古代の
都市を囲む城壁の絵を見せる（例えば，『福音の視覚資料
集』52 の城壁に囲まれたエルサレムの絵，『福音の視覚資
料集』81 のゼラヘムラの街を囲む城壁の上に立つレーマン
人サムエルの絵を参照する）。古代の人々はよく，城壁を築
いて都市を囲んだことを説明する。

• 古代において，城壁で囲まれた都市には，争いが起きた
ときにどのような利点があっただろうか。

• 自分の周囲に防御壁を築くように自分の生活を守るた
め，どのようなことができるだろうか。

第 34 章
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　この質問について話し合うに当たって，アルマ 37：6 －
7 を参照させるとよい。わたしたちを守る「大いなるこ
と」を成し遂げることのできる「小さな，簡単なこと」を挙げ
てもらう。個人の祈り，聖文研究，教会の集会への出席，断
食などの答えが考えられる。祈りをささげる度，聖文を 1 節
1 節読む度，断食を行う度，また奉仕を行う度に，わたした
ちの防護壁は強く，大きくなっていくことを指摘する。サタン
はあらゆる義の敵であり，わたしたちの防護壁を崩そうと躍
起になっている。個人のとりではしっかりと築かれていて常
に強化されていなければならない。 2 ，3 人のグループに分
かれて次の質問について話し合うよう生徒に言う。

• 悪に対してわたしたち自身の防御を固めるためにどのよ
うなことができるだろうか。

　大管長会のヘンリー・B・アイリング管長が与えた次の警
告についてよく考えるように言う。

　「わたしたちを取り巻く力は強さを増しているため，
かつて霊的に十分強かったからといって安心するこ
とはできません。それに，かつて到達できると思った
霊的な強さがどのようなレベルであったかにかかわり
なく，わたしたちはそれを超える成長を遂げることが
できます。わたしたちが危険を過小評価していると，
それに応じて，霊的な強さとそれを身に付ける機会は
いっそう必要になってきます。」（“Always” 〔Church 
Educational System fireside for young adults〕
1999 年 1 月 3 日，3 ， ldsces.org）

アルマ 53：10 －18 　聖約を守ることにより，
神の祝福と守りを受ける
　ホワイトボード（または，黒板）に「聖約を守ることによ
り，神の祝福と守りを受ける」と書く。これまでに交わした
聖約とこれから交わすことになる聖約を生徒に挙げてもら
う。答えをホワイトボード（または，黒板）に書き出す。

• わたしたちが聖約を守るとき，神はどのような祝福をく
ださるだろうか。

　アルマ 53：10 －18 を黙読して誓いおよびそれに似た言
葉に印を付けるよう生徒に言う。この物語の中で，親たちが
立てた誓いと息子たちが立てた誓いを説明するよう求める。

• 親たちが立てた誓いは，なぜ民に祝福をもたらしたのだ
ろうか。

• 親たちが立てた誓いが心配の種になったのはなぜだろ
うか。
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• 息子たちが誓いを立てたことによって，この心配はどう
なっただろうか。

• 不利になると分かっていても，なお戒めを守ることが大
切なのはなぜだろうか（アルマ 53：14 －15 を検討す
る。教義と聖約 82：10 も参照する）。

　常に聖約を守る必要があることについて生徒が話してい
るときに，生徒用資料の 244 ページにある M・ラッセル・
バラード長老の話を参照するように言うとよい。この話は，
付録の DVD A で視聴することもできる。

アルマ 53：16 － 23；57：19 － 27　主の弟
子はどのようなことを託されても，それを忠実に
果たす
　アルマ 53：20 に記されている，アンモン人の息子たちは

「託されたことは何であろうと，いつでも誠実に果たす者た
ちであった」というモロナイの言葉に注目してもらう。難しそ
うなことを任されたときのことを考えるよう生徒に言う。自
分がその信頼に足ることを示すために何をしたかを考えて
もらう。
　クラスの生徒を二つのグループに分ける。最初のグルー
プにアルマ 53：20 －21，もう一つのグループにアルマ 57：
19 －21，26 を読んでもらう。この若者たちの特質を探し，
それらを発表するように言う。生徒の答えをホワイトボード

（または，黒板）に書き出すとよい。大切な事項をノートや
聖典に書き込むよう勧める。

• これらの特質は信頼に足る人物になるためにどう役立
つだろうか。

アルマ 56：31－ 57　母親は子供を善に導く大
きな影響を与えることができる
　アルマ 56：31－ 48 を生徒と一緒に読む。生徒に順に
音読してもらうことを検討する。アンモン人の母親が息子に
与えた影響力を強調するために，生徒用資料の 245 －246
ページにあるジュリー・B・ベック姉妹の話を一人の生徒に
読んでもらう。この話は，付録の DVD B で視聴することも
できる。

• この兵士たちが母親の教えをこれほどまでに信じてい
たのはなぜだろうか。

• あなたは，自分と神がどのような存在かを知っている母
親が与える影響力を，どのようなときに見たり感じたりし
ただろうか。

　この質問について話し合うに当たって，十二使徒定員会の
ニール・A・マックスウェル長老（1926 －2004 年）の次の
言葉を読むとよい。

　「女性は，……現在の世の中から忘れ去られてしま
うことを気にかけることなく，ぐずる子供をなだめる。
しっかりと抱き締めている子供こそが未来だということ
を知っているからである。

　人類の真の歴史がすべて明らかにされるとしたら，
そこで人の目を引くのはこだまする銃声だろうか。そ
れとも，子 供を育てる子 守 唄だろうか。」（Woman 

〔1979 年〕，96）

• 母親が子供に対してそのように大きな影響を与えるのは
なぜだろうか。

　アルマ 56：47 に再び注意を向けるように言う。ヒラマン
の若い兵士たちが父親のことも敬愛していたことに気づいて
もらう。
　子供の教育には母親と父親の協力を必要とすることを強
調するために，「家族 ―世界への宣言」から抜粋した次
の言葉を読む。

　「両親には，愛と義をもって子供たちを育て，物質的
にも霊的にも必要なものを与え，また互いに愛し合い
仕え合い，神の戒めを守り，どこにいても法律を守る市
民となるように教えるという神聖な義務があります。夫
と妻，すなわち父親と母親は，これらの責務の遂行に
ついて，将来神の御

み

前
まえ

で報告することになります。……

　神の計画により，父親は愛と義をもって自分の家族
を管理しなければなりません。また，生活必需品を提
供し，家族を守るという責任を負っています。また母親
には，子供を養い育てるという主要な責任があります。
これらの神聖な責任において，父親と母親は対等の
パートナーとして互いに助け合うという義務を負ってい
ます。」（『リアホナ』2004 年 10 月号，49）

　この原則についてあなたの証
あかし

を述べる。

アルマ 58：1－12　神は義人に対して信仰，希
望，平安，救いの保証をお与えになる
　アルマ 58：2 と 56：21を読んで，自らの安全を図るため
にヒラマンの軍隊は何をしたかを見つけるよう生徒に言う。

• とりでとは何だろうか。 
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アルマ 52 － 63 章

• 今
こんにち

日わたしたちに与えられた安全な場所である主のとり
でとは，どのような所を指すのだろうか。

• サタンの現在のとりでにはどのような所があるだろうか。

　第 8 代大管長であるジョージ・アルバート・スミス大管長
（1870 －1951 年）の次の話を読む。

　「主の領域とルシフェルの領域を隔てるはっきりとし
た境界線があります。境界線の主の領域で生活してい
るかぎり，ルシフェルがやって来て影響を及ぼすことは
できません。しかし，境界線を越えれば，わたしたち
はルシフェルの支配下に入ります。主の戒めを守って
いれば境界線の主の領域にいて安全ですが，主の教
えに従わないならば，自ら誘惑の領域に踏み込んで，
そこに絶えず存在する滅びを招くことになるのです。」

（Improvement Era， 1935 年 5 月号，278）

• 境界線を越えてサタンの領域に入ることは，なぜ危険な
のだろうか。なぜ，主の領域にいるときよりもわたした
ちは弱くなるのだろうか。

　アルマ 58：3 － 9 を読んで，ヒラマンの軍隊が直面した
問題を説明するよう生徒に言う。

• もしあなたがこのような状況に陥ったとしたら，どうする
だろうか。

　アルマ 58：10 －13 を読む。

• ヒラマンとその若い兵士たちは，問題を打破するためど
のような決断を下しただろうか。

• 主は彼らの祈りにどのようにこたえてくださっただろう
か。

• 人生で試練に立ち向かうときに，この模範に従うとどの
ような祝福があるだろうか。

　七十人のジーン・R・クック長老は，この状況について次の
ように記している。

　「ニーファイ人は奇跡を待ち望むこともできた。旧
約聖書に 1，2 度見られるように，天使が降りて来て，
救ってくれるのを期待してもよかった。しかし，彼らは
何を受けたのだろうか。主は彼らに確信，平安，信仰，
そして希望 をお与えになった。主は敵を直ちに滅ぼす
のではなく，その状況から彼らが自らを救うために必
要とした賜

たま

物
もの

を与えられたのだった。

　言い換えれば，主はニーファイ人に，望んだことを実
行する意志と力をお与えになった。まず，強い意志を持
ち，次にそれを実行することであった。祈りがこたえら
れると，ニーファイ人は自分たちの自由を守るために出
陣した。

　主が心に希望と信仰と平安と確信を吹き込まれると
き，人は偉大なことを成し遂げることができる。した
がって多くの場合，これこそが，助けを求めるときに待
ち望むべきものである。自分の代わりに問題を解決し
てくださるという奇跡ではなく，人の内面に起きる奇
跡，主の助けと主の力によって自分で解決できるように
なるという奇跡こそ，人が待ち望むべきものである。」

（Receiving Answers to Our Prayers〔1996 年〕，
156 －157）

　この言葉を読んで，祈りのこたえとしてどのようなものを待
ち望もうと思うようになっただろうか。

アルマ 60：23 － 24　器の内側を清めなければ
ならない
　外側はきれいであっても，内側が汚れているコップを一人
の生徒に手渡す。

• コップの外側をきれいにするだけではなぜ不十分なの
だろうか。

　アルマ 60：23 －24 を読むよう生徒に言う。マタイ 23：
25 －26 も読んでもらうとよい。

• この節で「器の内側」とは何を意味しているのだろう
か。

• わたしたち個人の生活において，「器の内側」という語
はどのようなことを指すのだろうか。

• なぜ器の内側を清める必要があるのだろうか。器の内
側を清めるためにどのようなことができるだろうか。

　生徒用資料 の 247－248 ページにあるエズラ・タフト・
ベンソン大管長の勧告を読む。次に，生徒に以下の質問に
ついて考えてもらう。答えを声に出して言わなくてもよい。

• ベンソン大管長の勧告はどのよう方法で実践すること
ができるだろうか。
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アルマ 60 － 61 章　主はわたしたちに自由を擁
護することを望んでおられる
　どの国にも，祖国を愛し，同

はら

胞
から

の自由を守る愛国心の強い
男女がいることを説明する。彼らはその人格と能力ゆえに愛
国者としてたたえられている。生徒を二人一組に分ける。一
人の生徒に 60 章のモロナイの言葉を，もう一人の生徒には
61 章のパホーランの言葉をそれぞれ読んでもらう。モロナイ
とパホーランの性格の中で，国民の自由を守るうえで重要な
役割を果たしたと思われるものを見つけてもらう。見つけた
ことをお互いに教え合う。次のような性格が見つかるであろ
う。

司令官モロナイ
（アルマ 60 章）

パホーラン
（アルマ 61 章）

率直にものを言う（2 節） ほかの人の苦しみを知っ
て悲しむ（2 節）

ほかの人の幸いを深く望
む（10 節）

自由を守りたいと望んで
いる（6 節）

過去に受けた祝福を覚え
ている（20 節）

非難されても不愉快な気
持ちにならない（9 節）

• 司令官モロナイとパホーランの人格の中で，あなたが最
も強い印象を受けたのはどのようなことだろうか。

• この二つの章から，愛国心のある人の特徴としてどのよ
うなことが分かるだろうか。

• これらの原則を生活の中に取り入れるには，どうすれば
よいだろうか。

• これらの原則を実践している人々を見たことがあるだろ

うか。彼らはこれらの原則をどのように実践しているだ
ろうか。

アルマ 62：39 － 51　逆境によって神の前にへ
りくだる人もいれば，かたくなになる人もいる
　アルマ 62：39 － 41を読むよう生徒に言う。

• 41 節のかたくなとはどのような意味だろうか。また， 柔
和とはどのような意味だろうか。 

• ニーファイ人の中に，戦争のためにかたくなになった人も
いれば柔和になった人もいたのはなぜだろうか。

• 40 節のモロナイの言葉によれば，ニーファイ人はなぜ救
われたのだろうか（アルマ 10：22 －23 も参照）。

　ローマ 8：28 ，35 －39 を読む。苦しんでいるときに主に
助けを求めた経験を生徒に話してもらう。
　アルマ 62：42 － 51を読んで，国と国民を戦争の傷跡か
ら回復させるために，教会はどのような助けを与えることが
できるかについて話し合う。主は戦争によって受けたどのよ
うな傷も癒

いや

すことがおできになることを証
あかし

する。国を戦争の
傷跡から回復させることがおできになる主は，わたしたちが
逆境にあるときに一人一人を癒すことがおできになることを
証するとよい。
　モルモン書から，戦争を扱った章について話し合ったこと
を考えてみるよう生徒に言う（アルマ 43 － 62 章）。これら
の章の研究において，生徒と話し合った原則を幾つか復習
する。

• モルモンは戦争についてなぜこれほど多くのことを記録
したのだろうか。

　戦争に関する章についてあなたの考えを述べてレッスンを
締めくくる。また，証を述べる。

はじめに
　わたしたちは悪が勢いを増す一方の時代に生きている。
救い主の再臨が近づくにつれ，悪の力も強くなる。救い主の
最初の訪れの前にアメリカ大陸で起きた出来事を調べるこ
とによって，生徒は善と悪の違いがよく理解できるようにな
る。試練のときに信仰を固く守る人には平安と繁栄が与えら
れることを理解し，それを望むよう生徒を導く。

教義と原則
• 争いは破滅の原因となる（ヒラマン 1：1－ 9，14 －24

参照）。

• 秘密結社は社会の崩壊を招く（ヒラマン 1：11－12；2
章参照）。

• 謙
けんそん

遜で義にかなった人々は聖
きよ

められて主から力を授か
るが，高慢で罪深い人々は自分の力に頼るしかない状態
に置かれる（ヒラマン 3：27－37 ； 4 章参照）。

教えるための提案

ヒラマン 1：1－ 9，14 － 24 　争いは破 滅の
原因となる
　ヒラマン 1：1を生徒と一緒に読む。次に 2 － 4 節に目を
通して，1 節の「重大な問題 ｣ は何かを見つけるよう生徒に
言う（新しいさばきつかさを決めることが重大な問題だった
と答えるであろう。次に，2 － 4 節に繰り返し出てくる語を
見つけるように言う。それは，新しいさばきつかさを決める
ことが重大な問題となった原因を表していることを生徒に伝
える。その語とは，争いまたは争うである）。
　生徒用資料の 250 ページにあるジョセフ・B・ワースリン
長老の話を一人の生徒に読んでもらう。

• 争いはサタンが使う手段であることを心に留めておく
と，どのような利点があるだろうか。

　生徒用資料の 250 ページにあるジェームズ・E・ファウス
ト管長の話を一人の生徒に読んでもらう。

• ファウスト管長は，争う人はどうなると言っているだろう
か。

　ヒラマン 1：5 －7 を読むよう生徒に言う。

• だれが大さばきつかさになるかを決める争いを，民はど
のようにして解決しようとしただろうか。

• 投票によって争いが収まらなかったのはなぜだろうか。

第 35 章
ヒラマン1－4 章
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ヒラマン 1－ 4 章

はじめに
　わたしたちは悪が勢いを増す一方の時代に生きている。
救い主の再臨が近づくにつれ，悪の力も強くなる。救い主の
最初の訪れの前にアメリカ大陸で起きた出来事を調べるこ
とによって，生徒は善と悪の違いがよく理解できるようにな
る。試練のときに信仰を固く守る人には平安と繁栄が与えら
れることを理解し，それを望むよう生徒を導く。

教義と原則
• 争いは破滅の原因となる（ヒラマン 1：1－ 9，14 －24

参照）。

• 秘密結社は社会の崩壊を招く（ヒラマン 1：11－12；2
章参照）。

• 謙
けんそん

遜で義にかなった人々は聖
きよ

められて主から力を授か
るが，高慢で罪深い人々は自分の力に頼るしかない状態
に置かれる（ヒラマン 3：27－37 ； 4 章参照）。

教えるための提案

ヒラマン 1：1－ 9，14 － 24 　争いは破 滅の
原因となる
　ヒラマン 1：1を生徒と一緒に読む。次に 2 － 4 節に目を
通して，1 節の「重大な問題 ｣ は何かを見つけるよう生徒に
言う（新しいさばきつかさを決めることが重大な問題だった
と答えるであろう。次に，2 － 4 節に繰り返し出てくる語を
見つけるように言う。それは，新しいさばきつかさを決める
ことが重大な問題となった原因を表していることを生徒に伝
える。その語とは，争いまたは争うである）。
　生徒用資料の 250 ページにあるジョセフ・B・ワースリン
長老の話を一人の生徒に読んでもらう。

• 争いはサタンが使う手段であることを心に留めておく
と，どのような利点があるだろうか。

　生徒用資料の 250 ページにあるジェームズ・E・ファウス
ト管長の話を一人の生徒に読んでもらう。

• ファウスト管長は，争う人はどうなると言っているだろう
か。

　ヒラマン 1：5 －7 を読むよう生徒に言う。

• だれが大さばきつかさになるかを決める争いを，民はど
のようにして解決しようとしただろうか。

• 投票によって争いが収まらなかったのはなぜだろうか。

第 35 章
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　ニーファイ人が内部抗争で苦しんでいる間に，外部から新
たな脅威が迫りつつあった。14 －15 節を生徒に読んで聞
かせる。18 －22 節をざっと読んでレーマン人の攻撃の結果
を調べるよう生徒に言う。

• この攻撃で失われたのはどの都市だろうか。

• ニーファイ人が攻撃を受けやすかったのはなぜだろう
か。

　これらの節で教えられている原則を生徒が実行できるよ
う助けるため，争いによって壊れやすい生活の分野につい
て生徒の意見を求める。生徒の答えをホワイトボード（また
は，黒板）に書き出す。友情，家族，結婚生活，雇用などの
答えが考えられる。
　生徒の答えから一つか二つを選ぶ。争いを避ける（また
は正す）方法について意見を求める。例えば，どのような活
動をすれば家族が結束して，争いを避けることができるよう
になるだろうか。また，争いの渦中にある家族は，争いを減
らし，解決するために何をすればよいだろうか。

ヒラマン 1：11－12；2 章　秘密結社は社会の
崩壊を招く
　一人の生徒に，前に出て来て，木切れを持ってもらう。こ
の木切れは一人の人を表していることを説明する。木切れを
折るように言い，簡単に折れることを示す。次に木切れの束
を持たせて，それを折るように言う。この束は，一致結束し
た人々の集団を表していることを説明する。木切れを全部
束ねた場合には，その中の 1 本を折ることですらどれほど難
しくなるかを示す。

• 木切れを使ったこの「実物を用いたレッスン」から何を
学ぶことができるだろうか。

• 数の力は正しい目的のためにどのような方法で活用する
ことができるだろうか。

• 同様に，数の力は悪い目的のためにどう利用される可能
性があるだろうか。

　サタンは秘密結社を作って，ニーファイ人の間に悪を広め
るために数の力を利用したことを指摘する。一人の生徒にヒ
ラマン 1：11－12 を読んでもらう。ここでは，ガデアントン
強盗団ができるきっかけとなったキシクメンの行動が説明さ
れている
　ヒラマン 2 章の前書きを読むよう生徒に言う。ヒラマン
2：4 － 5，8 を読んで，ガデアントンは民を支配する権力を
手にするために，何をしようとしたと書いてあるかを生徒に
発表してもらう。
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第 35 章

　社会は個人によって構成されることを指摘する。多くの人
が悪の力に屈すれば，社会は崩壊する。
　社会の崩壊を招くような現代の団体や勢力の例としてどの
ようなものがあるかを尋ねる（例として，生徒用資料の 250
ページにある M・ラッセル・バラード長老の話を参照するよ
う生徒に勧めてもよい。この話は付録の DVD A で視聴す
ることもできる）。
　秘密結社の陰には常にサタンがいることを生徒が理解で
きるよう導く。サタンは人を欺くことにかけては幾多の経験
を積んでいる。しかし，わたしたちがサタンの欺きのえじき
にならないよう，主の御

み

霊
たま

が助けてくださることを生徒に伝
える。教義と聖約 10：5 を読むように言うとよい。祈り
はサタンに立ち向かう力をもたらすことがこの聖句から分か
る。
　また，当時の政府を転覆させようとしたガデアントンの策
略が，ヒラマンの僕

しもべ

の機転によって失敗に終わったことに注
目させるとよい（ヒラマン 2：6 －10 参照）。たとえ周囲で
悪が勢いを増そうとも，わたしたちは義にしっかりと立って
悪に対抗することができる。

ヒラマン 3：20　わたしたちは常に正しいことを
行うよう努めるべきである
　一人の生徒にヒラマン 3：20 を読んでもらう。

• ヒラマンが常に正しいことを行ったことは， ヒラマン 3：
20 の中のどの言葉から分かるか（引き続き ）。

• あなたは生活の中で絶えず戒めを守るよう努力したと
き，結果としてどのようなことが起こっただろうか。

• 生徒の意見を聞いてから，「絶えず主の戒めを守る」と
いうテーマで話すと仮定して，その話の骨組みを作って
もらう。

　わたしたちはヒラマンのように「引き続き神の目から見て
正しいことを行」うよう努めなければならないことを生徒に
伝える（ヒラマン 3：20）。「正しかれ」（『賛美歌』151 番）
をクラスで歌うことを検討する。歌の上手な人が前半部分を
歌い，コーラスの部分を全員で歌うようにしてもよい。

ヒラマン 3：20 － 30 　わたしたちは主の戒め
を守るとき，主の業にあって栄える
　普通，人々は栄えるという言葉の意味をどうとらえている
と思うかを生徒に尋ねる。
　生徒を二人一組に分けてヒラマン 3：20 －30 に見られる
繁栄（発展）という概念について調べてもらう。この聖句
を調べて話し合う際，ニーファイ人が繁栄している様子を述

べている語句に印を付けるように言う。また，以下の質問の
答えを見つけてもらう。

• ここで言う発展は，世の人々が考える発展とどのような
点で異なるだろうか。

• 29 －30 節に書かれている原則は，繁栄とどのような関
係があるだろうか。

　二人一組による話し合いのまとめとして，理解したことを
何人かの有志に発表してもらう。

ヒラマン 3：27 － 37；4 章　謙
けん

遜
そん

で義にかなっ
た人々は聖

きよ

められて主から力を授かるが，高慢で
罪深い人々は自分の力に頼るしかない状態に置か
れる
　汚れた布を見せ，この布はこの世的な人を表していると言
う。次に清潔で白い布（ハンカチなど）を見せる。

• 人がこの清潔な布のようになるためには，どのようなこと
をすればよいだろうか（生徒の答えをホワイトボード〔ま
たは，黒板〕に書き出す）。

　一人の生徒にヒラマン 3：35 を読んでもらう。

• 心を神に従わせるとはどういう意味だろうか。

　生徒用資料の 253 ページにある聖めの定義（『聖句ガイ
ド』からの引用）を，一人の生徒に読んでもらう。

• 聖めは出来事だろうか。それとも一つの過程だろうか。
また，それはなぜだろうか。

　ヒラマン 3：27－30 を生徒に読んでもらう。 1 節を読む
ごとに，聖めに関係する原則を尋ねる。また，大切だと考え
るほかの語句についての発言も認める。
　心を神に従わせるときに受ける聖めについての話し合いの
まとめとして，数分間を割き，ここで学んだ原則を生活の中
でどのように実行できるかを生徒に書き留めてもらうとよい。

　ヒラマン 3：29 －30 を黙読して，神の言葉によってできる
ことを見つけ，それらのすべてに印を付けるよう生徒に言う。
次に，以下の質問をする。

• 神の言葉は「生きていて力があ〔る〕」とはどういう意味
だろうか。

• なぜ御
み

言
こと

葉
ば

には「悪魔の悪知恵とわなと策略をことごと
く断つ」力があるのだろうか。

• 御言葉は最終的に人をどこへ導くのだろうか。
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ヒラマン 1－ 4 章

　サタンの策略と戦うときに聖文が役立つことを強調するた
めに，第 13 代大管長であるエズラ・タフト・ベンソン大管長

（1899 －1994 年）の次の話を読む。

　「義にかなった成功，まやかしを避け誘惑に打ち勝
つ力，日々の生活における導き，心の癒

いや

し ―これら
は主の言葉を守る者に与えられた約束のほんの一部に
しかすぎません。主は約束を果たされないことがある
でしょうか。もしわたしたちが主の言葉を守るときにこ
れらのものが与えられると主が言われるならば，確か
にその祝福はわたしたちのものとなるはずです。けれ
ども，もし守らなければ，祝福は失われてしまいます。
どんなに一生懸命にほかのことを行っても，聖典の中
にしか見いだせない祝福があります。主の御言葉を守
り，それをしっかりとつかんで離さなければ，暗黒の霧
の中を進み，生命の木に到達することができるでしょ
う。」（「み言葉の力」『 聖徒の道』1986 年 7 月号，82）

　ヒラマン 3：33 －34，36 をよく読んで，高慢な気持は次
第に大きくなっていくことを示す語句を見つけるよう生徒に
言う（例えば， 33 節には高慢が「人々の心の中に入り込ん
できた」，34 節には「高慢になり」， 36 節には「民の心の中
には大変にひどい高慢が入り込んでいた」という説明があ
る）。

• 高慢な気持ちは普通，最初は小さく，次第に大きくなっ
ていく。これはなぜだろうか。

• 高慢な気持ちは，大きくなってしまうと捨てることが難し
くなるのはなぜだろうか。

• 同様に，日々の祈りと聖文研究にかける熱意を強めるに
はどうすればよいだろうか。

　ヒラマン 4：12 －13 から，高慢のもたらす結果の例を幾
つか挙げるよう生徒に言う。これらの節に書かれているよ
うに自分の力を誇り，「自分の力しか頼れない状態に置かれ
た」民と，ヒラマン 3：35 の「ますます謙遜に」なった民と
を比較するように言うとよい。高慢な気持ちは，最初は小さ
くても次第に大きくなって深刻な結果を招くことがある。こ
のことを生徒が理解できるよう導く。

　十二使徒定員会のジェフリー・R・ホランド長老の次の話
を読む。

　「真理を擁護し，正義のために戦うことで傷つくのを
恐れる必要もありません。しかし，行うべきでないこと
を行い，行くべきでない所に行くことによって皆さんの
霊を傷つけることのないように注意してください。」（『リ
アホナ』1999 年 1 月号，85）

• 「行くべきでない所に行くことによって皆さんの霊を傷つ
ける」というホランド長老の言葉はどのような意味だろ
うか。

　ヒラマン 4：23 －26 を読むよう生徒に言う。

• 罪の道を歩み始めると，人はどうなるだろうか。

• 25 節は，罪の道を歩むようになった人に対してどのよう
な解決方法を提示しているだろうか。

• 正しいことを行うと力が得られるのはなぜだろうか。

　ヒラマン 4：15 を読んで本課のまとめとする。自分の生
活を振り返って，力と幸福に向かって進路を定めるよう生徒
に勧める。
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第 36 章

はじめに
　ヒラマン 5 － 9 章には，高慢になって道に迷い，罪悪に身
を任せた人々がどのような困難な状況に陥ったか詳しく記録
されている。また，ほかの人々が戒めと救いの原則をことご
とく軽んじたときでさえも，義と真実にとどまり，天の御父に
忠実であり続けた人々に与えられた力についても記されてい
る。生徒はニーファイとリーハイ，そして彼らの言葉と教えを
信じた人々の模範から力を得ることができる。この世の影
響力に取り巻かれながらも，福音に従った生活を送り，天の
御父を愛することが可能であることを理解できるだろう。ま
た，「神の御子でありキリストである贖

あがな

い主の岩の上に基を
築かなければならないことを覚え」（ヒラマン 5：12），「信
仰をもって神の御子を仰ぎ見る」（ヒラマンン 8：15）ことが
できるようになる。

教義と原則
• わたしたちはキリストの岩の上に基を築き，生活を取り

巻く悪に対して防備を固める（ヒラマン 5：1－14 参
照）。

• イエス・キリストを信じる信仰と悔い改めは，心を変化
させ，平安をもたらす（ヒラマン 5：14 － 52 参照）。

• サタンはあらゆる不義の根源である（ヒラマン 6 章参
照）。

• 「あなたがたは悔い改めなければ滅びるであろう」（ヒラ
マン 7 章；8：1－12 参照）

• 預言者は皆，イエス・キリストとその贖
しょく

罪
ざい

について証
あかし

した
（ヒラマン 8：13 －22 参照）。

教えるための提案

ヒラマン 5：1－14　わたしたちはキリストの岩
の上に基を築き，生活を取り巻く悪に対して防備
を固める
　一人の生徒にヒラマン 5：2 を読んでもらう。生徒の注意
を「滅亡の機が熟して」という表現に向けさせる。クラスの
生徒に腐った果物を見せる。熟しすぎた果物がやがて腐る
のとまったく同じように，人も「罪悪が熟した」ときに堕落す
るということを説明する（エテル 2：9）。
　「ヒラマン 5：2 － 3；6：37 － 40」とホワイトボード

（または，黒板）に書く。生徒にこの節を黙読し，ニーファイ
人の国家はどのような点で「滅亡の機が熟して」いたかを見
つけ，分かち合ってもらう。

第 36 章
ヒラマン 5－9 章

　生徒にヒラマン 5：4 －13 を各自で読んでもらう。記憶に
関連した言葉が出てくる度に印を付けるよう勧める。ヒラマ
ンがこの言葉を繰り返し用いたのはなぜだと思うか生徒に
尋ねる。生徒用資料の 256 ページにあるスペンサー・W・
キンボール大管長の言葉を生徒に読んでもらうとよい。

• 救い主や聖約を毎日覚えておくために，わたしたちはど
んなことができるだろうか。

　生徒に 5 －13 節をもう一度読んで，ヒラマンは息子たち
に何を記憶するよう勧めたか見つけてもらう。生徒の答えを
ホワイトボード（または，黒板）に書き出すとよい。ヒラマン
の助言が自分たちの生活にどのように当てはまるか生徒に
考えてもらう。生徒の答えとして，以下のような例が考えられ
る。
　ヒラマンは息子たちに以下のことを覚えておくようにと勧
めた。

 1. 戒めを守ること（6 節参照）。

 2. 彼らは善い行いの模範を示した人々にちなんで名付け
られたということ（6 －7 節参照。わたしたちが義にか
なった生活を送るうえで，過去の偉大な人物の名前が
どのように奮い立たせてくれるかについては，生徒用資
料の 255 －256 ページにあるジョージ・アルバート・ス
ミス大管長の言葉を参照する）。

 3. イエス・キリストに関するベニヤミン王の証
あかし

（9 節参
照。モーサヤ 2 － 5 章も参照）。

 4. イエス・キリストの贖
あがな

いの血によってのみ人は救われる
のであり，ほかには一切の道も手段もないこと（9 節参
照）。

 5. 救い主は「悔い改め〔を〕条件」として罪から人を贖わ
れること（10 －11 節）。

 6. 生活の基をイエス・キリストの上に築かなければなら
ないこと（12 節）。

　生徒にヒラマン 5：14 を読んでもらう。

• ニーファイとリーハイは，ヒラマンの勧告を思い出したた
めに何をしただろうか。

• これらの教義を覚えていることによって，どのような助
けが得られるだろうか。

　生徒がヒラマン 5：12 を覚えられるように，大きな岩
を見せ，嵐

あらし

の中で岩を外に放置したらどうなるか尋ねる。ヒ
ラマン 5：12 を読む。次に，一握りの砂を見せ，嵐の中で砂
はどうなるか尋ねる。

• サタンの誘惑は，どのような点で嵐に似ているだろうか。
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ヒラマン 5 － 9 章

はじめに
　ヒラマン 5 － 9 章には，高慢になって道に迷い，罪悪に身
を任せた人々がどのような困難な状況に陥ったか詳しく記録
されている。また，ほかの人々が戒めと救いの原則をことご
とく軽んじたときでさえも，義と真実にとどまり，天の御父に
忠実であり続けた人々に与えられた力についても記されてい
る。生徒はニーファイとリーハイ，そして彼らの言葉と教えを
信じた人々の模範から力を得ることができる。この世の影
響力に取り巻かれながらも，福音に従った生活を送り，天の
御父を愛することが可能であることを理解できるだろう。ま
た，「神の御子でありキリストである贖

あがな

い主の岩の上に基を
築かなければならないことを覚え」（ヒラマン 5：12），「信
仰をもって神の御子を仰ぎ見る」（ヒラマンン 8：15）ことが
できるようになる。

教義と原則
• わたしたちはキリストの岩の上に基を築き，生活を取り

巻く悪に対して防備を固める（ヒラマン 5：1－14 参
照）。

• イエス・キリストを信じる信仰と悔い改めは，心を変化
させ，平安をもたらす（ヒラマン 5：14 － 52 参照）。

• サタンはあらゆる不義の根源である（ヒラマン 6 章参
照）。

• 「あなたがたは悔い改めなければ滅びるであろう」（ヒラ
マン 7 章；8：1－12 参照）

• 預言者は皆，イエス・キリストとその贖
しょく

罪
ざい

について証
あかし

した
（ヒラマン 8：13 －22 参照）。

教えるための提案

ヒラマン 5：1－14　わたしたちはキリストの岩
の上に基を築き，生活を取り巻く悪に対して防備
を固める
　一人の生徒にヒラマン 5：2 を読んでもらう。生徒の注意
を「滅亡の機が熟して」という表現に向けさせる。クラスの
生徒に腐った果物を見せる。熟しすぎた果物がやがて腐る
のとまったく同じように，人も「罪悪が熟した」ときに堕落す
るということを説明する（エテル 2：9）。
　「ヒラマン 5：2 － 3；6：37 － 40」とホワイトボード

（または，黒板）に書く。生徒にこの節を黙読し，ニーファイ
人の国家はどのような点で「滅亡の機が熟して」いたかを見
つけ，分かち合ってもらう。
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• 岩とイエス・キリストはどのように似ているだろうか。

• イエス・キリストの岩の上に基を築くとはどういう意味
だろうか。ヒラマンは息子たちがこの岩の上に基を築い
たらどうなると約束したか。

• 生活の基をキリストの教えの上に築くことは，サタンの嵐
や人生の試練を乗り越えるうえで，どのような助けとなる
だろうか。

　十二使徒定員会のラッセル・M・ネルソン長老が語った
次の言葉を分かち合う（「土台」は「基」を言い換えたもの
だということを説明する必要があるかもしれない）。

　「たとえ堅固な土台の上に立っているとしても , 人生
の様々な問題から免れることはできません。道を外れ
て行った子供たちは両親を悲しませます。家族が崩壊
して，元に戻らないこともあります。性倒錯は，その忌
まわしさについては十分理解されていません。理由は
ともあれ，結婚した男女が子供に恵まれないこともあり
ます。現代でさえ『罪人と悪人は金銭を〔払って〕無罪
放免と』されています〔ヒラマン 7：5〕。公平であると
は思えないようなことが現実にまかり通っています。

　しかし，堅固な土台を築くならば，たとえ容易に答え
が見つからないような疑問に直面しても，主に助けを求
めることができます。……

　わたしたちはあらゆることを知っているわけではあり
ませんが，神が生きておられること，わたしたちを愛し
ておられることを知っています〔1 ニーファイ 11：16 －
17 参照〕。わたしたちは確固とした土台に立っている
ならば，神に助けを求めて，人生の重荷を負い，堪え忍
ぶための力を得ることができます。」（『リアホナ』 2002
年 7 月号，84〕

　生徒に以下の質問について静かに深く考えてもらう。

• 生活をイエス・キリストの基の上に築くために毎日何を
しているだろうか。生活を確実に主の堅固な土台の上
に築くために何が改善できるだろうか。

　わたしたちの堅固な土台であるイエス・キリストについて
証をする。どうすれば主の土台の上に築くことができると思
うかを生徒に伝える。

ヒラマン 5：14 － 52　イエス・キリストを信じ
る信仰と悔い改めは，心を変化させ，平安をもた
らす
　十二使徒定員会のリチャード・G・スコット長老が語った
次の言葉を分かち合う。

　「真の悔い改めの実は神の赦
ゆる

しであり，それはこの
地上に用意されているすべての聖約と儀式を受け，ま
たその結果としてもたらされる祝福を享受するための
扉を開きます。十分に悔い改めて清められるとき，人は
人生とその栄えある可能性についての新たなビジョン
を得ます。」（『リアホナ』2004 年 11 月号，17）

　生徒がヒラマン 5 章に記されていることを読んで話し合
うとき，ニーファイとリーハイの伝道にこたえた人々が「人生
……についての新たなビジョン」を得た証拠に注目するよう
励ます。
　ヒラマン 5：14 －19 を生徒と一緒に読む。読みながら，
生徒に次の質問に対する答えを探してもらう。

• これらの節によれば，悔い改めを宣
の

べ伝えたニーファイ
とリーハイが成功を収めた理由は何だっただろうか。

• 彼らの宣教の結果，何が起こっただろうか。

　気づいたことを分かち合ってもらう。

• 真の悔い改めはどのように人の心を変え，平安をもたら
すだろうか。

　130 ページにあるニーファイとリーハイの絵を見せる。
　ヒラマン 5 章に記されている残りの出来事の概要が分か
るように，生徒に章の前書きの「ニーファイとリーハイ，多く
の人を改宗させ，投獄され」以下を読んでもらう。それから
クラスの生徒を 5 つのグループに分け，各グループに以下の
聖句ブロックの一つとそれぞれに関する質問を割り当てる。
質問を前もって紙に書いておくとよい。
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ヒラマン 5 － 9 章

第 1グループ

ヒラマン 5：20 －26

• わたしたちが聖約に忠実であり続けるときに，どのよう
な祝福が「火の柱」のようにわたしたちを囲むだろうか。

• 困難に遭っても勇気を奮い起こせるように，これらの
「火の柱」はどのような助けとなるだろうか。

第 2グループ

ヒラマン 5：27－34

• 「暗黒の雲」の中にいた人々はどのように感じただろう
か。そのように感じることは信仰をもって前進しようと
努力するときにどのような影響を及ぼすだろうか。

• 「まったく優しい静かな声」が伝えたメッセージは，彼
らが暗黒の雲から抜け出すうえでどのような助けとなっ
ただろうか。今

こん

日
にち

，わたしたちはどのような方法で同じ
メッセージを聞いているだろうか。

第 3グループ

ヒラマン 5：35 －39

• 天使と話しているとき，ニーファイとリーハイの顔は輝い
ていた。現代において，天のメッセージを受ける人々は，
どのような点でわたしたちにとって光のような存在と言え
るだろうか。

• あなたが知っている中で，暗
くら

闇
やみ

が深まる世にあって輝い
て見える人々のことを考える。彼らはどのような特質を
持っているだろうか。

第 4グループ

ヒラマン 5：40 － 44

• 暗黒の雲に覆われていた人々は何を知りたいと思っただ
ろうか。

• 問いかけに対するアミナダブの答えから，霊の暗闇から
抜け出そうとしている人は，どのような行動を取ればよ
いことが分かるか。

• 44 節には，信仰をもって主に心を向け，悔い改めた結果
として，どのようなことが起こったと記されているだろう
か。

第 5グループ

ヒラマン 5：45 － 52

• 45 － 52 節は，真の意味で改心を遂げた人が，真の意味
で，スコット長老の言う「人生……についての新たなビ
ジョン」を持ったことをどのように証拠づけているだろ
うか。

• 47 節では，平安の源としてどのようなことが挙げられて
いるだろうか（モーサヤ 4：3 も参照）。

　割り当てた質問に答える時間を十分に取ってから，答えを
分かち合ってもらう。
　レッスンのこの部分を終えるに当たって，以下の文章をど
のように完成するか生徒に深く考えてもらう。

　今
き ょ う

日学んだことを通して，わたしは……ことを知っていま
す。

  
 
 
 

　今日学んだことを通して，わたしは……と感じています。

  
 
 
 

　今日学んだことを通して，わたしは……したいと思います。

  
 
 
 

ヒラマン 6 章　サタンはあらゆる不義の根源で
ある
　ヒラマン 5：14 － 52 はイエス・キリストの岩の上に基を
築いた例として読むことができると説明する。同様に，ヒラ
マン 6 章は砂の上に基を築いた例として読むことができる。
この聖句ブロックを教えるときに，サタンは聖文に記されて
いるように，不安定な状態を生み出す張本人であることを生
徒が必ず理解できるようにする。
　教義と聖約 93：37－39 を生徒と一緒に読む。この節を
ヒラマン 6：21と相互参照するように勧めるとよい。

• 教義と聖約 93：37 によれば，わたしたちは光と真理が
あれば何をすることができるだろうか。
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• サタンはどのようなことを利用して，わたしたちから光と
真理を奪うだろうか。

　生徒にヒラマン 6：9 －17 を黙読してもらう。

• 物質的な富を愛することで，わたしたちはどのようにし
て福音の光と真理を失うだろうか。

　生徒に，ヒラマン 6：17－ 40 にざっと目を通し，ニーファ
イ人の間で増大していった邪悪な行いを見つけてもらう。特
に 27－30 節，35 節，40 節を強調する。生徒に見つけたこ
とを分かち合ってもらう。
　生徒にヒラマン 6：1－ 4，20，36 －37 を読み，ニーファ
イ人の行いとレーマン人の行いを対比してもらう。

• ニーファイ人が非常に邪悪になったときに，レーマン人
は霊的に栄えることができた。それはなぜだろうか。

• レーマン人の行いはニーファイ人の行いとどのように違っ
ていただろうか。

• ガデアントンの強盗団に対する態度と行動において，
レーマン人とニーファイ人はどのように違っていただろう
か。

　この教え方の案を終えるに当たり，教義と聖約 50：23 －
25 を読む。この節をヒラマン 6：21 および教義と聖約 93：
37－39 と相互参照するよう勧めるとよい。

