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教師への提案

救い主は戒めに従い，戒めについて教えることの大切さを次のように説いていらっしゃいま
す。「これをおこないまたそう教える者は，天国で大いなる者と呼ばれるであろう。」（マタイ
5：19）教師には，子供たちがバプテスマの聖約を守り奉仕する方法を身に付けられるよう助け
るという，神聖な責任があります。少女が若い女性になり，少年が若い男性となって神権を受
ける備えをするうえで，教師は大きな影響を及ぼすことができます。
教会が組織されて間もない1831年，救い主はこう言われました。教師は，「聖書と……モルモ
ン書の中にあるわたしの福音の原則を教えなければならない。」（教義と聖約42：12）当時用い
こんにち

ることのできた聖典はこの2冊だけでした。しかし，今日の教師には，教義と聖約や高価な真珠
も含むすべての標準聖典から教え，子供たちが天父と御子イエスに対する信仰をはぐくんでい
けるよう助ける責任があります。
学習コース

1月1日の時点で8歳から11歳までのすべての子供たちは，初等協会4，5，6，7のいずれかの学
習資料を基に学ぶことになっています。この年齢グループの子供たちに，毎年一つの学習コー
スのみが適用されます。各学習コースは特定の聖典に基づいています。すなわち，初等協会4は
モルモン書，初等協会5は教義と聖約，初等協会6は旧約聖書，初等協会7は新約聖書に基づいて
います。こうして子供たちは4年後には標準聖典をすべて学んだことになります。
地元の必要性と8歳から11歳の子供たちの人数によっては，クラスを各年齢別，合同，男女別
に設定することもできます。しかし，クラス編成に当たっては，子供たち一人一人が十分な配
慮を受けられるようにする必要があります。
子供たちは12歳になると，若い男性または若い女性のクラスに出席し始めます。しかし，日
曜学校の時間帯は引き続き初等協会に出席し，1月の第1週以降は日曜学校に出席し始めます。

神権準備レッスン

本書には特別レッスン「神権は私達の生活に祝福をもたらす」が含まれています。このレッ
スンは少年が執事になり，少女が若い女性に進級する準備をする11歳児を教える教師が使用し
ます。クラスの子供でだれかが最初に12歳の誕生日を迎える前にこのレッスンを実施してくだ
さい。子供達が神権とはどのようなもので，わたしたちの生活にどのように祝福をもたらし，
神権を尊ぶためにはどのような責任を果たすことができるかを理解できるように，教師である
あなたはレッスンの準備と実施に当たって主の導きを求めてください。

復活祭および
クリスマスのレッスン

本書には復活祭やクリスマスの特別レッスンは含まれていません。復活祭やクリスマスの特
別レッスンを実施する場合は，モルモン書，新約聖書の聖句や『福音の視覚資料セット』や教
会機関誌の関連号などを資料として準備することができます。子供達がイエス・キリストをよ
り身近に感じ，イエス・キリストの使命を理解できるようなレッスンを計画してください。

本書を使って教える

本書は預言者ジョセフ・スミスを通じて末日になされたイエス・キリスト教会の回復を中心
に書かれています。レッスンにある歴史記事や教義と聖約，高価な真珠にある聖句を分かち合
い，話し合うとき，子供たちはイエス・キリストの教会の回復と預言者ジョセフ・スミスの神
あかし

聖な使命について証を強めるでしょう。また子供たちは，苦難や迫害に遭ってもイエス・キリ
ストの福音に忠実であった聖徒たちに，愛と感謝の念を抱くでしょう。
子供たちに家庭で，家族と一緒か自分独りで，各課の最後にある読書課題を読むように勧め
てください。子供たちがレッスンを学んで大切な原則を知るようになれば，神と交わした聖約
v

を守り，一生を通じて教会で奉仕したいという願いを強く抱くようになるでしょう。また，真
理を知って現代の誘惑に打ち勝つ力をその中に見いだすでしょう。
教えるために
自分自身を備える

子供たちを教えるという神聖な責任を果たすうえで，教師は精神的，霊的に備えなければな
りません。この備えの一部として欠かせないのが，自分の教える原則への理解を深め，証を持
つことです。すべての人のうち最も優れた教師であられる救い主は，人々に福音を教える備え
をするのに役立つ事柄をたくさん説かれました。
みたま

●

けんそん

祈りを通じ，へりくだって御霊の導きを求める。主はこう言われました。「あなたは謙遜であ
りなさい。そうすれば，主なるあなたの神は手を引いてあなたを導き，あなたの祈りに答え
を与えるであろう。」（教義と聖約112：10）謙遜であれば，主がその子供たちをどのように教
えるよう望んでおられるか分かるでしょう。

●

聖文と生ける預言者の言葉を研究する。主の言葉を学び深く思い巡らすなら，大きな力が得
られます。主はこう命じられました。「まずわたしの言葉を得るように努めなさい。そうすれ
ばその後，あなたの舌は緩められる。それから望むならば，あなたはわたしの御霊とわたし
の言葉，すなわち人々を確信に導く神の力を受けるであろう。
」（教義と聖約11：21）
末日の預言者エズラ・タフト・ベンソン大管長は主の言葉を学ぶ必要性を改めて強調しまし
た。「ぜひとも熱心に聖文を勉強してください。毎日聖文に親しみ，御霊の力を受けて召しを
果たすようにしてください。」（『聖徒の道』1986年7月号，82）

●

聖約を守る。御霊の導きを受ける力は，天父と交わした聖約を守る忠実さにかかっています。

「聖約……を守って実行」（教義と聖約42：13）することにより，教師は子供たちの良い模範
となれます。子供たちは，教師の救い主への愛と福音を実践しようとする熱心な態度を目に
するとき，自分たちも主に従おうという思いを鼓舞されるでしょう。
●