ヒラマン 7 章；8：1－12　「あなたがたは悔い
改めなければ滅びるであろう」
　ヒラマン 7：1－ 9，22 －24 を生徒と一緒に読む。

• この節によれば，ニーファイが悲しみに打ちひしがれた
理由は何だろうか。

• ニーファイ人が「ことごとく滅ぼされる」ことを避ける唯
一の方法は何であるとニーファイは記しているだろうか。

　ヒラマン 8：1－ 9 を生徒と一緒に読む。

• ニーファイの言葉に民はどのように反応しただろうか。

• 罪悪を犯した人が，時として，真理の言葉に対して怒る
のはなぜだろうか。このような態度は霊的にどのような
結果をもたらすだろうか。

　生徒用資の 257－258 ページにある F・バートン・ハワー
ド長老の言葉を読んで終わる。

ヒラマン 8：13 － 23　預言者は皆，イエス・キ
リストとその贖

しょく

罪
ざい

について証
あかし

した
　この教え方の案の中心は，ニーファイが述べた証であり，
その証を取り巻く奇跡的な出来事ではない。ニーファイは大
さばきつかさが殺されたことを霊感によって告げ，殺人者を
断定した。生徒がこの話をよく知らないようであれば，一人
の生徒にヒラマン 8 － 9 章に記されている出来事について
話すよう前もって割り当てておいてもよい。

　十二使徒定員会のラッセル・M・ネルソン長老が語った
次の言葉を分かち合う（付属の DVD A で視聴することもで
きる。）

　「モルモン書を読むときは，その最初から最後まで中
心となる御方，生ける神の子，主イエス･ キリストに注
意を集中してください。……

　……モルモン書の偉大な預言者たちは，各々の時代
に各々の方法で，主イエス・キリストの神性について証
しました。その中には，ヤレドの兄弟，ゼノク，ニアム，
ゼノスがいます。実際の降臨に先立ってイエス・キリス
トがベツレヘムでお生まれになるという証を記録した
のは，ベニヤミン王，アビダナイ，父アルマ，息子アルマ，
アミュレク，モーサヤの息子たち，司令官モロナイ，ニー
ファイとリーハイの兄弟，レーマン人サムエルです。限
りなく続くこの預言は，すべての『聖なる預言者』〔モ
ルモン書ヤコブ 4：4〕が『神の御子の来臨に先立つ何
千年』もの間に述べた証です〔ヒラマン 8：18〕。モル
モン書は，イエスがキリストであり，救い主，贖

あがな

い主で
あられると厳粛に宣言しているのです。」（『リアホナ』
2000 年 1 月号，82 － 83）

　ほかの多くの預言者と同様，ニーファイも命を懸けてイエ
ス・キリストとその贖罪について証したことを生徒が理解で
きるよう助ける。
　生徒にヒラマン 8：13 －15 を読んでもらう。
　生徒用資料の 259 ページにあるモーセと青銅の蛇

へび

の絵を
見るように言う。民数 21：5 － 9 および 1 ニーファイ 17：41
を読んでもらってもよい。

• イスラエル人が癒
いや

されるためにしなければならなかった
ことは，ただ青銅の蛇を見ることだけだった。しかし，

「その方法が単純であったため」，そうしなかった人が大
勢いた（1 ニーファイ 17：41）。わたしたちがイエス・キ
リストを信じる信仰を示すために行うようにと言われて
いる「単純」な事柄として，どのようなものが挙げられる
だろうか。
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• あまりにも単純に思われることを行うのに，抵抗を感じ
ることがあるのはなぜだろうか。

• ヒラマン 8：15 から，青銅の蛇はイエス・キリストとその
贖罪の予型，つまり象徴であることが分かる。どうすれ
ば「信仰をもって神の御子を仰ぎ見る」ことができるだ
ろうか。

　生徒にヒラマン 8：16 －23 を黙読してもらう。

• これらの預言者の証のどのような点に感銘を受けるだろ
うか。

• これらの預言者が迫害や脅威を顧みず死の危険を冒し
てまで救い主について証した理由を理解するために，
23 節から何が学べるだろうか。

• 預言者の証を読んだり聞いたりすることで，わたしたち
の証はどのように強まるだろうか（教義と聖約 46：13 －
14 参照）。

　預言者から与えられる証，助言，戒めは，「信仰をもって神
の御子を仰ぎ見」，「生き……，永遠であるあの命にあずか
る」（ヒラマン 8：15）方法を知るうえでどのように役立つか
について，あなたの思いと気持ちを分かち合う。

　「預言者の特質」の下に記した説明を除いて，ホワイトボー
ド（または，黒板）に以下の表を書く。生徒に表の左側に記
した節を読んでもらう。それから生徒にホワイトボード（ま
たは，黒板）の所へ来て預言者の特質について気づいたこと
を書き出してもらう。以下に挙げるような答えが考えられ
る。相互参照聖句も挙げているので，生徒は自分の聖典に
書き込むとよい。

聖句 預言者の特質

ヒラマン 7：17 －19 いつも悔い改めについて教える（エテル 9：28；教義と聖約 6：9；11：9 も参照）。

ヒラマン 7：29 主からのメッセージを伝える（アモス 3：7；教義と聖約 1：38 も参照）。

ヒラマン 8：1，4，7 そのメッセージは邪悪な者を怒らせることが多い（1 ニーファイ 16：1－ 3 も参照）。

ヒラマン 8：13 －16 いつもイエス・キリストについて証する（モルモン書ヤコブ 7：11 も参照）。

ヒラマン 8：24 そのメッセージを支持するほかの証拠が存在する（アルマ 30：44 も参照）。

ヒラマン 8：27 － 28 ほかの人が知らないことについて預言したり，語ったりする（モーサヤ 8：17 も参照）。
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はじめに
　主は忠実な子供たちに喜んで大きな祝福を下さる。本章
で教義と原則を学ぶことによって，このことに対する理解が
いっそう深まることだろう。これらの祝福は偶然に与えら
れるものではない。神から祝福を受ける一つの方法は，神
の真理について深く考えることである。深く考えた結果とし
て啓示がもたらされる。深く考えて啓示を受けたニーファイ
の模範を研究するときに，生徒も啓発され，ニーファイのよう
に行動したいと思うことだろう。ニーファイが示した力と忠
実さの模範は，この聖句ブロックの最後に記されているニー
ファイ人の弱さとは対照的である。
　ヒラマン 11－12 章を教える際，『モルモン書 DVD プレ
ゼンテーション』（アイテム番号 54011 300）の中の「高慢
のサイクル」（所要時間 15 分 10 秒）を利用するとよい。プ
レゼンテーションを試聴するときに，『モルモン書ビデオガイ
ド』（アイテム番号 34810 300，ldsces.org でも読むことが
できる）にある提案を参照する。

教義と原則
• 主にかかわる事柄について深く考えた結果として，啓示

がもたらされる（ヒラマン 10：1－ 4 参照）。

• 結び固めの力は地上でも天でも結び，解く（ヒラマン
10：4 －10 参照）。

• 主は民を懲らしめることで，御自身を思い起こすように
働きかけられる（ヒラマン 10：14 －18；11 章；12：1－
3 参照）。

• 神を忘れた結果として破滅が，悔い改めて善い行いを
した結果として救いがもたらされる（ヒラマン 12 章参
照）。

教えるための提案

ヒラマン 10：1－ 4　主にかかわる事柄につい
て深く考えた結果として，啓示がもたらされる
　ヒラマン 10：1－ 4 を生徒と一緒に読む。その際に，注意
を深く考えるという言葉に向けるよう生徒に言う。

• 深く考えるとはどういうことだろうか。

　生徒に聖文に出てくるほかの人物で，主の言葉について深
く考えた結果として啓示を受けた人の名前を挙げてもらう。
例として，リーハイの息子ニーファイ（1 ニーファイ 11：1 参
照），預言者ジョセフ・スミスとシドニー・リグドン（教義と
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聖約 76：19 参照），ジョセフ・F・スミス大管長（教義と聖
約 138：1－11 参照）が挙げられる。
　ヒラマンの息子ニーファイは，主の啓示について深く考え
たときに，別の啓示を受けた（ヒラマン 10：2 －11 参照）。

• 深く考えることが啓示を受けるのに役立つのはなぜだろ
うか。

　生徒がこの質問について話し合うときに，十二使徒定員
会のニール・A・マックスウェル長老（1926 －2004 年）が
深く考える過程について語った次の言葉を紹介するとよい。
生徒全員で読めるように，オーバー・ヘッド・プロジェクター
やホワイトボード（または，黒板）に提示してもよい。

　「ほとんどの人にとって，深く考えるのは容易なこと
ではありません。それはぼんやりしたり，空想にふけっ
たりする以上の行為です。深く考えることで，人は息抜
きをするのではなく，思いを集中したり，行動を起こし
たりします。時間を確保し，環境を整え，傲

ごう

慢
まん

な態度を
捨てなければ，深く考えることはできません。アルマの
言葉に倣えば，『場所を設け』なければならないのです

（アルマ 32：28）。深く考えるのにどれほどの時間をか
けたかよりも，どれほど集中したかが大切です。気が
散るような環境で熟考することはできません。」（That 
Ye May Believe〔1992 年〕，183）

　時間を割いて深く考えるときに，わたしたちは心を開き，
日々の生活で天の御父の御

み

心
こころ

を理解できるようになることを
説明する。

　生徒に空想することと深く考えることの違いについて説明
してもらう。ホワイトボード（または，黒板）に以下の領域を
書く。「仕事」「教会における奉仕」「学校」「結婚」。これら
の領域の一つにおいて抱いている疑問，関心，または問題
について生徒に考え，書き留めてもらう。その間に，以下の
言葉をホワイトボード（または，黒板）に書く。「宿題 ―こ
の問題について家で深く考え，心に浮かんだ印象を書く。
そして肯定的な結果をもたらすような行いをやり遂げる。」
　書く時間を数分取ってから，黒板に書いた宿題に注意を
向けるように言う。この宿題に真剣に取り組むよう，すなわ
ち静かな環境を見つけ，時間を割いて深く考えるよう生徒に
勧める。
　十二使徒定員会のダリン・H・オークス長老が語った次の
言葉を紹介する。
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はじめに
　主は忠実な子供たちに喜んで大きな祝福を下さる。本章
で教義と原則を学ぶことによって，このことに対する理解が
いっそう深まることだろう。これらの祝福は偶然に与えら
れるものではない。神から祝福を受ける一つの方法は，神
の真理について深く考えることである。深く考えた結果とし
て啓示がもたらされる。深く考えて啓示を受けたニーファイ
の模範を研究するときに，生徒も啓発され，ニーファイのよう
に行動したいと思うことだろう。ニーファイが示した力と忠
実さの模範は，この聖句ブロックの最後に記されているニー
ファイ人の弱さとは対照的である。
　ヒラマン 11－12 章を教える際，『モルモン書 DVD プレ
ゼンテーション』（アイテム番号 54011 300）の中の「高慢
のサイクル」（所要時間 15 分 10 秒）を利用するとよい。プ
レゼンテーションを試聴するときに，『モルモン書ビデオガイ
ド』（アイテム番号 34810 300，ldsces.org でも読むことが
できる）にある提案を参照する。

教義と原則
• 主にかかわる事柄について深く考えた結果として，啓示

がもたらされる（ヒラマン 10：1－ 4 参照）。

• 結び固めの力は地上でも天でも結び，解く（ヒラマン
10：4 －10 参照）。

• 主は民を懲らしめることで，御自身を思い起こすように
働きかけられる（ヒラマン 10：14 －18；11 章；12：1－
3 参照）。

• 神を忘れた結果として破滅が，悔い改めて善い行いを
した結果として救いがもたらされる（ヒラマン 12 章参
照）。

教えるための提案

ヒラマン 10：1－ 4　主にかかわる事柄につい
て深く考えた結果として，啓示がもたらされる
　ヒラマン 10：1－ 4 を生徒と一緒に読む。その際に，注意
を深く考えるという言葉に向けるよう生徒に言う。

• 深く考えるとはどういうことだろうか。

　生徒に聖文に出てくるほかの人物で，主の言葉について深
く考えた結果として啓示を受けた人の名前を挙げてもらう。
例として，リーハイの息子ニーファイ（1 ニーファイ 11：1 参
照），預言者ジョセフ・スミスとシドニー・リグドン（教義と
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　「情報が発展して知識となり，知識が熟して知恵と
なるためには，静かな時間，祈りの気持ちで深く考える
ことが必要なのです。」（『リアホナ』2001 年 7 月号，
100 参照）

　深く考えることで主の導きを受けた経験を生徒に分かち
合ってもらう。

ヒラマン 10：4　根気よく主の業に携わるときに
大きな祝福がもたらされる
　一人の生徒にヒラマン 10：4 を読んでもらう。次に，根気
よさという言葉を生徒に定義してもらう。ヒラマン 5 － 9 章
の各章の前書きにざっと目を通し，根気よさの例を探しても
らう。

• ニーファイが根気よかったのはなぜだろうか。

• どうすればこの特質を身に付けられるだろうか。

　ニール・A・マックスウェル長老が語った次の言葉を読
む。

　「イエスとその業に心を集中するならば，わたした
ちの喜びと堪え忍ぶ力はともに増し加わります。……
ニーファイは利己的に『自分の命』を得ようとせず，む
しろ神の御

み

心
こころ

を行おうとしました。その結果，特別で
揺るぎない力を受け，根気よく，勤勉に努力することが
できたのです。ニーファイはどの方向を向けばよいか
を知っていました。神を仰ぎ見たのです。」（If Thou 
Endure It Well  〔1996 年〕，116）

• マックスウェル長老によれば，わたしたちはどうすれば
主の業に根気よく携わることができるだろうか。

ヒラマン 10：5　「あなたはわたしの思いに反す
ることを求めない」
　一人の生徒にヒラマン 10：4 － 5 を読んでもらう。次に，
マリオン・G・ロムニー管長がこれらの聖句から教訓を学ん
だときの話を生徒用資料の 261－262 ページから読む。読
んだ後で，ニール・A・マックスウェル長老の語った次の言
葉を紹介し，先に読んだ聖句の要約とする。

　「したがって，心からの純粋な祈りで大切なことは，
天の御父に願い求めるというよりはむしろ，まず，御

み

心
こころ

を知り，その御心に歩みを合わせる過程のように思わ
れます。……

　実際わたしたちが神の御心に従った行動を取ると
き，神はヒラマンの息子ニーファイに対してされたよう
に，天から特別な祝福を注いでくださるのです。」（All 
These Things Shall Give Thee Experience  〔1979
年〕，93 － 94）

• わたしたちは自分に対する神の御心をどうすれば分かる
ようになるだろうか。

ヒラマン 10：4 －10　結び固めの力は地上でも
天でも結び，解く
　ホワイトボード（または，黒板）に，「結び固めの力」と書
く。ニーファイは結び固めの力を与えられたことを説明する。
生徒がこのことを理解できるように，ヒラマン 10：7－10
の主の言葉を読んでもらう。次に生徒用資料の 262 －263
ページを開き，聖句ガイドからの引用と，ジョセフ・フィール
ディング・スミス大管長が語った言葉を読んでもらう。ニー
ファイの場合，結び固めの力には，（1）天でも結ばれる儀式
を地上で行う力と，（2）自然を超える力が含まれていたこと
を指摘する。自然を超える力は結び固めの力を受ける人す
べてに与えられるわけではないことを説明する。

• ニーファイは自然を超える力をどのように使っただろう
か。なぜ彼はこの力を使ったのだろうか（ヒラマン 11：
1－ 4 参照）。

　7 節で語られている結び固めの力には，結び固めの儀式
を行う鍵

かぎ

が含まれている。この鍵は，忠実であれば家族が
永遠に結ばれることを可能にする。
　十二使徒定員会のラッセル・M・ネルソン長老が示した
次の洞察を紹介する（付属の DVD A で視聴することもでき
る）。

　「エンダウメントや神殿のほかの儀式を受ける備えを
するに当たって，わたしたちは，神権の結び固めの権能
について理解しておく必要があります。イエスは，はる
か昔に，御自分の使徒たちに教えておられたときに，こ
の権能について触れて次のように言われました。『あ
なたが地上でつなぐことは，天でもつながれ……るで
あろう。』〔マタイ 16：19〕ここで言われたものと同じ権
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能が，この末の日に回復されています。ちょうど神権が
永遠であり，初めもなく終わりもないのと同様に，家族
を永遠に結びつける神権の儀式の効果も永遠なので
す。」（『リアホナ』2001 年 7 月号，37－38）

• 結び固めの力はあなたの生活にどのような影響を与えて
いるだろうか。

ヒラマン 10：14 －18；11 章；12：1－ 3　主
は民を懲らしめることで，御自身を思い起こすよう
働きかけられる
　生徒に親，教師，あるいは教会の指導者から正当な理由
があってしかられたときのことをよく考えてもらう。

• しかられたことで自分の行動はどう変わっただろうか。

• 教義と聖約 95：1 によれば，主はだれを何のために懲ら
しめられるだろうか。

　クラスを二つのグループに分ける。黒板に以下の聖句ブ
ロックを書き，各グループに一つの聖句ブロックを割り当て
る。各グループで，割り当てられた聖句ブロックについて話
し合い，主が御自身の民を懲らしめられる理由を見つけても
らう。

ヒラマン 10：14 －18；11：1－ 6

ヒラマン 11：24 － 37；12：1－ 3

　割り当てられた聖句について生徒が話し合う時間を取っ
た後で，以下の質問を使って話し合いを導く。

• 民のどのような行動が主の懲らしめを招くことになった
か。

• 民の注意を促すために主はどのような懲らしめを用いら
れたか。

• ヒラマン 12：3 によれば，主から懲らしめられなければ
主を思い起こさない人が大勢いる。なぜそのようなこと
になるのだろうか。

　生徒が読んだ懲らしめのサイクルは，10 年とたたないう
ちに繰り返された（ヒラマン 11：1，35 参照）。また，11 章
の最後を読めば，ニーファイの民が再び罪悪に陥ったことが
明らかである（ヒラマン 11：36 －38 参照）。これらのこと
を生徒が理解できるように助ける。

• ニーファイの民について書かれていることから，わたした
ちはどのような教訓を学ぶことができるだろうか。

　七十人のグレン・L・ペイス長老が語った次の言葉を紹介
する（付属の DVD B で視聴することもできる）。

　「全世界が激しく揺れ動いているかのようです。最
近の新聞を見ると，広い地域での飢

き

饉
きん

，政情不安，自
然災害などの記事でいっぱいです。しかし，長期的に
見てさらに恐ろしいのは，神の戒めに対する不従順と
いう，霊的破滅をもたらすハリケーンです。世界をのみ
尽くそうとしているこの嵐

あらし

は国々の倫理的支柱を吹き
飛ばし，道徳的荒廃をもたらします。多くの人々はこの
ハリケーンにまったく気づいていないようです。また非
常に鈍感になり，多少の風は感じなくなっています。

　モルモン書中で，何度も繰り返されたサイクルが，今
の時代にも見られます。主はわたしたちにこう言ってお
られます。『平穏な日には，彼らはわたしの勧告を軽ん
じた。しかし，苦難の日にはやむを得ずわたしを捜し
求める。』（教義と聖約 101：8）

　ですから， 主が昔の神権時代のように，人々を無感
覚状態から目覚めさせるために，警告となる出来事を
幾つか見過ごしにしておられるとしても，あまり驚く必
要はありません。」（『聖徒の道』1993 年 11 月号，12
－13）

ヒラマン 12 章　神を忘れた結果として破壊が，
悔い改めて善い行いをした結果として救いがもた
らされる
　ヒラマン 12 章から，その前の 1－11 章に関連のある教訓
が学べることを説明する。
　生徒用資料の 398 ページにある図を生徒に見てもらう

（あるいはホワイトボード〔または，黒板〕に同じような図を
描く）。ヒラマン 12：1－ 6 を生徒一緒に読む。

• 1－ 6 節には，このサイクルのどの部分が記されている
だろうか。

• ヒラマン 1－11 章の中で，このサイクルがどのように描
かれているだろうか。

• 主から祝福を受けているまさにそのときですら，人は主
を忘れることがある。それはなぜだろうか。

　生徒用資料の 265 ページにあるエズラ・タフト・ベンソ
ン大管長の最初の言葉とハロルド・B・リー大管長の言葉を
読む。
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• ぜいたくと繁栄がそれほど厳しい試練となるのはなぜ
だろうか。

　生徒用資料の 265 ページにあるエズラ・タフト・ベンソ
ン大管長の 2 番目の言葉と，同じく 265 －266 ページにあ
るジョー・J・クリステンセン長老の言葉を分かち合う。

• 高慢がそれほど破滅的なのはなぜだろうか。

　生徒にヒラマン 12：7－19 を黙読し，神の偉大さの例を
探してもらう。時間を十分に取ってから，見つけたことを分
かち合ってもらう。

• 神の偉大さを思い起こすことは高慢を避けるうえでどの
ような助けとなるだろうか。高慢を避け，謙

けんそん

遜になるた
めに，ほかにどのようなことができるだろうか。

　クラス全員でヒラマン 12：20 －26 を読む。

• 主はわたしたちが「〔主〕の前から絶たれる」ことを望ん
ではおられない。それはこれらの節でどのようにはっき
りと示されているだろうか。

• これらの節は，わたしたちが救いを受けるためにしなけ
ればならないことを幾つか理解するうえで，どのような
助けとなるだろうか。

• 主から祝福を受けているときに，主を思い起こすにはど
うすればいいだろうか。

　悔い改めて善い行いをするときに，主は祝福してくださる
ことについて証

あかし

する。

ヒラマン 12：23 － 24　悔い改めと善い行いは
神の恵みをもたらす
　一人の生徒にヒラマン 12：23 －24 を読んでもらう。

• 「恵みに恵み」という言葉はどういう意味だろうか。

　この質問について話し合う際，『聖句ガイド』で，恵みとい
う言葉の意味を調べてもらう。次に 2 ニーファイ 10：24 お
よび 25：23 とアルマ 24：11を読み，ヒラマン 12：23 －24
と相互参照してもらう。

• 2 ニーファイ 10：24 と 25：23 ，アルマ 24：11 で主の恵
みを受けるための努力についてどのような言葉が使われ
ているだろうか（生徒が挙げる答えとして，「神の御

み

心
こころ

と
和解し」「キリストを信じ」「自分の行えることをすべて
行った後に」などが考えられる）。

　生徒が以下の原則に触れない場合は説明するとよい。
「恵みに恵み」という言葉は，交換を意味している。例え
ば，わたしたちが努めて人に奉仕したり，悔い改めたり，そ
の他の善い行いをしたりしようとするときに，主はわたした
ちの努力と引き換えに，向上するための霊的な強さと力を与
えてくださる（教義と聖約 93：12 ，20 参照）。また，「恵み
に恵み」には発展する過程という意味合いも含まれている。
受けた恵みをふさわしく用いるとき，完全に向かって成長す
るためのさらなる恵みを受けるのである。
　生徒用資料の 266 ページにあるデビッド・A・ベドナー長
老の説明を参照する。生徒用資料の 266 －267 にあるジー
ン・R・クック長老の説明を読んでもよい。これらの話は，
付属の DVD C と D で視聴することもできる。
　生徒にその週の間で時間を割いて，主の戒めを守ったと
き，主がどのように生活に恵みを加えてくださったかについ
て書くよう勧める。
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はじめに
　レーマン人の預言者サムエルは，ゼラヘムラの町の城壁の
上から福音を宣

の

べ伝えたとき，神から奇跡的な守りを受け
たことで知られている。サムエルは救い主の降誕と死に関
する具体的な預言としるしを伝えた。イエス・キリストの降
誕に備えるようニーファイ人に警告したサムエルと同様，末日
の預言者もわたしたちが救い主の再臨に備えられるよう助け
てくれる。あなたは末日の預言者のメッセージとサムエルの
メッセージに見られる共通点，また末日の預言者に対する世
の人々の反応とサムエルに対するニーファイ人の反応に時と
して見られる共通点を理解できるよう生徒を助けることがで
きる。サムエルの言葉を信じることで信仰，悔い改め，心の
変化という祝福を享受した人々の模範に倣うよう生徒に勧め
る。

教義と原則
• 預言者はわたしたちに悔い改めるよう警告する（ヒラマ

ン 13 章参照）。

• 預言者はキリストの降臨について証
あかし

し，そのためにどの
ように備えればよいかを教える（ヒラマン 14 章参照）。

• 真の改心は，生涯にわたって忠実であることによって示
される（ヒラマン 15：7－16 参照）。

• 人々が心をかたくなにするとき，サタンは人々の心を「大
いに支配する」ことができる（ヒラマン 16：13 －25 参
照）。

教えるための提案

ヒラマン 13 章　預言者はわたしたちに悔い改め
るよう警告する
　危険だと警告を受け，その警告に従ったおかげで自分

（または知っている人）の安全が守られたことが後で分かっ
たという経験があるかどうか生徒に尋ねる（警告の例とし
て，薬瓶の注意書きをよく読むこと，交通標識の指示に従う
こと，親あるいは友人の忠告に従うこと，などが挙げられる
であろう）。十二使徒定員会のダリン・H・オークス長老が
語った以下の言葉を読む。

　「総大会で幹部が述べるメッセージは，主の業を進
めるために，御

み

霊
たま

の力によって準備されたメッセージで
あり，人々を楽しませるために述べられるのでは〔あり
ません〕。幹部のメッセージは，人々を教化し，課題を

第 38 章
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与え，誤りを正すためのものです。主の御霊の力によっ
て聞き，聞く者が説教と御霊から，どのような行いをす
べきかを学ぶためのものです。」（「生涯にわたる献身」

〔ヤングアダルト対象の CES ファイヤサイド，2005 年 5
月 1 日〕，1，ldsces.org。強調部分は原文のまま）

　生徒と一緒に教義と聖約 1：4 － 5 を読む。

• 主はこの聖句で述べられているような警告をどのような
形でお与えになるだろうか。

　主がその民に警告されるおもな方法の一つは，預言者の
言葉を通して伝えることである。レーマン人サムエルは，ニー
ファイ人に悔い改めなければ滅びると警告するために主が
遣わされた預言者だった。半分の生徒にヒラマン 13：1－
6 を読み，以下の質問に対する答えを見つけてもらう。（1）
サムエルはどのようにして主から警告を受けたか。（2）こ
の民は警告に耳を傾けるために何をする必要があったか。
残り半分の生徒にヒラマン 13：7－11を読み，以下の質問
に対する答えを見つけてもらう。（1）この民は悔い改めな
ければ何を失い，どのような苦しみを経験することになるだ
ろうか。（2）警告に耳を傾けたら，どうなるだろうか。生徒
に聖文を読む時間を持ち，二人一組になって，自分たちが見
つけた答えについて話し合ってもらう。その後で，自分たち
の考えをクラス全員に話す機会を与える。生徒の意見を簡
単に要約し，ホワイトボード（または，黒板）に書くとよい。

　床に小石をばらまく。その際，小石を踏まずに歩ける細く
て明確な道を残しておく。二人の生徒に前へ出て来てもら
い，目隠しをする。方向が分からなくなるように，目隠しをし
たままその場で何回か回ってもらう。それから二人に靴を脱
ぐように言う。目隠しをしたうちの一人の生徒に，小石の中
の道を歩いて行くとしたら，もう一人の目隠しをした生徒を
信頼し，導いてもらいたいと思うかどうか尋ねる。
　一人の生徒にヒラマン 13：29 を読んでもらう。それから
生徒たちに目隠しを外し席に戻ってもらう。

• 小石はわたしたちの生活の何を象徴しているだろうか。

• 人々が信頼を寄せる「盲目の導き手」としてどのような人
や物が考えられるだろうか。

• 導き手のおかげで安全に進むことができたのは，どのよ
うなときだっただろうか。

　半分の生徒にヒラマン 13：17－23 を静かに研究してもら
う。富の危険性や，危険を避けるために従うべき指示を見つ
けてもらう。誤った方法で富を追い求めたり，使ったりする
ことで人が受ける影響について話し合ってもらう。
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はじめに
　レーマン人の預言者サムエルは，ゼラヘムラの町の城壁の
上から福音を宣

の

べ伝えたとき，神から奇跡的な守りを受け
たことで知られている。サムエルは救い主の降誕と死に関
する具体的な預言としるしを伝えた。イエス・キリストの降
誕に備えるようニーファイ人に警告したサムエルと同様，末日
の預言者もわたしたちが救い主の再臨に備えられるよう助け
てくれる。あなたは末日の預言者のメッセージとサムエルの
メッセージに見られる共通点，また末日の預言者に対する世
の人々の反応とサムエルに対するニーファイ人の反応に時と
して見られる共通点を理解できるよう生徒を助けることがで
きる。サムエルの言葉を信じることで信仰，悔い改め，心の
変化という祝福を享受した人々の模範に倣うよう生徒に勧め
る。

教義と原則
• 預言者はわたしたちに悔い改めるよう警告する（ヒラマ

ン 13 章参照）。

• 預言者はキリストの降臨について証
あかし

し，そのためにどの
ように備えればよいかを教える（ヒラマン 14 章参照）。

• 真の改心は，生涯にわたって忠実であることによって示
される（ヒラマン 15：7－16 参照）。

• 人々が心をかたくなにするとき，サタンは人々の心を「大
いに支配する」ことができる（ヒラマン 16：13 －25 参
照）。

教えるための提案

ヒラマン 13 章　預言者はわたしたちに悔い改め
るよう警告する
　危険だと警告を受け，その警告に従ったおかげで自分

（または知っている人）の安全が守られたことが後で分かっ
たという経験があるかどうか生徒に尋ねる（警告の例とし
て，薬瓶の注意書きをよく読むこと，交通標識の指示に従う
こと，親あるいは友人の忠告に従うこと，などが挙げられる
であろう）。十二使徒定員会のダリン・H・オークス長老が
語った以下の言葉を読む。

　「総大会で幹部が述べるメッセージは，主の業を進
めるために，御

み

霊
たま

の力によって準備されたメッセージで
あり，人々を楽しませるために述べられるのでは〔あり
ません〕。幹部のメッセージは，人々を教化し，課題を
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ヒラマン13－16 章

　残りの半分の生徒にはヒラマン 13：24 －29 と 2 ニーファ
イ9：28  を静かに研究してもらう。サムエルの時代の
人々が，預言者を拒んだとき，どのように合理化をしたか調
べてもらう。
　生徒に自分の考えをクラスの全員に話す機会を与える。
　この話し合いの中で，生徒がヒラマン 13：24 －29 にあ
るサムエルの言葉を応用できるように助けてもよい。その場
合，わたしたちは預言者を追い出したり殺したりするといっ
た罪を犯すことはないにしても，サムエルの警告の中で自分
たちにも当てはまることがあることを指摘する。

• 現在の大管長がわたしたちに行うように勧告しているこ
とは何だろうか。また，避けるよう警告していることは
何だろうか。それぞれ具体的に幾つか挙げてもらう。

　生徒に以下の質問に自分はどう答えるか静かに熟考して
もらう。

• あなたは生ける預言者の勧告と警告にこたえるために
どのようなことをしてきただろうか。預言者の勧告に
従ったときに，どのような祝福を受けてきただろうか。
改善するために何ができるだろうか。

ヒラマン 13：38　悔い改めを引き延ばすと不幸
な結果を招く
　以下の聖句をホワイトボード（または，黒板）に書く。「刈
入れの時は過ぎ，夏はもはや終った，しかしわれわれはまだ
救われない。」（エレミヤ 8：20）

• この言葉はどういう意味だろうか。

　一人の生徒にヒラマン 13：38 を読んでもらう。

• これらの聖句から悔い改めについて何が学べるだろう
か。

• マスター聖句の中で，悔い改めの日を引き延ばさないよ
うに警告しているのはどれか（生徒がアルマ 34：32 －
34  を思い出せない場合は，この聖句を参照するよう
に言う）。

　第 15 代大管長であるゴードン・B・ヒンクレー大管長
（1910 －2008 年）の以下の勧告を紹介する。この勧告でヒ
ンクレー大管長は，特にポルノグラフィーへの依存症に苦し
む人々に語りかけている。これらの聖句に関連した大切な
語句は強調表示されている。

　「もしこの悪習に捕らわれている人がいたら，一人に
なれる部屋でひざまずき，この邪悪な怪物から解放さ
れるよう，主に助けを願い求めてください。さもなけれ

ば，この醜い染みは生涯にわたって，さらには永遠に
わたって残ったままになるでしょう。ニーファイの弟の
ヤコブは，次のように教えています。『そしてすべての
人は，この第一の死から命に移行すると，すでに不死
となっているので……義にかなった者はそのまま義の
状態にあり，汚れている者は，そのまま汚れた状態に
ある。』（2 ニーファイ9：15 －16）

　ジョセフ・F・スミス大管長は，死者の霊を救い主が
訪れられた示現の中で，『悪人のところへは，御子は行
かれなかった。また，神を敬わない者や，肉体にある
ときに自らを汚して悔い改めなかった者の中では，御
子の声は発せられ〔なかった 〕』のを見ました（教義と
聖 約 138：20）。」（『リアホナ』2004 年 11 月号，62 ，
強調付加）

• ヒンクレー大管長，ヤコブ，ジョセフ・F・スミス大管長
は，罪を悔い改めない人々に関して，どのようなことを教
えているだろうか。

　大管長会のヘンリー・B・アイリング管長が語った以下の
話を紹介する。読む前に，悔い改めを遅らせてはならない
二つの大切な理由に注意しながら聞くように生徒に言う。

　「今，重大な罪を犯している人は，次のような考えを
心に浮かべることでしょう。『悔い改めるのがそれほ
ど難しいのであれば，罪を犯し続けた方がいい。後
で，赦

ゆる

しが必要になったときに，1 度その過程を経験す
るだけでいい。』

　これはほんとうに愚かな考えです。理由を説明しま
しょう。第 1 に，悔い改めを引き延ばしていると時間
がなくなるかもしれません。第 2 に，罪を犯せば犯す
ほど惨めになり，自分が望んでいる幸福が得られなく
なります。レーマン人サムエルの警告を思い起こしてく
ださい〔ヒラマン 13：38 参照〕。」（To Draw Closer 
to God: A Collection of Discourses  〔1997 年〕，65）

　生徒に時間を与え，以下の質問について深く考えてもらう。

• 悔い改めを引き延ばすことにはどのような危険が伴うだ
ろうか。

• 従順であり，罪を犯したときにすぐ悔い改める人は，ど
のような祝福を味わうことができるだろうか。
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第 38 章

ヒラマン 14 章　預言者はキリストの降臨につい
て証し，そのためにどのように備えればよいかを
教えている
　ヒラマン 14 章には，キリストの死に関するサムエルの預言
が記されており，その一部が本書第 40 章「教えるための提
案」で採り上げられている。その箇所を読み，ここで使うか
どうか判断するとよい。

　生徒に生徒用資料の 269 －270 ページにある表を見つけ
てもらう。クラスの規模に応じて，生徒を二人一組，あるい
は幾つかのグループに分ける。この表に挙げられている聖
句を生徒に読んでもらう。そこには救い主の降誕や死，キリ
ストの降臨に備えることについてサムエルが教えた事柄が
書かれている。生徒はヒラマン 14 章とそれに対応するヒラ
マン 16 章および 3 ニーファイ 1 章，2 章，8 章と 23 章の聖
句を相互参照するとよい。この表についてよく検討した後，
以下の質問について話し合ってもらうとよい。

• ヒラマン 14：12 －13 によれば，サムエルはイエス・キリ
ストの降誕，あるいは最初の降臨への備えとして何をす
るよう民に語っただろうか。

• 教会の指導者はイエス・キリストの再臨に備えることに
ついて何を教えているだろうか。

ヒラマン 14：15 －19　イエス・キリストはわた
したちを肉体の死と霊の死から贖

あがな

われる
　生徒に質問する。

• わたしたちのだれもが経験する 2 種類の死とは何だろ
うか（肉体の死と霊の死）。

• イエス・キリストの 贖
しょく

罪
ざい

は，アダムの堕落によってこの
世にもたらされた肉体の死から，すべての人類を無条件
に贖うだろうか（はい。 1コリント15：20 －22 参
照）。

　生徒にヒラマン 14：15 －19 を黙読し，サムエルが二つの
霊の死について述べた箇所を見つけてもらう。サムエルが
指摘した最初の霊の死が，神のもとを去ることで神から引き
離されたわたしたちの状態を指すことを生徒が理解できる
ように助ける。サムエルはこの霊の死を「第一の死」と呼ん
でいる（ヒラマン 14：16）。肉体の死と同様，堕落の結果で
ある第一の霊の死は万人に訪れる（ヒラマン 14：16 参照）。
この地上に来るとき，わたしたちは神のもとを去った。この
霊の死は，イエス・キリストの贖いにより無条件に克服され
る。すなわち，すべての人が神のもとに連れ戻され，裁きを

受けるのである（ヒラマン 14：17 参照。 2 ニーファイ 2：9
－10；9：15，22 ，38；アルマ 11：43 － 44 も参照）。
　第二の霊の死で，人は「義にかかわる事柄に関して再び
絶たれる」（ヒラマン 14：18）。この霊の死は，わたしたち自
身の罪の結果もたらされる。イエス・キリストの贖罪はこの
死を条件付きで克服する。罪を悔い改め，救いの儀式を受
けるならば，裁きを受けた後で，神のもとにいつまでも住むこ
とができるのである。

ヒラマン 15：7 －16　真の改心は，生涯にわた
って忠実であることによって示される
　生徒にヒラマン 15：7－ 9 を静かに研究し，改心に至る過
程にはどのような要素があるか探してもらう。読んで深く考
える時間を 2 ，3 分与えた後，見つけたことを話してもらう。
生徒の意見をホワイトボード（または，黒板）に書く。必要
ならば，以下の質問について話し合ってもらう。

• 7 節によれば，聖文を熱心に研究し，心から信じる人は
どうなるだろうか。

• ここに記されているレーマン人に起こった変化はどれほ
ど真剣で永続的なものだっただろうか（9 節参照）。

　生徒に以下の質問について静かに考えてもらう。

• どうしたら「心の変化」を経験することができるだろう
か。

• 9 節がわたしたちの生活にどのように当てはまるか考え
る。自分には埋める必要のある「武器」があるだろう
か。

• どうすれば「罪を犯すのを恐れ」るまでに信仰を増し加
えることができるだろうか。

　一人の生徒にヒラマン 15：10 －16 を読んでもらう。

• 主は改宗したレーマン人の子孫についてどのような約束
をしておられるだろうか。

• 主がレーマン人に，彼らは滅ぼされないと約束されたの
はなぜだろうか（ヒラマン 15：14 －17 参照）。

ヒラマン 16：13 － 25　人々が心をかたくなに
するとき，サタンは人々の心を「大いに支配する」
ことができる
　生徒全員に聖典を閉じてもらう。次に，一人の生徒に聖典
を開いてヒラマン 16：13 －14 を読んでもらい，ほかの生徒
にはそれを聞いてもらう。クラスの生徒に次の聖句で何が
起こるか尋ねる。
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ヒラマン 13 －16 章

• 現代の人々が天使やその他の大きなしるしを見たとした
ら，預言者のメッセージにどのように反応するだろうか。

　聖典を開いている生徒に 15 節の最初の言葉を読んでも
らう。生徒全員に「にもかかわらず」という言葉の後にどの
ような文章が続くと思うか尋ねる。質問に答えてもらった後
で，生徒と一緒に 15 節を読む。

• 心がかたくなな人とはどのような人だろうか。

• 22 －23 節によれば，心のかたくななニーファイ人は，自
分の身にどのような影響を招いただろうか。

• この聖句を読んで，サタンに心を支配されないために何
が役立つと分かっただろうか。

　生徒と一緒に 3 ニーファイ9：20 を読む。

•「打ち砕かれた心」を持った人はかたくなな心を持った
人とどのように違うだろうか。

• 打ち砕かれた心と悔いる霊を持った人はどのような祝
福を受けるだろうか。

• 聖霊の影響を受けることで，どのようにサタンの影響に
立ち向かうことができるだろうか。

　謙
けんそん

遜な心，そして御
み

霊
たま

の影響を日々受けたいという望みを
はぐくむにはどうすればよいと思うか，生徒に話してもらう。

ヒラマン 16：16 － 21　高慢な人は預言者に従
うことを拒む
　ヒラマン 16：16 －21を読み，不義な人々がサムエルの預
言を信じないことについてどのような言い訳をしたか見つけ

てもらう。数分間この聖句を研究した後で，生徒に気づいた
ことを話してもらう。生徒の答えをホワイトボード（または，
黒板）に書き出す。

• 現代においても人々は預言者に対して同じような議論を
続けているが，その言い分としてどのようなものが挙げ
られるだろうか。

• 自分の生活で預言者の言葉を拒否し始めているかどう
かは，どうすれば分かるだろうか。

　教義と聖約 21：4 － 5 を一人の生徒に読んでもらう。

• どうすれば預言者の言葉を「忍耐と信仰を尽くして」受
け入れることができるだろうか。

　十二使徒定員会のラッセル・M・ネルソン長老が語った
以下の言葉を読む。

　「預言者の言葉の最後に疑問符を付けないで逆に
感嘆符を付けたらどうでしょう。そして実行する ので
す。そうすれば祝福がたくさん得られます。」（レーン・
ジョンソン「心臓外科医ラッセル・M・ネルソンと従
順」『聖徒の道』1983 年 4 月号，37 で引用。強調部
分は原文のまま）

• 預言者の勧告に疑問符ではなく感嘆符を付けるとはど
ういう意味だろうか。
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第 39 章

はじめに
　キリストがアメリカ大陸に御

み

姿
すがた

を現される前の時代と，再
臨の前の時代には，多くの共通点がある。例えば，主がアメ
リカ大陸に来られる前，人々の罪悪は深まっていったが，忠
実であり続けた人も大勢いた。主の再臨を前に邪悪の度が
増す中にあって，教師も生徒も忠実であり続ける者の一人と
なることができる。これらの章に書かれている状況と出来
事の中から，終わりの時の状況と出来事に共通するものを見
つけることで，生徒は忠実な生活を送るために，さらによく
備えることができる。

教義と原則
• しるしと奇跡は忠実な者に報いを与え，救い主の降臨を

宣言する（3 ニーファイ 1：4 －23 参照）。

• イエス・キリストの弟子は救い主の教えに従って生活す
る（3 ニーファイ 5：13 －15 参照）。

• 完全に改心することで最後まで堪え忍ぶことができる
（3 ニーファイ6 －7 章参照）。

教えるための提案

3 ニーファイ 1－7 章　ニーファイ人の歴史には
わたしたちの時代と多くの共通点がある
　一人の生徒に，生徒用資料の 275 ページにあるエズラ・
タフト・ベンソン大管長の話を読んでもらう。生徒に 3 ニー
ファイ 1－7 章の各章の前書きを読み，わたしたちの時代と
の類似点を探してもらう。生徒に見つけたことを発表しても
らう。話し合うときに，救い主が来られる前にはサタンの激
しい抵抗があることを生徒が理解できるように助ける。 3
ニーファイ 1－7 章を研究し，そこに書かれている原則を応
用することで，救い主がニーファイ人のもとを訪れられるしる
しを理解し，主の再臨に備えることができる。

3 ニーファイ 1：4 － 23　しるしと奇跡は忠実な
者に報いを与え，救い主の降臨を宣言する
　生徒に，信仰の結果として偉大な奇跡を経験した人たち
を聖典から挙げてもらう。