どうすれば子供たちが主の愛を感じられるか考える。機会あるごとに子供たちにどんなに彼
らを愛しているか伝え，また彼らの価値と可能性について認めてください。教師の愛と親切
を通じて，子供たちは天父とイエスの愛を理解するようになり，人を愛することも学んでい
くでしょう。

レッスンの準備

どのレッスンにも末日の教会歴史に見られる出来事や，教義と聖約および高価な真珠の
「ジョセフ・スミス−歴史」にある聖句が採り上げられていますが，本書はそれらのレッスンを
準備するのに役立つでしょう。レッスンは相互に関連していて，教義と聖約が末日におけるキ
リスト教会の回復や設立について教えてくれる聖典であることを，子供たちが理解するのに役
立つようになっています。したがって，レッスンはテキストにある順番どおりに教えてくださ
い。どのレッスンも福音の原則と，どうすれば子供たちはそれを自分たちの生活に応用できる
かという点に焦点を当てていますが，すべてのレッスンの中心的な目的は，子供たちが回復さ
れたイエス・キリストの教会に対する証を伸ばせるように助けることでなくてはなりません。
生徒たちの能力に合わせてレッスンをしてください。一つの課の内容を網羅するよりも，生
徒たちの理解力に合わせて教える方がはるかに大切であることを心に留める必要があります。
配慮の行き届いたレッスンを行い，それが子供たちの興味をひくものであれば，彼らは積極的
に耳を傾け，学ぶようになるでしょう。教師が準備し，御霊によって教えるなら，回復された
福音が真実であることと回復の預言者ジョセフ・スミスに対する証を，子供たちが伸ばせるよ
うにあなたは助けているのです。
以下の手順は，クラスで子供たちを効果的に教えるための準備に役立つでしょう。
1. レッスンの1，2週間前から「目的」の項目，レッスン中の歴史記事，
「準備」の項目に挙げられた聖
句を祈りの気持ちで研究しましょう。レッスンの目的，歴史記事，聖句を何度も読み返し，クラス
の子供たちにどのように応用できるか熟慮し，こう自問してみてください。「このレッスンの中で
子供たちが学び取らなければならないいちばん大切な概念または真理は何だろうか。子供た
ちがイエス・キリストへの信仰をはぐくみ，証を強め，立ちはだかる悪の誘惑を退けるうえで，こ
のレッスンはどのように役立つだろうか。
」頭に浮かんだアイデアを書き留めてください。
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『福音の原則』（31110 300）は基本的な福音の原則と教義に関する個人学習ガイドとして作
成されました。本書の幾つかの課の「準備」の項目には，『福音の原則』の中の特定の章が
列挙されています。これらの章は，レッスンに含まれるおもな原則や教義を教える準備に役
立つでしょう。『福音の原則』は，教会付属図書館で借りられますし，管理本部配送セン
ターを通じて購入することもできます。
2. 各課には，聖句や歴史記事をどのように教えるかは記されていません。何をどのように教え
ればよいか決められるよう，御霊の導きを求める必要があります。毎週様々な教授法を用い
てください（次項「聖文に基づいて歴史記事を教える」参照）。クラスの子供たちをできる
かぎり学習活動に参加させてください。
3. 「話し合いと応用のための質問」の項目から，子供たちが歴史記事や聖句を理解し，生活に応
用するうえで役立ちそうな質問を選びます。レッスン中，いつその質問をしてもかまいません。
また，すべての質問を採用する必要はありません。
4. 「レッスンを豊かにする活動」の項目を読み，クラスの子供たちが聖句の意味やレッスンの
目的を理解するのに最も役立つと思われる活動を選んでください。そしてその活動をいつ，
どのように行うか計画してください。クラスはそれぞれ異なっているので，あるグループに
は効果的だった活動がほかのグループには効果がないこともあるでしょう。
5. レッスンの目的に関連する適切で個人的な経験を話すよう計画してください。教師が経験を
クラスの子供たちに話すとき，また子供たちが経験を教師やほかの人たちと分かち合うとき，
御霊の導きを受けられるようにしてください。家族や個人の経験の中には，とても神聖で私
的な内容であるため，公にしない方がよいものもあります。
聖文と歴史記事に
基づいて教える