• 奇跡は忠実な人をどのように強めることができるだろう
か。

　一人の生徒に 3 ニーファイ 1：4 － 9 を読んでもらう。

• 数多くの偉大なしるしと奇跡が人々に与えられたが，邪
悪な人々はどのような口実を設けて義人を迫害しただろ
うか。

第 39 章
3 ニーファイ1－7 章

• たいていの場合，しるしを見ても邪悪な人が確信を得て
変わることがないのはなぜだろうか（教義と聖約 63：7
－11 参照）。

　生徒に 3 ニーファイ 1：10 －14 を黙読してもらう。

• 救い主は世に来ることによって世の人々に何を示すと言
われただろうか（13 －14 節参照。主は，預言者たちが
語ったすべてのことと御自身が世の初めから知らせてき
たすべてのことを御自分が成就することを示される）。

• 預言の成就はどのように信仰を強めるだろうか。

　一人の生徒に 3 ニーファイ 1：15 －21を読んでもらう。

• 不信仰な人たちが，最初，信仰でなく恐れを抱いたのは
なぜだろうか。

• 救い主の誕生のしるしは，天から地上を照らす光として
与えられた。光がイエス・キリストの降臨を表すしるし
としてふさわしいのはなぜだろうか。

• 救い主を信じる信仰は，どのように人々の生活に光を与
えるだろうか。

　3 ニーファイ 1：22 －23 を読む。

• 救い主の誕生のしるしの後，何によって地に平和がもた
らされただろうか。

　生徒に 3 ニーファイ 1：8 をもう一度読んでもらう。

• この節から，わたしたちの時代におけるしるしを見いだ
す方法について，何を学べるだろうか。

• 「確固として待ち設け」とはどういう意味だろうか。

• 「確固として待ち設け」ることは，イエス・キリストの再
臨に備えるうえでどのように役立つだろうか。

　自分が待ち設けているものが何か分からなければ，確固
として待ち設けることはできないことを生徒が理解できるよ
うに助ける。生徒が聖文を研究する際に，イエス・キリスト
の再臨の預言を探し続けるように，また，終わりの時のひな
がたとして第三ニーファイに記録されている出来事に細心の
注意を払うよう生徒を励ます。

　3 ニーファイ 1：4 － 9 を読んで話し合う。今
こん

日
にち

の末日聖
徒が同じような脅威にさらされた場合に自分はどう対処する
か生徒に考えてもらう。生徒に以下の質問について静かに
思い巡らしてもらう。

• あなたは忠実であり続けるだろうか。

• 忠実であり続けようと努力するとき，これまで経験したこ
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3 ニーファイ 1－7 章

はじめに
　キリストがアメリカ大陸に御

み

姿
すがた

を現される前の時代と，再
臨の前の時代には，多くの共通点がある。例えば，主がアメ
リカ大陸に来られる前，人々の罪悪は深まっていったが，忠
実であり続けた人も大勢いた。主の再臨を前に邪悪の度が
増す中にあって，教師も生徒も忠実であり続ける者の一人と
なることができる。これらの章に書かれている状況と出来
事の中から，終わりの時の状況と出来事に共通するものを見
つけることで，生徒は忠実な生活を送るために，さらによく
備えることができる。

教義と原則
• しるしと奇跡は忠実な者に報いを与え，救い主の降臨を

宣言する（3 ニーファイ 1：4 －23 参照）。

• イエス・キリストの弟子は救い主の教えに従って生活す
る（3 ニーファイ 5：13 －15 参照）。

• 完全に改心することで最後まで堪え忍ぶことができる
（3 ニーファイ6 －7 章参照）。

教えるための提案

3 ニーファイ 1－7 章　ニーファイ人の歴史には
わたしたちの時代と多くの共通点がある
　一人の生徒に，生徒用資料の 275 ページにあるエズラ・
タフト・ベンソン大管長の話を読んでもらう。生徒に 3 ニー
ファイ 1－7 章の各章の前書きを読み，わたしたちの時代と
の類似点を探してもらう。生徒に見つけたことを発表しても
らう。話し合うときに，救い主が来られる前にはサタンの激
しい抵抗があることを生徒が理解できるように助ける。 3
ニーファイ 1－7 章を研究し，そこに書かれている原則を応
用することで，救い主がニーファイ人のもとを訪れられるしる
しを理解し，主の再臨に備えることができる。

3 ニーファイ 1：4 － 23　しるしと奇跡は忠実な
者に報いを与え，救い主の降臨を宣言する
　生徒に，信仰の結果として偉大な奇跡を経験した人たち
を聖典から挙げてもらう。

• 奇跡は忠実な人をどのように強めることができるだろう
か。

　一人の生徒に 3 ニーファイ 1：4 － 9 を読んでもらう。

• 数多くの偉大なしるしと奇跡が人々に与えられたが，邪
悪な人々はどのような口実を設けて義人を迫害しただろ
うか。
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との中であなたに力を与えてくれるような経験があるだ
ろうか。

3 ニーファイ 3 章　義人は邪悪な人々のすること
を恐れない
　3 ニーファイ 3 章を教える前に，3 ニーファイ 1 章の終わり
の部分と 3 ニーファイ 2 章全体に書かれていることを以下の
ように要約するとよい。
　人々が救い主の誕生に伴う奇跡的なしるしを見た後，サタ
ンは「民の中に偽りを」広めたが，「民の大半は信じて，主に
帰依した。」（3 ニーファイ 1：22）しかし数年後，民の多く，
特に「若者たち」が「しるし，すなわち天からの不思議に次
第に驚かなくなってきた。そして，彼らの心はかたくなにな
り，思いはくらみ，彼らはかつて見聞きしたすべてのことを信
じなくなった。」（3 ニーファイ 1：30；2：1）「ニーファイの民
の悪事と多くの争いと不和のために，ガデアントンの強盗は
ニーファイの民に対して何度も優位に立った。」（3 ニーファイ
2：18）
　生徒に 3 ニーファイ 3：1－10 の，ギデアンハイがラコー
ニアスに出した手紙を読んでもらう。ギデアンハイがラコー
ニアスを脅したり恐がらせたりしようとして使った言葉を探す
ように言う。

• サタンはこれと同じような方法を，今
こん

日
にち

どのように用い
ているだろうか。

• 11－12 節によれば，ラコーニアスはこの手紙にどのよう
な反応を示しただろうか。

　ホワイトボード（または，黒板）に，「ラコーニアスの備
え」，「現代との共通点」と書く。生徒に 12 －25 節の中か
ら，ラコーニアスとその民が安全のためにどのような備えを
したか探すように言う。見つけたことを「ラコーニアスの備
え」の下に書いてもらう。次に，「現代との共通点」の下に，
今日でも応用できる備えの方法について生徒に提案しても
らう。生徒が回答を書いた後のホワイトボード（または，黒
板）は，次のようになるかもしれない。以下に書き込みの例
を挙げる。

ラコーニアスの備え 現代との共通点

力を求めて祈った。 力を求めて祈る。

ラコーニアスは民に悔い
改めるよう呼びかけた。

教会の指導者はわたした
ちに悔い改めるよう勧め
ている。

堅固なとりでを築いた。 強い証
あかし

を築く。

民を 1 か所に集めた。 力を得るために集まる，安
息日に集まる。

土地の中央に集まった。 危険な環境を避ける。

民のために食料品を集め
た。

物質的に備える。

3 ニーファイ 5：13 －15　イエス・キリストの弟
子は救い主の教えに従って生活する
　一人の生徒に 3 ニーファイ 5：13 を読んでもらう。
　ホワイトボード（または，黒板）に「キリストの弟子」と書
く。

• この節によれば，キリストの弟子の役割は何だろうか。
この役割を果たすために，わたしたちにはどのような方
法があるだろうか。

　この質問について話し合うとき，生徒用資料の 278 ペー
ジを参照してもらう。生徒の答えをホワイトボード（または，
黒板）に書くとよい（定義によれば，弟子とは従う者を意味
することに留意する〔教義と聖約 41：5 参照〕。ただし，モ
ルモンは自分のことを弟子と呼んでおり，3 ニーファイ 12：1
に記録されているニーファイ人の十二弟子のような使徒の権
能を有する指導者としての召しがあると独自の方法で言及し
ているのかもしれない。 3 ニーファイ 5：13 で，モルモンは
自分には民の中で主の言葉を宣

の

べ伝える権能が与えられて
いると宣言している）。

• 3 ニーファイ 5：14 －15 によれば，モルモンがその業を
果たすうえで動機や指針となっていたのは何だろうか。

　わたしたちも弟子となる召しを受けることができることを
生徒が理解できるよう，教義と聖約 4：3 を読むように言う。

• 「その業に召され〔る〕」ため，言い換えれば，弟子とな
るためには何が必要だろうか。

• どうすればこの業にふさわしくなることができるだろう
か。
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　数人の生徒に，キリストの弟子であるということの意味に
ついて，自分の思いあるいは証

あかし

を述べてもらう。

3 ニーファイ 6 －7 章　完全に改心することで最
後まで堪え忍ぶことができる
　クラスの生徒に，生徒用資料の 280 －281 ページにある
リチャード・G・スコット長老の話を読んでもらう（この話
は，付属の DVD A で視聴することもできる。 DVD を利用
する場合，話し合いのときに適切なタイミングで一時停止で
きるよう前もってビデオを見て準備しておく）。
　生徒にこの話の最初の 3 つの段落を読んで（または聞い
て）もらう。読む前に，次の質問に対する答えを見つけられ
るように，よく注意して聞くように言う。

• 改心した人と改心していない人の違いは何だろうか。

• 改心することと真理の 証
あかし

を得ることとは，どのような点
で異なっているだろうか。

　生徒にこれらの質問への答えを念頭に置いたうえで 3
ニーファイ6 －7 章を研究し，話し合ってもらう。
　3 ニーファイ 5：1－3 を一人の生徒に読んでもらう。生徒
にこの時代のニーファイ人の状態を描写している言葉を挙げ
てもらう。次に，それから 6 年後の人々の状態について書か

れている 3 ニーファイ 7：7－ 8 を一人の生徒に読んでもら
う。以下の文をホワイトボード（または，黒板）に書く。

……を除き，彼らが栄えるのを妨げるものは何一つな
かった。

（3 ニ ーフ ァイ 6：4 － 5，10 －18，20，23，27 －
30 参照）

　生徒にこれらの節を調べ，人々を霊的に妨げた事柄を示
す語句を探してもらう。生徒の答えをホワイトボード（また
は，黒板）に書く。この人々はかつて信仰を持っていたにも
かかわらず，不義な行いのために自らの証を忘れ，悪の道に
戻ったことを理解できるように助ける。
　もう一度，生徒用資料あるいは DVD にあるリチャード・
G・スコット長老の話に戻り，生徒に最後の段落を読んで

（あるいは聞いて）もらう。信仰を失わせるような社会的要
素から身を守るためには，完全な改心が必要である。完全
な改心に欠かせない事柄を挙げてもらう。
　イエス・キリストを信じる信仰を働かせ，悔い改め，いつ
も従順であることにより，日々の生活で改心のサイクルを作
るように励ます。最後に，生活の中でこれらの原則からどの
ような祝福を受けているか証するとよい。

はじめに
　イエス・キリストが古代アメリカ大陸に御

み

姿
すがた

を現されたこ
とは，神が約束を果たされること，またイエス・キリストの
復活が現実であることを証明している。十二使徒定員会の
ジェフリー・R・ホランド長老はこう語っている。
　「御子は骨の髄までしみわたるような声で簡潔にこう言わ
れました。『見よ，わたしはイエス・キリストであり，世に来
ると預言者たちが証

あかし

した者である。』〔3 ニーファイ 11：10〕
　この現れと宣言は，モルモン書の全歴史の中心を成す，最
もすばらしい瞬間となりました。……
　すべての人が主について語り，主について歌い，主を夢
見，主の訪れを祈りましたが，その御方が実際に来られた
のです。最も待ち望んだ日が到来したのです！」（Christ 
and the New Covenant: The Messianic Message of the 
Book of Mormon 〔1997 年〕，250 －251）
　生徒は，この聖句ブロックを研究することによって，預言
者の言葉が成就したことを理解することができる。バウン
ティフルでの人々への救い主の訪れを追体験し，イエス・キ
リストの復活に関する証をはぐくむことができる。

教義と原則
• 神が預言者を通じてお与えになる預言はすべて成就する
（3 ニーファイ 8 章参照）。

• 主は打ち砕かれた心と悔いる霊をもって御自分のもとに
来るすべての人を受け入れられる（3 ニーファイ9：13 －
22 参照）。

• イエス・キリストがアメリカ大陸に 御
み

姿
すがた

を現されたこと
は，主が活発に務めを果たされ，実際に復活されたこと
を証

あかし

している（3 ニーファイ 11：1－17 参照）。

• キリストの教義には信仰，悔い改め，バプテスマ，聖霊の
賜
たまもの

物が含まれる（3 ニーファイ 11：31－ 41 参照）。

教えるための提案

3 ニーファイ 8 章　神が預言者を通じてお与えに
なる預言はすべて成就する
　3 ニーファイ 8 章に記されている破壊の詳細に目を通す前
に，レーマン人サムエルが，エルサレムで救い主が亡くなられ
るときにアメリカ大陸で起こる荒廃について預言したことを
指摘する。モルモンがこれらの預言の成就を記録すること
をどれほど重視したか（3 ニーファイ 10：14 参照），また主
御自身が次のように語られたとき，預言の成就をどれほど強
調されたか，生徒に探してもらうとよい。主は「わたしの来

第 40 章
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3 ニーファイ8 －11 章

はじめに
　イエス・キリストが古代アメリカ大陸に御

み

姿
すがた

を現されたこ
とは，神が約束を果たされること，またイエス・キリストの
復活が現実であることを証明している。十二使徒定員会の
ジェフリー・R・ホランド長老はこう語っている。
　「御子は骨の髄までしみわたるような声で簡潔にこう言わ
れました。『見よ，わたしはイエス・キリストであり，世に来
ると預言者たちが証

あかし

した者である。』〔3 ニーファイ 11：10〕
　この現れと宣言は，モルモン書の全歴史の中心を成す，最
もすばらしい瞬間となりました。……
　すべての人が主について語り，主について歌い，主を夢
見，主の訪れを祈りましたが，その御方が実際に来られた
のです。最も待ち望んだ日が到来したのです！」（Christ 
and the New Covenant: The Messianic Message of the 
Book of Mormon 〔1997 年〕，250 －251）
　生徒は，この聖句ブロックを研究することによって，預言
者の言葉が成就したことを理解することができる。バウン
ティフルでの人々への救い主の訪れを追体験し，イエス・キ
リストの復活に関する証をはぐくむことができる。

教義と原則
• 神が預言者を通じてお与えになる預言はすべて成就する
（3 ニーファイ 8 章参照）。

• 主は打ち砕かれた心と悔いる霊をもって御自分のもとに
来るすべての人を受け入れられる（3 ニーファイ9：13 －
22 参照）。

• イエス・キリストがアメリカ大陸に 御
み

姿
すがた

を現されたこと
は，主が活発に務めを果たされ，実際に復活されたこと
を証

あかし

している（3 ニーファイ 11：1－17 参照）。

• キリストの教義には信仰，悔い改め，バプテスマ，聖霊の
賜
たまもの

物が含まれる（3 ニーファイ 11：31－ 41 参照）。

教えるための提案

3 ニーファイ 8 章　神が預言者を通じてお与えに
なる預言はすべて成就する
　3 ニーファイ 8 章に記されている破壊の詳細に目を通す前
に，レーマン人サムエルが，エルサレムで救い主が亡くなられ
るときにアメリカ大陸で起こる荒廃について預言したことを
指摘する。モルモンがこれらの預言の成就を記録すること
をどれほど重視したか（3 ニーファイ 10：14 参照），また主
御自身が次のように語られたとき，預言の成就をどれほど強
調されたか，生徒に探してもらうとよい。主は「わたしの来

第 40 章
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臨に関する聖文は成就している」と語られた（3 ニーファイ
9：16）。
　生徒に 3 ニーファイ 8：3 と 8：4 を比較してもらう。

• 「大きな期待」をもってしるしを待ち望まず，「ひどい疑
いと論争」を起こした人々がいたのはなぜだろうか。

• これはわたしたちにどのように当てはまるだろうか。

　注意 ―第 38 章を教える際にレーマン人サムエルの預
言について詳しく話し合った場合は，このレッスンではごく
簡単に採り上げるとよい。
　生徒に 3 ，4 人ずつのグループに分かれてもらう。以下の
ようにホワイトボード（または，黒板）に書く。

サムエルの預言 成就

ヒラマン 14：20 － 27 3 ニーファイ 8：5 － 23

　各グループにヒラマン 14：20 －27 を読み，キリストの死
に関するレーマン人サムエルの預言を探してもらう。次に 3
ニーファイ 8：5 －23 を読み，預言がどのように成就したか
探してもらう。それぞれの聖句の余白にもう一方を相互参
照聖句として書き込むよう勧めるとよい。預言が告げられて
から成就するまでにどれくらいの年月が過ぎたか調べてもら
う（約 40 年）。
　時間を取って聖句ブロックを比較した後，各グループにこ
れらの出来事から学べる原則を一つか二つ書いてもらう。
各グループに書いたことを発表してもらう。
　生徒がこれらの聖文をどのように応用すればよいか理解
できるように，以下の質問をする。

• 末日聖徒が信じている預言の中には，世の人々が受け
入れないものもあるが，それはどのような預言だろうか

（答えをホワイトボード〔または，黒板〕に書く。答えに
は以下のような預言が含まれるであろう。末日におけ
る福音の回復，新エルサレムの建設，アダム・オンダイ・
アーマンにおける集合，全世界に福音が宣

の

べ伝えられる
ことなど）。
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• これらの預言を受け入れない人々がいるのはなぜだろう
か。

　一人の生徒に教義と聖約 1：38  を読んでもらう。聖典
と末日の預言者の言葉に含まれる預言はすべて成就するこ
とを証

あかし

する。
　活動の結びとして，以下の質問をする。

• ここに記されている経験について読むことは再臨に備え
るうえでどのような助けとなるだろうか。

• 預言が成就するのを待つ間，どうすれば信仰を強く保つ
ことができるだろうか。

３ニーファイ９：5 －12　神は悪人に責任を負わ
せられる
　悪人が義人に加える残虐な行為を神は覚えておられるの
だろうかと，時折人は疑問に思うことがある。例えば，ノア
王がアビナダイを火あぶりにするよう命じたとき（モーサヤ
17 章参照），預言者たちが石を投げつけられて殺されたとき

（3 ニーファイ 7：19 参照），人は神が即座に悪人を罰せられ
ると期待したかもしれない。神は確かに悪人に自らの行為
に責任を負わせられるが，神がそうされるのは，御自身の時
と方法による。 3 ニーファイ9：5 －12 に素早く目を通し，
悪人に及んだ破壊について述べている語句を見つけてもら
う。

• 主はどのようにして預言者の言葉が正しいことを示され
ただろうか。

3 ニーファイ 9：13 － 22　主は打ち砕かれた心
と悔いる霊をもって御自分のもとに来るすべての
人を受け入れてくださる
　生徒に，自分も 3 ニーファイ9 章に記された救い主の言葉
を聞いている群衆の一人であると想像してもらう。次に 13
－22 節を黙読してもらう。主は人々に何度，御自分のもと
に来るよう招かれただろうか。

• 主がこの招きを何度も繰り返されたことから，わたした
ちは何を学ぶことができるだろうか。

• 3 ニーファイ9：14 をもう一度読む。主が自分に 憐
あわ

れみ
の腕を伸べておられるということを，どのように感じたこ
とがあるだろうか。

• あなたが主に近づいたとき，主はどのように祝福してく
ださっただろうか。

　イエス・キリストが，動物の犠牲を「取りやめ」，主に従う
者は「打ち砕かれた心と悔いる霊」を犠牲としてささげる
べきであると非常に明確に語られたことを説明する（3 ニー
ファイ9：19 －20 参照）。
　打ち砕かれた心と悔いる霊という犠牲について話し合
う前に，動物の犠牲の目的や，主が「わたしはこれから，あ
なたがたの〔動物の〕犠牲と燔

はん

祭
さい

を受け入れない」と語ら
れた理由について簡単に復習するとよい（3 ニーファイ9：
19）。モーセの律法ではささげ物として動物の犠牲が求め
られたことを説明する。これらのささげ物は贖

しょく

罪
ざい

の予型で
あり影であった（モーセ 5：5 － 8 参照。 2 ニーファイ 25：
24 も参照）。イエス・キリストの贖罪の後，動物の犠牲はも
はや必要なくなった。アミュレクは何年も前にこの偉大な真
理を教え，神の小羊によって流される血は「大いなる最後の
犠牲」であり，それはすなわち「無限にして永遠」の犠牲に
なると述べている（アルマ 34：10）。また，「そのときに，血
を流すことは……やめなければならない。それで，モーセ
の律法が成就するのである」とも述べた（アルマ 34：13）。
義人は，神の御子が御自分の血をささげられた後，動物の
犠牲が終わることを予期していた。

• 3 ニーファイ9：19 －20 によれば，主はわたしたちにど
のような犠牲を求めておられるだろうか（オムナイ 1：26
も参照）。

• 「打ち砕かれた心と悔いる霊」という犠牲をささげると
はどういう意味だろうか。

　生徒がこれらの質問について話し合うときに，生徒用資
料の 284 ページにある D・トッド・クリストファーソン長老
の話を読んでもらうとよい。この話は付属の DVD A で視
聴することもできる。神に「打ち砕かれた心と悔いる霊」を
もっと完全にささげるために何をするか生徒に考えてもら
う。考えを書き留めるように勧めてもよい。

• どうしたらこの犠牲をもっと完全に主にささげることが
できるだろうか。

　生徒に 3 ニーファイ9：20 をもう一度読んでもらう。

• わたしたちが打ち砕かれた心と悔いる霊をささげると
き，主は何を授けると約束しておられるだろうか。

　十二使徒定員会のニール・A・マックスウェル長老（1926
－2004 年）の以下の話で終わる。
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　「自らの意思を神の御
み

心
こころ

に従わせるとき，皆さんは自
分にできる唯一のささげ物を神にささげているのです。
自らの意思を神にささげ始める時期を遅らせてはなり
ません。」（『リアホナ』2004 年 5 月号，46）

　どうしたら自分の意思を神の御心に従わせることができ
るか，生徒に深く考えてもらう。

3 ニーファイ 11：1－17　イエス・キリストがア
メリカ大陸に御

み

姿
すがた

を現されたことは，主が活発に
務めを果たされ，実際に復活されたことを証

あかし

して
いる
　救い主がアメリカ大陸を訪れられたことについて，より敬

けい

虔
けん

な雰囲気で話し合うため，救い主に関する賛美歌を歌う
か歌詞を読むように言うとよい。「主は生けりと知る」（『賛
美歌』75 番）や「救い主，われ信ず」（『賛美歌』72 番）あ
るいは別の好きな賛美歌から選ぶ。
　あなたが 3 ニーファイ 11：1－17 を読む間，生徒に自分も
イエス・キリストにまみえた群衆の一人だったと想像してもら
う。次に，以下の質問の幾つかまたは全部を尋ねる。

• 救い主が御姿を現されたとき，民はどのような反応を示
しただろうか。

• この出来事を聞きながら，あなたはどのように考え，感
じただろうか。

• 自分がそこにいたとしたら，どのように感じただろうか。

　一人の生徒に 3 ニーファイ 11：11をもう一度読んでもら
い，別の生徒に教義と聖約 19：16 －19  を読んでもらう。

• 救い主は御自身の苦しみをどのように表現されただろう
か。

• 救い主がわたしたちのために苦しんでくださったことに
対し，どのような方法で感謝を示すことができるだろう
か。

　一人の生徒に 3 ニーファイ 11：14 －15 をもう一度読んで
もらう。

• 救い主の使命がどの程度まで及んでいるかについて，こ
れらの聖句からどのようなことを洞察することができる
だろうか。救い主が一人一人を心にかけておられるかに
ついて何を学ぶことができるだろうか。

　実際に救い主の手と足に触れた経験はなくても，救い主
が実在の御方であることを感じ，救い主について証するこ
とはできると説明する。生徒にイエス・キリストについての

証を分かち合ってもらう。わたしたちの生活において，今
こん

日
にち

も，救い主が活発に務めを果たされ，実際に復活されたこと
を証している。

3 ニーファイ 11：29　「争いの心を持つ者は……
悪魔につく者である」
　生徒に 3 ニーファ11：29  を読んでもらう。この聖句
に印を付け，暗唱するように勧めてもよい。

• わたしたちの生活で争いが起こりやすい状況としてどの
ようなものがあるだろうか。

• どのようなことが争いをやめるのに役立つと分かっただ
ろうか。

　生徒用資料の 287 ページにあるトーマス・S・モンソン大
管長の話を分かち合うよう検討する。

• 争いや論争を放っておいたり，解決せずにいたりするこ
とには，どのような危険性があるだろうか。

3 ニーファイ11：31－ 41　キリストの教義には
信仰，悔い改め，バプテスマ，聖霊の賜

たま

物
もの

が含まれ
る
　一人の生徒に信仰箇条第 4 条を暗唱してもらう。その間
に以下をホワイトボード（または，黒板）に書く。

1. イエス・キリストを信じる信仰

2. 悔い改め

3. バプテスマ

4. 聖霊の賜物

　救い主が自ら「わたしの教義」と呼んだ事柄をお教えに
なったとき，これらの原則と儀式を強調されたことを生徒に
伝える（3 ニーファイ 11：31－32 ，39）。ホワイトボード（ま
たは，黒板）に書いた 4 つの上に「キリストの教義」と書く。
生徒に 3 ニーファイ 11：31－ 41を読み，救い主の教義を探
してもらう。

• 3 ニーファイ 11：39 － 41 によれば，救い主の教義の上
に建てる者に対して，救い主は何を約束しておられるだ
ろうか。

　生徒に 3 ニーファイ 11：21－28 を短い時間で読み，この
箇所で救い主がバプテスマを施すまたはバプテスマを受ける
という言葉を何度用いられたか数えてもらう（10 回）。
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• 人々はどうしてバプテスマについて教えを受ける必要が
あったのだろうか（3 ニーファイ 11：28 参照）。

• これらの聖句から，バプテスマに関するどのような疑問
の答えが得られるだろうか。

　わたしたちは，聖霊を受け，福音の堅固な土台の上に生活
を築けるように聖

せい

餐
さん

を受ける。そうすることによって，絶え
ず救い主を信じる信仰を強め，悔い改め，バプテスマの聖約
を新たにする。そのことが大切であることについて証

あかし

を分
かち合う。

はじめに
　この聖句ブロックには，復活されたキリストがバウンティ
フルの地の民に対して行われた説教が載っている。マタイ 5
－7 章に記録されている山上の垂訓と非常によく似たこの説
教には，救い主に従い，来

きた

るべき世で完全になるための規範
となるもろもろの原則が含まれている。第 11 代大管長であ
るハロルド・B・リー大管長（1899 －1975 年）は，この説
教において「主は……御自身の完全な属性について幾らか
の啓示をわたしたちに与え，……そうすることによってわたし
たち自身の生活の青写真を与えてくださった」と教えている

（『歴代大管長の教え―ハロルド・B・リー』206）。
　このガイドの大半の章がそうであるように，本章には 1 回
のレッスンでは教え切れない量の内容が含まれている。教
え方の案の中から生徒の必要に最も合ったものを選ぶ。

教義と原則
• 至福の教えは幸福を得るための指針である（3 ニーファ

イ 12：1－12 参照）。

• イエス・キリストは立法者であられる（3 ニーファイ 12：
17－ 47 参照）。

• わたしたちは正しい動機で福音を実践するべきである
（3 ニーファイ 13：1－ 6，16 －18 参照）。

• イエス・キリストに従う者は主の言葉を聞いて行う（3
ニーファイ 14 章参照）。

教えるための提案

3 ニーファイ 12：1－12　至福の教えは幸福を
得るための指針である
　3 ニーファイ 12：3 －12（およびマタイ 5：3 －12）に記さ
れている教えはよく至福の教えと呼ばれることを説明する。
生徒に，生徒用資料の 289 ページを開き，3 ニーファイ 12：
3 －12 についての注解の第 1 段落を読むように言う。至福と
いう言葉の意味を探してもらう。至福の教えの一つ一つに
幸いであるという言葉が用いられているのはなぜだと思うか
尋ねる。
　生徒に時間を与え，3 ニーファイ 12：3 －12 を各自で分
析してもらう。この聖句について理解を深めるために，生徒
用資料を参照するよう勧める。この聖句に出てくる，幸福を
もたらす特質や状態を挙げてもらう。その後，生徒を小グ
ループに分け，この聖句に出てくる特質や状態をどのような
形で生活の指針とすることができるか話し合ってもらう。各
グループから，一人の生徒にグループの意見を要約して発表

第 41章
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はじめに
　この聖句ブロックには，復活されたキリストがバウンティ
フルの地の民に対して行われた説教が載っている。マタイ 5
－7 章に記録されている山上の垂訓と非常によく似たこの説
教には，救い主に従い，来

きた

るべき世で完全になるための規範
となるもろもろの原則が含まれている。第 11 代大管長であ
るハロルド・B・リー大管長（1899 －1975 年）は，この説
教において「主は……御自身の完全な属性について幾らか
の啓示をわたしたちに与え，……そうすることによってわたし
たち自身の生活の青写真を与えてくださった」と教えている

（『歴代大管長の教え―ハロルド・B・リー』206）。
　このガイドの大半の章がそうであるように，本章には 1 回
のレッスンでは教え切れない量の内容が含まれている。教
え方の案の中から生徒の必要に最も合ったものを選ぶ。

教義と原則
• 至福の教えは幸福を得るための指針である（3 ニーファ

イ 12：1－12 参照）。

• イエス・キリストは立法者であられる（3 ニーファイ 12：
17－ 47 参照）。

• わたしたちは正しい動機で福音を実践するべきである
（3 ニーファイ 13：1－ 6，16 －18 参照）。

• イエス・キリストに従う者は主の言葉を聞いて行う（3
ニーファイ 14 章参照）。

教えるための提案

3 ニーファイ 12：1－12　至福の教えは幸福を
得るための指針である
　3 ニーファイ 12：3 －12（およびマタイ 5：3 －12）に記さ
れている教えはよく至福の教えと呼ばれることを説明する。
生徒に，生徒用資料の 289 ページを開き，3 ニーファイ 12：
3 －12 についての注解の第 1 段落を読むように言う。至福と
いう言葉の意味を探してもらう。至福の教えの一つ一つに
幸いであるという言葉が用いられているのはなぜだと思うか
尋ねる。
　生徒に時間を与え，3 ニーファイ 12：3 －12 を各自で分
析してもらう。この聖句について理解を深めるために，生徒
用資料を参照するよう勧める。この聖句に出てくる，幸福を
もたらす特質や状態を挙げてもらう。その後，生徒を小グ
ループに分け，この聖句に出てくる特質や状態をどのような
形で生活の指針とすることができるか話し合ってもらう。各
グループから，一人の生徒にグループの意見を要約して発表
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してもらう。生徒の意見をホワイトボード（または黒板）に
書く。至福の教えのうち，4 つは個人の生活と神との関係に
関するものであり，4 つはほかの人との関係に関するもので
あるというハロルド・B・リー大管長の説明を紹介するとよい

（『歴代大管長の教え―ハロルド・B・リー』206 －211
参照）。
　生徒に 3 ニーファイ 12：3 －12 の注解の第 2 段落を読ん
でもらう（生徒用資料 290 ページ）。

• 一つ一つの教えはそれぞれにどのような点で前に述べ
られている教えを基にしているだろうか。

3 ニーファイ 12：13 －16　わたしたちは「地の
塩」となり，人々の光となるべきである
　一人の生徒に，3 ニーファイ 12：13 を読んでもらう。塩の
入った容器を見せる。生徒に，塩を用いることと，末日聖徒
が人々の生活に与えることのできる影響とを比較してもらう。
　一人の生徒に，教義と聖約 101：39 を読んでもらう。聖約
を交わすことと「地の塩」となることの関係に注目してもら
う。塩には食物に味を付けるほかに，食物が腐るのを防ぐ
働きがあることを指摘する。

• わたしたちは主との聖約を守るときに人を霊的な「腐
敗」から守ることができるが，それはなぜだろうか。

　生徒用資料の 292 ページにあるカーロス・E・エイシー
長老の言葉を読む（付属の DVD A で視聴することもでき
る）。自分の「味」を保つためにどのようなことを行う必要
があるか生徒に考えてもらう。
　一人の生徒に，3 ニーファイ 12：14 を読んでもらう。懐中
電灯かランプを見せる。末日聖徒の生活がどのような点で
人々にとって光のようなものとなり得るか生徒に尋ねる。
　生徒が答えた後，懐中電灯または火のついていないろう
そくを机の上にまっすぐ立てて置く（教会の建物内では火を
つけることは認められていない）。一人の生徒に，3 ニーファ
イ 12：15 を読んでもらう。懐中電灯または火のついていな
いろうそくに箱などをかぶせる。

• ろうそくに何かをかぶせると，ろうそくの火は最終的に
どうなるだろうか。

• わたしたちは意識的に，または無意識のうちに自分の光
を隠すことがあるかもしれないが，それはどんなときだ
ろうか。

　3 ニーファイ 12：16 を読む。

• どうすれば高慢にならずに「〔わたしたち〕の光を……
輝かせ〔る〕」ことができるだろうか（3 ニーファイ 18：
24 も参照）。
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3 ニーファイ 12：17 － 47　イエス・キリストは
立法者であられる
　クラスが始まる前に，小さな紙を 5 枚用意する。それぞ
れの紙に，次の参照聖句と質問の一つを書いておく。

 1. 3 ニーファイ12：21－26。怒りは人を傷つける行い
にどう結びつくでしょうか。

 2. 3 ニーファイ12：27－30。思いは行いにどう結びつ
くでしょうか。

 3. 3 ニーファイ 12：33 －37。 この 聖 句で 救い主は，
わたしたちは常に自分が言った言葉どおりに行動する
べきであると教えておられます。不正直な人は，どうす
れば生活の中から不正直な行いを排除できるでしょう
か。

 4. 3 ニーファイ12：38－42。人の言葉や行いに傷つい
て仕返しすると，どのような結果を招くでしょうか。

 5. 3 ニーファイ12：43－46。ほかの人に敵意を抱くと，
自分自身にどのような影響があるでしょうか。

　一人の生徒に，3 ニーファイ 12：19 を読んでもらう。

• モーセの律法をお授けになったのはどなただろうか。

　ホワイトボード（または黒板）に「イエス・キリストは立法
者であられる」と書く。
　3 ニーファイ 12：21－ 47 で，救い主はモーセの律法の従
来の解釈に触れてからより高い律法を教えておられることを
説明する。この聖句で救い主は，「……と言われてきたこと
は，あなたがたの聞いているところであ〔る〕」または「……
と書かれている」などの言葉を使ってモーセの律法の従来
の解釈を述べ，「しかし，あなたがたに言う」などの言葉の
後でより高い律法を教えておられることを生徒が理解できる
よう導く。
　生徒を 5 つのグループに分ける。各グループに，クラスが
始まる前に準備しておいた紙を 1 枚ずつ渡す（この教え方
の案の冒頭を参照）。グループで聖句を一緒に読んで関連
する質問について話し合ってもらう。その際，生徒用資料の
292 －293 ページが役に立つ場合があるかもしれない。以
下の内容の発表をクラスでできるよう各グループに準備して
もらう。

 1. 聖句を声に出して読む。

 2. 聖句に書かれているモーセの律法の内容を要約する。

 3. 紙に書かれている質問に答える。

 4. より高い律法に従うために生活の中で何を行う必要が
あると思うか意見を言う。

　（43 節については，モーセの律法が隣人を愛し，敵を憎む
ことを人々に認めていたという記述が旧約聖書にはないこと
に留意する。この教えは，モーセの時代以降にイスラエルの
家の中に入り込み，モーセの律法に関連した信条として受け
入れられるようになったもののようである。）

3 ニーファイ 12：48　わたしたちは完全になる
ことができる
　一人の生徒に，3 ニーファイ 12：48 を読んでもらう。

• どうすればわたしたちはこの戒めを守ることができるだ
ろうか（理解を深めるために，生徒用資料の 294 ページ
にあるジェームズ・E・ファウスト管長の言葉を生徒に
参照してもらう）。

　一人の生徒に教室の前に出て来てもらう。これから行う
実演では，教室の前が完全になろうと努力しているこの生徒
の現在地点を，教室の後ろが完全な状態をそれぞれ表して
いることを説明する。生徒に教室の後ろに向かって一歩進
んでもらう。

• この生徒はもう完全になっただろうか。

• 完全な状態に到達できなかったのだから，この一歩は
無駄だったのだろうか。

• この生徒はどのようにして完全な状態に到達するだろう
か。

　完全になるという最終目標に到達しようとするのであれ
ば，一歩ずつ進み続けなければならないことを生徒が理解
できるようにする。まとめとして，預言者ジョセフ・スミスの
次の言葉を読む。

　「はしごを登るときは，いちばん下から始めて，一段
ずつ登って行かなければなりません。そしてついには，
いちばん上の段にたどり着くのです。福音の原則も同
じです。第一のものから始めなければならず，昇栄に
関するすべての原則を学ぶまで続けていくのです。し
かしそれらを学び終えるには，幕のかなたへ行ってか
らもかなりの時間を要するでしょう。」（『歴代大管長の
教え―ジョセフ・スミス』268）

　完全になりなさいという救い主の戒めに従うようもう少し
生徒に働きかける必要があると感じる場合は，生徒用資料
の 294 －295 ページにあるスペンサー・W・キンボール大
管長の言葉を読むよう勧めるとよい。
　この話し合いを終える前に，完全になるためにはイエス・
キリストと主の贖

しょく

罪
ざい

を信じる信仰を働かせ，主のもとに行か
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なければならないことを生徒が理解できるようにする。自分
にできることをすべて行った後でさえも，贖罪の力がなけれ
ば不十分である。この真理について話すとき，生徒にモロナ
イ 10：32 －33 と教義と聖約 76：50 － 53，69 －70 を読ん
でもらうとよい。神の恵みと完全になるという目標の達成と
の間にある関係を生徒に説明してもらう。

3 ニーファイ 13：1－ 6，16 －18　わたしたち
は正しい動機で福音を実践するべきである
　ホワイトボード（または黒板）に次の参照聖句を書く。

3 ニーファイ 13：1－ 4

3 ニーファイ 13：5 － 6

3 ニーファイ 13：16 －18

　生徒に，それぞれの聖句を黙読し，その意味について話
す準備をしてもらう（「施し」とは，貧しい人を助けるために
与えるお金や食物などのことだと説明するとよい）。それぞ
れの聖句について，次の質問をする。

• 救い主は施しの仕方（または祈りや断食の仕方）につ
いてどのような警告をお与えになっているだろうか。

• 貧しい人を助ける正しい方法（または正しい祈りや断食
の仕方）として，どのような例が挙げられるだろうか。

　正しい動機で戒めを守ることについてもう少し教える必
要があると感じる場合は，モロナイ 7：6 － 9 と，生徒用資
料の 373 －374 ページにあるダリン・H・オークス長老の言
葉を読むよう生徒に勧めるとよい。

3 ニーファイ 13：7 －13　救い主はどのように
祈るべきかを教えてくださっている
　祈りについての救い主の勧告を調べるために，生徒に 3
ニーファイ 13：7－13 を 1 節ずつ順番に読んでもらう。各
節を読み終える度に，生徒にその節で教えられている原則を
自分の言葉で述べてもらう。その後，その節に関連した意
見や経験談を付け加えたい人がいないかどうか尋ねる。

3 ニーファイ 13：19 － 24　「だれも，二人の主
人に兼ね仕えることはできない」
　ホワイトボード（または黒板）に，大管長会のマリオン・
G・ロムニー管長（1897－1988 年）の次の言葉を書く

（「平和の代価」『聖徒の道』1984 年 2 月号，6 から引用）。

「サタンを怒らせずに，主に仕えようとする人々がいま
す。」マリオン・G・ロムニー

• この言葉はどういう意味だろうか。

• この言葉はどのような点で 3 ニーファイ 13：24 と似てい
るだろうか。

　ジェームズ・E・ファウスト管長（1920 －2007 年）の次
の勧告を紹介する。

　「今
こんにち

日多くの人々が，主と利己的な利益という二人の
主人に兼ね仕え，しかも悪魔を怒らせずにおこうとし
ています。永遠の父なる神の影響力は，神に従うよう
に人々を促し，勧め，鼓舞してくれます。逆に悪魔の力
は，神の戒めを信じず，無視するように働きかけます。

　〔マリオン・G・〕ロムニー長老は〔次のように教えて
います〕。『〔死すべき人間が行う〕選択の結果はすべ
てか無かといった種類のものです。この相反する力の
影響を受けずに済むことはありません。人は必然的に
どちらかの力によって導かれます。人は神から授かっ
た選択の自由によって，選ぶ能力と特権を与えられてい
ます。しかし選択そのものは，本人の義務です。人は
同時に二つのものに仕えることはできません。』」（「主
に仕え，悪魔に立ち向かう」『聖徒の道』1995 年 11
月号，4）

3 ニーファイ 13：25 － 34　わたしたちは「ま
ず神の王国と神の義を求め〔る〕」べきである
　3 ニーファイ 13：25 －34 の教えは，教会の務めに全時間
をささげることになっていた 12 人のニーファイ人の弟子たち
に救い主がお与えになったものだということを説明する。と
はいえ， 3 ニーファイ 13：33 は，すべての教会員が生活の中
で実践できるものである。
　一人の生徒に，3 ニーファイ 13：33 を読んでもらう。

• これはあなたにとってどういうことだろうか（答えは一つ
ではないことを伝え，どんどん意見を出してもらう）。

3 ニーファイ 14 章　イエス・キリストに従う者は
主の言葉を聞いて行う
　片方の手に石を持ち，反対の手に砂を持つ。指の間から
砂が落ちるようにする。

• この二つの物質のうち，あなたならどちらの上に家を建
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てようと思うだろうか。それはなぜだろうか。

　簡単に話し合った後，一人の生徒に 3 ニーファイ 14：24
－27 を読んでもらう。

• 賢い人が取る二つの行動は何だと救い主は言っておら
れるだろうか。

• 永遠の命を受け継ぐためにはこのどちらの行動も必要
である。なぜだろうか。

　ホワイトボード（または黒板）に次のように書く。

救い主が 3 ニーファイ 14 章でおっしゃっていること

1－ 2 節

3 － 5 節

6 節

7 －11 節

12 節

13 －14 節

15 － 20 節

21－ 23 節

　ホワイトボード（または黒板）に書いた 8 つの聖句を黙読
するよう生徒に言う。各聖句には，救い主がお勧めになる義
にかなった行いが出てくることを伝える。聖句をよく読む時
間を取ってから，御自分に従う者にイエスが望まれる義にか
なった行いを各聖句から発表してもらう。（1－2 節 ―
誤った裁きをしない。 3 － 5 節 ―人の過ちではなく自分
自身の過ちに目を向ける。 6 節 ―聖なるものを尊ぶ。 7
－11 節 ―質問への答えを得るために個人の啓示を求め
る。 12 節 ―自分が接してほしいと望むような態度で人々
に接する。 13 －14 節 ―永遠の命に至る福音の道を選
ぶ。 15 －20 節 ―まことの預言者に従う。 21－23 節
―神の御