レッスンを準備し，教えるに当たっては常に御霊を求める必要があります（アルマ17：2−
4；教義と聖約42：12−14；50：17−22参照）。御霊の助けがあれば，レッスンを子供たちに
とって興味深く意義深いものとするにはどうしたらよいか分かるでしょう。
クラスには，聖文にはあまり親しんでいない子供がいるかもしれません。皆で聖文を読むと
きには，聖句を開けるのに助けの要る子供のことを配慮してください。年度始めのレッスンで
時間を割いて，聖句の見つけ方を教える必要があるかもしれません。年少の子供たちを教える
場合は特にそうです。
歴史記事をまとめるために使用した文献は巻末の「参考文献」に挙げてあります。歴史記事
の中の特定の出来事に関してさらに情報が欲しい場合は，それらの書籍を（大半は英文）を参
照してください。子供たちの関心を持続させるため，資料の提示には，以下のように様々な工
夫を凝らしてください。
1. 自分の言葉で聖文に書かれていることや歴史記事を話す。それらの中で語られる出来事や人
物について子供たちが思い浮かべられるように助けてください。話の中に登場する人が実在
の人物であり，その出来事が実際に起きたことを子供たちが理解できるようにしてください。
2. 子供たちに，直接聖文から物語や聖句を読ませる。子供たちのすべてが上手に読めるとは限
らないこと，読む能力は年齢からは判断できないことに留意してください。全員が読める場
合は，2，3分黙読させ，その後，読んだ内容について話し合わせるとよいでしょう。子供た
ちが読み終わった後，話し合いの時間を利用して，難しい言葉や節について説明してあげて
ください。
3. 聖文の物語に関しては，提案されている視覚資料を用い，子供たちがその出来事を思い浮か
べられるようにする。ほとんどの課には，「教材」の項目の中にレッスンで用いる視覚資料
が提案さています。視覚資料には番号が付いており，本書に添付されています。提案された
視覚資料の中には，『福音の視覚資料セット』に収められているものもあれば，教会付属図
書館で入手できるものもあります（カタログ番号は「教材」の項目に挙げられています）。
これらの絵の裏には，その場面の説明が記されています。このほかにも適切な絵があれば使
うとよいでしょう。
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4. 子供たちに歴史記事の物語を演じさせる（劇化する際，出来事の意義が損なわれないよう注
意してください）。ローブ，スカーフなど簡単な小物を用意するとよいでしょう。そして，
子供たちに物語の全部または一部を演じさせてください。子供たちに，自分がもし今演じた
人だったらどんな気持ちになると思うか尋ねるとよいでしょう。
5. 聖文の物語を話したり読んだりしながら，黒板に簡単な図や絵を描く。絵や切り抜きを用い
るのもよいでしょう。
6. 朗読劇をする。何人かの子供たちに聖文の登場人物の役を演じさせます。適切な箇所では，
子供たちに聖文の中から直接聖句を引用して読ませてください。
7. 子供たちの親やワード／支部の会員，あるいはクラスの子供に聖文の物語について話をして
もらう。本人には1，２週間前から準備してもらいます。何分以内で発表するかも必ず伝え
てください。
8. 聖文の物語について教える前に，子供達に○×テストやクイズなど，簡単な予備テストを行
う。子供たちに「テストをするのはどれくらい聖文の物語について知識があるか知っておき
たいからです。」と伝えてください。聖文の物語についてレッスンが終わったら，子供達が
学んだことを自分で確認できるよう，同じテストを行ってください。
9. 物語の登場人物の名前やキーワードを黒板に列挙する。教師が物語を話す間，これらのキー
ワードや名前がいつ出てくるかを注意して聞くように子供たちに言って下さい。子供たちの
ご

い

語彙を増し，彼らが聖文の理解を深め，家で楽しく聖文を読めるようにしましょう。
10. レッスンを始める前に，その日話す聖文の物語に関する質問を黒板に書く。物語の途中で子
供たちが質問の答えに気づいたなら，物語を中断してその答えについて話し合ってください。
11. 物語を話し，終わったら子供たちに物語の中で好きな箇所を自発的にもう一度話させる。一
人の子供に物語を始めから途中まで話させ，別の子供に続きを話させるのもよいでしょう
12. 聖文から何節か選んで録音したテープを聞かせる。
13. カード合わせゲームをする。4組から8組の合致するカードか紙（縦12.5センチ，横7.5センチ）
を作ります。例えば，信仰箇条の番号を記したカードと，その鍵となる言葉あるいは概念を
記した別のカードを用意するといった具合です。できたカードや紙の束を混ぜ，テーブルか
床に裏向きに並べます。子供たちに一人ずつ前に出て来て2枚のカードを引かせます。それ
ぞれのカードに書かれていることを大きな声で読みます。カードが合えば，表向きにして置
きます。カードが合わなければ，もう一度裏向きにして戻し，別の子供の番となります。全
部のカードが正しく合わされるまで続けます。
例えば，信仰箇条のカード合わせゲームでは，次のようなカードの組み合わせを用意できます。
１ ― 神会
２ ― アダム
３ ― 贖罪
４ ― 第一の原則と儀式
５ ― 按手
６ ― 組織
７ ― 賜物
８ ― 神の言葉
９ ― 啓示
10 ― 十部族
11 ― 礼拝
12 ― 法律
13 ― 称賛に値すること
14. 質問ゲームをする。瓶や箱に，何枚かの質問を書いた紙を入れ，クラスの子供に順番でこれ
らの質問から1枚ずつ引いて答えさせます。
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話し合いを導く

話し合いやそのほかの活動に参加することは，子供たちが福音を学ぶ助けになります。以下
の指針は，意義深い質問をし，クラスの話し合いを促すのに役立つでしょう。
1. 子供たちが聖文から答えを見いだせるよう，参照聖句を挙げて質問する。
2. 「はい」か「いいえ」だけでは答えられない，熟考と話し合いを要する質問をする。なぜ，
どのように，だれが，何を，いつ，どこで，で始まる質問の方がたいていの場合，より効果
的です。
3. 普段あまり話し合いに加わらない子供たちには，彼らの答えられそうな質問を指名して尋ね
ることで話し合いに参加させるとよい。この場合，答える時間を十分に取ってください。必
要に応じて助けます。しかしそれは，彼らがよく考えて答えた後にだけします。
4. 子供たちが聖文から学んだことに対する気持ちをほかの人と分かち合うよう勧める。子供た
ちの発言には建設的な評価をしてください。
5. 子供たちが質問に答えたら，心から褒める。彼らの考えや気持ちがとても大切であることを
分からせます。話し合いに参加したがらない子供たちに配慮してください。

子供たちが聖文の

子供たちが学んだことを生活の中で実践できるように助けてください。ヤコブは「御言葉を行う

教えを実践

人になり……，ただ聞くだけの者となってはいけない」と勧告しています（ヤコブの手紙1：22）。以

できるよう助ける

下の提案は，子供たちに対するこの責任を果たすうえで役立つでしょう。
1. 御霊の促しを感じたら，今教えている真理に対する証を述べる。誠実な態度で確信をもって
教えるなら，レッスンはより力強いものとなるでしょう。
2. 子供たちに家庭で，個人として，また家族として聖文を読むように励ます。彼らがクラスに
自分の聖典を持って来るよう奨励します。子供たちが自分専用の聖典を持っていないか，
持って来るのを忘れた場合に，彼らが教室で使用できるよう，余分に聖典を用意してくださ
い。ワードまたは支部に教会付属図書館がある場合は，そこで聖典を入手できるかもしれま
せん。自分の生活に意味のある具体的な聖句があれば，（付属図書館の聖典は別として）自
分の聖典に，印を付けるように，年間を通じて生徒を励ましてください。例えば，教義と聖
約の3：7；4：2；8：2−3；14：7などは印を付けるよい場所でしょう。
3. 子供たちに学んだことについて話させる。またレッスンで習った福音の原則を，どうすれば
実生活に応用できるか話させます。
4. 教師がリポーター役を務め，子供たちにレッスンで聖文から学んだ人物になったつもりでイ
ンタビューに答えさせる。聖文の出来事の詳細や，その出来事に対する感想を述べさせます。
5. クラスを二つ以上のグループに分ける。聖文の出来事を紹介した後，そこに含まれる重要な
原則を，各グループに書き留めさせます。次に，各グループにこれらの原則を生活に応用す
るにはどうしたらよいか順番に発表させましょう。
6. 聖句探しをする。クラスの子供たちに，出来事，状況，問題などのヒントを与え，それに当
てはまる聖句を探させます。早く聖句を探し出した子供たちには，ほかの子供たちが探すの
を手伝わせてください。そして，その聖句がヒントと結びつく理由を話させます。
7. 採り上げた原則に子供たちが従っているのを目にしたら，その経験を具体的に話す。例えば，
親切についてレッスンで教えているのであれば，子供たちが人に親切にしているのを見た，
幾つかの具体例を挙げられるでしょう。
8. 学んだ事柄を家族に話せるように子供たちを励ます。レッスンのどの箇所を選んで，子供た
ちに家で話すように勧めるか考えるときに，御霊によって与えられる霊感を求めてください。
子供たちは家族と一緒に，物語を話したり，質問について話し合ったり，レッスンの中の活
動をしたりすることができます。特殊な家庭環境にある子供たちや，学んだ事柄を別の大切
な成人に話さなければならない子供たちの気持ちに配慮してください。
9. 宿題をしてきたか確認する。宿題を出したときは，子供たちがそれを行った経験について，
翌週の日曜日のレッスンの始めに必ず尋ねてください。
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子供たちが家庭で

聖文に対する教師自身の態度が，クラスの子供たちに大きな影響を与えます。自分自身で，

聖文を読めるように

また家族と一緒に聖文を読むよう，子供たちを励ます方法を祈りを込めて考えてください。神

励ます

の言葉を自分の心に植え付け，それを養い育てる経験を子供たちが持てるように助けます。す
ると神の言葉は成長して，子供たちは良い味を感じるようになります（アルマ32：28参照）。そ
れぞれのレッスンの最後に読書課題があります。読書範囲を記した紙を毎週子供たちに渡して
もよいし，しおりを子供たちに渡しておいて，そこに毎週の読書課題を子供たちが記入できる
ようにしてもよいでしょう。建設的で，創造的な方法を用いて，子供たちを力づけてください。

子供たちが聖句を

聖句を覚えるのは，福音の真理を教えるうえで効果的な方法です。楽しく独創的な方法を用

覚えるのを助ける

いるなら，たいていの子供たちは喜んで覚えるようになります。以下の提案は，子供たちが楽
しみながら覚えるのに役立つでしょう。
1. 覚える言葉の最初の文字を黒板に書き出す。例えば信仰箇条第1条の言葉を覚える場合，次
のようになります。

わ え ち か そ お イ せ し
教師は，文字を指さしながら対応する言葉を繰り返します。2，3度繰り返し，子供たちが覚
えたら，反復させます。子供たちはすぐに文字の列を必要としなくなるでしょう。
2. 聖句を短いフレーズに分ける。最後のフレーズから最初のフレーズに向けて，声に出して繰
り返しながら読んでいきます。こうすると子供たちは，最も耳慣れない部分を最初に繰り返
すことができます。例えば，教義と聖約4：2で子供たちは，まず「あなたがたの心と，勢力
と，思いと，力を尽くして神に仕えなさい」を何度か繰り返し，その後で「終わりの日に神
の前に罪のない状態で立てるように」という一つ前のフレーズを付け加えて繰り返します。
このようにしてその節全体を繰り返していくのです。
3. 子供たちが文字をよく読める場合，子供たちの人数分，聖句を書き写したものを用意する。
これを単語やフレーズごとに切り離してください。元の聖句を全員で2，3度読んだ後，切り
離した言葉の束をばらばらにさせ，個人でまたはクラス全員で言葉の紙を正しい順に並べ換
えさせます。
4. 聖句を何度か繰り返して読んだ後，途中で読むのをやめ，一人の子供にその次の言葉やフ
レーズを言わせます。次に別の子供にさらにその後に続く2，3のフレーズを付け加えさせま
す。こうして子供たち全員が少なくとも1度は指名されるまで続けます。
5. 子供たちが覚えやすいように音楽を用いる。
6. 子供たちを二つのグループに分ける。それぞれのグループに，交互に聖句の言葉やフレーズ
を繰り返させながら読み下していきます。例えば，一つのグループに最初の言葉を，もう一
方のグループに次の言葉を言わせながら節全体を読んでいきます。
7. 子供たちに覚えてほしい聖句を選ぶ。その聖句を黒板か模造紙に書いてください。何度かそ
の聖句を繰り返し，少しずつ言葉を覆ったり，消したりしながら，子供たちが聖句全体を覚
えるまで続けます。
余った時間を
有効に使う