み

心
こころ

を行う。）
　生徒を 8 つのグループに分ける。各グループに，上述の
8 つの義にかなった行いの一つを割り当て，それについて発
表してもらう。発表は 2 ，3 分以内で終わるものとし，以下
の事柄が入るようにするとよい。

 1. 義にかなった行いを挙げる。

 2. 標準聖典から，その義にかなった行いを理 解する
のに役立つ聖句を一つ挙げる。

 3. その義にかなった行いの大切さと，その行いは現代で
は何をすることに相当するかを，例を挙げて説明する。

4.  その義にかなった行いと，それを生活に取り入れること
によって得られる祝福について証

あかし

する。

　グループが発表を行っている間に，義にかなった行いをホ
ワイトボード（または黒板）に書き出す。ホワイトボード（ま
たは黒板）に書くのが難しければ，クラスが始まる前に大き
めの紙に書いておき，レッスンのこの段階で見せる。
　それぞれの生徒に，自分が重点的に取り組もうと思う義
にかなった行いを一つ心の中で選んでもらう。時間を与え
て，自分の考えや改善に向けた目標をノートか紙に書いても
らうとよい。

　一つ前の教え方の案の復習として，またはレッスン全体の
結びとして， 3 ニーファイ 14：24 －27 に記されている救い
主の説教の最後の言葉を読むとよい。確かな土台の上に築
くことの意味について感じていることを分かち合う。救い
主の勧告のとおり，主の言葉を聞いて行うよう生徒を励ます

（24 節参照）。この説教の原則に従う理由を確認するため
に，「神の子です」（『賛美歌』189 番）を生徒に歌ってもらう
とよい。

3 ニーファイ 14：6　「聖なるもの」は大切にす
るべきである
　生徒に，3 ニーファイ 14：6 は何をたとえているのか尋ね
る。 3 ニーファイ 14：6 を教義と聖約 63：64 と相互参照し
てもらう。「聖なるもの」とは（3 ニーファイ 14：6），祈りへ
の答えや神権の祝福，個人の啓示，神聖な経験など，特に霊
的なもののことを指していることを説明する。

• 神聖な経験を，それを理解できない人や理解しようとし
ない人に語ることにはどのような危険が潜んでいるだろ
うか。

• 教義と聖約 63：64 の勧告は，霊的な経験について話す
こととどのような関係があるだろうか。

3 ニーファイ 14：12　「黄金律」
　3 ニーファイ 14：12 を読む。この教えは黄金律として知
られている。

• 黄金律には，救い主がこの説教でお教えになったほか
の原則がどのように反映されているだろうか。

　この原則に従って祝福を得たときの経験を生徒に話して
もらう。

はじめに
　救い主はニーファイの民に教えを授けたとき，御自身のこ
とを「律法であり，光」であり（3 ニーファイ 15：9），御自分
の民の「羊飼い」である（3 ニーファイ 15：17，21；16：3
参照）と言われた。これらの称号について考えると，救い主
がニーファイ人の中で果たされた務めがよく理解できるよう
になる。主はそれまでも常に「律法」であり「光」であられ
た。しかし，イスラエルの民は主の完全な律法に進んで従
おうとしなかったために，「すべての人を照らすまことの光」
のもとに来る用意ができるまで（教義と聖約 93：2），低い
律法に従って生活せざるを得なくなったのである。アメリカ
大陸において，良い羊飼いであるイエス・キリストは「他の
羊」に教えを授け（3 ニーファイ 15：17），まことの光の源で
ある御自分に従うよう説かれた。
　この聖句ブロックでは最後に，バウンティフルでニーファイ
人たちが見聞きした感動を誘う霊的な出来事が出てくる。イ
エス・キリストがわたしたちを愛しておられることを証

あかし

する
のにとても良い箇所である。救い主は，ニーファイ人が救い
主とその教えについてさらに理解できるように，深く考え，祈
るよう民にお命じになった。生徒にも同じことをするよう勧
めることができる。 3 ニーファイ 17 章のレッスンの効果を
上げるために，提案されている事柄に加えて，『モルモン書
DVD プレゼンテーション』（アイテム番号 54011 300）に収
録されている 4 分のビデオプレゼンテーション「わたしの喜
びは満ちている」を用いるとよい。

教義と原則
• イエス・キリストはモーセの律法を与え，成就された（3

ニーファイ 15：1－10 参照）。

• 救い主は「他の羊」も御自分の声に聞き従うであろうと
言われた（3 ニーファイ 15：11－24；16：1－ 6 参照）。

• 深く考え，祈ると，イエス・キリストの言葉がよく理解で
きるようになる（3 ニーファイ 17：1－ 4 参照）。

• 救い主は御自分の民を哀れみ，憐
あわ

れまれる（3 ニーファ
イ 17：5 －25 参照）。

教えるための提案

3 ニーファイ 15：1－10　イエス・キリストは
モーセの律法を与え，成就された
　生徒に次の状況を想像してもらう。あなたが住む社会で
は，人が行うべきことが法律で非常に細かく定められてい
る。ところがある日，人々は新しい法律に従って生活するよ

第 42 章
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はじめに
　救い主はニーファイの民に教えを授けたとき，御自身のこ
とを「律法であり，光」であり（3 ニーファイ 15：9），御自分
の民の「羊飼い」である（3 ニーファイ 15：17，21；16：3
参照）と言われた。これらの称号について考えると，救い主
がニーファイ人の中で果たされた務めがよく理解できるよう
になる。主はそれまでも常に「律法」であり「光」であられ
た。しかし，イスラエルの民は主の完全な律法に進んで従
おうとしなかったために，「すべての人を照らすまことの光」
のもとに来る用意ができるまで（教義と聖約 93：2），低い
律法に従って生活せざるを得なくなったのである。アメリカ
大陸において，良い羊飼いであるイエス・キリストは「他の
羊」に教えを授け（3 ニーファイ 15：17），まことの光の源で
ある御自分に従うよう説かれた。
　この聖句ブロックでは最後に，バウンティフルでニーファイ
人たちが見聞きした感動を誘う霊的な出来事が出てくる。イ
エス・キリストがわたしたちを愛しておられることを証

あかし

する
のにとても良い箇所である。救い主は，ニーファイ人が救い
主とその教えについてさらに理解できるように，深く考え，祈
るよう民にお命じになった。生徒にも同じことをするよう勧
めることができる。 3 ニーファイ 17 章のレッスンの効果を
上げるために，提案されている事柄に加えて，『モルモン書
DVD プレゼンテーション』（アイテム番号 54011 300）に収
録されている 4 分のビデオプレゼンテーション「わたしの喜
びは満ちている」を用いるとよい。

教義と原則
• イエス・キリストはモーセの律法を与え，成就された（3

ニーファイ 15：1－10 参照）。

• 救い主は「他の羊」も御自分の声に聞き従うであろうと
言われた（3 ニーファイ 15：11－24；16：1－ 6 参照）。

• 深く考え，祈ると，イエス・キリストの言葉がよく理解で
きるようになる（3 ニーファイ 17：1－ 4 参照）。

• 救い主は御自分の民を哀れみ，憐
あわ

れまれる（3 ニーファ
イ 17：5 －25 参照）。

教えるための提案

3 ニーファイ 15：1－10　イエス・キリストは
モーセの律法を与え，成就された
　生徒に次の状況を想像してもらう。あなたが住む社会で
は，人が行うべきことが法律で非常に細かく定められてい
る。ところがある日，人々は新しい法律に従って生活するよ
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う求められることになった。新しい法律では，行うことが以
前ほど具体的に定められておらず，それよりも行いの意図と
個人の責任の方が重要視されている。

• この法律は人々の行いにどのような影響を及ぼすだろう
か。

• 新しい法律に従った生活が実りあるものとなるかどうか
を決めるものは何だろうか。

　一人の生徒に 3 ニーファイ 1：24 －25 を読んでもらう。

• 民はある律法がいつか成就することを知っていた。そ
れはどの律法だろうか。

　一人の生徒に 3 ニーファイ 15：1－10 を読んでもらう。

• この聖句から，救い主がモーセの律法に対して持って
おられる権威についてどのようなことが分かるだろうか

（生徒の答えをホワイトボード〔または黒板〕に書く）。

• イエス・キリストは御自分を「律法」であり「光」である
と言われたが，これはどういう意味だろうか。

• 救い主は「わたしに頼り……なさい」と言われた（3
ニーファイ 15：9）。あなたにとって，主に頼るとはどう
いうことだろうか。主をいかに愛するかは，主への頼り
方，主への従い方にどのような影響を及ぼすだろうか。

3 ニーファイ 15：11－ 24；16：1－ 6　救 い
主は「他の羊」も御自分の声に聞き従うであろう
と言われた
　地球儀または世界地図を見せる（生徒が新版の合本を
持っている場合には，後ろの方にある「教会歴史の年表，地
図，写真」に世界地図が付いている）。生徒に，新約聖書で
述べられている主の羊がいた場所を見つけてもらう（中東に
ある聖地）。一人の生徒にヨハネ 10：11－16 を読んでもら
う。その後，生徒にこの聖句を 3 ニーファイ 15：16 －20 と
相互参照してもらう。イエス・キリストがヨハネ 10 章で語っ
ておられる「他の羊」がいたおおよその場所を見つけてもら
う（具体的な地域について憶測で話をすることのないよう注
意する）。

• ユダヤ人は主の「他の羊」についてどのくらい知ってい
ただろうか。

• なぜイエスは御自分の「他の羊」についてユダヤ人に詳
しくお教えにならなかったのだろうか（3 ニーファイ 15：
18 －20 参照）。

• 3 ニーファイ 15：22 －23 で救い主が述べておられる異
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邦人とはだれのことだろうか。

　「異邦人」という言葉について，次の説明を紹介する。

　「聖典で用いられている『異邦人』という言葉には
幾つかの意味がある。あるときはイスラエルの血統に
属さない人々を指し，あるときはユダヤ人の血統以外の
人々を指す。あるいは，イスラエルの血が幾分入って
いても，福音を持っていない民を指す場合もある。こ
の最後の用法は，『モルモン書』や『教義と聖約』に
特に顕 著である。」（『聖句ガイド』「異 邦人」の項。
scriptures.lds.org）

• 22 －23 節には，異邦人はどのようにして主の声を聞く
ことになると書いてあるだろうか（1 ニーファイ 10：11
も参照）。

　生徒と一緒に 3 ニーファイ 16：1－3 を読む。「他の羊」
とはだれのことか分かるか生徒に尋ねる。
　生徒に，3 ニーファイ 16：1－3 を，2 ニーファイ 10：22；
29：12 －14，および 3 ニーファイ 17：4 と相互参照するよう
勧める。
　十二使徒定員会のブルース・R・マッコンキー長老（1915
－1985 年）の次の言葉を紹介する。

　「イエスはニーファイ人の中で教えを授けた後，彼
ら〔イスラエルのほかの部族〕を訪れられなかったの
だろうか。答え―もちろん訪れられた。御

み

心
こころ

のまま
に，1 か所または多くの場所を訪れられた。その際，
主はバウンティフルの地でニーファイ人を集めたときと
まったく同じように民を集めて，彼らも御自分の声を聞
き，両手と両足の釘

くぎ

の跡に触れることができるように
された。このことに関して疑問の余地はない。」（The 
Millennial Messiah: The Second Coming of the 
Son of Man〔1982 年〕，216，強調は原文のまま）

3 ニーファイ 16：8 － 20　救い主は末日の人々
に警告をお与えになった
　ホワイトボード（または黒板）に次の質問を書く。

異邦人とイスラエルの子らが苦しむことになる原因は何
でしょうか。

終わりの時に悔い改めない人々はどうなるでしょうか。

悔い改める人々にはどのような祝福があるでしょうか。

　生徒を二人ずつのグループに分ける。それぞれの生徒に
3 ニーファイ 16：8 －20 を読んでもらい，一人には異邦人に
対する警告と約束を，もう一人にはイスラエルの子らに対す
る警告と約束を探してもらう。また，二人で協力してホワイト
ボード（または黒板）にある質問に答えてもらう。時間を十
分に取ってから，見つけたことをクラスの人々に発表してもら
う。

3 ニーファイ 17：1－ 4　深く考え，祈ると，イエ
ス・キリストの言葉がよく理解できるようになる
　3 ニーファイ 17：1－3 をよく読むよう生徒に言う。主の言
葉を理解する方法について述べている言葉に印を付けるよう
勧める。生徒に見つけたことを発表してもらう。

• この聖句は，インスティテュートのクラスに出席している
人にどのように当てはまるだろうか。聖

せい

餐
さん

会に出席する
人や神殿に参入する人についてはどうだろうか。また，
個人の聖文研究にはどのように当てはまるだろうか。

• 福音について理解を深めるために，深く考える必要があ
るのはなぜだろうか。

3 ニーファイ 17：5 － 25　救い主は御自分の民
を哀れみ，憐

あわ

れまれる
　一人の生徒に，3 ニーファイ 17：5 －15 を読んでもらう。
生徒に，主が民との交わりの中で示された特質を見つけて
もらう。生徒の答えをホワイトボード（または黒板）に書く。
次のような答えが出るであろう。

 1. 主は哀れみ深い御方である（6 節参照）。

 2. 主は憐れみ深い御方である（7 節参照）。

 3. 主はわたしたちが必要としているものを御存じである
（8 節参照）。

 4. 主は大きな力をお持ちである（9 節参照）。

 5. 主は幼い子供たちを愛しておられる（11 節参照）。

 6. 主は罪を憎まれる（14 節参照）。

 7. 主は御父に祈られた（15 節参照）。
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　第 13 代大管長であるエズラ・タフト・ベンソン大管長
（1899 －1994 年）の次の言葉を読む。

　「キリストの模範に忠実に従って生きる人こそ，偉大
な人であり，最高の祝福と喜びを受ける人です。それは
この世的な富，権力，名声などとは無縁のものです。人
間の偉大さや喜びを測る唯一の正しい尺度は，どれだ
け主イエス・キリストに近づくことができるかというこ
とです。」（「イエス・キリスト―賜

たまもの

と私たちへの期
待」『聖徒の道』1987 年 12 月号，3）

　一人の生徒に 16 －25 節を読んでもらい，ほかの生徒には
そこで述べられている神聖な出来事について静かに考えて
もらう。生徒に，救い主の訪れを受けることがどのような経
験であったか想像してもらう。その後，次の質問の一部また
はすべてを用いて話し合いを行うとよい。

• これらの出来事を目にしていたとしたら，どのように感じ
ていただろうか。

• その経験は，あなたにどのような影響を与えていただろ
うか。

• この出来事のうち，あなたにいちばん強い影響を与えた
のはどれだっただろうか。それはなぜだろうか。

　幼い子供たちに対する救い主の愛を強調するために，生
徒にマタイ 19：13 －14 を読んでもらう。

• 幼い子供たちに対する救い主の行いから，どのようなこ
とが学べるだろうか。

　生徒に，この話について思ったことや感じたことを話して
もらう。
　幼い子供たちに対する愛について，七十人のエドワルド・
アヤラ長老が語った現代における次の例を紹介するとよい。

　「わたしはチリでステーク会長を務めていたときに，
子供たちに対するこの上ない愛の表現を目

ま

の当たりに
しました。スペンサー・W・キンボール大管長は，地
域総大会のためにチリを訪問していました。 4 か国か
ら集まった教会員が 1 万 5 千人を収容する競技場に
集合しました。わたしたちは大会が終わってからキン
ボール大管長に何をしたいですかと尋ねました。する
と目にたくさんの涙を浮かべ，『子供たちに会いたいで
す』という返事が返ってきました。神権指導者の一人
が，キンボール大管長は競技場で子供たち一人一人と
握手をし，子供たち一人一人に祝福を残したいそうで
すとマイクで発表しました。その場にいた人々は愕

がく

然
ぜん

としました。その場がシーンと静まり返りました。キン
ボール大管長は，およそ 2,000 人の子供たち一人一人
と握手をしました。握手をしたり，キスをしたり，頭を
なでたり，祝福をしたりするときに涙を流しました。子
供たちはとても敬

けい

虔
けん

で，彼を見て，涙を流しました。キ
ンボール大管長は，自分の生涯でこのような御

み

霊
たま

を感
じたことはないと言いました。チリの全教会員にとっ
て生涯でもほんとうにすばらしい瞬間でした。」（ジャ
ネット・ピーターソンとエドアルド・アヤラ，“ Friend to 
Friend,”Friend , 1996 年 3 月号，6 －7）
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はじめに
　3 ニーファイ 18 －19 章には，聖

せい

餐
さん

，祈り，および聖霊を伴
はん

侶
りょ

とすることについての救い主の教えが記されている。これ
らの教えをよく学べば，なぜ聖餐を受けるのかがよく理解で
きるようになるであろう。また，祈りによって天の御父に近
づく方法と，日々聖霊を伴侶とする方法を学ぶであろう。

教義と原則
• ふさわしい状態で聖

せい

餐
さん

を受けることによって，聖霊を伴
はん

侶
りょ

とすることができる（3 ニーファイ 18：1－14，28 －
32 参照）。

• 信仰をもって祈るならば，義にかなった望みを成し遂げ，
サタンに欺かれるのを防ぐことができる（3 ニーファイ
18：15 －21 参照）。

• 教会員はすべての人に友情の手を差し伸べるべきである
（3 ニーファイ 18：22 －32 参照）。

• 聖霊を伴侶とすることを望み，それにふさわしくあれば，
その望みはかなえられる（3 ニーファイ 19：6 －13 ，20
－21 参照）。

• イエス・キリストは御父に対するわたしたちの弁護者で
あられる（3 ニーファイ 19：15 －23 参照）。

教えるための提案

3 ニーファイ 18：1－14，28 － 32　ふさわし
い状態で聖

せい

餐
さん

を受けることによって，聖霊を伴
はん

侶
りょ

とすることができる
　生徒と一緒に 3 ニーファイ 18：1－14，28 －32 を読む。
聖餐について救い主が教えておられる重要な真理を少なくと
も 5 つ探してもらう。見つけた真理を発表してもらう。生徒
たちが挙げた真理を一人の生徒にホワイトボード（または黒
板）に書いてもらう。
　大管長会のジェームズ・E・ファウスト管長（1920 －
2007 年）は，ふさわしい状態で聖餐を受けることと聖霊を
伴侶とすることには密接な関係があると説明している。

　「救い主の犠牲の象徴である聖
きよ

められたパンと水を
ふさわしい状態で頂くとき，わたしたちは進んで御子の
御
み な

名を受けること，御子をいつも覚えていること，主が
与えてくださった戒めを守ることを，父なる神に証明す
るのです。これを行うならば，わたしたちは常に主の
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御
み

霊
たま

を受けられるでしょう。」（『聖徒の道』1998 年 7
月号，19）

　生徒にモロナイ4：3 と 5：2 にある聖餐の祈りを読んでも
らう。この聖句の中で聖霊を伴侶とするために行わなけれ
ばならないことが書いてある部分に印を付けるよう勧める。
生徒に答えを発表してもらう。

• 「いつも〔救い主〕を覚え〔る〕」と「いつも御子の御霊
を受けられる」ようになるのはなぜだろうか。

　生徒用資料の 304 ページにあるダリン・H・オークス長
老の言葉を読むよう生徒に勧めてもよい。この言葉の中で，
オークス長老はふさわしい状態で聖餐を受けることと天使
の働きを受けることの関係を説明している。

3 ニーファイ 18：15 － 21　信仰をもって祈るな
らば，義にかなった望みを成し遂げ，サタンに欺か
れるのを防ぐことができる
　いつも御

み

霊
たま

を受けた状態でいるためには，祈りによって神
との関係を強固なものとする必要があることを説明する。

• 祈ることと，単に祈りの言葉を口にすることにはどのよう
な違いがあるだろうか。

• あなたは祈りによってどのように強められてきただろう
か。

　一人の生徒に，3 ニーファイ 18：15，18 を読んでもらう。

• この聖句で，救い主はわたしたちに何を行うようお命じ
になっているだろうか。また，それはなぜだろうか。

• 「常に目を覚ましていて祈〔る〕」とはどういう意味だろ
うか。これは誘惑をはねのけるためにどう役立つだろう
か。

• 救い主は十二弟子に「常に目を覚ましていて祈〔る〕」
よう命じた後，群衆にも同じ戒めをお与えになった（3
ニーファイ 18：15 －18 参照）。救い主が弟子たちと群
集の両方に「常に目を覚ましていて祈〔る〕」ようお教
えになったということから，どのようなことが学べるだろ
うか。

　一人の生徒に，3 ニーファイ 18：19 －21を読んでもらう。
その後，生徒全員で 20 節を復唱してもらう。「与えられる
と信じて，わたしの名によって父に求めるものは，正当であ
れば，見よ，何でもあなたがたに与えられる。」この聖句につ
いて生徒がより深く考えられるように，次の質問を用いて話
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はじめに
　3 ニーファイ 18 －19 章には，聖

せい

餐
さん

，祈り，および聖霊を伴
はん

侶
りょ

とすることについての救い主の教えが記されている。これ
らの教えをよく学べば，なぜ聖餐を受けるのかがよく理解で
きるようになるであろう。また，祈りによって天の御父に近
づく方法と，日々聖霊を伴侶とする方法を学ぶであろう。

教義と原則
• ふさわしい状態で聖

せい

餐
さん

を受けることによって，聖霊を伴
はん

侶
りょ

とすることができる（3 ニーファイ 18：1－14，28 －
32 参照）。

• 信仰をもって祈るならば，義にかなった望みを成し遂げ，
サタンに欺かれるのを防ぐことができる（3 ニーファイ
18：15 －21 参照）。

• 教会員はすべての人に友情の手を差し伸べるべきである
（3 ニーファイ 18：22 －32 参照）。

• 聖霊を伴侶とすることを望み，それにふさわしくあれば，
その望みはかなえられる（3 ニーファイ 19：6 －13 ，20
－21 参照）。

• イエス・キリストは御父に対するわたしたちの弁護者で
あられる（3 ニーファイ 19：15 －23 参照）。

教えるための提案

3 ニーファイ 18：1－14，28 － 32　ふさわし
い状態で聖

せい

餐
さん

を受けることによって，聖霊を伴
はん

侶
りょ

とすることができる
　生徒と一緒に 3 ニーファイ 18：1－14，28 －32 を読む。
聖餐について救い主が教えておられる重要な真理を少なくと
も 5 つ探してもらう。見つけた真理を発表してもらう。生徒
たちが挙げた真理を一人の生徒にホワイトボード（または黒
板）に書いてもらう。
　大管長会のジェームズ・E・ファウスト管長（1920 －
2007 年）は，ふさわしい状態で聖餐を受けることと聖霊を
伴侶とすることには密接な関係があると説明している。

　「救い主の犠牲の象徴である聖
きよ

められたパンと水を
ふさわしい状態で頂くとき，わたしたちは進んで御子の
御
み な

名を受けること，御子をいつも覚えていること，主が
与えてくださった戒めを守ることを，父なる神に証明す
るのです。これを行うならば，わたしたちは常に主の
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し合うとよい。

• なぜイエス・キリストの 御
み

名
な

によって祈る必要があるの
だろうか。

• この聖句の中の「正当であ〔る〕」という言葉はどういう
意味だろうか（生徒にヤコブの手紙 4：3 も参照しても
らうとよい）。

　生徒と一緒に教義と聖約 46：30 を読む。

• この節によれば，正当なものを求めるための鍵
かぎ

は何だろ
うか。

　家族を癒
いや

してほしいなど，愛するがゆえの願いであって
も，主の御

み

心
こころ

に従ったものでなければ正当であるとは言えな
い。生徒がそのことを確実に理解するようにする。
　第 15 代大管長であるゴードン・B・ヒンクレー大管長（1910
－2008 年）の次の証

あかし

を紹介する。

　「わたしたちの永遠の父なる神は生きておられます。
神は宇宙の創造主であり，統治者であり，かつ，わたし
たちの御父であられます。神は全能であり，万物の上
におられます。神とは祈りによって話すことができま
す。……神は子供の祈りを聞いてくださるでしょうか。
もちろん聞いてくださいます。こたえてくださるでしょう
か。もちろんこたえてくださいます。わたしたちが望む
ようにいつもではないかもしれませんが，それでもこた
えてくださいます。神は聞いてくださり，こたえてくださ
います。」（Teachings of Gordon B. Hinckley〔1997
年〕，468）

　一人または複数の生徒に，祈りの答えを受けた経験を話し
てもらってもよい（祈りは個人的なものであるという点に配
慮する）。わたしたちが信仰をもって祈るとき，天の御父が
どのようにわたしたちを導き，祝福してくださるかについて証
する。

3 ニーファイ 18：22 － 32　教会員はすべての
人に友情の手を差し伸べるべきである
　教会の指導者はわたしたちに，教会に来ていない会員や
新会員，および教会員でない人々に手を差し伸べるよう求め
ていることを生徒に思い起こしてもらう。この勧告は新しい
ものではない。生徒に 3 ニーファイ 18：22 －25 を読んでも
らう。

• これらの節で，教会員は何を行うよう命じられているだ
ろうか。

　ゴードン・Ｂ・ヒンクレー大管長は次のように勧告してい
る。

　「改宗者のますますの増加に伴い，わたしたちは，改
宗者が道を見いだせるように助けるため，これまで以上
に大きな努力を傾けなければなりません。改宗者のだ
れもが 3 つのものを必要としています。それは友人と
責任と『神の善い言葉』（モロナイ6：4）による養いで
す。これらを提供するのはわたしたちの務めであり，わ
たしたちに与えられた機会です。」（『聖徒の道』1997
年 7 月号，56）

　ヒンクレー大管長の勧告は，まだ教会員になっていない
人々にも当てはまるであろう。生徒に，福音についてもっと
学ぶように，または教会の集会や活動に参加するように勧め
ることのできる人について考えてもらう。これは，ほかの宗
教を信じている人でも，教会に来ていない教会員や新会員で
もよい。

• 割り当てを果たすためではなく，友人として招くとき，ど
のような違いが生じるだろうか。

　十二使徒定員会の M・ラッセル・バラード長老の次の勧
めを紹介する（付属の DVD A で視聴することもできる）。

　「兄弟姉妹の皆さん，わたしの採り上げたテーマは
急を要する問題です。なぜならば，これまで以上に多
くの新しい改宗者の定着と，教会に来ていない会員の
活発化を図らなければならないからです。隣近所にお
いて，友情と真のクリスチャンとしてフェローシッピング
の精神を発揮していただきたいと思います。新しい改
宗者や最近教会に来るようになった会員たちが教会
で必要とされ，完全に受け入れられているという温か
い気持ちを感じることができるようにしなければなり
ません。教会の会員と指導者は，イエスが行われるで
あろう方法で，彼らを助け，愛さなければなりません。」

（『 聖徒の道』1989 年 2 月号，31－32）

　生徒に，自分が思い浮かべた人にどのような方法でフェ
ローシップができるか祈りながら考えるよう勧める。割り当
てを受けたからではなく，心から愛するがゆえに行うことが
大切である。 3 ニーファイ 18：22 －25 をモロナイ6：4 と
相互参照するよう勧める。少し時間を取って，人々をインス
ティテュートに招く方法についてクラスで話し合う。

　わたしたちは天の御父の子供たちを救う手伝いができる
ことを説明する。トーマス・S・モンソン大管長についての
次の話を紹介する。モンソン大管長は 12 歳か 13 歳のこ
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ろ，タイヤの中に入れる大きなチューブに乗ってプロボ川を
下っていた。最も流れの急な場所に差しかかったとき，ある
若い女性が危険な渦に引き込まれるのを見た。以下の話を
読むか，付属の DVD B を用いてモンソン大管長がこの出
来事を自ら語っているところを生徒に見せる。

　「『助けて，だれか彼女を助けて』という半狂乱の
叫び声が聞こえてきます。……彼女の頭が 3 度目に
水の下に沈んで見えなくなり，水の底へとまさに沈もう
としていました。わたしは手を伸ばすと彼女の髪をつ
かみ，彼女をチューブの片側に引き上げ，腕に抱えまし
た。泳ぎ場の端まで来ると，流れが緩やかになりまし
た。わたしはこの女性を乗せたままチューブをこいで，
彼女を待つ家族や友人たちのところまで運びました。
彼らはびしょぬれになったこの女性を抱き抱えると，キ
スをしてこう叫びました。『神様，ありがとうございま
す。この子は助かりました。』そして彼らはわたしを抱
き締めてキスしました。わたしは恥ずかしくなって，急
いでチューブのところに戻り，川下りを続けて，ビビア
ンパーク橋の所まで行きました。水は冷たかったので
すが，寒さを感じませんでした。温かい気持ちに包ま
れていたからです。自分が人命救助に携わったことを
改めて実感しました。天の御父が，『だれか彼女を助
けて』という叫びを聞かれ，執事の少年であったわた
しを，必要とされたまさにその瞬間に川の流れに乗せ
られたのです。その日，わたしは現世での何よりもすば
らしい気持ちとは，天の父なる神がわたしたち一人一人
を知っておられることを悟り，わたしたちに惜しみなく
人を救う神の力をかいま見させ，わたしたちがその力に
あずかることを許されるときにもたらされると感じまし
た。」（『 聖徒の道』1996 年 1 月号，55）

• モンソン大管長が川で経験したことと，わたしたちが求
道者や新会員，または教会に来ていない会員と親しくす
ることには，どのような類似点があるだろうか。

　一人の生徒に，3 ニーファイ 18：26 を読んでもらう。

• この箇所で救い主はだれに向かって語っておられるだ
ろうか。

　生徒と一緒に 3 ニーファイ 18：28 －29 を読む。

• この聖句は，一般の会員ではなく，特に神権指導者に向
けたものである。そのことを理解するのが重要なのは
なぜだろうか（わたしたちはほかの人が聖

せいさん

餐を受けるに
ふさわしいかを判断する立場にない。それを判断する
のは本人とビショップまたは支部会長の責任である）。

　生徒と一緒に 3 ニーファイ 18：30 －32 を読む。

• これらの節で与えられている指示のうち，すべての 会員
が従うべきものはどれだろうか（生徒の答えをホワイト
ボード〔または黒板〕に書くとよい）。

　ビショップやステーク会長などの召しを受けることはない
かもしれないが，人を助け，人に親切にし，人の幸いのため
に祈る機会があることを生徒が理解できるようにする。

3 ニーファイ 19：6 －13，20 － 21　聖霊を伴
はん

侶
りょ

とすることを望み，それにふさわしくあれば，そ
の望みはかなえられる
　クラスが始まる前に，161 ページにある資料をコピーして
おく。
　それぞれの生徒に，手に入れたいと思う価値あるものを
思い浮かべてもらう。それによって生活がどのように豊かに
なるか，また，それを得るために何を行う必要があるか考え
てもらう。
　生徒に，3 ニーファイ 19：6 －13 ，20 －21を読み，民が
最も望んだものを調べてもらう。聖霊の賜

たまもの

物によって生活に
どのような祝福がもたらされるか，また，御

み

霊
たま

を伴侶とする
ために何を行わなければならないか考えてもらう。

• ニーファイ人たちがほかの何よりも聖霊を望んだのはな
ぜだろうか。聖霊によって，彼らは生活の中でどのよう
なものを得ることができるだろうか。

• 聖霊を受けるために民は何を行っただろうか。

• 生活の中で聖霊の影響力を受けたいという望みを強く
するために，どのようなことができるだろうか。聖霊の
導きを祈り求めることが大切なのはなぜだろうか。

　資料を配る。生徒に読む時間を与える。自分が実際に
経験してきた原則や，家族や友人の生活の中で例を見たこと
のある原則，または聖文に例が載っている原則を探してもら
う。その後，それらの経験や聖文の話を紹介し合う時間を
取る。

3 ニーファイ 19：15 － 23　イエス・キリストは
御父に対するわたしたちの弁護者であられる
　ホワイトボード（または黒板）に「弁護者」と書く。

• 弁護者とは何だろうか（ほかの人に代わって主張してく
れる人）。

　生徒と一緒に教義と聖約 45：3 － 5 を読む。

• イエス・キリストはわたしたちの弁護者としてどのような
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ことをしてくださるだろうか。

　第 10 代大管長であるジョセフ・フィールディング・スミス
大管長（1876 －1972 年）の次の言葉を紹介する。

　「弁護者とはほかの人を弁護したり，ほかの人のため
に嘆願したりする人である。……これは〔イエス・キ
リストの〕大いなる使命の一部である。……主は地上
におられたとき，弟子たちのために何度も御父に嘆願
して祈られた。そしてそれ以来，嘆願し続けておられ
る。」（Doctrines of Salvation，ブルース・R・マッコ
ンキー編，全 3 巻〔1954 －1956 年〕，第 1 巻，26 －
27）

• イエスがいつでも御父に対するあなたの弁護者でいてく
ださることを考えると，どのように感じるだろうか。

　一人の生徒に 3 ニーファイ 19：15 －23 を読んでもらう。
その後，次の質問についてクラスで話し合う（なぜ弟子たち
は御父ではなくイエスに祈ったのかという質問が生徒から出
た場合には，生徒用資料の 306 －307 ページにあるブルー
ス・R・マッコンキー長老の言葉を参照するとよい）。

• イエスは群衆と御自分の弟子たちに何を行うようお命じ
になっただろうか。

• 20 －22 節に記されている救い主の祈りは，聖霊を受け

ることについてどのようなことを教えているだろうか。

• イエスは御父に祈ったときにどのようなことを嘆願され
ただろうか。御自分が選んだ僕

しもべ

たちの言葉を聞く人々
について，特にどのようなことをお求めになっただろう
か。

　救い主はゲツセマネの園で苦しみを受ける少し前にも同
様の祈りをささげておられることを指摘するとよい（ヨハネ
17 章 参照）。ヨハネ 17：11，20 －23 を 3 ニーファイ 19：
20 －23 と比較することで，生徒はさらなる理解を得ること
ができるであろう。十二使徒定員会のジェフリー・R・ホラン
ド長老は，これらの祈りから分かる二つのことについて述べ
ている。生徒用資料の 308 ページにあるホランド長老の言
葉を生徒に読んでもらう。

• 天の御父とイエス・キリストと一つになるとはどういう意
味だろうか。互いに一つになるとはどういう意味だろう
か。

　生徒に次の質問について深く考えてもらう。

• 最近，聖霊の影響力を感じたのはいつだろうか。この
経験を通して，救い主や周りの人々に対してどのような気
持ちを抱くようになっただろうか。

　これらの質問について深く考える時間を取ってから，生徒
に意見を述べてもらう。あなたの意見も述べるとよい。
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資料

聖霊がわたしたちの生活にもたらしてくださる祝
福
　「聖霊はわたしたちを導き，日々義にかなった行いを
するよう促しを与えてくださいます。」（リチャード・G・ス
コット『リアホナ』2002 年 1 月号，100 参照）

　「聖霊は御父と御子に対するわたしたちの証
あかし

の源であ
られます。」（ロバート・D・ヘイルズ『リアホナ』2001
年 1 月号，8）

　「わたしたちは，日々直面する事柄においてより良い選
択ができるよう助けてくださる聖霊を常に伴

はん

侶
りょ

とする必
要があります。……聖霊の賜

たま

物
もの

を頂くことにより，家族
の者が賢い決断，すなわち家族とともに天の御父と御子
イエス・キリストのみもとに戻って永遠にともに住むため
の助けとなる決断ができるようになります。」（ロバート・
D・ヘイルズ『リアホナ』2001 年 1 月号，8）

　「教会の若い兄弟や姉妹は，絶えず世の醜いものにさ
らされています。聖霊を伴侶とすることにより，彼らは悪
に対抗する力と，必要であれば悔い改めて細くて狭い道
に戻るための力を得ることができるのです。……だれも
が聖霊を通して与えられる守りを必要としています。」

（ロバート・D・ヘイルズ『リアホナ』2001 年 1 月号，8）

　「聖霊の賜物……は，教義を理解して個人で実践する
よう助けてくれます。」（ラッセル・M・ネルソン『リアホ
ナ』2001 年 1 月号，21）

　「聖霊は何を話すべきかをあなたに知らせてください
ます。」（ヘンリー・B・アイリング『聖徒の道』1998 年
1 月号，96）

　「わたしたちの生活で受けられる祝福の中で，聖霊の
賜物を授かること，すなわち，聖なる御

み

霊
たま

を伴侶とする
こと以上に大きな祝福はありません。聖なる御霊は，わ
たしたちを導き，守り，祝福し……ます。」（ゴードン・B・
ヒンクレー『リアホナ』2002 年 4 月号，25 参照）

御霊を招く方法
　「聖文を熱心に研究することによって，聖霊の訪れを
受けます。」（ヘンリー・B・アイリング『リアホナ』2004
年 5 月号，17）

　「毎日祈り求めることによって……聖霊を招くことがで
きます。わたしたちが祈りを通して願い求めなければ，
聖霊はなかなか訪れてはくださらないでしょうし，嘆願
しなければ，わたしたちのもとにとどまってくださらない
でしょう。」（ヘンリー・B・アイリング『聖徒の道』1998
年 1 月号，97）

　「天の御父の御
み

心
こころ

に従うとき，このかけがえのない聖
霊の賜物はいつもわたしたちとともにあります。」（ロバー
ト・D・ヘイルズ『リアホナ』2001 年 1 月号，8）

はじめに
　3 ニーファイ 17－19 章に記録されている奇跡的な出来事
が起こる前に，イエス・キリストはイスラエルと交わした聖約
の成就について教え始めておられた（3 ニーファイ 15 －16
章参照）。 3 ニーファイ 20 －22 章には，その教えの続きが
載っている（3 ニーファイ 20：10 参照）。終わりの時に起こ
るモルモン書の出現や教会の設立など，これらの章で預言
されている出来事は，主の慈

いつく

しみが民を離れることはない
ことの証拠だということを生徒が理解できるようにするとよ
い。終わりの時に主の民が集められることから，主が「永遠
の慈しみ」（3 ニーファイ 22：8 －10 参照）をもって御自分
の民を憐

あわ

れまれ，民を「彼らの受け継ぎの地に戻される」（3
ニーファイ 21：28）ことが分かる。

教義と原則
• 天の御父は終わりの時にイスラエルを集めると約束され

た（3 ニーファイ 20：11－29 参照）。

• モルモン書はイスラエルを集める道具である（3 ニーファ
イ 21：1－21 参照）。

• 主は 憐
あわ

れみと永遠の慈しみをもって御自分の聖約の民
を思い起こされる（3 ニーファイ 22：1－13 参照）。

• 神の民と王国は最後には勝利を得る（3 ニーファイ 22：
14 －17 参照）。

教えるための提案

3 ニーファイ 20：1－ 9　心の中で祈り続けるこ
とによって聖霊の影響力を招くことができる
　生徒に 3 ニーファイ 19 章をざっと読んでもらう。ニーファ
イ人が祈りについて救い主の前で経験したことを一人の生徒
に話してもらう。
　生徒に 3 ニーファイ 20：1を黙読してもらう。

• 民が祈りについて特別な経験をした後，イエスは民に何
を行うようお求めになっただろうか。

• 心の中で祈るとはどういう意味だろうか。

　十二使徒定員会のボイド・K・パッカー会長の次の言葉を
紹介する。

第 44 章
3 ニーファイ20－22 章
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はじめに
　3 ニーファイ 17－19 章に記録されている奇跡的な出来事
が起こる前に，イエス・キリストはイスラエルと交わした聖約
の成就について教え始めておられた（3 ニーファイ 15 －16
章参照）。 3 ニーファイ 20 －22 章には，その教えの続きが
載っている（3 ニーファイ 20：10 参照）。終わりの時に起こ
るモルモン書の出現や教会の設立など，これらの章で預言
されている出来事は，主の慈

いつく

しみが民を離れることはない
ことの証拠だということを生徒が理解できるようにするとよ
い。終わりの時に主の民が集められることから，主が「永遠
の慈しみ」（3 ニーファイ 22：8 －10 参照）をもって御自分
の民を憐

あわ

れまれ，民を「彼らの受け継ぎの地に戻される」（3
ニーファイ 21：28）ことが分かる。

教義と原則
• 天の御父は終わりの時にイスラエルを集めると約束され

た（3 ニーファイ 20：11－29 参照）。

• モルモン書はイスラエルを集める道具である（3 ニーファ
イ 21：1－21 参照）。

• 主は 憐
あわ

れみと永遠の慈しみをもって御自分の聖約の民
を思い起こされる（3 ニーファイ 22：1－13 参照）。

• 神の民と王国は最後には勝利を得る（3 ニーファイ 22：
14 －17 参照）。

教えるための提案

3 ニーファイ 20：1－ 9　心の中で祈り続けるこ
とによって聖霊の影響力を招くことができる
　生徒に 3 ニーファイ 19 章をざっと読んでもらう。ニーファ
イ人が祈りについて救い主の前で経験したことを一人の生徒
に話してもらう。
　生徒に 3 ニーファイ 20：1を黙読してもらう。

• 民が祈りについて特別な経験をした後，イエスは民に何
を行うようお求めになっただろうか。

• 心の中で祈るとはどういう意味だろうか。

　十二使徒定員会のボイド・K・パッカー会長の次の言葉を
紹介する。

第 44 章
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　「祈りは啓示を受けるうえで不可欠な要素であり，祈
りがなければ，霊的な事柄を理解するための扉は閉
ざされたままかもしれません。祈ることを学んでくだ
さい。頻繁に祈ってください。思いを尽くし，心を尽く
して祈ってください。ひざまずいて祈ってください。」

（『聖徒の道』1995 年 1 月号，64 参照）

• 群衆は救い主の教えに耳を傾けたとき，心の中で祈るこ
とによってどのような恵みを得ただろうか。

• 心の中で祈り続けることを心がけることによって，どのよ
うな祝福を受けられるだろうか。

• 心の中で祈り続けるためにどのようなことが役立ってき
ただろうか。

3 ニーファイ 20：11－ 29　天の御父は終わり
の時にイスラエルを集めると約束された
　レッスンの数日前に，一人の生徒にイスラエルの散乱につ
いて短い発表を用意するよう依頼する。その生徒に，生徒
用資料の 399 ページにある「イスラエルの散乱についての
略史」を用いるように言う。発表の中で，の 399 ページにあ
る図をホワイトボード（または，黒板）に掲示してもらう。
　生徒用資料の 400 ページにある資料「イスラエルの集
合」をコピーし，生徒用資料を持参していない生徒に配れる
ようにしておく。
　レッスンの中で，これから 3 ニーファイ 20 －22 章の重要
な背景情報を発表してもらうことを生徒に伝え，その後，依
頼しておいた生徒に発表を行ってもらう。
　発表の後，一人の生徒に 3 ニーファイ 20：11－13 を読ん
でもらう。