準備したレッスンを，クラスの終わる時刻の前に終えた場合，残りの時間を利用して，即興の活
動をするとよいでしょう。以下の提案は，この時間を有効に活用するうえで役立つでしょう。
1. 何人かの子供に大好きな聖文の物語や教会歴史の逸話を話させる。
2. 聖句探しをする。子供たちがすでに印を付けている重要な聖句を，ヒントを出して探させま
す。また，子供たちを二人一組またはグループに分けて探させるとよいでしょう。
3. その日のレッスンに出てきた聖句や，レッスンに関連する信仰箇条の節を子供たちが覚えら
れるよう助ける。
4. レッスンで学んだ原則を，家庭や学校で，そして友達に対してどのように応用していけるか，
子供たちの意見を聞く。
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5. クラスをグループに分け，その日のレッスンに関する質問を子供たち同士で順番に尋ねさせる。
6. その日のレッスンに関連する絵を描かせるか，引用文を書き写させ，家に持ち帰って目立つ
所にはり，レッスンの目的を思い起こせるようにする。
7. 子供たちに今後の学習のために聖句に印を付けるよう勧める。レッスンの中で子供たちが特
に好んだ聖句，あるいは，レッスンの目的を子供たちが思い起こすのに役立つと思われる聖
句でもよいでしょう。それらに印を付けるように言います。
8. 教会機関誌に掲載された適切な物語，記事，活動を紹介する。
9. 前回のレッスンで学んだ原則や歴史記事の物語について復習する。
教室での音楽

福音の学習は，音楽を活用することでさらに豊かに楽しいものとなります。子供たちは音楽
を通じて，よりよく学習し，記憶することができます。
子供たちが御霊を感じ，福音を学ぶうえで，教師は音楽に堪能な音楽家である必要はありま
せん。クラスで用いる音楽としては，教える原則を強調するため，レッスンの始めや途中に音
楽テープをかけたり，人を招いて『子供の歌集』の歌を歌ってもらったりすることもできます。
またレッスンの中で子供たちとともに歌ったり，歌詞を読んだりするとよいでしょう。できる
だけ頻繁に初等協会の歌から歌ってください。

分かち合いの時間

初等協会では分かち合いの時間を使って，簡単な福音に関する発表を時々することになって
います。これらの発表はレッスンから採り上げた内容で，ほとんど練習なしで行えるようなも
のにしてください。またそれまでに教えた原則への理解を深めるのに役立つものがよいでしょ
う。分かち合いの時間に役立つ幾つかの提案を以下に挙げます。
1. 聖文の物語を演じる。
2. 覚えた聖句を一緒に暗唱する。
3. 信仰箇条のいずれかの節を反復し，その意味を説明する。
4. 福音の原則を日常生活に応用するためのロールプレーを行う。

信仰箇条

信仰箇条をレッスンに取り入れ，子供たちに初等協会を修了するまでに信仰箇条を覚えるよ
う励ましてください。あらゆる機会を利用して，子供たちが信仰箇条を覚え，理解できるよう
助けてください。

8歳から11歳までの
子供を理解する

子供たちが学び，自信を持てるように，子供たちの必要や特徴をよく理解し，適切な活動や
レッスンを計画する必要があります。この年齢の子供たちの特徴に関する詳細な情報は，
『教師，
その大いなる召し』（36123 300）「子供の年齢別特徴」114−116ページを参照してください。こ
の本は，教会付属図書館で借りるか，教会配送センターを通じて購入できます。

障害を持つ子供たちを
交えて教えるための
特別な指針

救い主は，障害を持つ人々に対して哀れみの心を持つよう，模範を示してくださいました。
復活後ニーファイ人を訪れた救い主はこう言われました。
「あなたがたの中に病気の者がいるか。彼らをここに連れて来なさい。足の不自由な者，目の
見えない者，足の悪い者，手の不自由な者，らい病にかかっている者，体のまひしている者，
耳の聞こえない者，あるいはどんなことでも苦しんでいる者がいるか。彼らをここに連れて来
いや

あわ

なさい。癒してあげよう。わたしはあなたがたのことを哀れに思い，わたしの心は憐れみに満
たされている。」（3ニーファイ17：7）
あなたは初等協会の教師として，哀れみの心を示せるすばらしい立場にあります。専門的な
介助のための訓練は受けていないかもしれませんが，教師として障害を持つ子供たちを理解し，
慈しみ育てることができるのです。関心を寄せ，理解し，クラスの一人一人をレッスンに参加
させようという熱意をもって当たることが大切です。
障害を持つ子供たちは，理解する能力の程度にかかわらず，御霊を感じることができます。
中には初等協会のすべての時間には参加できない子供がいるかもしれませんが，たとえ短い時
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間であっても御霊を感じるために出席することが必要です。その場合に，子供がほかの子供た
ちから離れて休まなければならないときに備えて，子供の必要に対して敏感に対応することの
できる人が付き添う必要があるかもしれません。
障害の中には，学習能力障害，視覚障害，聴覚障害，知的障害，言語障害，精神的障害，運
動能力障害，また行動や人と接するうえでの問題や，長期にわたる病気などいろいろあります。
そのほかに，言葉や文化の違いになじめない子供もいるでしょう。子供たち一人一人状況は
違っても，どの子も同じように愛され，受け入れられなければなりませんし，福音を学び，御
霊を感じ，クラスの一員として立派に参加し，周りの人を助ける必要があります。
以下の指針は障害を持つ子供たちを教えるうえで助けとなるでしょう。
●