• 救い主は，散らされたイスラエルについてどのようなこと
を覚えておくよう民におっしゃっただろうか。

　生徒を 5 つのペアまたはグループに分ける。生徒に「イス
ラエルの集合」のコピーを 1 部ずつ渡す（または，生徒用資
料の 400 ページを開いてもらう）。各グループに，それぞれ
資料の異なる項について話し合ってもらう。学んだことの要
点を書き留めておいてもらう（クラスが 5 つのペアまたはグ
ループに分けられるほど大きくない場合は，幾つかのグルー
プに複数の項を割り当てるか，幾つかの項を割り当てずに残
しておく）。
　研究と話し合いの時間を十分に取ってから，各グループ
に，学んだことをクラスの人たちに教えてもらう。手短に教
えるように言う。ほかの生徒には，注意深く耳を傾け，配ら
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れた資料にメモを取るよう勧める。必要に応じて，要点を明
確にするために簡単な説明を加える。

　一人の生徒に 3 ニーファイ 20：13 を読んでもらう。

• この聖句では二つの約束がなされている。どのような
約束だろうか。

• この二つの約束にはどのような関係があるだろうか。

　一人の生徒に前に出て来てもらう。その生徒に，これから
する一連の質問に，自分が記憶喪失に陥っていると仮定し
て答えるように言う。次のような質問をする。

• あなたはだれですか。名前は何ですか。どこから来ま
したか。どこに行くところですか。家族はどこにいます
か。

　このロールプレイの後，次の質問を使って話し合いを進め
る。

• 記憶喪失によって，どのような問題が生じるだろうか。

• 自分がだれかを思い出せるように記憶喪失の人を助ける
方法として，どのようなものがあるだろうか。

　一人の生徒に，生徒用資料の第 44 章の「はじめに」の項
の第 2 段落を読んでもらう。

• この段落によれば，イスラエルの家に属する人々の一部
はどのような点で「霊的な記憶喪失」の状態にあると言
えるだろうか。

　イスラエルの散乱と集合についての次の説明を読む。

　「イスラエルはなぜ散らされたのだろうか。……わた
したちの父祖であるイスラエルが散らされたのは，彼ら
が福音を拒み，神権を汚し，教会を捨て，王国から去っ
たからだった。……

　では，イスラエルの集合とはどのようなものだろうか。
イスラエルの集合は，主がかつて古代の選民に与えら
れたあらゆることを信じ，受け入れ，それらに従って生
活することから成る。主イエス・キリストを信じる信仰
を持ち，悔い改め，バプテスマを受け，聖霊の賜

たま

物
もの

を受
け，神の戒めを守ることから成る。福音を信じ，教会に
加わり，王国に入ることから成る。それは，聖なる神権
を受け，聖なる場所で高い所から力を授けられ，日の
栄えの結婚の儀式を通してアブラハム，イサク，ヤコブ
のすべての祝福を受けることから成る。そしてまた，定
められた場所，礼拝の地に集合することから成るであ
ろう。」（ブルース・R・マッコンキー，A New Witness

for the Articles of Faith〔1985 年〕，515）

　天の御父と救い主がイスラエルの集合に直接的に関与さ
れることを生徒が理解できるようにする。次の聖句を読み，
集合において御父と御子が果たされる役割について述べて
いる言葉を生徒に見つけてもらう。 1 節読むごとに，見つ
かった言葉を生徒に言ってもらう。

　3 ニーファイ 20：18（「人が刈り束を……集めるように，
わたしは自分の民を集めよう。」）

　3 ニーファイ 20：21（「わたしは，自分の民，イスラエルの
家を築き上げよう。」）

　3 ニーファイ 20：26（「父はわたしを……あなたがたに遣
わされた。あなたがた一人一人を罪悪から遠ざけて祝福に
あずからせるためである。これは，あなたがたが聖約の子
孫だからである。」）

　3 ニーファイ 20：29（「わたしは，自分の民と交わした聖約
を思い起こそう。わたしは自分がふさわしいと思うときに彼
らを集め，彼らの先祖の地を受け継ぎとして再び彼らに与え

〔よう〕。」）

　3 ニーファイ 20：39（「わたしの民はわたしの名を知るで
あろう。」）

　生徒に，天の御父とイエス・キリストがすべての人に対し
て抱いておられる愛について思うことや感じることを話して
もらう。天の御父がその子供たちをお集めになる業をどのよ
うな形で手伝えるか知るために，心を開いて御

み

霊
たま

のささやき
によく耳を傾けるよう生徒に勧める。

3 ニーファイ 21：1－ 21　モルモン書はイスラ
エルを集める道具である
　生徒と一緒に 3 ニーファイ 21：1－2 ，7 を読む。 2 節に
ある「今あなたがたに告げるこれらのこと」はモルモン書を
指していることを説明する必要があるかもしれない。

• 主はイスラエルの集合が始まったことをどのようなしるし
によって示すとおっしゃっているだろうか。

• モルモン書は集合のしるしであるだけでなく，人々を主
の教会に導くうえでどのような役割を果たすだろうか。

　生徒にモルモン書のタイトルページを開いてもらう。一人
の生徒に第 2 段落を読んでもらう。

• モルモン書はイスラエルの家の者にどのようなことを告
げ知らせるだろうか。
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　一人の生徒に，モルモン書が末日の集合に果たす役割に
ついて説明する七十人の C・スコット・グロー長老の次の言
葉を読んでもらう。

　「イエス・キリストはモルモン書を，散らされたイスラ
エルを集める道具として与えておられます〔3 ニーファ
イ 21：7 参照〕。……

　モルモン書は，それ自身が，ラテンアメリカや世界中
の人々に，自らについて証

あかし

しています。モルモン書が末
日に世に現れたことそのものが，散らされたイスラエル
を集める業を神が再び始められたことの証です。……

　……イエス・キリストのもう一つの証であるモルモ
ン書を通して，世界中の人々が末日聖徒イエス・キリス
ト教会に集まります。」（『リアホナ』2005 年 11 月号，
35 。強調は原文のまま）

• あなたがキリストのもとに来るまでに，モルモン書はど
のような役割を果たしただろうか。

• 御父の子供たちを集める業に天の御父とともに携わると
き，わたしたちはモルモン書をどう用いることができるだ
ろうか。

　生徒に 3 ニーファイ 21：9 －11を読んでもらう。読む際
に，この聖句に出てくる「僕

しもべ

」はジョセフ・スミスのことだと
十二使徒定員会のジェフリー・R・ホランド長老が言ってい
ることを伝えておく（Christ and the New Covenant: The 
Messianic Message of the Book of Mormon〔1997 年〕，
287－288 参照）。

• モルモン書を拒み，ジョセフ・スミスによって明らかに
されたイエス・キリストの言葉を拒む人はどうなるだろう
か。

　生徒に申命 18：18 －19 と使徒 3：20 －23 を読んでもら
い，これらの聖句を 3 ニーファイ 21：11と相互参照するよう
勧める。

• これらの聖句は，3 ニーファイ 21：11を理解するうえで
どう役立つだろうか。

3 ニーファイ 22：1－13　主は憐
あわ

れみと永遠の
慈しみをもって御自分の聖約の民を思い起こされ
る
　一人の生徒に 3 ニーファイ 22：5 － 6 を読んでもらう。こ
れらの節で，「あなたの夫」は救い主を指し，「見捨てられて

心に痛手を負っている女……，また若い……妻」は散らさ
れたイスラエルを指していることを，生徒が確実に理解する
ようにする。
　一人の生徒に 3 ニーファイ 22：7－10 を読んでもらう。

• この箇所から救い主と，集合における救い主の役割に
ついてどのようなことが学べるだろうか。

　この原則を簡潔に説明するために，生徒に生徒用資料の
315 －316 ページにある 3 ニーファイ 22 章に関する注解を
読んでもらうとよい。

3 ニーファイ 22：14 －17　神の民と王国は最
後には勝利を得る
　一人の生徒にホワイトボード（または，黒板）に天幕（テ
ント）の絵を描いてもらう。
　一人の生徒に 3 ニーファイ 22：2 を読んでもらう。

• 天幕を大きくするにはどうすればよいだろうか。

• 「あなたの綱を長くし，あなたの杭
くい

を強固にしなさい」と
はどういう意味だろうか。

　次の説明をする。昔，小さな天幕を大きくしたいときに
は，杭を引き抜いて中心の支柱からもっと離れた位置に移
し，用いる杭も増やした。このようにして天幕が覆う範囲を
広げたのである。綱を長くし，杭を強固にするとはこのこと
である。
　第 13 代大管長であるエズラ・タフト・ベンソン大管長

（1899 －1994 年）の次の言葉を読む。

　「『杭』という語は象徴的な言葉です。大きなテント
を思い浮かべてみてください。テントは綱で支えられて
いて，綱の先には地上にしっかりと固定された幾つも
の『杭』があります。預言者たちは末日のシオンを地上
を覆う一つの大きなテント，つまり天幕にたとえました。
この天幕は『杭』に結ばれた綱で支えられています。
もちろん，これらの『杭』，つまりステークとは全世界
に広がる様々な地理上の組織単位を指しています。現
在，わたしたちイスラエルの民は各地のシオンのステー
クに集合しています。」（「『くい』を強めよ」『聖徒の道』
1991 年 8 月号，3 参照）

• 教会のステークはどのような点で昔の天幕の杭に似てい
るだろうか。

　一人の生徒に生徒用資料の 316 ページにあるゴードン・
B・ヒンクレー大管長の言葉を読んでもらう。この言葉は付
属の DVD A で視聴することもできる。教会とその教えに
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反対する人の攻撃から信仰を擁護しなければならなかった
ことがあるか生徒に尋ねる。そのような経験を何人かの生
徒に簡単に話してもらう。
　3 ニーファイ 22：14 －17 にはこのような経験をした場合
について書かれていることを生徒に伝える。

• 3 ニーファイ 22：14 には，教会に反対する人に対処する
のに役立つ原則としてどのようなことが述べられている
だろうか。

• 3 ニーファイ 22：15，17 ではどのような約束が与えられ
ているだろうか。その約束は，反対に遭ったときにどの
ような助けとなるだろうか。

　困難を通して主がわたしたちを祝福してくださること，ま
た，教会を滅ぼそうとする敵の試みは決して成功しないこと
を証

あかし

する。

はじめに
　イエス・キリストはアメリカ大陸の民を訪れたとき，聖文の
価値と重要性について教えられた。主はニーファイ人に，聖
文を熱心に調べるように命じられた（3 ニーファイ 23：1－
5 参照）。調べるようにというこの戒めは，ただ何気なく読む
だけでは十分でないことを示している。主はまた，後の時代
の人々のために若干の細かい事柄と預言を記録に書き加え
るように命じられた（3 ニーファイ 23：6 －14；24 －25 章
参照）。書き加えられたこれらの記録の一部，特にマラキの
預言は，今

こんにち

日わたしたちが救い主の再臨に備えるように努め
る際に助けとなるものである。これらの真理を教える準備
をしながら，個人の聖文研究をこれまで以上に深く熱心に行
うように生徒を促す方法について考える。また，再臨に備え
るのにマラキの預言をどのように役立てることができるかを
生徒が理解するように助けることもできるであろう。

教義と原則
• 救い主はわたしたちに預言者の言葉を熱心に調べるよ

うに命じておられる（3 ニーファイ 23：1－ 5 参照）。

• 福音の原則に従うことは，イエス・キリストの再臨に備え
る助けとなる（3 ニーファイ 24 －25 章参照）。

• 主が明らかにしてくださっていることを心に留めるとき，
わたしたちはもっと大いなる啓示を受ける備えができる

（3 ニーファイ 26：7－11 参照）。

教えるための提案

3 ニーファイ 23：1－ 5　救い主はわたしたちに
預言者の言葉を熱心に調べるように命じておられ
る
　クラスが始まる前に，ホワイトボード（または，黒板）に次
の表を書いておく。

これらの節で，主はわたしたちに何をするように命じてお
られますか

3 ニーファイ
23：1－ 5

教義と聖約
1：37 － 38

　生徒に，これらの節を黙読するように指示する。これら
の節は特にイザヤの言葉と教義と聖約の啓示について述べ

第 45 章
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はじめに
　イエス・キリストはアメリカ大陸の民を訪れたとき，聖文の
価値と重要性について教えられた。主はニーファイ人に，聖
文を熱心に調べるように命じられた（3 ニーファイ 23：1－
5 参照）。調べるようにというこの戒めは，ただ何気なく読む
だけでは十分でないことを示している。主はまた，後の時代
の人々のために若干の細かい事柄と預言を記録に書き加え
るように命じられた（3 ニーファイ 23：6 －14；24 －25 章
参照）。書き加えられたこれらの記録の一部，特にマラキの
預言は，今

こんにち

日わたしたちが救い主の再臨に備えるように努め
る際に助けとなるものである。これらの真理を教える準備
をしながら，個人の聖文研究をこれまで以上に深く熱心に行
うように生徒を促す方法について考える。また，再臨に備え
るのにマラキの預言をどのように役立てることができるかを
生徒が理解するように助けることもできるであろう。

教義と原則
• 救い主はわたしたちに預言者の言葉を熱心に調べるよ

うに命じておられる（3 ニーファイ 23：1－ 5 参照）。

• 福音の原則に従うことは，イエス・キリストの再臨に備え
る助けとなる（3 ニーファイ 24 －25 章参照）。

• 主が明らかにしてくださっていることを心に留めるとき，
わたしたちはもっと大いなる啓示を受ける備えができる

（3 ニーファイ 26：7－11 参照）。

教えるための提案

3 ニーファイ 23：1－ 5　救い主はわたしたちに
預言者の言葉を熱心に調べるように命じておられ
る
　クラスが始まる前に，ホワイトボード（または，黒板）に次
の表を書いておく。

これらの節で，主はわたしたちに何をするように命じてお
られますか

3 ニーファイ
23：1－ 5

教義と聖約
1：37 － 38

　生徒に，これらの節を黙読するように指示する。これら
の節は特にイザヤの言葉と教義と聖約の啓示について述べ
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たものであるが，あらゆる聖文の研究に当てはまることを説
明するとよい。時間を十分に取ってから，ホワイトボード（ま
たは，黒板）の質問にどう答えるかを生徒に尋ねる。

• 聖文を調べることを主がそのように強調しておられるの
はなぜだろうか。

　第 13 代大管長であるエズラ・タフト・ベンソン大管長
（1899 －1994 年）の次の言葉を読んで話し合う。

　「もし個々の会員や家族が定期的に続けて熱心に聖
文を読むならば，ほかの領域の活動は自動的に成し遂
げられます。もっと証

あかし

が増し，決意が強固になるでしょ
う。家族が強められ，個人の啓示が注がれるでしょ
う。」（“ The Power of the Word,”Ensign ，1986 年
5 月号，81）

• 定期的に続けて聖文を研究することによって教会のほ
かの領域の活動がより活発になるのはなぜだろうか。

　いつも一日のうちのどの時間に聖文を読んでいるかを生
徒に話してもらう。聖文を学ぶ時間を有意義なものとするた
めにどのような計画や方法を用いているかを尋ねる。
　『真理を守る』から次の勧告を紹介する。

　「末日の預言者は，個人としても，家族としても，聖文
を毎日研究するようにという勧告を与えています。……

　この勧告に従えば多くの恵みを受けることができま
す。日々，有意義な聖文研究を行うことにより，聖霊の
ささやきに対して敏感になることができます。信仰を築
き，誘惑に対する防備を固め，天の御父とその愛する
御子に近づくことができます。

　聖文の個人学習計画を立ててください。毎日ある程
度の時間を割いて聖文を研究……してください。その
時間を使って，聖文を熟読し，御

み

霊
たま

の導きに耳を傾け
てください。天の御父が自分に学び，実行してほしいと
思っておられることを理解できるように御父に尋ねてく
ださい。」（『真理を守る― 福音の参考資料』127 参
照）

• 聖文と末日の預言者の言葉を熱心に調べるようにとい
う戒めにさらによく従うために，どのようなことができる
だろうか。
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　生徒に，個人の聖文研究の習慣を改善するための計画を
立ててもらう。レッスンの中で少し時間を与えて計画を書い
てもらうとよい。

3 ニーファイ 23：6 －14　イエス・キリストは
預言者に聖文の記録を正確に保つように命じられ
る
　クラスが始まる前に，1 段落程度の短い文章を用意し，幾
つかの重要な箇所を省いてホワイトボード（または，黒板）
または紙に書いておく。その文章を見せる。抜けている箇
所を生徒に示す。

• 文章の一部が省かれていることで，その完全な意味に
対する読む人の理解力はどのような影響を受けるだろう
か。

　イエス・キリストが預言者たちに聖文の記録を正確に保つ
ように指示しておられることを説明する。生徒に，3 ニーファ
イ 23：6 －14 を読み，ニーファイ人の記録から抜けているも
のについて救い主が懸念を示しておられる箇所を探すように
言う。

• この預言が成就したことを後の人々が知ることは，なぜ
重要なのだろうか。

3 ニーファイ 24 － 25 章　福音の原則に従うこ
とは，イエス・キリストの再臨に備える助けとなる
　長い期間にわたって入念に準備することが求められる活
動について考えるように生徒に言う。思いついたものを紹介
してもらう（マラソンへの参加，伝道資金や大学の学費をた
めることなどが挙げられるかもしれない）。
　生徒とともに 3 ニーファイ 24：1を読み，これは救い主の
再臨についての預言であることを説明する。主が御自分の
神殿にどのようにおいでになるかを表している言葉を生徒に
見つけてもらう。
　次のことを説明する。救い主が神殿に御

み

姿
すがた

を現されるの
は「突如」であるかのように思えるが，それは主とその民に
よって十分な備えがなされた結果として起こるのである。

• 預言によれば，再臨に向けて主の王国を備えるために，
どのようなことが起こる必要があるだろうか（答えには，
福音と神権の回復，モルモン書の出現，福音が全世界
に宣

の

べ伝えられることが含まれるであろう）。

　主の再臨に向けて主の王国を備えなければならないのと
同じように，その王国に属する各個人もまた備える必要があ
ることを指摘する。 3 ニーファイ 24 章と 25 章には，後の
時代の人々のために書き記すように救い主が命じられた預

言が載っている（3 ニーファイ 26：2 －3 参照）。これらの
預言は真

しん

鍮
ちゅう

の版には含まれていなかった。リーハイがエル
サレムを去ってからおよそ 170 年後の紀元前 430 年ごろに
マラキによって記録されたものだからである（『聖句ガイド』

「マラキ」の項，249 －250 参照）。
　3 ニーファイ 24 章と 25 章は，わたしたちが救い主の再臨
に備えるための手引きとして読むことができることを説明す
る。生徒に時間を与えて，これらの章を各自で読み，再臨に
備えるのに役立つ福音の原則を少なくとも二つ見つけてもら
う。
　時間を十分に取ってから，生徒に見つけた原則を紹介し
てもらう。それらの原則を現在の自分たちの生活でどのよう
に応用できるかを尋ねる（什

じゅう

分
ぶん

の一と神殿の業については，
レッスンの後の方でさらに詳しく話し合うこともできる。そ
の場合，この活動ではこれらの原則にあまり時間をかけな
い）。

　3 ニーファイ 24：8 －11 で，主は御自分の民に什分の一
の律法に従うように命じておられる。什分の一について生
徒と話し合うとき，次の資料の幾つかを用いるとよい。生徒
用資料の 319 －320 ページ，『真理を守る』の 94 － 95 ペー
ジにある「什分の一」の項，および『若人の強さのために』
の 34 －35 ページにある「什分の一と献金」の項。
　什分の一を納め，ささげ物をすることが「主の来る日に
……堪え〔る〕」のにどのように助けとなるかについて考え
てもらう（3 ニーファイ 24：2 。教義と聖約 64：23 も参
照）。一人の生徒に，3 ニーファイ 24：8 を読んでもらう。

• 什分の一を納めないことが主から盗んでいるのと同じ
であるのは，なぜだろうか。

　生徒に，3 ニーファイ 24：9 －12 に目を通して次の質問
への答えを探すように言う。

• 什分の一を納め，ささげ物をする人には，どのような祝
福が約束されているだろうか。

• 什分の一を納めるようにという戒めによって，義人はど
のようにして悪人から分けられるだろうか。

　什分の一の律法に従って生活することでどのような祝福
を受けてきたかを生徒に話してもらう。

　先祖の写真，系図表，家族の記録など，家族歴史に関連し
たものを幾つか見せる。

• わたしたちは先祖に対してどのような義務を負っている
だろうか。

　預言者ジョセフ・スミスの次の言葉を読む。
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　「わたしたちがこの世で神から受けている最も大きな
責任は，死者を探し求めることである。」（History of 
the Church ，第 6 巻，313）

　生徒に，3 ニーファイ 25：5 － 6 を読んでもらう。天使モ
ロナイが最初にジョセフ・スミスを訪れたときにこの預言を
繰り返し述べていることを指摘するとよい（教義と聖約 2
章；ジョセフ・スミス－歴史 1：36 －39 参照）。この預言に
ついて，預言者ジョセフ・スミスは，「先祖と子孫の間に……
固いつながりがなければ，地はのろいをもって打たれる」と
述べている（教義と聖約 128：18）。

• 主は再臨の前にだれが来ると言われただろうか。

• エリヤが遣わされたのはなぜだろうか。

　生徒に，3 ニーファイ 25：5 － 6 の近くの余白に「教義と
聖約 110：13 －16」と書くように勧める。一人の生徒に，
教義と聖約 110 章の前書きを読んでもらう。次にほかの生
徒に，教義と聖約 110：13 －16 を読んでもらう。

• エリヤはいつ，どこに戻って来ただろうか。

　エリヤが戻って来たことについて述べた次の言葉を紹介
するとよい。ラッセル・M・ネルソン長老の話は，付属の
DVD A で視聴することもできる。

　「興味深いことに，1836 年 4 月 3 日，ユダヤ人たち
は過

すぎ

越
こし

の祭を祝い，エリヤを迎えるために家の戸を開
け放していました。その日，エリヤはやって来ました
が，ユダヤ人の家にではありませんでした。カートラン
ドの村にある神殿を訪れて，……二人の謙

けん

遜
そん

な主の僕
しもべ

に現れたのです。」（ジョセフ・フィールディング・スミ
ス，Church History and Modern Revelation ，全 4
巻〔1953 年〕，第 3 巻，84）

　「エリヤの地上への再訪はこの神権時代に建てられ
た最初の神殿において実現しました。主の指示を受けた
エリヤとほかの天使たちはその神殿で，……神権の権
能の特別な鍵

かぎ

を，回復された教会に託しました。……

　この出来事によって，世代間に生まれる自然な愛が
豊かにはぐくまれることになりました。この回復に付随
するのがエリヤの霊と呼ばれているものです。言葉を
換えれば，家族が神聖な起源を有していることを証

あかし

す
る聖霊の現れです。エリヤの訪れを契機に，宗教に関
係なく全世界の人々は亡くなった親族の記録を猛烈な
勢いで集め始めました。

　エリヤが訪れたのは先祖の探求を奨励するためだ
けではありませんでした。家族がこの世の境を超えて
永遠に結ばれることを可能にしたのです。実のところ，
わたしたちが先祖を探求するほんとうの理由は家族に
永遠の結び固めを受ける機会を提供することです。」

（ラッセル・M・ネルソン『聖徒の道』1998 年 7 月号，
38）

• 神殿の儀式はどのようにしてわたしたちの心を亡くなっ
た自分の先祖に向けてくれるだろうか。神殿の儀式は
どのようにしてわたしたちの心をまだ生きている自分の
家族に向けてくれるだろうか。

　神殿の儀式によって人生でどのような祝福を受けてきた
か，または受けることができるかを生徒に話してもらう。先
祖に対する義務を果たすために自分にできることについて
深く考えてもらう。
　神殿の儀式を通じて受ける祝福について証

あかし

する。

3 ニーファイ 26：7 －11　主が明らかにしてく
ださっていることを心に留めるとき，わたしたちは
もっと大いなる啓示を受ける備えができる
　生徒に数分の時間を与えて，3 ニーファイ 26：7－11を用
いて答えることのできる質問を書いてもらう。書いた質問は
レッスンの後の方まで取っておくように指示する。
　生徒用資料の 322 ページにあるスペンサー・W・キン
ボール大管長の言葉を読む。

• キンボール大管長の言葉からどのようなことを学べるだ
ろうか。

• さらに多くのものを受けることを期待する前に，すでに
明らかにされているものを研究し，それに従う必要があ
るのはなぜだろうか。

　一人の生徒に，3 ニーファイ 26：7－11を読んでもらう。
その後，何人かの生徒に，前にこれらの節について書いた
質問を読んでもらう。残りの生徒に，それらの質問に対する
答えを 3 ニーファイ 26：7－11 から探してもらう。生徒たち
の質問について話し合った後，次の質問をするとよい。

• 「ほんの一部」を持つことで，わたしたちはどのように信
仰が試されるだろうか。

• 「もっと大いなること」を明らかにしていただくために，
わたしたちは何を行う必要があるだろうか。

• 信仰箇条の中で，3 ニーファイ 26：9 －10 で教えられ
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ている原則が最もよく述べられているのは第何条だろう
か。

　十二使徒定員会のニール・A・マックスウェル長老（1926
－2004 年）の次の言葉を紹介する（付属の DVD B で視
聴することもできる）。

　「将来ますます教会員，家族，ワード，ステーク，そし
て神殿が増えるにつれて，人の霊を養い霊感を与える

聖典がますます多く出てきます。しかし，わたしたち
は，まず今与えられている聖典をふさわしい状態で味
わうようにしなければなりません。」（『聖徒の道』1987
年 1 月号，59）

　すでに与えられている真理に忠実であることによってもっ
と大いなる真理を学ぶことができたときのことについて考え
るように生徒に言う。生徒に，自分の経験を話してもらう。

はじめに
　救い主は，ニーファイ人に対する教導の業が終わりに近づ
いたとき，教会をどのように呼ぶべきかについて弟子たちの
質問に答えて，御自分の名によって教会を呼ぶように彼らに
お命じになった。救い主は，主の福音の上に築かれるのは
主の教会だけであることを弟子たちが理解できるようにされ
た。その後，主は福音の意味を明らかにされた。これらの
記録から教えるとき，教会と福音はわたしたちが主のみもと
に帰るのを助けるために主が用いられる手段であることを思
い起こす機会を生徒に与える。
　この聖句ブロックの注目すべき点は，ニーファイ人の 3 人
の弟子が身を変えられた話が載っていることである。ここ
では身を変えられた人について，聖文のほかのどの箇所より
も詳しく語られている。死すべき状態にある僕

しもべ

の一部の者
たちについて，なぜ主が彼らの身を変えられるのか，その理
由を生徒が理解するように助けることができる。
　最後に，第三ニーファイは，末日のイスラエルの集合におけ
るモルモン書の役割について述べたモルモンの言葉で結ば
れている。生徒が自分の生活の中で，また救い主のみもとに
来るように人々を招く取り組みの中で，この貴い賜

たまもの

物を用い
る決意を新たにできるように励ます。

教義と原則
• イエス・キリストの教会は主の御

み

名
な

によって呼ばれ，主
の福音の上に築かれる（3 ニーファイ 27 章参照）。

• 主の忠実な僕
しもべ

の中には，地上での務めを続けることがで
きるように身を変えられた人々がいる（3 ニーファイ 28
章参照）。

• モルモン書の出現は，イスラエルの集合の始まりを告げ
るしるしであった（3 ニーファイ 29：1－3 参照）。

教えるための提案

3 ニーファイ 27 章　イエス・キリストの教会は
主の御

み

名
な

によって呼ばれ，主の福音の上に築かれ
る
　生徒に，3 ニーファイ 27：1－3 を読み，イエスの弟子たち
が尋ねた質問に注目するように言う。次に，二人一組に分か
れて，3 ニーファイ 27：4 － 9 を一緒に研究してもらう。研
究を始める前に，イエス・キリストの教会が主の御名を持た
なければならない理由をできるかぎりたくさん見つけるよう
に言う。このことについて二人一組で話し合う時間を取った
後，意見をクラス全体に紹介してもらう。
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はじめに
　救い主は，ニーファイ人に対する教導の業が終わりに近づ
いたとき，教会をどのように呼ぶべきかについて弟子たちの
質問に答えて，御自分の名によって教会を呼ぶように彼らに
お命じになった。救い主は，主の福音の上に築かれるのは
主の教会だけであることを弟子たちが理解できるようにされ
た。その後，主は福音の意味を明らかにされた。これらの
記録から教えるとき，教会と福音はわたしたちが主のみもと
に帰るのを助けるために主が用いられる手段であることを思
い起こす機会を生徒に与える。
　この聖句ブロックの注目すべき点は，ニーファイ人の 3 人
の弟子が身を変えられた話が載っていることである。ここ
では身を変えられた人について，聖文のほかのどの箇所より
も詳しく語られている。死すべき状態にある僕

しもべ

の一部の者
たちについて，なぜ主が彼らの身を変えられるのか，その理
由を生徒が理解するように助けることができる。
　最後に，第三ニーファイは，末日のイスラエルの集合におけ
るモルモン書の役割について述べたモルモンの言葉で結ば
れている。生徒が自分の生活の中で，また救い主のみもとに
来るように人々を招く取り組みの中で，この貴い賜

たまもの

物を用い
る決意を新たにできるように励ます。

教義と原則
• イエス・キリストの教会は主の御

み

名
な

によって呼ばれ，主
の福音の上に築かれる（3 ニーファイ 27 章参照）。

• 主の忠実な僕
しもべ

の中には，地上での務めを続けることがで
きるように身を変えられた人々がいる（3 ニーファイ 28
章参照）。

• モルモン書の出現は，イスラエルの集合の始まりを告げ
るしるしであった（3 ニーファイ 29：1－3 参照）。

教えるための提案

3 ニーファイ 27 章　イエス・キリストの教会は
主の御

み

名
な

によって呼ばれ，主の福音の上に築かれ
る
　生徒に，3 ニーファイ 27：1－3 を読み，イエスの弟子たち
が尋ねた質問に注目するように言う。次に，二人一組に分か
れて，3 ニーファイ 27：4 － 9 を一緒に研究してもらう。研
究を始める前に，イエス・キリストの教会が主の御名を持た
なければならない理由をできるかぎりたくさん見つけるよう
に言う。このことについて二人一組で話し合う時間を取った
後，意見をクラス全体に紹介してもらう。
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　聖文の中で主がこの神権時代における御自分の教会の正
式な名称を明らかにしておられる箇所を生徒に尋ねる。一
人の生徒に，教義と聖約 115：3 － 4 を読んでもらう。その
後，ホワイトボード（または，黒板）に次のように書く。

末日聖徒イエス・キリスト教会

末日＝

聖徒＝

イエス・キリスト＝

教会＝

　教会の名称のそれぞれの部分が持つ重要性について生
徒に話し合ってもらう。
　生徒用資料の 323 ページにあるゴードン・B・ヒンクレー
大管長の言葉を紹介するか，付属 DVD A で視聴する。こ
れはヒンクレー大管長が大管長として支持を受けた後の最
初の総大会で全会員に向けて述べた言葉であることを説明
する。次の質問が役立つであろう。

• ヒンクレー大管長の言葉を 1，2 文で要約するとどうな
るだろうか。

• 教会の通称ではなく正式な名称を用いるとき，わたした
ちはどのようなメッセージを伝えることになるだろうか。

• 「あなたはモルモンですか」と尋ねる人に，どのように答
えることができるだろうか。それはなぜか。

　生徒に，3 ニーファイ 27：8 －11を読んでもらう。「福音」
という言葉が繰り返されている点に注目してもらう。

• だれかにあなたの言う「福音」とは何かと尋ねられたと
したら，どのように答えるだろうか。

　この質問に対してどのように返答できるか生徒に挙げても
らいながら，それをホワイトボード（または，黒板）に書き出
すとよい。また，『真理を守る』から次の言葉を読み，ホワイ
トボード（または，黒板）に要約してもよい。

　「福音は天の御父が作られた幸福の計画です。この
福音の中心となっている教義はイエス・キリストの贖

あがな

い
です。……完全な福音には，わたしたちが日の栄えの
王国で昇栄を得るために必要なすべての教義，原則，
律法，儀式，聖約が含まれています。」（『真理を守る
― 福音の参考資料』162 －163）
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　生徒に，3 ニーファイ 27：13 －22 を開いてもらう。黙読
し，イエス・キリストが御自分の福音の一部として挙げてお
られる原則に線を引くように指示する。時間を十分に取って
から，見つけたものを紹介してもらう。必要に応じて，ホワイ
トボード（または，黒板）のリストに追加する。
　ホワイトボード（または，黒板）に次の参照聖句を書く。

2 ニーファイ 31 章

教義と聖約 20：8 － 36

モーセ 6：53 － 62

　クラスを 3 つのグループに分け，各グループにこれらの聖
句ブロックの一つを割り当てる。割り当てられた聖句ブロッ
クに目を通し，「福音」という言葉の意味についてさらに分か
ることを探してもらう。読む聖句の意味を理解する助けとし
て，ホワイトボード（または，黒板）のリストを参照するよう
に生徒に言う。各グループの生徒に，読んで分かったことを
紹介してもらう。
　3 ニーファイ 27：13 －22 とホワイトボード（または，黒
板）に挙げられている 3 つの聖句を相互参照することによっ
て「聖句の鎖」を作るように生徒に勧める。例えば，3 ニー
ファイ 27：13 －22 のそばの余白に，「2 ニーファイ 31 章参
照」と書く。 2 ニーファイ 31 章の冒頭の余白に，「教義と聖
約 20：8 － 36 参照」と書く。教義と聖約 20：8 －36 の
そばの余白に，「モーセ 6：53 － 62 参照」と書く。モー
セ 6：53 － 62 のそばの余白に，「3 ニーファイ 27：13 －
22 参照」と書き，鎖を完成させる。または，モルモン書の
前後にある白紙のページに，「イエス・キリストの福音」など
の見出しを書いて，これらの聖句の一覧を書いてもよい。
　次の表と質問を用いて，生徒が，読んだ聖句が教えている
原則について話し合い，それらを自分のものとするのを助け
る。

イエス・キリストの福音 参照聖句

イエス・キリストの贖
しょく

罪
ざい

3 ニーファイ 27：13 －14

信仰 3 ニーファイ 27：19

悔い改め 3 ニーファイ 27：16，19
－ 20

バプテスマ 3 ニーファイ 27：16，20

聖霊 3 ニーファイ 27：20

最後まで堪え忍ぶ 3 ニーファイ 27：16 －17

復活 3 ニーファイ 27：14，22

裁き 3 ニーファイ 27：14 －16

• これらの節によれば，わたしたちはイエス・キリストの
福音に従って生活するときに，どのような祝福を受ける
だろうか。

• これらの節を研究したことによって，福音とは何かにつ
いての理解がどのように深まっただろうか。

• 福音を理解するために末日の啓示が必要なのは，なぜ
だろうか。

　聖文と現代の啓示によって明らかにされている福音の原
則は，神が昇栄の祝福を御自分の子供たちに与えたいと望
んでおられることを示す証拠である。そのことを生徒が理
解できるように助ける。
　最後に，3 ニーファイ 27：27  を読む。わたしのように
なりなさいという救い主の勧めにさらによく従うために，自分
は何ができるかを生徒に深く考えてもらう。

3 ニーファイ 28 章　主の忠実な僕
しもべ

の中には，地
上での務めを続けることができるように身を変え
られた人々がいる
　生徒に，3 ニーファイ 28：1－10 を黙読してもらう。その
際，イエスから「わたしが父のみもとに行った後，あなたがた
はわたしに何を願うか」と尋ねられたニーファイ人の 12 人の
弟子がどのように答えたかに注目するように言う。

• 主は最初の 9 人の弟子にどのような祝福を約束された
だろうか。ほかの 3 人にどのような祝福を授けられただ
ろうか。

　生徒が次のことを理解するように助ける。 3 人の弟子は
いわゆる身を変えられた状態になった。これは変

へんぼう

貌や復活
とは異なる。詳しくは生徒用資料の 325 ページにある定義
を参照するように言う。
　生徒に，ほかに身を変えられた人を聖文から挙げてもら
う（答えとして，エノクとその民，モーセ，エリヤ，まな弟子ヨ
ハネ，などが挙げられる）。主によって身を変えられるのは，

（1）現世での通常の寿命よりも長く生き，（2）神から任じら
れた使命を成し遂げるために肉体を保つ必要のある人であ
ることを説明する。
　クラスを 3 人または 4 人のグループに分ける。生徒が 3
ニーファイ 28 章で述べられている 3 人の弟子たちの経験と
状態を理解できるように，6 － 40 節を調べて，これらの節
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から分かることを話し合ってもらう。生徒がグループで話し
合っている間，各グループを回り，生徒たちの意見に耳を傾
ける。すべての生徒がグループの話し合いに参加するよう
に励ます。グループの話し合いで分かった事柄について，聖
典に印を付けるように言う。「三人のニーファイ人」について
分かる事柄として，次の点が含まれるようにする。

 1. 決して死を味わうことがなく，「一瞬のうちに」死すべ
き状態から不死の状態に変えられる（7－ 8 節参照）。

 2. 世の罪に対する以外に悲しみを感じることがない（9
節参照）。

 3. 昇栄について確かな約束を受けた（10 節参照）。

 4. 言い表すことのできない様々なことを見聞きした（13
－14 節参照）。

 5. 悪人が彼らに対して力を持つことがないように守られる
（19 －22 節参照）。

 6. 自分の望むままにほかの人に自分自身を現すことが
できる（30 節参照）。

 7. サタンが彼らを支配する力をまったく持つことがない
ように祝福される（39 節参照）。

 8. 裁きの日まで地上にとどまる（40 節参照）。

　次のことを指摘する。救い主は三人のニーファイ人に，彼
らはユダヤ人や異邦人の中に行くが，だれも彼らに気づかな
いであろうと告げられた（3 ニーファイ 28：25 －30 参照）。
したがって，三人のニーファイ人について人々が耳にする話
の多くは，恐らく真実ではない。また，次のことを説明する。

「あなたがたは決して死の苦しみを受けることなく」（8 節）
という言葉が，三人のニーファイ人は決して死なないという意
味に誤解されることがしばしばある。しかし，パウロが教え
ているように，「アダムにあってすべての人が死（ぬ）」ので
あって，このことは身を変えられた人を含むすべての人に当
てはまる（1コリント15：22）。ただし，身を変えられた人は
瞬間的に死を経験して復活した者となる。彼らは肉体と霊
の分離を，わたしたちの大半が経験するほど長く経験するこ
とがない。この変化は，聖文の表現を用いれば「一瞬のうち
に」起こる（8 節）。この意味において，彼らは「死を味わう
ことがない」のである（7 節）。
　3 人の生徒に，次の聖句を一つずつ読んでもらう。残りの
生徒に，身を変えられたニーファイ人の業と務めについて述
べている箇所に注意しながら聞いてもらう。

4 ニーファイ 1：30 － 37

モルモン 1：13 －16

モロナイ 8：6 －11

• これらの聖句から，3 人の弟子についてどのようなこと
が分かるだろうか。

• 身を変えられた状態であったことは，3 人の弟子が彼ら
の業を成し遂げるのにどのように役立っただろうか。

　一人の生徒に，3 ニーファイ 28：9 －10 を読んでもらう。

• この 3 人の弟子が地上にとどまりたいと願ったのは，な
ぜだろうか。

• これらの節によれば，ほかの人々に福音を分かち合うこ
とによって得られるものの一つは何であろうか。

　ほかの人々に福音を分かち合うことによって感じた喜びに
ついて生徒に話してもらう。ほかの人が福音を分かち合って
くれたときに感じた喜びについて話してもらってもよい。

3 ニーファイ 29：1－ 3　モルモン書の出現は，
イスラエルの集合の始まりを告げるしるしであっ
た
　生徒に，3 ニーファイ 29：1－3 とモーセ 7：60 － 62 を
読んでもらう。これらの参照箇所をホワイトボード（または，
黒板）に書くとよい。二つの聖句に共通する教えを生徒に見
つけてもらう（どちらもイスラエルの集合とモルモン書の出
現について預言している。モルモン書について述べられてい
ることに生徒が気づかない場合には，3 ニーファイ 29：1 の

「これらの御
み

言
こと

葉
ば

」と，モーセ 7：62 の「地から真理を出し
て，わたしの独り子……について証

あかし

しよう」という言葉に注
目してもらうとよい）。

• 3 ニーファイ 29：1－2 によれば，イスラエルの集合はい
つ始まるだろうか（モルモン書に記されている「これら
の御言葉」が「〔主〕の言葉のとおりに……明らかに」
されるとき）。

　モルモン書の出現は集合が始まったことを告げるしるし
以上のものであると末日の預言者たちが強調していること
を，生徒に思い出させる。モルモン書は集合を助ける道具で
もある。
　第 13 代大管長であるエズラ・タフト・ベンソン大管長

（1899 －1994 年）の次の言葉を紹介する（付属の DVD B

で視聴することもできる）。
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　「主の御
み

霊
たま

とともに，モルモン書は世の人々を改宗さ
せるために神から与えられた，比類のない最高の道具
です。……収穫を得るには，神がその業のために作ら
れた道具，すなわちモルモン書を用いなければなりま
せん。」（『聖徒の道』1985 年 1 月号，7）

• わたしたちはイスラエルの集合に，言い換えれば，キリ
ストのみもとに来るように人々を招く業にどのような形で
携わっているだろうか。

• キリストのみもとに来るように人々を招こうとするとき，
モルモン書はどのような形でその取り組みを助けてくれ
るだろうか。

　一人の生徒に，3 ニーファイ 29：3 を読んでもらい，ほか
の生徒には，主が何を思い起こすと約束しておられるかに注
意しながら聞いてもらう。

　末日聖徒イエス・キリスト教会の会員もまたイスラエルの
家に属する者であることを生徒に思い出させる。

• 主がイスラエルの家の一員であるあなたに立てられた聖
約を思い起こしてくださったことを示す証拠として，どの
ようなものがあるだろうか。

• 主が自分との聖約を思い起こしてくださると知っている
ことによって，あなたの行動はどのように変わってくるだ
ろうか。

　時間があれば，生徒に，3 ニーファイ 29：4 － 9 を読ん
で，終わりの時に生を受ける人々に対する主の御言葉，すな
わち，主の警告と主が約束しておられる祝福を見つけてもら
う。
　主の優しい見守りについて，またわたしたち一人一人を救
い，天に連れ戻すための主の御

み

業
わざ

について感じている気持
ちを話す。

はじめに
　歴史を通じて，人々は幸福と平和と繁栄を求めてきた。聖
文には，この状態を実現した二つの社会のことが述べられ
ている。エノクのシオンの町の民（モーセ 7 章参照）と，復
活された救い主の訪れを受け，救い主から教えを受けたモ
ルモン書の民（4 ニーファイ 1 章参照）である。第四ニー
ファイには，救い主の訪れを受けた後 200 年近くにわたって
義にかなった状態にとどまった民について書かれているが，
その卓越した義のゆえに，「神の手によって造られたすべて
の人の中で，彼ら以上に幸せな民は確かにあり得なかった。」

（4 ニーファイ 1：16）しかし悲しいことに，彼らの社会はや
がて背教に陥ってしまった。 200 年近くにわたって幸福を
もたらした選択と，不幸をもたらした選択を対比することに
よって，生徒は大切な教えを学ぶであろう。