障害だけに目を向けず，その子供自身について知ろうとする。自然で，親しみやすく，愛情
を込めて接する。

●

その子供の持つ力や苦労していることなどについて知る。

●

様々な機会をとらえて，クラスの子供たちにクラスの全員を尊重する責任があることを教え，
留意させる。クラスの障害を持つ子供を助けることは，クラス全員にとってキリストのよう
になることがどんなことかを学ぶ良い経験となる。両親や家族，また適当であれば本人とよ
く話し合い，その子供を教えるのに最適な方法を見つける。

●

障害を持つ子供に祈りを頼んだり，そのほかの活動に参加させたりする前に，クラスに参加
することについてどのように感じるか尋ねる。一人一人の子供の持つ能力や才能をよく認め
て強調し，子供が気持ちよく上手に参加できるような方法を探す。

●

虐待の問題への
対処の仕方

障害を持つ子供の必要に合わせてレッスンで使うものやクラスの環境を整える。
教師は，情緒的または肉体的に虐待を受けて苦しんでいる子供がクラスの中にいることに気

づく場合があります。万一，クラスの子供にそのような懸念を感じたなら，監督に相談してく
ださい。
レッスンを準備し，教えるときには，主の導きと指示を祈り求めてください。クラスの子供
一人一人が，「自分は天父の大切な子供であり，天父とイエス・キリストはわたしたち一人一人
を愛し，わたしたちに幸せで安全な生活を送ってほしいと望んでおられる」と感じられるよう
にしてください。
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教会歴史

略年表

ニューヨーク州
マンチェスター

最初の示現

1820

天使モロナイがジョセフ・スミスに最初に 1823
訪れる
サウスベインブリッジ ジョセフ・スミスがエマ・ヘイルと結婚する 1827
クモラの丘

ペンシルベニア州

ジョセフが金版を手に入れる
1828 ジョセフが金版の翻訳を始める

ハーモニー

116ページの原稿が紛失する
1829 アロン神権が回復される
ジョセフ・スミスとオリバー・カウドリがバプ
テスマを受ける
メルキゼデク神権が回復される
ジョセフとオリバーがフェイエットへ移住する
フェイエット

モルモン書の翻訳が完成する
3人の証人が天使モロナイと会い，金版を見る
8人の証人が金版を見る

パルマイラ

モルモン書が出版される

フェイエット

末日聖徒イエス・キリスト教会が組織される

1830
オハイオ州

聖徒たちがオハイオ州へ行くように命じられる
1831 ジョセフ・スミスがニューエル・K・ホイット

カートランド

ニーと会う
エドワード・パートリッジが最初の監督に
ミズーリ州
インディペンデンス

召される
聖徒たちがジャクソン郡に定住する
ハイラム

ジャクソン郡がシオンの地として奉献される
1832 3つ栄光の階級の示現
ジョセフがタールと羽毛を塗りつけられる

カートランド
1833 預言者の塾が組織される
知恵の言葉が啓示される
印刷機が破壊される

カートランド神殿の建設が始まる

聖徒たちがジャクソン郡から追放される
1834 シオンの陣営が組織される
シオンの陣営が解散する
1835 十二使徒定員会が組織される
教義と聖約が出版される
最初の『賛美歌』が出版される
1836 カートランド神殿が奉献される
神権の鍵がカートランド神殿で回復される
1837 最初の宣教師たちがイギリスに行く
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ファーウェスト

ジョセフ・スミスがファーウェストに移住する

1838

聖徒たちがファーウェストに定住する
アダム・オンダイ・アーマンの場所が啓示される
ファーウェストで神殿の礎石が据えられる
デビッド・パッテンが殺される
撲滅令
ハウンズミルの虐殺
リバティー

ジョセフがリバティーの監獄に入れられる
聖徒たちがミズーリ州を去り，イリノイ州ク 1839
インシーに移住する
ジョセフがミズーリ州からの避難を許される

ファーウェスト

イリノイ州

使徒たちが伝道のためにイギリス諸島に旅立つ
ジョセフと聖徒たちがコマース
（後にノー

ノーブー

ブーと名付けられる）
へ移住する
1841 ノーブー神殿の建設が始まる
神殿のバプテスマフオントが奉献される
（信仰箇条）
1842 ウェントワース書簡
ジョセフが姿を隠す
1844 ジョセフとハイラムがカーセージの監獄に

カーセージ

入れられる
ジョセフとハイラムが殉教する
ブリガム・ヤングの変貌

ノーブー

1845 エンダウメントが最初にノーブー神殿で執
行される
1846 聖徒たちの西への移動が始まる
アイオワ州
マウントピスガ

ノーブー神殿の最後の奉献
モルモン大隊が組織される

ネブラスカ州
ウィンタークォーターズ ウィンタークォーターズが建設される
ブリガム・ヤングと最初の開拓者の一団が 1847
ユタ州

ソルトレーク盆地に向けて出発する
アイオワ州
ケインズビル

最初の開拓者の一団がソルトレーク盆地に入る ソルトレーク盆地
ブリガム・ヤングが預言者として支持を受ける
1853 ソルトレーク神殿の建設が始まる

アイオワ・シティー

最初の手車隊が西へ向かう

ソルトレーク・シティー

1856
1893 ソルトレーク神殿が奉献される
1899 ロレンゾ・スノーが什分の一の啓示を受ける

xiv

セントジョージ

ジョセフ・スミスと最初の示現

目 的

第

1課

預言者ジョセフ・スミスが天父と御子イエス・キリストに会ったという，子供たち一人一人
あかし

の証を強める。
準 備

1． ジョセフ・スミス−歴史1：1−26，本課の歴史記事を祈りの気持ちで研究する。それから
レッスンを検討し，聖文と歴史記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの
準備」vi−vii，
「聖文と歴史記事に基づいて教える」vii−vii参照）
。
2． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
3． 教材
ａ．高価な真珠（人数分）
ｂ．本課の最後にある「ニューヨーク─オハイオ地域の地図」
ｃ．視覚資料5−1「預言者ジョセフ・スミス」（『福音の視覚資料セット』401）；5−3
「ジョセフ・スミスの家族」；5−4「聖書の中に知恵を求めるジョセフ・スミス」（『福
音の視覚資料セット』402）；5−5「聖なる森」；5−6「最初の示現」（『福音の視覚資料
セット』403）

レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導 入

一人の子供にしばらく教室の外で待つように言う。クラスのほかの生徒に，中身を隠したま
ま二つの入れ物を見せる。生徒を二つのグループに分け，それぞれのグループに入れ物を一つ
ずつ渡す。その上で次のように言う。「外にいる子が戻ってきたら，自分のグループの入れ物を
選ぶように，それぞれのグループで説得してください。」外の子供に教室に入るように言い，入
れ物を一つ選ばせる。その子供が入れ物を選んだら，次のような質問をする。
●

なぜその入れ物を選んだのですか。

●

周りからいろいろ自分のすることを言われたとき，どんな気持ちがしましたか。
ジョセフ・スミスも14歳のとき，自分がしなければならない選びのことで迷った。加わるべ

き教会を決めようとしたのである。周りの人々は彼がどの教会に加わればよいか助けようとし
たが，ジョセフは混乱しただけであった。彼は賢い選びをするにはもっといろいろなことを知
る必要があると思い，どの教会がほんとうか知りたいと思った。ジョセフは，二つの入れ物か
ら一つを選ばなければならない先ほどの子供とよく似た状況に置かれていた。みんながジョセ
フに自分たちの教会を選んでほしいと思っていたが，ジョセフにはどの教会を選べばよいか分
からなかった。
聖文と歴史記事

ジョセフ・スミス−歴史1：1−26や次の記事にあるように，最終的には最初の示現を受ける
ことになったジョセフ・スミスの生活や出来事を子供たちに説明する。適宜，地図や視覚資料
を見せる。ジョセフ・スミスは1805年アメリカのバーモント州で生まれた。9人兄弟の4人目で
あった。ジョセフが10歳のとき，家族はニューヨーク州に移り，パルマイラという町の近くに
住んだ（地図で場所を示す）。スミス家族は貧しく，食物や必要な品々を得るには，家族全員が
一生懸命に働かなければならなかった。パルマイラに移り住む前に家族は何度も引っ越しを繰
り返していた。しかし，パルマイラで手に入れた農場では穀物がよく育った。
ジョセフはほとんど学校に通えなかったので，読み書きの基本と簡単な計算しかできなかっ
た。ジョセフの母親が語るところによれば，彼が示現を受けるまでは，同い年のほかの子供た
1

ちと変わったところはなかったと言う。ジョセフ・スミスは静かで行儀が良く，大切な事柄に
ついて勉強したり，考えたりするのが好きな子供で，背が高く，運動好きで，容易に怒らない，
陽気な子供であった。
ジョセフの家族は神を愛し，戒めを守りたいと思っていた。皆，聖書を読み，度々祈って，
ジョセフのように，どれがほんとうのイエス・キリスト教会であるか知りたいと思っていた。
ジョセフが最初の示現を受けると，家族は彼を信じ，その召された偉大な業を果たせるように
彼を助けた。
今年は，教義と聖約と教会歴史を勉強することを説明する。教義と聖約は神から与えられた
啓示を集めたもので，そのほとんどがイエス・キリストによって預言者ジョセフ・スミスに与
えられた啓示を収める。教会の初期にあった歴史的な出来事の多くは，ジョセフ・スミス自身
が高価な真珠の「ジョセフ・スミス−歴史」の中に記している。高価な真珠の中からこの部分
を探せるよう子供たちを助ける。
レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，

話し合いと
応用のための質問

生活に応用するうえで最も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を
読むのは，聖文に対する子供たちの理解を深めるのに役立つ。
●

ジョセフ・スミスはいつ，どこで生まれましたか（ジョセフ・スミス−歴史1：3）。ジョセフ
のお父さんとお母さんの名前は何といいますか（ジョセフ・スミス−歴史1：4）。ジョセフに
は何人の兄弟姉妹がいましたか（ジョセフ・スミス−歴史1：4）。ジョセフの両親は彼がしな
ければならない務めのために，どのように準備をさせましたか。

●

ジョセフの家族はバーモント州からどこへ引っ越しましたか（ジョセフ・スミス−歴史1：3）
。
子供たちに次の点を理解させる。家族がバーモント州からニューヨーク州に移ったのはよい
農場を探すためであったが，彼ら自身も気づかなかったもっと大切な理由は，ジョセフが金
版の埋めてある場所の近くに住めるようにするためであった。わたしたちは，それと気づか
ずに，天父の導きを受けた生活を送っていることがあるでしょうか。