教義と原則
• 人々はイエス・キリストの福音に心から帰依するとき，一

致と平和のうちに協力して働く（4 ニーファイ 1：1－19
参照）。

• 高慢は分裂と不和と背教を招く（4 ニーファイ 1：20 －
49 参照）。

教えるための提案

4 ニーファイ 1：1－19　人々はイエス・キリスト
の福音に心から帰依するとき，一致と平和のうち
に協力して働く
　ホワイトボード（または，黒板）に，「民は……皆，……帰
依した」（4 ニーファイ 1：2）と書く。

• 帰依する，または改心するとは，どういう意味だろうか。

　十二使徒定員会のダリン・H・オークス長老の次の言葉を
紹介する（付属の DVD A で視聴することもできる）。
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はじめに
　歴史を通じて，人々は幸福と平和と繁栄を求めてきた。聖
文には，この状態を実現した二つの社会のことが述べられ
ている。エノクのシオンの町の民（モーセ 7 章参照）と，復
活された救い主の訪れを受け，救い主から教えを受けたモ
ルモン書の民（4 ニーファイ 1 章参照）である。第四ニー
ファイには，救い主の訪れを受けた後 200 年近くにわたって
義にかなった状態にとどまった民について書かれているが，
その卓越した義のゆえに，「神の手によって造られたすべて
の人の中で，彼ら以上に幸せな民は確かにあり得なかった。」

（4 ニーファイ 1：16）しかし悲しいことに，彼らの社会はや
がて背教に陥ってしまった。 200 年近くにわたって幸福を
もたらした選択と，不幸をもたらした選択を対比することに
よって，生徒は大切な教えを学ぶであろう。

教義と原則
• 人々はイエス・キリストの福音に心から帰依するとき，一

致と平和のうちに協力して働く（4 ニーファイ 1：1－19
参照）。

• 高慢は分裂と不和と背教を招く（4 ニーファイ 1：20 －
49 参照）。

教えるための提案

4 ニーファイ 1：1－19　人々はイエス・キリスト
の福音に心から帰依するとき，一致と平和のうち
に協力して働く
　ホワイトボード（または，黒板）に，「民は……皆，……帰
依した」（4 ニーファイ 1：2）と書く。

• 帰依する，または改心するとは，どういう意味だろうか。

　十二使徒定員会のダリン・H・オークス長老の次の言葉を
紹介する（付属の DVD A で視聴することもできる）。
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　「わたしたちは 改心という過程を経て永遠の命にあ
ずかる資格を得ます。改心という言葉は多くの意味を
持っていますが，ここでは，単に確信することではな
く，性質を根本から変えることを意味します。……〔改
心するようにという〕チャレンジから，イエスは天国に入
りたいと願う人々に，単に福音が真実であると証

あかし

するこ
ととは別の次元の改心を求めておられたことが分かり
ます。証するとは，知ること，そして 宣言することで
す。福音はわたしたちに『 改心する』ようチャレンジし
ています。改心するとは行うことであり，なることなの
です。」（『リアホナ』2001 年 1 月号，40 － 41，強調は
原文のまま）

　生徒とともに 4 ニーファイ 1：1－2 を読む。

• 民が心から帰依していたことを示す証拠として，これら
の節にはどのようなことが述べられているだろうか（答
えとして，悔い改めた，バプテスマを受けた，聖霊を受け
た，まったく争いがなかった，互いに公正に振る舞った，
などが考えられる）。

• これらの行いは人がほんとうに改心していることを示す
ものである。それはなぜだろうか。

　生徒を二人一組，または小グループに分ける。各組または
グループに，4 ニーファイ 1：3 －18 を読んで，民が改心して
いたことを示す証拠をさらに見つけてもらう。民はすべての
ものを共有した，イエス・キリストの御

み

名
な

によって奇跡を行っ
た，心の中に神の愛があった，大きな罪を犯さなかった，一
致していた，などが挙がるであろう。 3 ，4 分後，生徒が見
つけたものをホワイトボード（または，黒板）に書き出す。

• 真に改心している聖徒は，家族や隣人にどのような影響
を及ぼすだろうか。

　生徒に，次の質問について静かに深く考えてもらう。

• よりいっそう主に帰依するために，自分の生活の中で改
善が必要であると感じる分野は何だろうか。

• そうした変化を遂げるとき，家族や友人にどのような影
響が及ぶだろうか。

　真に改心するとき，ほかの人々に対する愛と関心が増すこ
とを強調する。真に改心するにつれて，生活の中から高慢や
争いがなくなり，代わりに平和とより大きな幸福がもたらさ
れる。

　一人の生徒に，4 ニーファイ 1：17 を読んでもらう。

• 「何 人々とか言われる者」がいなかったとは，どういう意
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味だろうか。

　次のことを説明する。救い主の訪れを受けた後，民はそれ
まで彼らの間に存在していたあらゆる民族的または文化的
な違いを乗り越えて，一致と平和のうちに暮らした。彼らは
もはや文化の違いを示す「ニーファイ人」や「レーマン人」と
いった名称で自分たちを区別しなかった。
　生徒用資料の 330 －331 ページにあるジェームズ・E・
ファウスト管長とリチャード・G・スコット長老の言葉を読
む。これらの言葉は付属の DVD B  C で視聴することもで
きる。

• どうすれば異なる文化を持つ人 と々一つになることがで
きるだろうか。どうすれば自分と異なる関心や能力を持
つ人 と々一つになることができるだろうか。

• 主に帰依した人々が互いに一致と平和を求める傾向が
強いのは，なぜだろうか。

• 一体感は家族にどのような影響を及ぼすだろうか。ワー
ドや支部にどのような影響を及ぼすだろうか。

• 家族やほかの愛する人々の一致を促すものとして，どの
ようなものが挙げられるだろうか。

4 ニーファイ 1：20 － 49　高慢は分裂と不和と
背教を招く
　次のことを説明する。この社会では理想的な状態が 200
年近く続いた。しかし，次の 100 年間で，人々は不義を選び
始め，「年々，次第に不信仰になり，悪に陥って」いき，社会
は徐々に変化していった（4 ニーファイ 1：34）。そのような
選択が招いた結果を知るために，生徒に，4 ニーファイ 1：
45 － 48 を読んでもらう。イエスの弟子たちのほか，すべて
の人が悪くなり，民はガデアントンの強盗たちが全地に広が
るのを許し，聖文は民から隠されてしまった。その後，次の
表をホワイトボード（または，黒板）に描くか，オーバーヘッ
ドプロジェクター（OHP）で見せる。その際，括弧内の説明
は見せないようにする。
　この表は民が長期にわたって罪深い選択を重ねていくこ
とで徐々に堕落していった様子を示していることを説明す
る。表の各段階について，該当する節を生徒とともに読む。
該当する節を読んだ後，生徒に，（1）民の不義な行いや態度
と，（2）民が放棄した福音の原則を挙げてもらう（下の表の
括弧内に例が挙げられている）。一人の生徒に，書記となっ
て生徒の考えを記録してもらう。

• 高慢は表に挙げられているそれぞれの行いとどのように
関係しているだろうか。

堕落した民

20 節 （少数の者が教会から背いた，すなわち背教した。放棄された福音の原則：一致，主の教会への献身）

24 －
26 節

（一部の者が高価な衣服を着て，自分たちの所有物と持ち物を共有せず，階級に分かれ，利益を得よ
うとして教会を築いた。放棄された福音の原則：謙

けんそん

遜，慈愛）

27 －
29 節

（一部の者が福音の重要な部分を否定し，神聖な儀式をふさわしくない者に執行し，教
会員を迫害し，キリストを否定した。放棄された福音の原則：敬

けいけん

虔，信仰，謙遜，思い
やり）

30 －
34 節

（一部の者がニーファイ人の 3 人の弟子を殺そうとし，心をかたくなにし，
偽の祭司や預言者に従い，イエスに従う者たちに暴力を振るった。放棄
された福音の原則：命に対する畏

い

敬
けい

の念，慈愛）

35 －
39 節

（民の中に分裂が生じた。民の中で最も悪い者たちが福音
を拒み，自分の子供たちにイエス・キリストを拒み，信者を
憎むように教えた。放棄された福音の原則：一致，慈愛，
信仰）

40 －
43 節

（悪人が義人よりも多くなり，この世のものを
求め続け，秘密の誓いと結社を設けた。放棄
された福音の原則：謙遜，慈愛，正直）
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　一人の生徒に，教義と聖約 38：24 －27 を読んでもらう。

• これらの原則に従っていたら，堕落の段階を下ることは
どれほど食い止められていただろうか。

4 ニーファイ 1：48 － 49　悪事を行うと貴い祝
福が失われる
　生徒とともに 4 ニーファイ 1：48 － 49 を読む。民が失っ
たものや，民から取り去られたものを生徒に見つけてもらう。

• 神聖な書き物が取り去られることが悲劇的な出来事で
あるのは，なぜだろうか。

• 聖文はどのような形でわたしたちから「隠される」こと
があるだろうか（生徒に，アルマ 12：10 －11を読んで，
4 ニーファイ 1：48 － 49 と相互参照するように勧め，人
はどのようにして神聖な祝福を失うことがあるかについ
て話し合ってもらうとよい）。

• 聖文やそのほかの啓示など，神聖な真理が与えられるこ
とで，わたしたちの霊的に進歩する力はどのように増す
だろうか。

　第 12 代大管長であるスペンサー・W・キンボール大管長
（1895 －1985 年）の次の言葉を紹介する。

　「わたしは自分と神との関係が密接でなくなったと感
じるとき，また神が耳を傾けず，声を発しておられない
ように感じるとき，神から遠く離れていることが分かり
ます。そのようなとき，もし熱心に聖文を読むならば，
その距離は縮まり，霊性が戻ってきます。心と思いと力
を尽くして愛さなければならない人をさらに強く愛する
ようになります。そして聖文を愛すれば愛するほど，聖
文の勧告に従うのが容易になります。」（What I Hope 
You Will Teach My Grandchildren〔セミナリー・イ
ンスティテュート教師への説教，1966 年 7 月 11 日〕，
4）

• 個人で熱心に聖文を読むことは，天の御父やイエス・キ
リストとの親密さにどのような影響を及ぼすだろうか。

　4 ニーファイの冒頭で述べられている改心した状態の人々
を，4 ニーファイの最後で述べられている邪悪な状態の人々
と比べる。故意に従わないことが招く結果と，改心し続ける
ことがもたらす結果について証

あかし

する。
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はじめに
　モルモン書の最初の 6 章には，レーマン人とニーファイ人
の間の戦いや民の中のひどい悪事についての非常に悲しい
話が述べられているが，希望のメッセージも記されている。
モルモンの生涯と教えについて研究し，深く考え，話し合う
とき，生徒は，たとえ自分の周りで世がますます邪悪になっ
ていっても忠実であり続けようという思いを抱くことができ
る。

教義と原則
• ひどい悪のただ中にあっても義を守ることができる（モ

ルモン 1－2 章参照）。

• モルモン書はキリストについて 証
あかし

するものである（モル
モン 3：17－22；5：12 －14 参照）。

• 「神の裁きは悪人に下る」（モルモン 4 章；6 章参照）。

教えるための提案

モルモン 1：1　「モルモン」という言葉
　主の教会は主の御

み

名
な

によって呼ばれるべきであると救い
主がニーファイ人の弟子たちに告げられたことを生徒に思い
出してもらう（3 ニーファイ 27：1－12 参照。本ガイドの第
46 章も参照）。しかし，今

こんにち

日，教会の正式名称の代わりに
「モルモン教会」という言葉を使い，末日聖徒をモルモンと呼
ぶ人が大勢いる。

• わたしたちは教会の正式名称を用いることを好むが，
「モルモン」という言葉にはどのような肯定的な側面が
あるだろうか。

　この話し合いの一部として，生徒に，生徒用資料の 334
ページを開いてもらう。一人の生徒に預言者ジョセフ・スミ
スの言葉を読んでもらい，何人かの生徒にゴードン・B・ヒン
クレー大管長の言葉を数段落ずつ読んでもらう。

• これらの言葉は，末日聖徒イエス・キリスト教会の会員
であるわたしたちにどのように当てはまるだろうか。

モルモン 1－ 2 章　ひどい悪のただ中にあっても
義を守ることができる
　最新の新聞を用意できれば，見せる。世に悪が存在する
ことを示している見出しを指摘する。その際，御

み

霊
たま

の影響力
を損なう恐れがあるものに生徒の注意を向けることのないよ
うに気をつける。今

こん

日
にち

のヤングアダルトが直面するチャレン
ジの幾つかについて簡単に話し合う。

第 48 章
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　ホワイトボード（または，黒板）に次の参照聖句を書く。

モルモン 1：13 －14，18 －19

モルモン 2：8

モルモン 2：13 －15

　それぞれの聖句に基づいて，ニュースの見出しを生徒に
作ってもらう。時間を十分に取ってから，生徒に，自分が
作った見出しを紹介してもらう。
　このような悪のただ中にあって，モルモンという名の若者
は清さを保ち，強くあり続けたことを説明する。生徒に，モ
ルモン 1：1－2 ，15；2：1－2 を読んでもらう。

• モルモンはどのような特質を持っていただろうか。これ
らの特質は，モルモンが神に忠実であり続けるうえでど
のように役立ったと思うか。

• あなたにとって，「イエスの慈しみを味わって知〔る〕」
とはどういうことだろうか（モルモン 1：15）。

　第 15 代大管長であるゴードン・B・ヒンクレー大管長（1910
－2008 年）の次の言葉を紹介する。

　「福音の原則に従って生活してください。皆さんは汚
れたものが満ちている時代に生きています。そうした
もののために身を落としてはいけません。超然として
いなければなりません。拒む強さ，気高く生きる強さ
を持たなければなりません。わたしは皆さんに約束し
ます。もし皆さんがそのように生活するならば，皆さん
を自分たちのような生活へ誘おうとする人々も，そのよ
うなものにかかわらなければよかったと思うことでしょ
う。」（Teachings of Gordon B. Hinckley〔1997 年〕，
716）

• 今日の悪のただ中にあって，あなたが義を守り続けるの
に助けとなったものは何だろうか。

• モルモンの模範から何を学び，また何を応用できるだろ
うか。

モルモン 2：10 －14　「彼らの悲しみは……悔
い改めに至るものではなかった」
　一人の生徒に，モルモン 2：10 －14 を読んでもらう。

• モルモンが実際に目にした悲しみは，彼が望んでいた悲
しみとどのような点が異なっていただろうか。
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はじめに
　モルモン書の最初の 6 章には，レーマン人とニーファイ人
の間の戦いや民の中のひどい悪事についての非常に悲しい
話が述べられているが，希望のメッセージも記されている。
モルモンの生涯と教えについて研究し，深く考え，話し合う
とき，生徒は，たとえ自分の周りで世がますます邪悪になっ
ていっても忠実であり続けようという思いを抱くことができ
る。

教義と原則
• ひどい悪のただ中にあっても義を守ることができる（モ

ルモン 1－2 章参照）。

• モルモン書はキリストについて 証
あかし

するものである（モル
モン 3：17－22；5：12 －14 参照）。

• 「神の裁きは悪人に下る」（モルモン 4 章；6 章参照）。

教えるための提案

モルモン 1：1　「モルモン」という言葉
　主の教会は主の御

み

名
な

によって呼ばれるべきであると救い
主がニーファイ人の弟子たちに告げられたことを生徒に思い
出してもらう（3 ニーファイ 27：1－12 参照。本ガイドの第
46 章も参照）。しかし，今

こんにち

日，教会の正式名称の代わりに
「モルモン教会」という言葉を使い，末日聖徒をモルモンと呼
ぶ人が大勢いる。

• わたしたちは教会の正式名称を用いることを好むが，
「モルモン」という言葉にはどのような肯定的な側面が
あるだろうか。

　この話し合いの一部として，生徒に，生徒用資料の 334
ページを開いてもらう。一人の生徒に預言者ジョセフ・スミ
スの言葉を読んでもらい，何人かの生徒にゴードン・B・ヒン
クレー大管長の言葉を数段落ずつ読んでもらう。

• これらの言葉は，末日聖徒イエス・キリスト教会の会員
であるわたしたちにどのように当てはまるだろうか。

モルモン 1－ 2 章　ひどい悪のただ中にあっても
義を守ることができる
　最新の新聞を用意できれば，見せる。世に悪が存在する
ことを示している見出しを指摘する。その際，御

み

霊
たま

の影響力
を損なう恐れがあるものに生徒の注意を向けることのないよ
うに気をつける。今

こん

日
にち

のヤングアダルトが直面するチャレン
ジの幾つかについて簡単に話し合う。

第 48 章
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　生徒が次のことを理解できるように助ける。民は自分た
ちの行いを深く後悔して悲しんだのではなく，自分たちの罪
が招いた結果に納得がいかずに悲しんだのであった。生徒
用資料の 335 ページにあるニール・A・マックスウェル長老
とエズラ・タフト・ベンソン大管長の言葉を生徒に参照して
もらうとよい。

モルモン 2：14 －15　「猶予の日が……過ぎ去 
ってしまった」
　現代における出来事について述べた次のたとえを話す。
ある若者が畑で作業をしていたときに足にけがを負った。
足を引きずりながら家に戻り，傷の手当てをし，横になって
休んだ。父親は医者に診てもらうように勧めた。しかし，若
者は自力で快復できると思った。日がたつにつれて，足の状
態はどんどん悪くなり，痛みが増してきたが，それでも若者は
医者の助けを受けようとはしなかった。ある日の夕方，若者
は完全に具合が悪くなった。足がひどく変色しているのに
気づいた。その晩，高熱が出て，意識がもうろうとしてきた。
そして翌朝には，若者は帰らぬ人となった。
　このたとえをモルモン 2：14 －15 と関連づけて考えるよ
う生徒に言う。次の質問を使って話し合うとよい。

• 若者はだれを表しているだろうか（ニーファイ人）。

• 父親はだれを表しているだろうか（モルモン）。

• 医者はだれを表しているだろうか（主）。

• 若者にとって，手遅れとなってしまったのはどの時点だ
ろうか（恐らく，高熱が出て，意識がもうろうとしてきた
とき）。このことはニーファイ人とどのように結びつける
ことができるだろうか。

• モルモンは，「〔ニーファイ人〕のための猶予の日が……
過ぎ去ってしまった」と述べている（モルモン 2：15）。
14 節から，ニーファイ人がこの状態に至った理由として
どのようなことが分かるだろうか。

　生徒に，生徒用資料の 336 ページにあるスペンサー・W・
キンボール大管長の言葉を参照してもらう。生徒が次のこと
を理解するように助ける。主は憐

あわ

れみ深い御方であり，わた
したちが悔い改めることを望んでおられる。とは言え，わた
したち自身が打ち砕かれた心と悔いる霊をもって主に立ち
返らなければならない。ニーファイ人は悔い改めようとしな
かったために，赦

ゆる

しを受けることができなかった。わたした
ちは主の前にへりくだるならば赦しの祝福を受けられること
を証

あかし

する。

モルモン 3：17 － 22；5：12 －14　モルモン
書はキリストについて証

あかし

するものである
　生徒に，二人一組でモルモン 3：17－22 を読み，内容に
ついて話し合うように言う。十分な時間を取った後，次の質
問を尋ね，話し合った事柄を基に答えてもらう。

• これらの節で，モルモンはだれに向かって語っているだ
ろうか。

• 21 節で，モルモンは将来の読者に向かって，「イエス・
キリストの福音を，……信じ〔てほしい〕」という希望を
述べている。福音とモルモン書とイエス・キリストとの
間にはどのような関係があるだろうか。

　生徒に，もう一度モロナイ 3：20 －22 を読み，またモルモ
ン 5：12 －14 も読むように言う。

• モルモンやほかの預言者たちが記録を書いたのは，な
ぜだろうか。

• あなたは「イエス・キリストの福音を……信じ〔る〕」う
えで，モルモン書からどのような助けを受けてきただろ
うか。

• イエス・キリストについてのあなたの証はモルモン書を
通してどのように強められてきただろうか。

• これまでにモルモン書がどのような形でほかの人々の生
活に祝福をもたらすのを見てきただろうか。

モルモン 4 章；6 章　「神の裁きは悪人に下る」
　生徒に，モルモン 4：5，10 －12 を読んでもらう。

• これらの節から何を学べるだろうか。

　これからニーファイ人の最後の戦いがもたらした結果につ
いて読むことを生徒に告げる。これは，神の裁きが悪人に
下った一例である。生徒に，モルモン 6：11－15 を順番に
読んでもらう。読みながら，この戦いで殺されたニーファイ
人の数を把握するように言う（約 23 万人のニーファイ人の兵
士が殺された。ほかにも多くの者が殺されたことを指摘す
る。これらの節ではレーマン人の戦士については述べられて
おらず，戦いのために命を落とした両方の民の女や子供につ
いて述べた箇所もない）。
　一人の生徒に，モルモン 6：16 －22 を読んでもらう。ま
たは，教師が読み，生徒には聖典の該当箇所を静かに目で
追ってもらう。
　ニーファイ人の国自体が滅びた原因について静かに考える
ように生徒に言う。次に，モロナイ 8：27と教義と聖約 38：
39 を読んでもらう。
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• ニーファイ人の滅亡の話から，どのようなことを学べるだ
ろうか。

　この項の結びとして，『モルモン書 DVD プレゼンテーショ
ン』（アイテム番号 54011 300）のプレゼンテーション 19

「おお，麗しい者たちよ」を見せるとよい。

モルモン 5：22 － 24　わたしたちは神の手の
内にある
　生徒に，生徒用資料の 338 ページにあるW・クレーグ・ 
ズウィック長老の言葉を参照するように言う（付属の DVD 
A で視聴することもできる）。ズウィック長老はこの言葉を
述べる前に，モルモン 5：23 の「あなたがたは自分が神の
手の内にあるのを知らないのか。あなたがたは神が一切の
権威を持っておられること……を知らないのか」という言葉
を引用していることを説明する。
　教師がズウィック長老の言葉を読む間（または，割り当て
を受けた生徒が読む間），自分の両手を，手のひらを上にし
て見ているように生徒に言う。

　読み終えたら，「主の御
み

手
て

に自らをゆだね」て，「主がわた
したちを支え，独りでは到達不可能な高みへと導いてくだ
さるのを感じる」ために必要であるとズウィック長老が述べ
ている 4 つの鍵

かぎ

を挙げてもらう。 4 つの鍵をホワイトボード
（または，黒板）に書く。

学ぶ

聴く

御
み

霊
たま

を求める

常に祈る

　生徒にこれらの 4 つの鍵を書き留めてもらう。次回のレッ
スンまでに，時間を取ってこれらの項目のそれぞれについて
自分の生活を評価するように生徒に勧める。
　モルモンの模範に倣うように，すなわち神の御手に従い，
神の御

み

心
こころ

を行おうと努めるように願っていることを生徒に伝
えて，レッスンを終える。

はじめに
　モルモンは末日におけるリーハイの子孫に向けて最後の
メッセージを書き残した（モルモン 7：1 参照）。モロナイも
また末日の人々に向けて，次のように述べている。「わたし
はあなたがたがここにいるかのように語っているが，あなた
がたはまだこの世にいない。しかし見よ，イエス・キリスト
がわたしにあなたがたを見せてくださったので，わたしはあ
なたがたが行うことを知っている。」（モルモン 8：35）モロ
ナイは，モルモン書は世の多くの者が「奇跡がやんでしまっ
た」と言う邪悪な時代に，奇跡的な方法で世に出ると宣言
した（モルモン 8：26）。モルモンとモロナイの教えについて
話し合いを進めながら，モルモン書が自分たちのために書
かれたものであることを生徒が理解するように助けることが
できる。生徒たちは，モルモンとモロナイが証

あかし

した「奇跡の
神」に近づくにつれて信仰を増していくであろう（モルモン
9：10 －15 参照）。

教義と原則
• 主は御自分を信じ，御自分の福音を受け入れるすべての

人に救いを与えてくださる（モルモン 7 章参照）。

• モルモン書はわたしたちの時代のために書かれた（モル
モン 8：26 － 41 参照）。

• 忠実な者には奇跡としるしと啓示が注がれる（モルモン
9：7－27 参照）。

• 神はすべてのことを御存じの，変わることのない御方で
ある（モルモン 9：9 －11，19 参照）。

教えるための提案

モルモン 7 章　主は御自分を信じ，御自分の福音
を受け入れるすべての人に救いを与えてくださる
　生徒に，自分がまさに世を去ろうとしていて，最後にメッ
セージを書き残す機会があると想像してもらう。それぞれ
の生徒に紙を渡して，自分が書くかもしれないと思う事柄を
幾つか書き出すように言う。数分後，書き出したものを互い
に紹介し合ってもらう。
　モルモン 7 章にはモルモンが版に書き記した最後のメッ
セージが載っていることを説明する（モルモン 8 － 9 章の言
葉はモロナイが書き記したものであることを指摘する必要が
あるかもしれない。また，モルモンの教えは後にモロナイ 7
－ 9 章にも出てくるが，それらの教えを金版に記録したのは
モルモンではなくモロナイである）。

第 49 章
モルモン 7－9 章
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モルモン 7－ 9 章

はじめに
　モルモンは末日におけるリーハイの子孫に向けて最後の
メッセージを書き残した（モルモン 7：1 参照）。モロナイも
また末日の人々に向けて，次のように述べている。「わたし
はあなたがたがここにいるかのように語っているが，あなた
がたはまだこの世にいない。しかし見よ，イエス・キリスト
がわたしにあなたがたを見せてくださったので，わたしはあ
なたがたが行うことを知っている。」（モルモン 8：35）モロ
ナイは，モルモン書は世の多くの者が「奇跡がやんでしまっ
た」と言う邪悪な時代に，奇跡的な方法で世に出ると宣言
した（モルモン 8：26）。モルモンとモロナイの教えについて
話し合いを進めながら，モルモン書が自分たちのために書
かれたものであることを生徒が理解するように助けることが
できる。生徒たちは，モルモンとモロナイが証

あかし

した「奇跡の
神」に近づくにつれて信仰を増していくであろう（モルモン
9：10 －15 参照）。

教義と原則
• 主は御自分を信じ，御自分の福音を受け入れるすべての

人に救いを与えてくださる（モルモン 7 章参照）。

• モルモン書はわたしたちの時代のために書かれた（モル
モン 8：26 － 41 参照）。

• 忠実な者には奇跡としるしと啓示が注がれる（モルモン
9：7－27 参照）。

• 神はすべてのことを御存じの，変わることのない御方で
ある（モルモン 9：9 －11，19 参照）。

教えるための提案

モルモン 7 章　主は御自分を信じ，御自分の福音
を受け入れるすべての人に救いを与えてくださる
　生徒に，自分がまさに世を去ろうとしていて，最後にメッ
セージを書き残す機会があると想像してもらう。それぞれ
の生徒に紙を渡して，自分が書くかもしれないと思う事柄を
幾つか書き出すように言う。数分後，書き出したものを互い
に紹介し合ってもらう。
　モルモン 7 章にはモルモンが版に書き記した最後のメッ
セージが載っていることを説明する（モルモン 8 － 9 章の言
葉はモロナイが書き記したものであることを指摘する必要が
あるかもしれない。また，モルモンの教えは後にモロナイ 7
－ 9 章にも出てくるが，それらの教えを金版に記録したのは
モルモンではなくモロナイである）。

第 49 章
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　モルモン 7 章を黙読し，モルモンが書き記している重要な
教えを見つけるように生徒に指示する。
　生徒が読み終えたら，モルモンのメッセージが彼らの生活
にどのように関連しているかを生徒が知ることができるよう
に，次の質問の幾つか，またはすべてを尋ねる。

• モルモンの教えのうち，あなたにとって特に重要である
と感じるものや心に強く訴えかけてくるものはどれだろ
うか。

• 「〔自分の〕先祖について知〔る〕」（5 節）ことは，悔い
改めて福音に従って生活したいという望みにどのような
影響を及ぼすだろうか。

• 復活して「キリストの裁きの座の前に立〔つ〕」（6 節）
日が来ると知っていることは，悔い改めて福音に従って
生活したいという望みにどのような影響を及ぼすだろう
か。

• モルモンは，わたしたちは「キリストの福音を手に〔す
る〕」（8 節）はずであると述べている。あなたにとっ
て，キリストの福音を手にするとはどういうことだろう
か。

モルモン 7：8 － 9　聖書とモルモン書はイエ
ス・キリストについて証

あかし

する
　モルモン書と聖書は互いを立証し合うものであり，イエ
ス・キリストを信じるわたしたちの信仰を強めるという共通
の目的を持っている。一人の生徒に，生徒用資料の 340 －
341 ページにあるブリガム・ヤング大管長の言葉を読んでも
らう。次に，ほかの生徒に，モルモン 7：8 － 9 を読んでもら
う。 8 節の「この記録」はモルモン書を指し，「ユダヤ人か
ら異邦人に伝わ……る記録」は聖書を指していることを説
明する。また，9 節の「これ」はモルモン書を指し，「それ」
は聖書を指している。

• モルモン書によって，聖書の教えに対するあなたの信仰
はどのように強められているだろうか。聖書によって，モ
ルモン書の教えに対するあなたの信仰はどのように強め
られているだろうか。

• あなたは両方の記録があることを，どのような理由で感
謝しているだろうか。

モルモン 8：12 － 25　モルモン書を受け入れる
人は祝福を得る
　一人の生徒に，モルモン 8：12 ，17 を読んでもらう。次
に，生徒に，モルモン書の序文を開いてもらい，第 6 段落を
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読むように言う。この段落には，モルモン書についての預言
者ジョセフ・スミスの証

あかし

が載っている。

• モロナイはモルモン書に「不完全なところ」や「誤り」
があるかもしれないと心配しているが，ジョセフ・スミス
はこの書物をどのように評価しているだろうか。

• 預言者ジョセフ・スミスは，モルモン書を受け入れてそ
の原則を守る人にどのような祝福を約束しているだろう
か。

• モロナイは，この記録を受け入れて非難しない人は何を
得ると言っているだろうか。

　生徒とともにモルモン 8：14 を読む。この記録は「非常に
価値がある」というモロナイの宣言に留意するように言う。
　生徒に，モルモン 8：15，21－25 を黙読し，モルモン書
が非常に価値のあるものである理由を探すように言う。生
徒が読み終えた後，見つけたことを紹介してもらう。答えに
は次の点が含まれるであろう。

 1. 「長い間散らされている昔の主の聖約の民〔に〕幸
い」をもたらすものである（15 節）。

 2. 主がイスラエルの家との聖約を覚えておられることを
示している（21 節）。

 3. 「主のすべての約束が果たされるまで，主の永遠の目
的は続く」ことを示している（22 節）。

 4. 同
はら

胞
から

の幸いのために祈ったこの書物の記録者たちに対
する約束を主が成就しようとしておられることを明らか
にしている（23 －25 節）。

　祈りをもってモルモン書を研究することによって，この書
物が「非常に価値」のあるものであることに対する証が増
し，モロナイとジョセフ・スミスが約束している祝福を確実
に得ることができる。そのことを生徒が理解するように助け
る。

モルモン 8：26 － 41　モルモン書はわたしたち
の時代のために書かれた
　今

こんにち

日の世の中に見られる悪事を生徒に一般的な言葉で述
べてもらう。十

じっ

戒
かい

や，『若人の強さのために』で述べられて
いる標準を，自分たちを取り囲んでいる世俗的なものと対比
するように言うとよい。幾つかの意見が出た後，生徒に，モ
ルモン 8：26 －30 を 1 節ずつ読んでもらう。 1 節読み終え
るごとに，その節で述べられている状態が今日どのような形
で見られるかについてクラス全体で話し合う。
　モルモン 8：31を読む。モルモン書は「ひどい汚れが
……ある時代に……出て来る」という預言に印を付けるよ

う生徒に勧める。この節で挙げられている汚れを見つけ
てもらう。次に，生徒用資料の 342 －343 ページにある
ジョー・J・クリステンセン長老の言葉を紹介する。

• 物質的な汚染に加えて，わたしたちの時代にはどのよう
な霊的な汚染が存在しているだろうか（生徒用資料の
343 ページ参照）。

　モルモン 8：35 に関連して，生徒用資料の 343 ページに
あるエズラ・タフト・ベンソン大管長の言葉を紹介する。こ
の言葉は付属の DVD A で視聴することもできる。

• ベンソン大管長によれば，モルモン書の記録者たちはわ
たしたちにとって最も有益な話や教えや出来事がどれか
を，どのようにして知ったのだろうか。

• そのことを知ることで，モルモン書の研究の仕方がどの
ように変わるだろうか。

モルモン 9：7 － 27　忠実な者には奇跡としる
しと啓示が注がれる
　主が奇跡の神であられることを示している経験を幾つか
紹介するとよい。適切であれば，生徒がこれまでに目にした
奇跡を紹介してもらう。今

こん

日
にち

わたしたちは奇跡の神を信じ
ているということを生徒が認識できるように，生徒用資料の
345 ページにあるダリン・H・オークス長老とブルース・R・
マッコンキー長老の話を紹介する。
　ホワイトボード（または，黒板）に「モルモン 9：7 － 8，
19 － 21，24 － 25」と書く。
　生徒に，これらの節を黙読し，奇跡に関して教えられてい
ることについて考えるように言う。考えたことを話してもら
う。

• 今日教会に啓示やしるしや奇跡があることを期待する
必要があるのは，なぜだろうか。

• 奇跡が起こるのを妨げるものは何であろうか。

　生徒に，経験した奇跡について日記に書くように勧める。
その記録を定期的に読み返すように提案する。

モルモン 9：9 －11，19　神はすべてのことを
御存じの，変わることのない御方である
　生徒に，モルモン 9：9 －10 と 2 ニーファイ9：20 を黙読
してもらう。

• 神がすべてのことを御存じの，変わることのない御方で
あると知ることは，あなたにとってなぜ重要だろうか。
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モルモン 7－ 9 章

　「命と救いを与える神への信仰を行使する」ためには「神
の特質，完全さ，および属性についての正しい 考え」がな
ければならないことを生徒に説明する（Lectures on Faith

〔1985 年〕，38 ，強調は原文のまま）。「変わることのある
神……を想像している」人々がいるというモロナイの警告に
注意を向けるように言う（モルモン 9：10）。

• 神は変わることのない御方であると知っていることは，
あなたにとってどのような助けとなっているだろうか。

　生徒用資料の 344 ページにあるニール・A・マックスウェ
ル長老の言葉を紹介する。

• マックスウェル長老によれば，神はすべてのことを御存
じであると知ることが重要なのはなぜだろうか。

• 神は変わることのない，完全な御方であるということに
ついて信仰を強めるには，どうすればよいだろうか。

　ホワイトボード（または，黒板）に次の参照聖句を書く。

モルモン 9：9 －11

1 ニーファイ 10：18 －19

2 ニーファイ 27：23

モルモン 9：19

モロナイ 10：19

教義と聖約 20：10 －12

　生徒に，これらの聖句の一つ以上を研究し，神が変わるこ
とのない御方であることに関する原則を探すように言う。こ
れらの聖句をつなぐ「聖句の鎖」を作るように勧めるとよ
い（聖句の鎖については生徒用資料の 346 ページを参照す
る）。

• これらの聖句は天の御父に対する信頼を増すのに，ど
のように助けとなるだろうか。

　神はすべてのことを御存じであり，変わることのない御方
であることに加えて，わたしたちを祝福し，わたしたちの忠実
さに報いることを喜びとされることを説明する。

• 神が変わることのない御方であり，かつて御自分の子
供たちに示現と祝福と啓示をお授けになったとするなら
ば，それは今

こん

日
にち

のわたしたちにとって何を意味するだろ
うか。

　神は変わることのない御方であることを理解するときに得
られる信頼について証

あかし

する。神は実際にどのような御方な
のかを知ろうと努力している家族や友人に対して，神が変わ
ることのない御方であることを証するように生徒に勧める。
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はじめに
　十二使徒定員会のジェフリー・R・ホランド長老は，ヤレド
の兄弟が救い主にまみえた経験について次のように述べて
いる。「〔それは〕記録に残っている歴史における最も大い
なる瞬間の一つであり，記録に残っている信仰においても間
違いなく最も大いなる瞬間の一つである。この経験によっ
て，ヤレドの兄弟は永遠にわたって最も偉大な神の預言者
の一人となった。」（Christ and the New Covenant: The 
Messianic Message of the Book of Mormon〔1997 年〕，
17）これらの章には，ヤレドの兄弟の信仰と祈りによって初
期のヤレド人の移民団が受けた祝福が詳しく述べられてい
る。エテル 1－ 5 章を研究して話し合うとき，生徒は，自分
自身の祈りを評価し，主を信じる信仰を働かせることによっ
て得られる祝福を待ち望むことができる。この聖句ブロッ
クは，モルモン書の出現と，モルモン書について証

あかし

するため
に選ばれる証人たちに関する洞察で結ばれている。

教義と原則
• 忠実な者の祈りは神の導きと救いをもたらす（エテル 1：

34 － 43；2：5 －25 参照）。

• 主はわたしたちに，問題を解決するために自分のできる
ことをすべて行うように求めておられる（エテル 2：16
－25；3：1－ 5 参照）。

• わたしたちは深い信仰のゆえに主の 御
み

前
まえ

に導かれるこ
とがある（エテル 3 － 4 章参照）。

• 主はモルモン書について証
あかし

する 3 人の証人を任じられた
（エテル 5 章参照）。

教えるための提案

エテル1：34 － 43；2：5 － 25　忠 実な者の
祈りは神の導きと救いをもたらす
　クラスが始まる前に，ホワイトボード（または，黒板）に次
の質問を書いておく。

主がヤレドの兄弟の祈りにこたえられたのは，なぜで
しょうか。

「主から大いに恵みを受け〔る〕」とは，どういう意味で
しょうか。

ヤレドの求めに応じて，ヤレドの兄弟は「主に叫び求め」
ました。主に叫び求めることと祈ることには，どのよう
な違いがあるでしょうか。

第 50 章
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　困難な状況に直面し，心からの祈りを通じて助けを得たと
きのことを生徒に話してもらう。話してくれたことに対して感
謝を表し，今

き ょ う

日はヤレドの兄弟の生涯における同じような話
について学ぶことを説明する。
　一人の生徒に，エテル 1：33 を読んでもらう。その後，ほ
かの生徒に，バベルの塔で起こったことを簡単に説明しても
らう。

• もしあなたがその場にいたとしたら，この人々の散乱と
言語の混乱についてどのようなことを最も心配しただろ
うか。

　ホワイトボード（または，黒板）に「エテル1：34 － 43」
と書く。生徒に，これらの節を黙読し，ホワイトボード（また
は，黒板）に書かれた 3 つの質問に対する答えを探してもら
う。生徒が探し終えた後，答えを紹介してもらう。
　生徒がこれらの原則を生活に応用できるように，生徒用
資料の 353 ページにある「割り当ての提案」の二つ目の項を
行ってもらう。この課題の一部として，次の質問をするとよ
い。

• わたしたちは祈りをどのように改善できるだろうか。

• 神への従順は祈りにどのような影響を及ぼすだろうか。
不従順は祈りにどのような影響を及ぼすだろうか。

　一人の生徒に，エテル 2：14 と 15 節の最初の文を読んで
もらう。

• ヤレドの兄弟が行った悪とは何であろうか。

• これらの節から何を学べるだろうか。

• なぜ神はわたしたちが祈りによって度々御自分のもとに
来ることを望んでおられるのだろうか。

　ホワイトボード（または，黒板）に「懲らしめる」と書く。
教義と聖約 95：1を読み，主がわたしたちを懲らしめられる
理由を生徒に探してもらう。神がわたしたちを懲らしめられ
るのはわたしたちを愛しておられるからであることを生徒が
理解するように助ける。また，生徒用資料の 349 ページに
ある十二使徒定員会のジェフリー・R・ホランド長老とニー
ル・A・マックスウェル長老の言葉を生徒に読んでもらって
もよい。祈りの力と，祈りによって受けることのできる祝福
について証

あかし

する。
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エテル 1－ 5 章

はじめに
　十二使徒定員会のジェフリー・R・ホランド長老は，ヤレド
の兄弟が救い主にまみえた経験について次のように述べて
いる。「〔それは〕記録に残っている歴史における最も大い
なる瞬間の一つであり，記録に残っている信仰においても間
違いなく最も大いなる瞬間の一つである。この経験によっ
て，ヤレドの兄弟は永遠にわたって最も偉大な神の預言者
の一人となった。」（Christ and the New Covenant: The 
Messianic Message of the Book of Mormon〔1997 年〕，
17）これらの章には，ヤレドの兄弟の信仰と祈りによって初
期のヤレド人の移民団が受けた祝福が詳しく述べられてい
る。エテル 1－ 5 章を研究して話し合うとき，生徒は，自分
自身の祈りを評価し，主を信じる信仰を働かせることによっ
て得られる祝福を待ち望むことができる。この聖句ブロッ
クは，モルモン書の出現と，モルモン書について証

あかし

するため
に選ばれる証人たちに関する洞察で結ばれている。

教義と原則
• 忠実な者の祈りは神の導きと救いをもたらす（エテル 1：

34 － 43；2：5 －25 参照）。

• 主はわたしたちに，問題を解決するために自分のできる
ことをすべて行うように求めておられる（エテル 2：16
－25；3：1－ 5 参照）。

• わたしたちは深い信仰のゆえに主の 御
み

前
まえ

に導かれるこ
とがある（エテル 3 － 4 章参照）。

• 主はモルモン書について証
あかし

する 3 人の証人を任じられた
（エテル 5 章参照）。

教えるための提案

エテル1：34 － 43；2：5 － 25　忠 実な者の
祈りは神の導きと救いをもたらす
　クラスが始まる前に，ホワイトボード（または，黒板）に次
の質問を書いておく。

主がヤレドの兄弟の祈りにこたえられたのは，なぜで
しょうか。

「主から大いに恵みを受け〔る〕」とは，どういう意味で
しょうか。

ヤレドの求めに応じて，ヤレドの兄弟は「主に叫び求め」
ました。主に叫び求めることと祈ることには，どのよう
な違いがあるでしょうか。
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エテル 2：16 － 25；3：1－ 5　主はわたした
ちに，問題を解決するために自分のできることをす
べて行うように求めておられる
　生徒に，エテル 2：18 －19 を黙読してもらう。ヤレドの兄
弟が主に伝えた 3 つの問題を探してもらう。

• 3 つの問題は何であろうか（船の中に光がなかったこ
と，どこへ向かって船を進めればよいか分からなかった
こと，また船の中にある空気だけでは呼吸ができなく
なってしまうこと）。

　天の御父は様々な方法で祈りにこたえてくださることを説
明する。その後，一人の生徒にエテル 2：20 を読んでもらう。

• 船の中の空気が足りなくなることについての質問に，主
はどのように答えてくださっただろうか。

　ほかの生徒に，エテル 2：22 －25 を読んでもらう。

• 船を進める方法について，ヤレドの兄弟はどのようなこと
を学んだだろうか（船を進めることについて心配する必
要はない。主が風と「山のような波」を送って船を海の
向こうに導いてくださる。エテル 6：4 － 8 も参照）。

• 船の中に光を得る方法について，主は何と言われただろ
うか。

• 主はヤレドの兄弟にこの問題の解決法を見つけるように
お求めになった。このことから，どのようなことが学べ
るだろうか（次のような答えが考えられる。主はわたし
たちが選択の自由と英知と信仰を働かせることを期待し
ておられる。主はわたしたちに幾らかの責任をゆだねら
れる。また，わたしたちが成長できるように，主は時々
わたしたちが自分で計画を考え出すことをお望みにな
る）。

　一人の生徒に，エテル 3：1－ 5 を読んでもらう。

• 船の中に光があるようにするために，ヤレドの兄弟はど
のようなことを行っただろうか。

　この質問について話し合うとき，生徒は次のような事柄を
答えるであろう。ヤレドの兄弟は問題について検討した。解
決法を見つけた。石を用意したが，自分ではそれを光らせる
ことはできず，主の助けを必要とした。その後，主のみもと
に戻って自分の計画について承認を求めた。
　生徒に，生徒用資料の 350 ページにあるハロルド・B・
リー大管長の言葉を読んでもらう。

• この勧告を自分の生活でどのように応用できるだろう
か。

エテル 3 － 4 章　わたしたちは深い信仰のゆえ
に主の御

み

前
まえ

に導かれることがある
　生徒に，エテル 3：6 －14 を一人 1，2 節ずつ順番に読ん
でもらう。

• ヤレドの兄弟はその信仰のゆえに主の御前に導かれた。
エテル 4：7 では，それに似た特権がわたしたちに約束
されている。どのような特権だろうか。

　ホワイトボード（または，黒板）に次の表を用意する。

ヤレドの兄弟は何を行っ
たでしょうか。

わたしたちは何を行うべ
きでしょうか。

　クラスの半分の生徒に，エテル 3：4 －26 を読み，主に
まみえることを可能にしたヤレドの兄弟の行いを探すように
割り当てる。また，エテル 1－2 章に記録されているヤレド
の兄弟の行いについても考えるように言う。残りの半分の
生徒には，エテル 4：4 －19 を読み，「不信仰の幕を……裂
く」ために行うようにモロナイがわたしたちに勧めているこ
とを探す割り当てを与える（15 節）。必要であれば，「裂く」
とは引き裂くことであり，「幕」とは何かを隠すために用いる
覆いであることを説明する。「不信仰の幕」という言葉は，
不信仰によって人が神から引き離されている状態を表してい
る。
　時間を十分に取ってから，何を見つけたか生徒に尋ねる。
生徒の答えをホワイトボード（または，黒板）に書き出す。

• 二つのリストにはどのような類似点があるだろうか。

　一人の生徒に，アルマ 19：6 を読んでもらう。

• 「不信仰……の覆い」はどのようにしてラモーナイの心
から取り除かれただろうか（生徒の答えをホワイトボード

〔または，黒板〕の表の右側に書き加える）。

　一人の生徒に，教義と聖約 67：10 を読んでもらう。

• わたしたちが不信仰の幕を裂くことができるように，主
はさらにどのような勧告を与えてくださっているだろうか

（生徒の答えをホワイトボード〔または，黒板〕の表の右
側に書き加える）。

　主にさらに近づくために，ホワイトボード（または，黒板）
に挙げられている勧告がどのような助けとなるかについて生
徒に深く考えてもらう。自分の考えを書き留めるように言う
とよい。
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　主を信じる信仰を働かせるときにどのように人生に対する
主の計画がよりしっかりと見えてくるかについて証

あかし

する。も
し義にかなった生活を送り，主を信じる信仰を働かせ，聖約
を守るならば，主にまみえ，主の御前に住むことのできる日
が来ると，主は約束してくださっている。

　生徒に各自で，または二人一組で，エテル 3：6 －15 を研
究してもらう。ヤレドの兄弟が主の御前にいた間に学んだ
り確認したりした福音の真理を挙げてもらう。生徒はこれ
らの真理について聖典に印を付けるとよい。時間を十分に
取ってから，見つけたものを紹介してもらう。生徒の意見を
ホワイトボード（または，黒板）に記録するとよい。
　答えには次の点が含まれるであろう。

主は将来血肉をお受けになる（6 節）。

主はわたしたちを堕落から贖
あがな

ってくださる（13 節）。

イエス・キリストは世の初めから備えられていた（14
節）。

永遠の命は救い主を通じて得られる（14 節）。

イエスは御父であり，御子であられる（14 節）。

忠実な者はキリストの息子となり，娘となる（14 節）。

ヤレドの兄弟が主にまみえたように主にまみえた者はそ
れまでに一人もいなかった（15 節）。

神は御自身の形に人を造られた（15 節）。

　14 節について質問がある生徒には，生徒用資料の 144 －
145 ページにあるモーサヤ 15：1－7 の注解を参照してもら
うとよい。 15 節について質問がある生徒には，生徒用資料
の 350 －351 ページにあるジェフリー・R・ホランド長老の
言葉を参照してもらうとよい。

• ヤレドの兄弟の話は，わたしたちが証を強めるのにどの
ように役立つだろうか。

エテル 5 章　主はモルモン書について証
あかし

する 3
人の証人を任じられた
　生徒に，エテル 5：2 － 4，教義と聖約 5：11－15，および

教義と聖約 17：1－ 6 を読み，これらの聖句を相互参照する
ように言う。

• モルモン書の三人の証人とはだれだろうか。

　生徒にモルモン書の巻頭を開いてもらう。一人の生徒に
「三人の証人の証」を読んでもらう。
　預言者ジョセフ・スミスの次の言葉を紹介する。この言
葉は，預言者が三人の証人と経験を共にした直後に彼の両
親に述べたものである。

　「お父さん，お母さん，わたしがどんなにうれしいか
分かりますか。主があの版を，わたしのほかに 3 人の
人にお見せになったのです。彼らも天使を見たのです
から，わたしが話してきたことが真実であると証しなけ
ればならないのです。わたしが人々を欺こうとしている
のではないことを，彼らは身をもって知ったのです。自
分にはとても堪えられない，大きな重荷を取り除かれた
ような気分です。これからは彼らがその一部を負うこ
とになるのです。もう自分がこの世でまったくの独りき
りではないことが，心からうれしいのです。」（『歴代大
管長の教え―ジョセフ・スミス』127 で引用）

• 三人の証人の経験を預言者ジョセフがそれほど喜んだ
のはなぜだろうか。

　エテル 5：2 － 4 を読み，モルモン書について証する 4 つ
の異なる証人に印を付けるように生徒に勧める（これらの証
人について理解するには，生徒用資料の 352 －353 ページ
を参照する）。
　生徒に，生徒用資料の 353 ページにあるダリン・H・オー 
クス長老の言葉を読んでもらう。この言葉は付属の DVD 
A で視聴することもできる。

• あなたはどのような方法でモルモン書の証人になれるだ
ろうか。

• モルモン書についてのあなたの証により，ほかの人々に
どのように影響を与えることができるだろうか。

　モルモン書について証を述べて，レッスンを終える。

はじめに
　エテル 6 －10 章で，モロナイはヤレド人の何世代にもわた
る歴史を要約している。この簡潔な概要では，義と悪のもた
らす結果が示されている。モロナイの記録と警告は，わたし
たちがヤレド人の陥った落とし穴を避けるのに役立つ。主は
ヤレド人に対して，悔い改めて御自分のもとに来るように呼
びかけ続けられた。そして主はわたしたちに対しても，平安
と幸福を授けることができるように，同様のことを呼びかけ
続けておられる。

教義と原則
• わたしたちが主を信頼して主の御

み

心
こころ

を行うとき，主は
わたしたちの道を導いてくださる（エテル 6：1－12 参
照）。

• 預言者は悪事を非難し，危険について警告する（エテル
7：23 －27；9：28 －31 参照）。

• 秘密結社は諸国民を滅ぼし自由を覆そうとする（エテル
8 章；9：26 －27；10：33 参照）。

教えるための提案

エテル 6：1－12　わたしたちが主を信頼して主
の御

み

心
こころ

を行うとき，主はわたしたちの道を導いてく
ださる
　生徒に，エテル 6：1－12 を黙読し，約束の地を目指すヤ
レド人の旅と日の栄えの王国を目指すわたしたちの現世の旅
の類似点を探してもらう。これらの節から，わたしたちの人
生に当てはめることができる言葉のリストを作ってもらう。
例えば，約束の地に向かって吹いた風が人生における神の
影響力とどのように似ているかについて考えることができ
る。また，石，旅のために準備した食物，海の深み，船，およ
びヤレド人自身について，それぞれ何と比べることができる
かを考えるとよい。
　研究して深く考える時間を与えた後，小グループに別れ
て，見つけたものを紹介してもらう。その後，各グループで
代表者を選んでもらい，グループで出た意見をクラス全体に
発表してもらう。話し合いを進めながら，そのほかの教義や
原則についても紹介するように生徒に勧める。各グループ
が発表した事柄を書き留めるように生徒に勧める。

• ヤレド人の経験からどのような原則を学べるだろうか。

• これらの原則は，わたしたちが人生において神の導きを
十分に受けるためにどのように役立つだろうか。

第 51章
エテル 6－10 章
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エテル 6 －10 章

はじめに
　エテル 6 －10 章で，モロナイはヤレド人の何世代にもわた
る歴史を要約している。この簡潔な概要では，義と悪のもた
らす結果が示されている。モロナイの記録と警告は，わたし
たちがヤレド人の陥った落とし穴を避けるのに役立つ。主は
ヤレド人に対して，悔い改めて御自分のもとに来るように呼
びかけ続けられた。そして主はわたしたちに対しても，平安
と幸福を授けることができるように，同様のことを呼びかけ
続けておられる。

教義と原則
• わたしたちが主を信頼して主の御

み

心
こころ

を行うとき，主は
わたしたちの道を導いてくださる（エテル 6：1－12 参
照）。

• 預言者は悪事を非難し，危険について警告する（エテル
7：23 －27；9：28 －31 参照）。

• 秘密結社は諸国民を滅ぼし自由を覆そうとする（エテル
8 章；9：26 －27；10：33 参照）。

教えるための提案

エテル 6：1－12　わたしたちが主を信頼して主
の御

み

心
こころ

を行うとき，主はわたしたちの道を導いてく
ださる
　生徒に，エテル 6：1－12 を黙読し，約束の地を目指すヤ
レド人の旅と日の栄えの王国を目指すわたしたちの現世の旅
の類似点を探してもらう。これらの節から，わたしたちの人
生に当てはめることができる言葉のリストを作ってもらう。
例えば，約束の地に向かって吹いた風が人生における神の
影響力とどのように似ているかについて考えることができ
る。また，石，旅のために準備した食物，海の深み，船，およ
びヤレド人自身について，それぞれ何と比べることができる
かを考えるとよい。
　研究して深く考える時間を与えた後，小グループに別れ
て，見つけたものを紹介してもらう。その後，各グループで
代表者を選んでもらい，グループで出た意見をクラス全体に
発表してもらう。話し合いを進めながら，そのほかの教義や
原則についても紹介するように生徒に勧める。各グループ
が発表した事柄を書き留めるように生徒に勧める。

• ヤレド人の経験からどのような原則を学べるだろうか。

• これらの原則は，わたしたちが人生において神の導きを
十分に受けるためにどのように役立つだろうか。

第 51章
エテル 6－10 章

エテル 6：9　「彼らは主に賛美の歌を歌った」
　生徒に時間を与えて，エテル 6：9 と 1 ニーファイ 18：9 を
黙読してもらう。

• これらの二つの節では歌を歌ったことについて述べら
れているが，そこにはどのような違いがあっただろうか

（これらの話を比較するとき，生徒用資料の 355 －356
ページを参照する）。

• わたしたちが「主に賛美の歌を歌う」とき，わたしたち
やほかの人々にどのような恵みがもたらされるだろうか。

エテル 6：12　「彼らは……主が深い憐
あわ

れみを豊
かにかけてくださったことについて……喜びの涙
を流した」
　生徒とともにエテル 6：12 を読む。

• あなたにとって，「憐れみ」という言葉はどういう意味が
あるだろうか。

　この話し合いの一部として，生徒に，『真理を守る』の 8
－ 9 ページにある「憐れみ」の項を読んでもらうとよい。

• 「深い」という言葉が付けられることで，「憐れみ」とい
う言葉にさらにどのような意味が加わるだろうか。

• 「豊かに 」という言葉は，この節に対するわたしたちの
理解をどのように深めてくれるだろうか。

• 民は約束の地に到着したときに何を行っただろうか。わ
たしたちは彼らの模範にどのように倣うことができるだ
ろうか。

　生徒に彼らの生活の中でどのように「主が深い憐れみを
豊かに」かけてくださっているかについて考える時間を与え
る。時間を十分に取ってから，何人かの生徒に例を紹介し
てもらう。

エテル 6：17　「彼らは主の前をへりくだって歩
むことを教えられ〔た〕」
　一人の生徒に，エテル 6：17 を読んでもらう。
　生徒に，これまでに人々の行動や態度を見て，その人が

「主の前をへりくだって歩」んでいると感じたときの例を挙げ
てもらう。生徒の答えをホワイトボード（または，黒板）に書
き出すとよい。

• 「主の前をへりくだって歩む」ことが「天から……教え
を受け〔る〕」ために必要であるのは，なぜだろうか。

• どうすればもっとへりくだることができるだろうか。主
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との関係を心に留めておくことは，へりくだるのにどのよ
うな助けとなるだろうか。

• へりくだろうと努めるときに直面する問題としてどのよう
なことがあるだろうか。どうすればそれらの問題を乗り
越えることができるだろうか。

エテル 7：23 － 27；9：28 － 31　預言者は悪
事を非難し，危険について警告する
　生徒に，エテル 7：23 －27と 9：28 －31を黙読する時間
を与える。二つの話の類似点と相違点を探してもらう。次
の質問について話し合う。

• 人が預言者の警告を受け入れたり拒んだりする理由と
して，どのようなことが考えられるだろうか。

• 生ける預言者から受けている警告にはどのようなものが
あるだろうか。

• 預言者の警告に従ったことで祝福を受けた人々の例と
して，どのようなものがあるだろうか（生徒に，彼らの生
活や彼らが知っている人々の生活からの例を紹介するよ
うに勧める）。

エテル 8 章；9：26 － 27；10：33　秘密結社
は諸国民を滅ぼし自由を覆そうとする
　生徒に各自で，またはクラス全体で，生徒用資料の 258 －
259 ページにあるヒラマン 6：18 － 40 についての注解を読
んでもらう。この注解では，秘密結社について簡単に説明さ
れている。
　預言者モロナイはヤレド人の歴史を要約した際，秘密結社
がもたらす危険について現代の読者に警告した。そのこと
を説明する。生徒に，エテル 8 章の前書きを読んでもらう。
次に，エテル 8：20 －26 を使いながら，次の質問の幾つか，
またはすべてについて話し合う。

• モロナイは，ヤレド人の文明もニーファイ人の文明も秘密
結社によって滅ぼされたと述べている（20 －21 節参
照）。秘密結社がそれほど破壊的であるのはなぜだと
思うか。

• 個人として，また国民として，どのように秘密結社を「支
援する」ことがあるだろうか（22 節参照）。

• 秘密結社が招く恐ろしい結果についてモロナイが書き記
したのは，なぜだと思うか（23 －26 節参照）。

• 秘密結社は神とのまことの聖約をどのように模倣してい
るだろうか。

　生徒に，エテル 9：26 －27と 10：33 を読んでもらう。

• 義にかなった時代の後でさえもヤレド人の文明が秘密結
社のえじきになり続けたのは，なぜだと思うか。

• 秘密結社に抵抗できるように，わたしたちは個人として
どのような特質をはぐくむことができるだろうか（生徒
からは，誠実さ，主への愛，主の戒めへの愛などが挙げ
られるかもしれない）。

　生徒に，ヒラマン 6：37と 3 ニーファイ 5：4 － 6 を読んで
もらう。

• 社会から秘密結社を一掃する最善の方法は何だろう
か。

エテル10 章　指導者の影響によって社会は邪悪
にも義にかなった状態にもなり得る
　次のことを説明する。エテル 10 章で，モロナイは数世代
の間に起こった事柄をわずか 34 の節で要約している。その
間，民を繁栄と平和に導いた義にかなった王もいれば，民を
不幸に陥れた邪悪な王もいた。王が変わったときに社会が
急激に義にかなった状態から邪悪な状態に，または邪悪な
状態から義にかなった状態に変化した可能性は低い。むし
ろ，社会は徐々に変化していったと思われる。
　この点を説明するために，次の実物を用いたレッスンを行
う。レッスンの前に練習しておくとよい。

　澄んだ水を半分ほど入れた透明なコップを見せる。
　一人の生徒に，エテル 10：5 を読んでもらう。その後，水
に濃い色の食品着色料を 1 滴落とす。
　一人の生徒に，エテル 10：9 －11を読んでもらう。その
後，水に着色料をもう1 滴落とす。
　一人の生徒に，エテル 10：13 を読んでもらう。その後，着
色料をもう1 滴落とす。

　邪悪な指導者のいる社会が徐々に邪悪になっていく可能
性があるように，義にかなった指導者のいる社会は徐々に
もっと義にかなった状態になっていく可能性があることを指
摘する。一人の生徒に，エテル 10：16 を読んでもらう。そ
の後，色の付いた水に漂白剤を少し入れる。続けて 17 節，
その後 18 －19 節を読んでもらい，それぞれ同様のことを繰
り返す（最終的に水が再び澄んだ状態になるようにする）。

• この実物を用いたレッスンからどのような原則を学べる
だろうか。これらの原則はヤレド人にどのように当ては
まるだろうか。今

こんにち

日の社会にどのように当てはまるだろ
うか。

• 今日の社会には，わたしたちの生活を汚す影響力として
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どのようなものがあるだろうか。生活を清く保つために
どのようなことができるだろうか。

　義にかなった生活を送るとき，どのような状況にあっても
幸福でいられることを強調して，レッスンを終える。



188

第 52 章

はじめに
　ヤレド人の最後の記録を短くまとめていたモロナイは，歴
史を記すのを一時中断した。モロナイは，ヤレド人の預言者
たちが信仰について教えたメッセージを民が拒んだ話をそ
れまでに幾つも書き記していた。また，自分と父親が福音を
宣
の

べ伝えたときにも，自分自身の民であるニーファイ人の間
にそれと同じ悪が行われるのを見ていた。わたしたちの時
代にもよく似た状態があることを知っていたモロナイは，信
仰についてのエテルの教えと，モロナイ自身の多くの教えを
書き加えた。
　エテル 11－15 章を読んで話し合うとき，生徒はエテルと
モロナイの教えを自分の生活に取り入れる方法を学ぶことが
できる。キリストを信じる信仰によって，神に献身する人生
を堅実に歩むための助けが得られる。また，キリストを信じ
る信仰によって奇跡と啓示がもたらされ，弱さを強さに変え
ることができる。クラスの生徒たちがこれらのことを理解す
るように助ける。

教義と原則
• 信仰と希望はわたしたちの心の 錨

いかり

となり，わたしたちを
しっかりとした不動のものにする（エテル 12：1－ 4 参
照）。

• 深い信仰が奇跡に先立つ（エテル 12：5 －22 参照）。

• わたしたちがへりくだって主を信じるとき，主はわたした
ちの弱さを強さに変えてくださる（エテル 12：23 － 41
参照）。

• 新エルサレムはアメリカ大陸に築かれる（エテル 13：2
－12 参照）。

教えるための提案

エテル11－12 章　レッスンのテーマの導入
　事前に，一人の生徒に，生徒用資料の第 52 章の「はじめ
に」の項（361 ページ）と，同じページにあるエテル 11 章
の注解に基づく発表を用意するように割り当てておく。この
内容についてレッスンの最初に発表してもらう。
　袋に入れた種をクラスに持参する。モルモン書の中で，霊
的な原則を教えるための実物を用いたレッスンとして，種を
使った預言者を覚えているかを生徒に尋ねる。アルマが種
を使って神の言葉と信仰について教えたことを生徒が思い出
したら（本ガイドの第 30 章参照），アルマが語った信仰の定
義を思い出してもらう（アルマ 32：21 参照）。生徒に，

第 52 章
エテル11－15 章

エテル 12 章から信仰を増すのに役立つ勧告を探してもら
う。

エテル12：1－ 4　信仰と希望はわたしたちの心
の錨

いかり

となり，わたしたちをしっかりとした不動のも
のにする
　錨の写真か絵を見せる（ま
たは，ホワイトボード〔または，
黒板〕に錨の絵を描く）。生
徒に錨の用途を説明してもら
う。 生 徒に，エテル 12：4 を
開いてもらう。

• この節では，何が「人々
……の 心〔の〕錨」とな
ると述べられているだろう
か。

• なぜわたしたちの心に錨が必要なのだろうか。

　3 － 4 節では信仰のもたらす結果が明らかにされているこ
とを説明する。ホワイトボード（または，黒板）に次の図を
掲示する。ただし，矢印の右の欄は空白にしておく。生徒
に，3 － 4 節で述べられている原則を基に図を完成してもら
う。次のような答えが考えられる。

悔い改め

すべてが成就する

信仰によっても
たらされるもの 希望

善い行い

神をあがめること

　信仰によって，矢印の右の欄に挙げられた原則や行動が
どのようにもたらされるかを生徒に尋ねる。それぞれのテー
マについて簡単に話し合う。

• キリストを信じる信仰は，どのようにしてあなたに希望を
与え，心の錨となるだろうか。
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はじめに
　ヤレド人の最後の記録を短くまとめていたモロナイは，歴
史を記すのを一時中断した。モロナイは，ヤレド人の預言者
たちが信仰について教えたメッセージを民が拒んだ話をそ
れまでに幾つも書き記していた。また，自分と父親が福音を
宣
の

べ伝えたときにも，自分自身の民であるニーファイ人の間
にそれと同じ悪が行われるのを見ていた。わたしたちの時
代にもよく似た状態があることを知っていたモロナイは，信
仰についてのエテルの教えと，モロナイ自身の多くの教えを
書き加えた。
　エテル 11－15 章を読んで話し合うとき，生徒はエテルと
モロナイの教えを自分の生活に取り入れる方法を学ぶことが
できる。キリストを信じる信仰によって，神に献身する人生
を堅実に歩むための助けが得られる。また，キリストを信じ
る信仰によって奇跡と啓示がもたらされ，弱さを強さに変え
ることができる。クラスの生徒たちがこれらのことを理解す
るように助ける。

教義と原則
• 信仰と希望はわたしたちの心の 錨

いかり

となり，わたしたちを
しっかりとした不動のものにする（エテル 12：1－ 4 参
照）。

• 深い信仰が奇跡に先立つ（エテル 12：5 －22 参照）。

• わたしたちがへりくだって主を信じるとき，主はわたした
ちの弱さを強さに変えてくださる（エテル 12：23 － 41
参照）。

• 新エルサレムはアメリカ大陸に築かれる（エテル 13：2
－12 参照）。

教えるための提案

エテル11－12 章　レッスンのテーマの導入
　事前に，一人の生徒に，生徒用資料の第 52 章の「はじめ
に」の項（361 ページ）と，同じページにあるエテル 11 章
の注解に基づく発表を用意するように割り当てておく。この
内容についてレッスンの最初に発表してもらう。
　袋に入れた種をクラスに持参する。モルモン書の中で，霊
的な原則を教えるための実物を用いたレッスンとして，種を
使った預言者を覚えているかを生徒に尋ねる。アルマが種
を使って神の言葉と信仰について教えたことを生徒が思い出
したら（本ガイドの第 30 章参照），アルマが語った信仰の定
義を思い出してもらう（アルマ 32：21 参照）。生徒に，
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エテル12：5 － 22　深い信仰が奇跡に先立つ
　一人の生徒に，エテル 12：6  を読んでもらう。
　ホワイトボード（または，黒板）に「信仰の試しとは何で
しょうか」と書く。一人か二人の生徒に，自分または自分の
知っている人が経験した信仰の試しの例を簡単に紹介して
もらう。
　生徒に，次の言葉に耳を傾け，信仰の試しに関連した原則
を見つけるように言う。ジェームズ・E・ファウスト管長の言
葉は付属の DVD A で視聴することもできる。

　「だれでも信仰を徹底的に試され，人類の救いと昇
栄のために初めから確立されている永遠の真理の原則
に従うことを示さなければ，救いを得ることはできませ
ん。」（ジョセフ・フィールディング・スミス，Answers 
to Gospel Questions ，ジョセフ・フィールディング・
スミス・ジュニア編，全 5 巻〔1957－1966 年〕，第 4
巻，150）

　「だれもが精錬者の火で焼かれることにより，人生の
中の取るに足りないものは不純物のように溶けてなくな
ります。そして，損なわれずに残った信仰が，強さを増
して輝き出すのです。だれもが苦痛や悲しみ，胸が張
り裂けるような思いを味わいます。熱心に義を求める
忠実な人々でさえ例外ではありません。しかし，これは
神を知るための清めのプロセスなのです。」（ジェーム
ズ・E・ファウスト『聖徒の道』1997 年 7 月号，72）

　次のことを説明する。時々，信仰の試しは困難という形で
訪れることがある。しかし，わたしたちの信仰が試されるの
はそのような場合だけではない。一人の生徒に，生徒用資
料の 362 ページにあるリチャード・G・スコット長老の言葉
を読んでもらう。この言葉は付属の DVD B で視聴するこ
ともできる。

• スコット長老は信仰の試しについてどのように説明して
いるだろうか。

　エテル 12：6 －22 には，信仰の試しを堪え忍んで受けた
祝福に関する聖文の話が述べられている。ホワイトボード

（または，黒板）に次の表を書く。

だ れ に つ い て
述べられている
か。

どのように信仰
を働かせたか。

どのような祝福
を受けたか。

　クラスを二人一組または小グループに分ける。それぞれ
の組またはグループに，紙に同じ表を書くように言う。エテ
ル 12：6 －22 を読み，表にある質問の答えを書くように言
う。
　活動を終える時間を十分に与えてから，生徒に，19 節で
述べられている祝福について考えてもらう。

• この祝福はどのような点ですべての忠実な人が最後に
経験することの予型であると考えられるだろうか。

• 信仰によって注がれる祝福を通して，わたしたちはどの
ようにして主のみもとに行く備えができるだろうか。

　信仰の試しについて使徒ペテロが貴重な教えを述べてい
ることを説明する。一人の生徒に 1 ペテロ 4：12 －13 を読
んでもらい，その間，それらの教えを生徒に見つけてもらう。

• ペテロは，試練が訪れたときにそれを驚き怪しむべきで
はないと述べている。この原則は試練を堪え忍ぶうえで
どのような助けとなるだろうか（人生に試練は付き物で
あると知るとき，試練をもっとよく堪え忍べることを指摘
するとよい）。

　わたしたちが信仰の試しを堪え忍ぶとき，主は約束を守
り，わたしたちに報いてくださる。そのことについて証

あかし

する。

エテル12：23 － 41　わたしたちがへりくだっ
て主を信じるとき，主はわたしたちの弱さを強さ
に変えてくださる
　一人の生徒に，前に来て腕立て伏せを 10 回してもらう。

• もし〔生徒の名前〕がこの運動を定期的に続けたならど
うなるだろうか。

• 運動によって筋肉がもっと強くなるのはなぜだろうか。

• 肉体的な運動と霊的な事柄には，どのような類似点が
あるだろうか。

　エテル 12 章は，人間としての弱さをどのようにして主の力
によって克服できるかを理解するのに役立つ。そのことを説
明する。生徒に，エテル 12：23 －25 を調べ，モロナイが自
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分の編さんしていた記録に関して承知していた弱い点を探す
ように言う。見つけたものを紹介してもらう。
　一人の生徒に，エテル 12：27  を読んでもらう。この節
には，主の恵みはわたしたちが自分の弱さを克服するのに十
分であるという約束が記されている（生徒用資料の 363 －
364 ページにあるエテル 12：27 の注解を参照するとよい）。
生徒に，エテル 12：26 －28 を黙読し，わたしたちが「〔自
分〕の弱さを強さに変え〔る〕」のに十分な恵みを主から受
けるために身に付けなければならない特質を探してもらう。
それらの特質について，聖典に印を付けるように生徒に勧め
るとよい。謙

けんそん

遜，柔和，信仰，希望，慈愛などが含まれるで
あろう。

• これらの特質は霊的な強さをはぐくむのにどのように役
立つだろうか。

• これらの特質はキリストのみもとに来ることとどのように
関連しているだろうか。

• キリストの恵みを通して受ける霊的な強さによって，人間
としての弱さがどのように補われるだろうか。

　次のことを指摘する。モロナイは 26 －28 節に記されてい
る主の御

み

言
こと

葉
ば

を聞いた後，「慰めを得て」主について証
あかし

を述
べている（エテル 12：29）。生徒に，エテル 12：29 －36 を
読み，モロナイが宣言している証を探してもらう。「存じてい
ます」や「分かります」，あるいは「覚えています」という表
現が含まれている言葉を探すように勧める。

• モロナイはどのような真理について証を述べているだろ
うか。

• これらの真理について証を持つことは，あなたの人生に
どのような影響を及ぼしてきただろうか。

　生徒とともにエテル 12：37 を読む。

• この節によれば，モロナイは自分の弱さを認めたことで，
どのような祝福を受けただろうか。

• 自分が持つ弱さについて考える。主に頼ることによっ
て，この弱さをどのようにして霊的な強さの源に変える
ことができるだろうか（この質問について，静かに深く
考えてもらう。答えを言わなければならないと生徒が感
じることのないようにする）。

　一人の生徒に，エテル 12：38 － 41を読んでもらう。

• これらの教えが直接主から与えられたものであると知る
ことは，あなたにどのような影響を及ぼすだろうか。

• モロナイはわたしたちが「イエスを求める」理由として，

どのようなことを挙げているだろうか。

　救い主のみもとに来たことでどのような強さを得てきたか，
生徒に話してもらう。

エテル13：2 －12　新エルサレムはアメリカ大
陸に築かれる
　ホワイトボード（または，黒板）に次のような簡単な図を描
く。ただし，「新」および「昔の」の部分は書かずにおく。

新エルサレム 昔のエルサレム

　この図は世界を表していることを説明する。二つのエル
サレムについて聞いたことがあるか，生徒に尋ねる。聞い
たことがあれば，これらの町がどこに築かれるかを尋ねる。
次のことを説明する。エテル 13：2 －12 には，エテルが聖
見者であったことが示されている。これらの節で，モロナイ
は，新エルサレムと昔のエルサレムに関するエテルの預言に
ついて詳しく述べている。図に「新」および「昔の」と書き
加える。
　クラスの半分の生徒に，エテル 13：2 －12 を読み，昔の
エルサレムについてのエテルの預言を探すように指示する。
残りの半分の生徒には，同じ箇所を読み，新エルサレムにつ
いてのエテルの預言を探すように指示する。各グループで，
学んだことを一人の記録係に書き留めてもらう。十分な時間
を与えた後，それぞれの記録係に，ホワイトボード（または，
黒板）の「昔のエルサレム」または「新エルサレム」の下に
預言を書いてもらう。
　完成した図には次の内容が含まれるであろう。
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エテル 11－15 章

昔のエルサレム

1. 破壊される（5 節参照）。

2. 主の聖なる都として再び築かれる（5 節参照）。

3. イスラエルの家のために築かれる（5 節参照）。

4. そこに住む者たちはイエス・キリストの贖
しょく

罪
ざい

によって
清められる（11 節参照）。

5. かつてエルサレムに住んでいて散らされた者たちの子
孫が集められる（11 節参照）。

6. そこに住む者たちは，神がアブラハムと交わされた聖
約が果たされるときにそれを受ける（11 節参照）。

新エルサレム

1. アメリカ大陸に築かれる（2 － 3，6，8 節参照）。

2. 天から降って来る（3 節参照）。

3. 主の聖所となる（3 節参照）。

4. ヨセフの子孫の残りの者のために築かれる（6 節参
照）。

5. 昔のエルサレムのような都となる（8 節参照）。

6. そこに住む者たちはイエス・キリストの贖罪によって
清められる（10 節参照）。

　「新エルサレム」の第 2 の項目について，エテル 13：3 で
述べられている預言は，エノクの町が地上に戻って来て新エ
ルサレムと一つになるときに部分的に成就することを指摘す
るとよい（モーセ 7：13 －21，62 － 64 も参照）。

　新エルサレムに関する祝福のうち，現在わたしたちがどこ
に住んでいても得ることができるものはどれかを生徒に尋
ねる。わたしたちは義にかなった生活を送ろうと熱心に努
力すればするほど，大きな平安と幸福を得られることを生徒
が理解するように助ける。教義と聖約 59：23 を生徒と分か
ち合うとよい。
　日々義にかなった生活を送ろうと熱心に努力するように生
徒に勧める。義にかなった生活を送ることによってこの世と
来
きた

るべき世で受ける祝福について証
あかし

する。

エテル14 －15 章　ヤレド人の文明の末路
　エテル 14 －15 章に記録されているヤレド人の滅亡を簡単
に説明できる生徒がいるか尋ねる。説明できる生徒がいな
い場合には，この 2 章を教師が要約するか，一人の生徒に
章の前書きを読んでもらう。
　ホワイトボード（または，黒板）に次の参照聖句を書き，
生徒に，これらの聖句を読んでヤレド人の滅亡を招いたもの
を見つけてもらう。

エテル 14：5 －10

エテル 14：24

エテル 14：25

エテル 15：1－ 6，22

エテル 15：19

• サタンはどのようにこれらの人々の心を捕らえただろう
か。

• ヤレド人の滅亡からどのような教訓を学べるだろうか。
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はじめに
　モロナイ書の最初の 6 章では，バプテスマ，確認と聖霊の
賜
たまもの

物，神権の授与と神権の職への聖任，聖
せいさん

餐，新会員に対
するフェローシップ，教会の集会の指導など，モロナイの時代
の教会の儀式と慣習が取り上げられている。活発な末日聖
徒であればよく知っている内容であることから，教師の中に
はこれらの章を飛ばして進みたいと思う人がいるかもしれな
い。しかし，モロナイがこれらの教えを記録に含めたのは，

「将来いつか〔彼〕の同
はら

胞
から

であるレーマン人のために価値を
もたらす」と感じたためであった（モロナイ 1：4）。これら
の教えが今

こんにち

日のすべての人にとって価値があることを生徒
が理解するように助ける。

教義と原則
• 神権の儀式はイエス・キリストの福音に欠かせないもの

である（モロナイ 2 － 6 章参照）。

• わたしたちは主との聖約を更新するために聖
せい

餐
さん

を受ける
（モロナイ4 － 5 章参照）。

• 悔い改めはバプテスマにつながる（モロナイ6：1－3
参照）。

• わたしたちは互いに見守り合い，神の御
み

言
こと

葉
ば

で養い合わ
なければならない（モロナイ6：4 － 9 参照）。

教えるための提案

モロナイ 1 章　「わたしモロナイはキリストを否定
しない」
　モルモン書に記録されている最後の戦いの後，モロナイが
さらにどれくらい生きたかを生徒に調べてもらう。生徒に，
モルモン 6 章を開いてもらい，前書きに書かれている日付を
見るように言う（紀元約 385 年）。次に，モロナイ 10 章の前
書きに書かれている日付を見てもらう（紀元約 421 年）。（モ
ロナイは最後の戦いの後，少なくとも 36 年間生きた。）
　生徒に，モロナイ 1 章を黙読してもらう。

• この章から，モロナイの晩年についてどのようなことが
分かるだろうか。

• このつらい時期を通じて，モロナイはどのようにして信仰
を保ったと思うか。

　中央若い女性会長として奉仕したスーザン・W・タナー
姉妹の次の言葉を紹介する（付属の DVD A で視聴するこ
ともできる）。

第 53 章
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　「この邪悪な世にあって，友人もなく孤独にさいなま
れている人がわたしたちの中にも大勢いることを知って
います。試練を前に『どこにも行き場が』ないと感じ
る人もいるでしょう。けれども苦難の時代にあって真
理のために立ち上がろうとするなら，わたしたちは単に
生き残るだけではなく，モロナイのように勝利を手にす
ることでしょう。孤独と敵意に満ちた世の中でモロナ
イは何を行ったでしょうか。信仰を貫き，父親の教えに
従順に従いました。そして金版の記録を完成させたの
です。モロナイはやがて預言者の言葉を熟知するよう
になりました。とりわけ，主が将来実現すると約束され
た言葉を固く信じることによって，落胆を克服しました。
モロナイはまた，イスラエルの民を永遠に祝福するとい
う神の聖約を信じ続けました。」（「クモラからの喜びの
おとずれ」『リアホナ』2005 年 5 月号，105）

　生徒にもう一度モロナイ 1：3 を読んでもらう。

• この節に記されているモロナイの言葉について，あなた
が感銘を受けることは何だろうか。

• どうすればモロナイのような強い証
あかし

と人格をはぐくむこ
とができるだろうか。

モロナイ 2 － 6 章　神権の儀式はイエス・キリス
トの福音に欠かせないものである
　クラスをグループに分ける。各グループに，モロナイ 2 －
6 章と教義と聖約 20：37－39，46 － 60，68 －79 を簡単
に研究し，モロナイの時代の教会と末日の教会の類似点を
探してもらう（ホワイトボード〔または，黒板〕に参照聖句
を書くとよい）。時間を十分に取ってから，一つのグループ
に類似点を一つ挙げてもらう。生徒の答えをホワイトボード

（または，黒板）に書く。次に，ほかのグループにも類似点
を一つずつ挙げてもらう。生徒の答えをホワイトボード（ま
たは，黒板）に書く。意見が出なくなるまでグループに順番
に答えてもらう。

• 世界の歴史における異なる時代の主の教会に同じ儀式
と原則が存在してきたことを知るとき，そのことをどのよ
うに思うか。

• 主がジョセフ・スミスによって教会を回復されたとき，こ
れらの章はジョセフにとってどのように役立ったと思う
か。

　主の教会で神権の儀式が果たす重要な役割を生徒が理
解できるように助ける。次の質問が役立つであろう。
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はじめに
　モロナイ書の最初の 6 章では，バプテスマ，確認と聖霊の
賜
たまもの

物，神権の授与と神権の職への聖任，聖
せいさん

餐，新会員に対
するフェローシップ，教会の集会の指導など，モロナイの時代
の教会の儀式と慣習が取り上げられている。活発な末日聖
徒であればよく知っている内容であることから，教師の中に
はこれらの章を飛ばして進みたいと思う人がいるかもしれな
い。しかし，モロナイがこれらの教えを記録に含めたのは，

「将来いつか〔彼〕の同
はら

胞
から

であるレーマン人のために価値を
もたらす」と感じたためであった（モロナイ 1：4）。これら
の教えが今

こんにち

日のすべての人にとって価値があることを生徒
が理解するように助ける。

教義と原則
• 神権の儀式はイエス・キリストの福音に欠かせないもの

である（モロナイ 2 － 6 章参照）。

• わたしたちは主との聖約を更新するために聖
せい

餐
さん

を受ける
（モロナイ4 － 5 章参照）。

• 悔い改めはバプテスマにつながる（モロナイ6：1－3
参照）。

• わたしたちは互いに見守り合い，神の御
み

言
こと

葉
ば

で養い合わ
なければならない（モロナイ6：4 － 9 参照）。

教えるための提案

モロナイ 1 章　「わたしモロナイはキリストを否定
しない」
　モルモン書に記録されている最後の戦いの後，モロナイが
さらにどれくらい生きたかを生徒に調べてもらう。生徒に，
モルモン 6 章を開いてもらい，前書きに書かれている日付を
見るように言う（紀元約 385 年）。次に，モロナイ 10 章の前
書きに書かれている日付を見てもらう（紀元約 421 年）。（モ
ロナイは最後の戦いの後，少なくとも 36 年間生きた。）
　生徒に，モロナイ 1 章を黙読してもらう。

• この章から，モロナイの晩年についてどのようなことが
分かるだろうか。

• このつらい時期を通じて，モロナイはどのようにして信仰
を保ったと思うか。

　中央若い女性会長として奉仕したスーザン・W・タナー
姉妹の次の言葉を紹介する（付属の DVD A で視聴するこ
ともできる）。
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• 末日聖徒イエス・キリスト教会の会員にとって儀式が重
要なのはなぜだろうか（この質問について生徒が話し合
うとき，生徒用資料の 367－368 ページにあるボイド・
K・パッカー会長とダリン・H・オークス長老の言葉を
読むように勧めるとよい。儀式が重要である理由を少な
くとも二つ見つけてもらう。パッカー会長の二つの言葉
は，付属の DVD B  C で視聴することもできる）。

• すべての儀式を執行するために神権の権能が必要なの
は，なぜだろうか。

• 象徴的表現を用いることは，儀式を神聖なものとするの
にどのように役立つだろうか。

　生徒が次のことを理解するのを助ける。モルモン書の主
要な目的は，人々がキリストのみもとに来るのを助けることで
ある。モロナイ 2 － 6 章では，人々がキリストのみもとに来
るのを助ける儀式について述べられている。

モロナイ4 － 5 章　わたしたちは主との聖約を更
新するために聖

せい

餐
さん

を受ける
　モロナイ4 章と 5 章には，主が昔のアメリカ大陸における
御自分の教会に明らかにされた聖餐の祈りが記録されてい
る。主は末日にも同じ祈りを啓示で示しておられる（教義と
聖約 20：77，79 参照）。これらは祈り以上のもの，すなわ
ち，一つの神聖な儀式の中の二つの部分であることを指摘
する。儀式の中には，執行者が毎回同じ言葉を述べるよう
に求められるものがある。
　生徒に紙を 1 枚ずつ渡す。聖典を見ないでパンに関する
聖餐の祈りを書いてもらう。水に関する聖餐の祈りについて
も同様に行ってもらう。
　聖餐の祈りを読んで聞かせ，生徒に，書いたものが正確か
どうかを確認してもらう。その後，次の質問について静かに
考えてもらう。

• 聖餐を受けるときの自分の敬
けい

虔
けん

さをどのように評価するか。

　生徒にこの質問について深く考える時間を十分に与えた
後，次の質問を基に話し合いを進めるとよい。

• 毎週，聖餐を受ける備えをするために，何ができるだろ
うか。

• 聖餐の祈りはバプテスマの聖約をどのように思い起こさ
せてくれるだろうか。

　生徒に，教義と聖約 20：37 およびモーサヤ 18：8 －10
をモロナイ4 － 5 章と相互参照するように勧める。聖典の
余白に，バプテスマと聖餐についての自分の思いを記すよう
に勧める。

• ふさわしい状態で聖餐を受けることによって，天の御父
およびイエス・キリストとの聖約の関係がどのように強ま
るだろうか。

　先ほどの聖餐に関する話し合いについて生徒に考えてもら
う。学んだことや理解したことを一つ紹介してもらう。

モロナイ 6：1－ 3　悔い改めはバプテスマにつ
ながる
　一人の生徒に，モロナイ6：1を読んでもらう。

• バプテスマを受けるのにふさわしいことを示す実を結ぶ
とは，どういう意味だと思うか。

　生徒がこの質問に答えるのを助けるために，モロナイ6：2
－3 を黙読してもらう。人々がバプテスマの水に入る用意が
できたことを示す「実」としてモロナイが挙げていることに
ついて，聖典に印を付けるように勧める。

• 悔い改めは改宗にどのように関連しているだろうか。

• 悔い改めは最後までキリストに仕えることにどのように
関連しているだろうか。

　次のことを説明する。教会員となるための基本的な条件
はいつの時代も同じである。すなわち，イエス・キリストを
信じる信仰を持ち，悔い改め，進んでイエス・キリストの御

み

名
な

を受けて主に仕えることである。これらの条件は，バプテ
スマと確認を受けた後も引き続き求められる。
　信仰を働かせ，罪を悔い改め，イエス・キリストの御名を
受け，熱心に仕えるために自分が払っている努力について，
生徒に深く考えてもらう。自分の思いを書き留める時間を与
えるとよい。

モロナイ 6：4 － 9　わたしたちは互いに見守り
合い，神の御

み

言
こと

葉
ば

で養い合わなければならない
　モロナイ6：4 でモロナイは新しい改宗者を世話する教会
員の責任について教えていることを説明する。
　生徒とともにモロナイ6：4 を読む。モロナイの時代に新
しい改宗者を助けるために教会員が行っていたことを見つけ
てもらう。

• モロナイは，人々は教会に加わると，「数えられ，その名
が記録された」と述べている。モロナイ6：4 によれば，
人々の名を記録することが重要であったのはなぜだろう
か。

• 人を「神の善い言葉で」養うとはどういう意味だと思う
か。互いに「正しい道」にとどまるのを助け合うため
に，どのようなことができるだろうか。
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　第 15 代大管長であるゴードン・B・ヒンクレー大管長
（1910 －2008 年）の次の言葉を読む（付属の DVD D で
視聴することもできる）。

　「新しい改宗者を見いだし，その人がバプテスマを受
けると，わたしたちはその人をフェローシップし，この御

み

業
わざ

が真実であるという彼らの証
あかし

を強めるというチャレ
ンジを受けます。わたしたちは彼らが教会に入り，やが
て去って行くままにしてはなりません。教会に加入する
のはとても重要なことです。改宗者は皆，キリストの御
名を受け，戒めを守るという聖約をします。しかし，教
会に来ることは，一つの冒険です。改宗者を迎える温
かく力強い会員の助けと，愛と関心に満ちた態度がな
ければ，彼らは自分が踏み込んだ道に不安を感じ始め
ることでしょう。改宗者を歓迎し，行くべき道に沿って
導こうとする親しみのこもった手と歓迎の心がなけれ
ば，彼らは道をそれて行くかもしれないのです。

　わたしたちが伝道の実を大切に保たなかったなら，
伝道活動を行っても何の意味もありません。伝道と定
着，この二つの働きは不可分のものであり，改宗者は貴
い存在です。すべての改宗者は神の息子と娘だからで
す。会員となった人々が定着するように見守るのは，わ
たしたちの急務なのです。」（「子羊を見いだし，羊を養
う」『リアホナ』1999 年 7 月号，124 －125）

　「わたしたちが伝道の実を大切に保たなかったなら，伝道
活動を行っても何の意味もありません」というヒンクレー大
管長の言葉を繰り返す。

• この言葉はあなたにとってどのような意味を持つだろう
か。

• 新しい改宗者にとって，バプテスマと確認を受けた後，
忠実かつ活発であり続けるのが難しいことがあるのは
なぜだろうか。

　ヒンクレー大管長の次の言葉を紹介する（付属の DVD 
E で視聴することもできる）。

　「新しい改宗者はだれでも 3 つのことを必要としてい
ます。

　1．常に頼ることのできる，自分を支えてくれる教会
の友人，自分の質問に答えてくれ，自分の問題を理解し
てくれる教会の友人。

　2 ．責任。この教会のいちばん大きな特徴は活動で
す。それは，わたしたちを成長させてくれる過程です。
……もちろん新しい改宗者はすべてを知っているわけ
ではありません。時には間違いを犯すこともあるでしょ
う。それは問題ではありません。わたしたちはだれで
も間違いを犯します。大切なのは，活動からもたらさ
れる成長なのです。……

　3 ．すべての改宗者は『神の善い言葉で養われ』な
ければなりません（モロナイ6：4）。」（「子羊を見いだ
し，羊を養う」『リアホナ』1999 年 7 月号，125）

• これらの 3 つのことは，個人が教会に活発であり続ける
のにどのような助けとなるだろうか。

• 最近バプテスマを受けた人と転入してきた人とを問わ
ず，あなたのワードに新たに加わった会員がこれらの 3
つのことを得られるように，あなたは何ができるだろうか。

　もし 10 代のときに，または成人してから教会に入った生
徒がいれば，新しい改宗者としての経験を少し紹介しても
らう。経験したチャレンジや受けたフェローシップについて
話してもらう。また，一人の生徒に，生徒用資料の 370 ペー
ジにあるヒンクレー大管長が語った話を読んでもらうとよい

（付属の DVD F で視聴することもできる）。

• 新しい改宗者が教会の活動に順調にうまくなじめるよう
に，個人としてどのように助けることができるだろうか。

　新しい改宗者であろうとなかろうと，わたしたちは皆，霊
的な養いと見守りを必要としていることを，生徒が理解でき
るよう助ける。一人の生徒に，モロナイ6：5 － 9 を読んでも
らう。

• なぜわたしたちはしばしば集まる必要があるのだろう
か。教会の集会やクラス，活動によって，あなたはどの
ような助けを受けてきただろうか。これまで，人々が教
会に活発に参加することでどのように力を得たのを見て
きただろうか。

• 「御
み

霊
たま

の働くままに，聖霊の力によって……指導」され
た集会によって，あなたはこれまでにどのような祝福を
得てきただろうか。

　互いにフェローシップするときにすべての教会員にもたら
される祝福について証する。キリストのみもとに来て「正し
い道」にとどまるのを助け合う方法を探すように生徒に勧め
る。特に新しい改宗者を助ける方法について考えるように勧
める。

はじめに
　十二使徒定員会のダリン・Ｈ・オークス長老は，義にか
なった動機は「信者の行いに命を吹き込み，道理にかなった
ものとする」と教えた（Pure in Heart〔1998 年〕，16）。モ
ルモンもまた，義にかなった動機をもって行動することの重
要性について教えた。モルモンは真心から善い行いをする
ことと，形だけの行いの間には違いがあると教えた。モル
モンの教えを通して，生徒は自分のすべての行いが信仰，希
望，慈愛に導かれなければならないことをさらによく理解で
きるようになるだろう。

教義と原則
• 神はわたしたちの真の動機を重視される（モロナイ７：

5 －11 参照）。

• わたしたちに善を行うように促すものは，すべて神から
出ている（モロナイ 7：12 －19 参照）。

• キリストを信じる信仰は「善いものをことごとく手にす
る」よう助けてくれる（モロナイ 7：19 －32 参照）。

• 「慈愛はいつまでも絶えることがない」（モロナイ 7：44
－ 48 参照）。

教えるための提案

モロナイ 7：3 － 4　イエス・キリストに従う者は
人々と穏やかに交わって暮らす
　モロナイ 7 章には，モロナイの父であるモルモンの教えが
記されていることを説明する。生徒にモロナイ 7：3 － 4 を
読んでもらい，教義と聖約 19：23 と比較するように言う。

• モルモンは当時の教会員が「キリストに穏やかに従」っ
ていることをどのようにして知ったのだろうか。

　ホワイトボード（または，黒板）に「穏やかに交わって暮ら
す」と書く。

• この語句はあなたにとってどのようなことを意味するだ
ろうか。

　生徒に，人 と々穏やかに交わって暮らす教会員の模範を目
にしたことがあれば，紹介してもらう。

モロナイ 7：5 －11　神はわたしたちの真の動機
を重視される
　次の事例研究を紹介する。長老定員会の二人の会員が丸
一日かけて，夫を亡くした一人の母親が家を掃除し，修繕す
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モロナイ 7 章

はじめに
　十二使徒定員会のダリン・Ｈ・オークス長老は，義にか
なった動機は「信者の行いに命を吹き込み，道理にかなった
ものとする」と教えた（Pure in Heart〔1998 年〕，16）。モ
ルモンもまた，義にかなった動機をもって行動することの重
要性について教えた。モルモンは真心から善い行いをする
ことと，形だけの行いの間には違いがあると教えた。モル
モンの教えを通して，生徒は自分のすべての行いが信仰，希
望，慈愛に導かれなければならないことをさらによく理解で
きるようになるだろう。

教義と原則
• 神はわたしたちの真の動機を重視される（モロナイ７：

5 －11 参照）。

• わたしたちに善を行うように促すものは，すべて神から
出ている（モロナイ 7：12 －19 参照）。

• キリストを信じる信仰は「善いものをことごとく手にす
る」よう助けてくれる（モロナイ 7：19 －32 参照）。

• 「慈愛はいつまでも絶えることがない」（モロナイ 7：44
－ 48 参照）。

教えるための提案

モロナイ 7：3 － 4　イエス・キリストに従う者は
人々と穏やかに交わって暮らす
　モロナイ 7 章には，モロナイの父であるモルモンの教えが
記されていることを説明する。生徒にモロナイ 7：3 － 4 を
読んでもらい，教義と聖約 19：23 と比較するように言う。

• モルモンは当時の教会員が「キリストに穏やかに従」っ
ていることをどのようにして知ったのだろうか。

　ホワイトボード（または，黒板）に「穏やかに交わって暮ら
す」と書く。

• この語句はあなたにとってどのようなことを意味するだ
ろうか。

　生徒に，人 と々穏やかに交わって暮らす教会員の模範を目
にしたことがあれば，紹介してもらう。

モロナイ 7：5 －11　神はわたしたちの真の動機
を重視される
　次の事例研究を紹介する。長老定員会の二人の会員が丸
一日かけて，夫を亡くした一人の母親が家を掃除し，修繕す
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るのを手伝った。一人は定員会の会長から割り当てを受け
たという理由だけで奉仕した。もう一人も同じように定員会
の会長から割り当てを受けてはいたが，奉仕を行った最大
の理由は，困っている人々を見て，助けたいと心から思った
からだった。

• 二人の男性は同じ時間だけ奉仕したが，神にとって，ま
た彼ら自身にとって，その奉仕の価値に違いがあるとし
たら，それはなぜだろうか。

• わたしたちの動機は，なぜ重要なのだろうか。

　この原則を説明するために，生徒用資料の 374 ページに
あるマリオン・Ｇ・ロムニー管長の話を読むとよい。
　生徒にモロナイ 7：5 －11を黙読してもらう。その間に，
ホワイトボード（または，黒板）に「モルモンは何を教えて
いるか」と書く。黙読の後，この質問について少しの間話し
合ってもらう。その際，ささげ物をしたり，奉仕をしたりする
ときのわたしたちの動機に焦点を当てるように言う。

• サムエル上 16：7 と教義と聖約 137：9 は，モロ
ナイ 7：5 －11とどのような関係があるだろうか（主は
心を御覧になり，行いだけでなく，心の望みによっても
わたしたちを裁かれる。生徒はこの 3 つの聖句を相互
参照するとよい）。

　真心から贈り物をしたり，奉仕をしたり，祈ったり，戒めを
守ったりしたときのことを静かに思い巡らすよう生徒に言う。
また，同じことをいいかげんに行ったときと比較してもらう。

• 贈り物や奉仕をするとき，その動機によって違いが生ま
れるのはなぜだろうか。

モロナイ 7：12 －19　わたしたちに善を行うよ
うに勧めるものはすべて神から出ている
　生徒に，モロナイ 7：12 －19 を黙読しながら，「善」ある
いは「善い」，「悪」あるいは「悪い」という語に印を付けても
らう。ホワイトボード（または，黒板）に「神から出ているも
の」と「悪魔から出ているもの」と書く。それから，生徒に
再びモロナイ７：13 ，16 －17 を読んで，何が神から出てい
るか悪魔から出ているかを見分ける方法についてモルモン
が勧告していることを探してもらう（モロナイ 7：16 －17 は
マスター聖句  であることに留意する）。次の表のように，
生徒の答えをホワイトボード（または，黒板）に書き出す。
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神から出ているもの 悪魔から出ているもの

いつも善を行うように誘
い，促す

悪を行うように説き勧め
る

神を愛するように誘う キリストを信じないように
説き勧める

神に仕えるように誘う 神に仕えないように説き
勧める

キリストを信じるように説
き勧める

キリストを否 定するよう
に説き勧める

　これらの真理は自分の生活にどのように当てはまるかに
ついて生徒に話し合ってもらう。次の質問が役立つであろ
う。

• わたしたちが義にかなった判断をし，熱心に善いものを
探し求めるときに，キリストの光はどのように助けてくれ
るだろうか（生徒が「キリストの光」について確実に理
解するように，生徒用資料の 374 －375 ページにあるモ
ロナイ 7：12 －19 に関する注解を参照してもらうとよ
い）。

• 最近の総大会で，善を行うように説き勧めるどのような
勧告を聞いただろうか。

• 神を愛し，神に仕えることができるように，友達からどの
ように助けられてきただろうか。

　神が生徒を助けようとしておられることを彼らが思い起こ
せるように，十二使徒定員会のニール・Ｌ・アンダーセン長
老の次の話を読む。

　「まず知っていることを確認しましょう。善は神から
来ます。悪は悪魔から来ます〔モロナイ 7：12 参照〕。
しかし，この二つの力は，宇宙の中で競い合う同等の
力ではありません。善の頂点にあるのは，キリスト……
です。

　その一方で悪魔は『悪を行うよう……にと人に説き
勧め』ます〔モロナイ 7：17〕。『彼は天から落ちて，と
こしえに惨めな状態になった』ので〔2 ニーファイ 2：
18〕，『すべての人が自分のように惨めになる』ように，
働いています〔2 ニーファイ 2：27〕。悪魔は偽り者で
あり，敗者なのです〔教義と聖約 93：25 参照。 Bible 
Dictionary, “ Devil，”656 も参照〕。

　救い主の力と悪魔の力とは，まったく比べものになり
ません。……しかしながら，この地上では悪が影響力
を持つことを許されています。そのために，人には善
と悪のどちらかを選ぶ機会が与えられているのです。」

（『リアホナ』2005 年 5 月号，46 参照）

• キリストの力が悪魔の力よりも偉大であることを心に留
めておくことが大切なのはなぜだろうか。

モロナイ 7：19 － 32　キリストを信じる信仰は
わたしたちが「善いものをことごとく手に」するよ
う助けてくれる
　聖典には反復によって教えている箇所が多く見られること
を説明する。生徒にモロナイ 7：19 －21 に目を通し，反復
されている勧告を探してもらう（「善いものをことごとく手に

〔する〕」ようにという勧告）。
　「善いものをことごとく手に〔する〕」という勧告から何を
学べるかを理解できるように，ホワイトボード（または，黒
板）に「手にする」と「触れる」と書く。一人の生徒に前に
出て来てもらう。生徒の前にモルモン書を 1 冊置き，善いも
のを手にすることと，善いものに触れることとの違いを実演
してもらう。

• この実演と，今学んだ聖句の間にはどのような関係があ
るだろうか。聖文を「手に〔する〕」とはどのような意味
だろうか。

　モルモンの勧告に従って，真に「善いものをことごとく手
に」するよう生徒を励ます。

　生徒にモロナイ 10：30 を読んでもらう。ここで，モロナイ
はわたしたちに「キリストのもとに来て」，また「あらゆる善
い賜

たま

物
もの

を得る」ように勧めていることを強調する。
　生徒に，モロナイ 10：30 とモロナイ 7：20 を相互参照す
るように言う。一人の生徒にモロナイ 7：20 を読んでもらう

（善いものを手にするように勧められていると同時に，悪いも
のには触れることすらしないよう警告されていることも指摘
するとよい）。

• イエス・キリストを信じる信仰は，わたしたちが善いもの
を手にし，悪いものを避けるうえでどのように助けとなる
だろうか。

　一人の生徒にモロナイ 7：22 －25 を読んでもらう。

• イエス・キリストとその 贖
しょく

罪
ざい

がなければ，わたしたちは
いかなる善いものも得られないのはなぜだろうか（この
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質問について話し合うときに，アルマ 22：13 －14 を読
んでもらうとよい）。

• この真理は，あなたが救い主や贖罪に対して抱いてい
る思いにどのように影響するだろうか。

　ホワイトボード（または，黒板）に以下の参照箇所を書く。
括弧内は空白にしておく。

22，25 節（天使）

23 節（預言者）

25 節（聖文と信仰）

26 節（祈り）

28 節（信仰）

32 節（聖霊）

　生徒に，モロナイ 7 章のこれらの聖句を読み，わたしたち
が主のもとに来て「善いものをことごとく手にできる」ように
主が与えておられる祝福を探すように言う。ホワイトボード

（または，黒板）に生徒の答えを書く。生徒の答えとして，括
弧内の事項が考えられる。

• これらの祝福は，あなたがキリストのもとに来るのをど
のように助けてくれただろうか。

モロナイ 7：27 － 39　奇跡の日は終わっていな
い
　生徒に，聖文の中で読んだことのある奇跡を挙げてもら
う。答えをホワイトボード（または，黒板）に書き出すとよ
い。

• モロナイ 7：27 の質問に対して，あなたはどのように答
えるだろうか。

• あなたはこれまで，どのような奇跡を 目
ま

の当たりにした
ことがあるだろうか。

• モロナイ 7：31 で，天使が人々に現れる理由として，モル
モンはどのようなことを挙げているだろうか（悔い改め
させるため，御父の聖約を実行するため，「主の選ばれ
た器」に教えるため）。

　モロナイ 7：32 －34 で，モルモンはわたしたち一人一人が
受けることのできる奇跡を具体的に挙げている。生徒に，こ
れらの奇跡を挙げてもらう（以下の答えが考えられる。聖霊
の導き，聖約が果たされること，主がわたしたちに望んでお
られることを行う力，悔い改め，救い）。

• これらの祝福はどのような意味で奇跡なのだろうか。

　生徒に二人一組になって，モロナイ７：29 －35 を読んで
もらう。主がわたしたちに救いという奇跡を与えるためにど
のような過程を用いておられるかを見つけるように言う。時
間を十分に取ってから答えを発表してもらう。一人の生徒
に，その過程をホワイトボード（または，黒板）にまとめても
らう。以下のようになるだろう。

強い信仰を持った，主の選ばれた器に天使が働きかける
（29 － 31 節参照）。

彼らが，キリストについて人々に証
あかし

を述べるように備えら
れる（31 節参照）。

御父の残りの子供たちにも信仰を持つ道が備えられて
いる（32 節参照）。

わたしたちは救われるために，悔い改め，キリストのもと
に来て，バプテスマを受け，信仰を持つ（34 節参照）。

• あなたは自分の証によって，どのように人々の信仰を強
めることができるだろうか。

　生徒に各自でモロナイ 7：38 －39 を読み，キリストを信
じる信仰を強めるために行おうと思うことを短い文章で書い
てもらう。

モロナイ 7：44 － 48　「慈愛はいつまでも絶え
ることがない」
　クラスが始まる前に，生徒に配る以下の評価表を準備して
おく。
　自分が慈愛の特質をどの程度伸ばしているかを評価して
0 から 10 の目盛りで表すと，どの段階にあるだろうか。
　（0 ＝この特質を持っていない，10 ＝この特質を十分備え
ている）
　自分の現状を最もよく表している数字に○を付ける。

長く堪え忍ぶ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

親切である 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ねたまない 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

誇らない 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

自分の利益を求めない 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

容易に怒らない 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



198

第 54 章

悪事を少しも考えない 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

罪悪を喜ばない 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

真実を喜ぶ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

すべてを忍ぶ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

すべてを信じる 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

すべてを望む 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

すべてに耐える 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

　生徒にモロナイ 7：44，46 と 1コリント13：13 を読んで
もらう。

• モルモンと使徒パウロは，慈愛にはどのような価値があ
ると述べているだろうか。

　ホワイトボード（または，黒板）に「慈愛」と書く。一人
の生徒にモロナイ 7：45 － 47 を読んでもらう（45 節はマス
ター聖句 であることに留意する）。その生徒に，慈愛の
特質を一つ読み上げるごとに，間を置いてもらう。別の生徒
に，ホワイトボード（または，黒板）にその特質を書き出して
もらう（特質は評価表に書かれていることに留意する）。
　生徒がこれらの節を研究する際に，生徒用資料の 378 －
379 ページにあるダリン・Ｈ・オークス長老とジェフリー・
Ｒ・ホランド長老の話を読んでもらうとよい。オークス長老
の話は，付属の DVD A で視聴することもできる。

• 慈愛がなければ，なぜその人は何の価値もないのだろう
か。

　生徒に評価表を配り，生活の中で慈愛の特質をどの程度
伸ばしているかを評価してもらう。答えは発表しないことを
強調する。評価票は回収しない。
　モロナイ 7：48 を生徒とともに読んで話し合う。モルモン
は「この愛で満たされる」，つまり慈愛を身に付けるために何
をすべきだと教えているかを強調する。
　48 節を心に留めながら，個人の評価表をよく考えて検討
し，改善したいと思う事項に印を付けるよう勧める。評価表
を裏返しにして，キリストの純粋な愛を受け，人々にいっそう
慈愛を示すために実行しようと思う事柄を書いてもらう。
　イエス・キリストは慈愛の完全な模範であられる。この
レッスンを終えるに当たり，十二使徒定員会のジョセフ・Ｂ・
ワースリン長老（1917－2008 年）の次の話を読む。

　「この慈愛は，それを尋ね求める人，また熱心に祈り
求める人，そしてキリストの弟子である人々にしか与え
られないということを心に留めてください。この純粋
な愛で満たされるには，まず福音の第一の原則から始
めなければなりません。『第一に主イエス・キリストを
信じる信仰』を持つ必要があるのです〔信仰箇条 1：
4〕。」（『聖徒の道』1999 年 1 月号，28）

　慈愛があなたの生活に及ぼしている影響について証
あかし

を述
べる。

はじめに
　この聖句ブロックは，モルモンが息子モロナイにあてた 2
通の手紙から成る。モルモンは最初の手紙で，神の憐

あわ

れみ
と，幼い子供がイエス・キリストの贖

しょく

罪
ざい

によってどのように
救われるかに焦点を当てている。贖罪によって「幼い子供
たちは……健康」であり，バプテスマを必要としないことを
生徒が理解できるように助ける（モロナイ 8：8 －12 参照）。
手紙を読み進める中で，福音の第一の原則と儀式に従って
生活するとき，生涯にわたって義に固くつながれ，神のもとに
帰る備えができることを生徒が理解できるように助ける。
　2 通目の手紙で，モルモンは当時のニーファイ人とレーマン
人の堕落した状態を嘆き，苦難の時代にあっても義にとどま
る人々への勧告と慰めの言葉を添えている。モルモンとモロ
ナイは重大な罪に囲まれながらも忠実であり続けた。モル
モンの手紙は，悪に取り囲まれているとしても，義にかなっ
た生活を送るという決意をすることの大切さを強調する絶好
の機会を与えている。

教義と原則
• 幼い子供たちは「キリストによって生きている」のでバ

プテスマを受ける必要がない（モロナイ 8：4 －24 参
照）。

• わたしたちはキリストを信じる信仰，悔い改め，バプテス
マ，聖霊を受けることによって神のもとへ導かれる（モ
ロナイ 8：25 －26 参照）。

• 怒りはわたしたちを主の御
み

霊
たま

から遠ざける（モロナイ9：
1－21 参照）。

• イエス・キリストは，わたしたちがたとえ大きな悪に取り
囲まれているとしても，信仰に応じてわたしたちを引き上
げてくださる（モロナイ9：22 －26 参照）。

教えるための提案

モロナイ 8：4 － 24　幼い子供たちは「キリスト
によって生きている」のでバプテスマを受ける必
要がない
　生徒に，生まれて間もない赤ん坊を最近抱いたときのこと
を思い出してもらう。その経験について説明するときや生ま
れたばかりの赤ん坊の様子を表現するとき，どのような言葉
を使うかを話してもらう。
　一人の生徒に教義と聖約 29：46 － 47 を読んでもらう。
ほかの生徒に，ここに書かれている内容を自分の言葉で説
明してもらう。

第 55 章
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はじめに
　この聖句ブロックは，モルモンが息子モロナイにあてた 2
通の手紙から成る。モルモンは最初の手紙で，神の憐

あわ

れみ
と，幼い子供がイエス・キリストの贖

しょく

罪
ざい

によってどのように
救われるかに焦点を当てている。贖罪によって「幼い子供
たちは……健康」であり，バプテスマを必要としないことを
生徒が理解できるように助ける（モロナイ 8：8 －12 参照）。
手紙を読み進める中で，福音の第一の原則と儀式に従って
生活するとき，生涯にわたって義に固くつながれ，神のもとに
帰る備えができることを生徒が理解できるように助ける。
　2 通目の手紙で，モルモンは当時のニーファイ人とレーマン
人の堕落した状態を嘆き，苦難の時代にあっても義にとどま
る人々への勧告と慰めの言葉を添えている。モルモンとモロ
ナイは重大な罪に囲まれながらも忠実であり続けた。モル
モンの手紙は，悪に取り囲まれているとしても，義にかなっ
た生活を送るという決意をすることの大切さを強調する絶好
の機会を与えている。

教義と原則
• 幼い子供たちは「キリストによって生きている」のでバ

プテスマを受ける必要がない（モロナイ 8：4 －24 参
照）。

• わたしたちはキリストを信じる信仰，悔い改め，バプテス
マ，聖霊を受けることによって神のもとへ導かれる（モ
ロナイ 8：25 －26 参照）。

• 怒りはわたしたちを主の御
み

霊
たま

から遠ざける（モロナイ9：
1－21 参照）。

• イエス・キリストは，わたしたちがたとえ大きな悪に取り
囲まれているとしても，信仰に応じてわたしたちを引き上
げてくださる（モロナイ9：22 －26 参照）。

教えるための提案

モロナイ 8：4 － 24　幼い子供たちは「キリスト
によって生きている」のでバプテスマを受ける必
要がない
　生徒に，生まれて間もない赤ん坊を最近抱いたときのこと
を思い出してもらう。その経験について説明するときや生ま
れたばかりの赤ん坊の様子を表現するとき，どのような言葉
を使うかを話してもらう。
　一人の生徒に教義と聖約 29：46 － 47 を読んでもらう。
ほかの生徒に，ここに書かれている内容を自分の言葉で説
明してもらう。
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　ニーファイ人の社会が邪悪な状態に陥っていったとき，モ
ルモンが，教会の中で起こった幼児のバプテスマに関する論
争について息子モロナイに手紙を書いたことを，生徒に話す。
　生徒にモロナイ 8：4 －24 を各自で読んでもらい，幼い子
供とイエス・キリストの贖

しょく

罪
ざい

についての教えに印を付けても
らう。その後，一人ずつ，あるいは二人一組か小グループに
分かれて，幼い子供がバプテスマを必要としない理由をでき
るだけ多く書いてもらう。始める前にモロナイ 8：8 を読み
上げて，ホワイトボード（または，黒板）に「幼い子供たちは
健康である」と書いてもよい。
　生徒が 8 －24 節を研究する時間を取ってから，意見を交
換してもらう。

• 8 －24 節に書かれていることは，神の憐
あわ

れみをどのよう
に表しているだろうか。

• 「律法のない者」に関するモルモンの言葉から，どのよう
なことが分かるだろうか（モロナイ 8：22 参照）。

　生徒がこれらの聖句をさらによく理解できるように，次の
説明の中から一部あるいはすべてを紹介することを検討す
る。

　「幼い子供たちは，罪を犯すことができない」（モロナイ
8：8）。これはなぜだろうか。幼い子供は主の前に責任を
負わない（教義と聖約 29：47 参照）。何か間違ったことを
したとしても，彼らの行いは罪とはされない。イエス・キリス
トの贖罪は，責任を負うことのできない人々の過ちに及ぶか
らである。

　「アダムののろいは，〔キリスト〕によって彼らから取り去ら
れて〔いる〕」（モロナイ 8：8）。アダムの背きは全人類に肉
体の死（肉体と霊が離れること）と霊の死（神から引き離
されること）をもたらした。イエス・キリストは贖罪によって
この二つの死を克服されたので，すべての人は復活し，裁き
を受けるために神のもとに戻る（ヒラマン 14：15 －19；モ
ルモン 9：12 －13 参照）。幼い子供は堕落の影響を受ける
が，贖罪によって贖

あがな

われる。すべての人が堕落から贖われ
る。幼い子供はアダムの背きについて罰を受けない（信仰
箇条 1：2 参照）。

　「幼い子供たちにバプテスマを施すこと〔は〕，神をひどく
あざける行為である」（モロナイ 8：9）。それはなぜだろう
か。贖罪は責任を問われない子供が犯した過ちに及ぶの
で，幼い子供にバプテスマを施すことは，贖罪の力に対する
信仰が欠如していることになる。モルモンは「罪を犯す可能
性のある者」だけにバプテスマを施すべきであると述べてい
る（モロナイ 8：10）。
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　「幼い子供たちは悔い改めることができない」（モロナイ
8：19）。悔い改めは，責任を負うことができる者のために
ある。 8 歳未満の幼い子供と，知的障がいがあって知的な
年齢が 8 歳未満の人は悔い改めを必要としない。

　幼い子供や，現世の行いについて責任を十分に取ること
のできない人を贖うための方法を用意してくださった，御父
とイエス・キリストの愛と憐れみについて証

あかし

する。

モロナイ 8：25 － 26　わたしたちはキリストを
信じる信仰，悔い改め，バプテスマ，聖霊を受ける
ことによって神のもとへ導かれる
　クラスに，棒あるいはポールを持って来る。片方の端に

「行い」，もう一方の端に「結果」と書いた紙を張っておく。
モロナイ 8：25 －26 の導入として，「行い」と書かれた端を
つかんで持ち上げる。棒の一方の端を持ち上げれば，反対
側も上がることが，生徒によく分かるように見せる。この実
物を使ったレッスンが表す原則を生徒に尋ねる（行いには常
に結果が伴う）。
　人々が行う良い選択と悪い選択の例を生徒に挙げてもら
う。また，それらの選択が将来にどのような影響を及ぼす
可能性があるかについても考えるように言う。

• 地上でのすべての行いから得られる，最も良い結果とは
何だろうか。

　モロナイ 8：25 －26 で，モルモンは義にかなった選択と
その結果を挙げていることを説明する。一人の生徒にこの
聖句を読んでもらう。残りの生徒に，この聖句に書かれてい
る行いとそれがもたらす結果を探してもらう。以下の表を参
考にしながら，それらを矢印を使ってホワイトボード（また
は，黒板）に書く（聖句を読む前に，例を一つか二つ示して
おくとよい）。

悔い改めと信仰→ バプテスマを受け，戒めを
守る

戒めを守る→ 罪の赦
ゆる

し

罪の赦し→ 柔和で心がへりくだった
状態

柔和で心がへりくだった
状態→

聖霊の訪れ

聖霊の訪れ→ 希望と完全な愛。この愛
は熱心に祈ることによっ
て，神とともに住む終わり
の日まで続く

• これらの行いは，モロナイが示した祝福にどのようにつ
ながるのだろうか。

• ホワイトボード（または，黒板）に書かれた原則は，どの
ような意味で，個別に独立しているのではなく，連鎖し
ているのだろうか。

　生徒に，モロナイ 8：22 には「幼い子供たち」と「律法の
ない者たち」はキリストの贖

あがな

いの力によって「キリストによっ
て生きている」と書かれていることを指摘する。

• 「キリストによって生きている」とは，あなたにとってどの
ような意味だろうか。

• ホワイトボード（または，黒板）に書かれている原則は，
わたしたちが皆「キリストによって生き……る」ために
どのように役立つだろうか。

モロナイ 9：1－ 21　怒りはわたしたちを主の御
み

霊
たま

から遠ざける
　怒りを感じるとき，どのような影響を受けるかについて考
えてもらう。例えば，怒りを感じるとき，以下の動作がどのよ
うに変わるかを説明してもらう。

 1. ドアの閉め方

 2. 電話の応対の仕方

 3. 道の歩き方

 4. 人との話し方

 5. 祈り方

 6. 聖文の読み方

 7. 周りの人に対する感じ方

 8. 自分自身に対する感じ方

 9. 御霊の感じ方

　生徒にモロナイ9：3 を読んでモルモンがニーファイ人の
様子をどのように表現しているかを見つけるように言う。

• ニーファイ人が悔い改めを拒んだことと互いに怒りを抱
いていたことには，どのような関連があるだろうか。

　一人の生徒にモロナイ9：4 を読んでもらう。

• 不義な人々が神の言葉に怒りを抱くことがあるのはなぜ
だろうか。

• 怒りはどのようにわたしたちの生活に忍び寄って来るだ
ろうか。

　生徒に，怒りをコントロールしたり，避けたりする自分なり
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の方法を紹介してもらう。

　怒りは破壊的な結果をもたらす恐れがあることを指摘す
る。生徒にモロナイ9：5，9 －11，18 －20 を黙読しても
らい，ニーファイ人が怒ったことによると思われる行動や態
度に注目するように言う。生徒が読み，考える時間を取った
後，見つけた事柄を発表してもらう。次のような答えが考え
られる。
　5 節 ―死をも恐れない，互いへの愛がない，いつも血
と報復を渇望している。
　9 節 ― 純潔と徳を尊ばない。
　11 節 ―野

や

蛮
ばん

である。
　18 節 ―秩序も情けもない。
　19 節 ―邪悪で残忍になり，善いこと以外はどんなこと
でも喜ぶ。
　20 節 ―道義心がなく，心が鈍い。
　この問題についてさらに深く調べるために，次の質問を使
うことができる。

• 「心が鈍い」とはどのような意味だろうか（生徒用資料
の 383 －384 ページにあるニール・A・マックスウェル
長老とボイド・K・パッカー長老の言葉を参照する）。

• 人の心が鈍くなっていることを示す証拠として世の中に
はどのような事柄が見られるだろうか。

• 心が鈍くならないようにするために，わたしたちは何が
できるだろうか。

　短い時間を取って，これらの節でモルモンがニーファイの
民の社会について述べている事柄と，モロナイ 7：3 － 4 で
イエス・キリストに従う者について述べている事柄を比較す
るとよい。

モロナイ 9：22 － 26　イエス・キリストは，わ
たしたちがたとえ大きな悪に取り囲まれていると
しても，信仰に応じてわたしたちを引き上げてくだ
さる
　救命具を用意する（あるい
は救命具の写真を見せるか，
言葉で説明する）。
　泳ぎ方を知っている人で
あっても，広い水域では救命
具を使いたいと思うのはなぜ
かを尋ねる（話し合いの中で，

救命具を正しく使えば，水がどれだけ深くても，泳ぎにどれ
ほど疲れても，おぼれずに済むことを指摘する）。
　何人かの生徒にモロナイ9：22 ，25 －26 を読んでもら
う。読む前に，ほかの生徒はモルモンとモロナイが頼りにし
ていた霊的な「救命具」を探すように言う。
　天の御父とイエス・キリストを信じるモルモンとモロナイの
信仰が，霊的な意味で彼らの命を守ったことを生徒が理解
していることを確認する。生徒に，22 ，25 －25 節の中で，
二人がこの偉大な信仰を表している語句を見つけ，発表して
もらう。次のような答えが考えられる。

　22 節 ―「あなたのことは神に推薦しよう。わたしは，
あなたが救われるであろうということについては，キリストに
信頼を寄せている。……神があなたの命を助けて……くだ
さるように，わたしは神に祈っている。」

　25 節 ―「キリストに忠実でありなさい。……キリストに
支えられて，キリストの苦しみと死と，キリストがわたしたち
の先祖に御自分の体を示されたことと，キリストの憐

あわ

れみと
寛容と，キリストの栄光と永遠の命とを願う望みが，とこしえ
にあなたの心の中にとどまるように。」

　26 節 ―「父なる神の恵みと……主イエス・キリストの
恵みが，とこしえにあなたとともにあるように。」

• わたしたちが抱える問題と，モルモンやモロナイが直面
していた問題との間にはどのような共通点があるだろう
か。

• モルモンが問題に対処した方法を，わたしたちはどのよ
うに生かすことができるだろうか。

　一人の生徒にモロナイ9：6 を読んでもらう。

• この節はモルモンの信仰をどのように反映しているだろ
うか。

　生徒がこの質問に取り組んでいる間に，神を信じる強い
信仰を持っていれば，正しいことを行おうとするときに他人
の行動は妨げとならないことを理解できるように助ける。
　数分を割いて，世に打ち勝ち地上での使命を果たすため
に，必要とされる信仰をはぐくみ続ける方法について生徒に
考えてもらう。考えたことを書き留めておくように勧めるとよ
い。
　父なる神とイエス・キリストを信じる信仰により，この世の
悪を克服する力がどのように与えられるかについて生徒に証

あかし

してもらう。
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はじめに
　モロナイは最後の証

あかし

の中で，3 つの原則に注目するよう勧
告した。第 1 に，モルモン書が真実であるかどうかを自分自
身で知ることの大切さについて書いている。モルモン書の
コースを終えるに当たり，あなたは生徒がモルモン書に対す
る自分の証についてじっくりと考えられるように助けること
ができる。生徒はこの神聖な書物が真実であるかどうかに
ついて祈っただろうか。生徒の証は強められただろうか。
　第 2 に，モロナイは天の御父が忠実な子らにお与えになる
霊的な賜

たまもの

物を求めることに焦点を当てている。生徒はこの
原則について学び，話し合うことにより，自分たちに与えられ
る霊的な賜物がいかに多様であり，幅広いかを知ることが
できるだろう。
　最後に，モロナイは「キリストによって完全」になり，「染
みのない清い者」となるため「キリストのもとに来」るようわ
たしたちに勧めている（モロナイ 10：32 －33）。

教義と原則
• 信仰をもって願い求めるとき，神は聖霊の力によって，モ

ルモン書が真実であることをわたしたちに示してくださ
る（モロナイ 10：1－7 参照）。

• 主は忠実な者に霊的な 賜
たま

物
もの

をお与えになる（モロナイ
10：8 －30 参照）。

• わたしたちはキリストのもとに来るとき，贖
しょく

罪
ざい

によって完
全になる（モロナイ 10：30 －33 参照）。

教えるための提案

モロナイ 10：1－7　信仰をもって願い求めると
き，神は聖霊の力によって，モルモン書が真実であ
ることをわたしたちに示してくださる
　モロナイ 10 章には，モロナイの最後のメッセージが収めら
れていることを説明する。メッセージの最初の部分は，モル
モン書の証

あかし

を得ることが中心となっている。一人の生徒にモ
ロナイ 10：3 － 5 を読んでもらうか，暗唱してもらう。

• これらの節によれば，証を求めるに当たって個人は何を
行う必要があるだろうか。

• 「誠心誠意」とはどのような意味だろうか。

• わたしたちが証を受けられるように，聖霊はどのような
役割を果たしてくださるのだろうか。

第 56 章
モロナイ10 章

• 3 つのリストにはどのような類似点があるだろうか。ま
た，どのような相違点があるだろうか。

　これらの参照聖句に記されている以外にも多くの霊的な
賜物があることを説明する。生徒用資料の 386 ページにあ
るマービン・J・アシュトン長老の言葉を，一人の生徒に読ん
でもらう。

• モロナイ 10：8 と教義と聖約 46：8 －12 によれば，主
はなぜこれらの賜物をわたしたちに与えてくださるのだ
ろうか。

　生徒に，これらの賜物から恵みを受けている人を目にした
ことがあれば，その経験について話してもらう。
　モロナイは各人の望みに応じて霊的な賜物が与えられる
と教えたことを指摘するとよい（モロナイ 10：17 参照）。す
べての祝福と同じように，霊的な賜物も主の御

み

心
こころ

によって与
えられる（3 ニーファイ 18：20；モロナイ 7：33 参照）。主
はこれらの賜物を熱心に求めるべきであることを明らかにさ
れた（教義と聖約 46：8 参照）。

• 御霊の賜物を求めることはなぜ正しい行為なのだろう
か。賜物を求めるために何を行わなければならないだ
ろうか。

　生徒にモロナイ 10：19 －20，24 を読み，御霊の賜物が
人々から取り上げられることもある理由を挙げてもらう。
　主から与えられることのある霊的な賜物について疑問が
あれば，生徒用資料の 386 －387 ページを読むよう勧める。

モロナイ 10：30 － 33　わたしたちはキリスト
のもとに来るとき，贖

しょく

罪
ざい

によって完全になる
　ホワイトボード（または，黒板）に「一度限りの出来事と
生涯にわたって続く過程」と書く。

• 「キリストのもとに来る」とはどのような意味だろうか。

　ホワイトボード（または，黒板）に書いた言葉に注意を向
けさせ，次の質問について深く考えてもらう。

• キリストのもとに来ることは，一度限りの出来事だろう
か，それとも生涯にわたって続く過程だろうか。

　ホワイトボード（または，黒板）に以下の名前を書く（あるい
は，モルモン書に登場するほかの人物の名前を書いてもよい）。

エノス

ベニヤミン王の民

息子アルマ

ラモーナイ王

ラモーナイ王の父親

ゾーラム人

• これらの人々がキリストのもとに来る助けとなった，一度
限りの出来事は何だっただろうか。

• これらの人々が同様にそれぞれキリストのもとへ来ると
いう過程を生涯にわたってたどったことが読み取れる証
拠として，どのようなことが挙げられるだろうか。

　生徒にモロナイ 10：30，32 －33 を読んでもらう。

• わたしたちが「キリストによって完全に」なるようにモロ
ナイはどのような勧告を与えているだろうか。

• 33 節の中で，キリストによって完全になった人々を表し
ている語句はどれだろうか（答えとして，「キリストによっ
て聖

きよ

められる」「罪の赦
ゆる

し」「染みのない清い者」など
が考えられる）。

• 生活の中で起きる霊的な出来事を通して「キリストのも
とに来て，キリストによって完全にな〔る〕」よう導かれ
た経験をどうしたら覚えておくことができるだろうか。

　モルモン書を読むことによって，救い主に近づき，「キリス
トによって完全になり」たいと望むようになった生徒自身の
経験を紹介してもらう。

モロナイ 10：27，34　モロナイの最後の証
あかし

　生徒にモロナイ 10：27，34 を読んでもらう。

• モロナイの言葉は，どのように，地の中から語るもののよ
うに出ているだろうか。

　生徒に 2 ニーファイ 3：18 －20 を読んで，モロナイ 10：
27と相互参照してもらう。

• 現代の人に向けてモルモン書に対する自分の証を書くと
したら，どのようなことを伝えたいだろうか。

　生徒用資料の余白や日記にモルモン書に対する自分の証
を書くよう生徒一人一人に勧める。次の断食証会でモルモ
ン書の証を述べるように勧めてもよい。最後に，モルモン書
に対するあなた自身の証を述べる。生徒が生涯を通してモ
ルモン書の研究を続けるよう励ます。
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