●

ジョセフは自分がどの教会に加わったらよいか，なぜ迷ったのでしょうか（ジョセフ・スミ
ス−歴史1：5−10）。ジョセフが何をすべきか決めるのに，聖文はどのように役立ちましたか

（ジョセフ・スミス−歴史1：11−13）。自分で決心するときに，これまで聖文が役立ったこと
はありますか（教師の経験を紹介してもよい）
。
●

ジョセフは祈るためにどこに行きましたか（ジョセフ・スミス−歴史1：15）。ジョセフはなぜ一人
になれる場所が欲しいと思ったのでしょうか。ジョセフ・スミスが祈りに行った場所は現在，
「聖
なる森」と呼ばれていることを教える
（
「レッスンを豊かにする活動」の6を参照）。

●

ジョセフが祈り始めると，どのようなことが起きましたか（ジョセフ・スミス−歴史1：15）。
この闇はどこから来たのでしょうか（ジョセフ・スミス−歴史1：16）。自分を囲んだこの闇
からジョセフはどのように救われましたか（ジョセフ・スミス−歴史1：17）。この経験から
ジョセフはサタンとその力について何を学んだでしょうか。天父の力については何を学んだ
でしょう（天父の御力はサタンの力に勝る）。天父の力がサタンの力に勝ることを覚えておく
のは，なぜわたしたちにとって大切なのでしょう。

●

サタンはなぜジョセフに祈りをやめさせたかったのだと思いますか。サタンはどのようにわ
たしたちが祈ったり，善いことをしたりするのをやめさせようとするでしょう。サタンの誘
惑を受けるときわたしたちには何ができますか。
みすがた

●

聖なる森でジョセフに御姿を現されたのはどなたですか（ジョセフ・スミス−歴史1：17）。
これらの御方はどのような様子をしていたでしょうか。天父はジョセフに何と言われたで
しょう。ジョセフ・スミスはこの示現から，天父とイエス・キリストについて何を学んだで
しょう（「レッスンを豊かにする活動」の1を参照）
。

●

イエスは，どの教会に加わればよいかという問題について，ジョセフに何と言われたでしょ
う（ジョセフ・スミス−歴史1：18−19）。それはなぜですか。導入の活動で使用した入れ物
を取り，どちらも空であることを見せる。ジョセフ・スミスの時代は地上に選ぶべき正しい

2

第1課

教会がなかった。どの教会にも幾らかの善い教えはあったが，福音の完全な真理を教えてい
る教会はなかった。
●

ジョセフの示現に「信仰を告白する人々」はどのように反応しましたか（ジョセフ・スミ
ス−歴史1：21−22）。なぜジョセフは彼らの反応に驚いたのでしょう（ジョセフ・スミス−
歴史1：22−23）。
「迫害」とは，本人の抱いている信条のためにその人を苦しめることである。
自分が信じていることのために，今までに迫害を受けた経験がありますか。そのときに皆さ
んは何をしましたか。

●

迫害を受けたために，最初の示現に対するジョセフの証はどのように変わりましたか（ジョ
セフ・スミス−歴史1：25）。ジョセフ・スミスの最初の示現に対して，一人一人自分の証を
持つことが大切なのはなぜですか（
「レッスンを豊かにする活動」の2を参照）
。

レッスンを豊かに
する活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． 本課の最後にあるクロスワードパズルを生徒の人数分用意して，生徒がマスを埋められる
ように助け，答えについて話し合う。生徒の人数分パズルが用意できなければ，黒板にパ
ズルを書く。ヒントを読み上げて，生徒の正しい答えを待つ。子供たちに順に黒板のマス
を埋めさせるとよい。（解答 ── 1．てんのおとうさま，2．サタン，3．イエス・キリスト，
4．べつの，5．いのり，6．ほろぼす，7．きょうかい）
2． 二人の子供に，それぞれどちらかの引用文を読ませる。
第6代大管長ジョセフ・F・スミスは次のように語った。「神の御子が墓より復活して高き
に昇られて以来，世に起こった最大の出来事は，御父と御子が少年ジョセフ・スミスに現
れて，人の王国ではなく，もはやくじかれることのない神の王国の基を置くための道を備
えられたことである。……この真理を受け入れると，わたしは，〔ジョセフ・スミスが〕宣
言したほかの真理を容易に受け入れられることが分かった。
」（Gospel Doctrine，第5版〔ソ
ルトレーク・シティー：Deseret Book Co．，1939年〕495−496）
第13代大管長エズラ・タフト・ベンソンは次のように教えた。「皆さんは最初の示現につ
いていつも証すべきです。ジョセフ・スミスはほんとうに天父と御子を見ました。御二人
は，ジョセフが語るように，彼に声をかけられました。」（ The Teachings of Ezra Taft

Benson，101）
●

最初の示現について証を持つのは，なぜ大切なのですか。
最初の示現は真実のイエス・キリスト教会に対する証の土台になることを，子供たちに

理解させる。天父とイエス・キリストが実際にジョセフ・スミスに姿を現され，声をかけ
られたと言うことが信じられれば，預言者ジョセフ・スミスが教え，回復したすべての事
柄も真実であるということに，確信が持てる。
3． 子供たちに，信仰箇条1：1を暗唱させるか，見直させる。ジョセフ・スミスの最初の示現
によって明らかになった真理がそこでどう証されているか，話し合う。すなわち，永遠の
父なる神と御子イエス・キリストは，それぞれ別の御二方である。
4． ジョセフ・スミス−歴史1：25（「わたしは示現を見た」から始まる）聖句か，ヤコブの手
紙1：5を，子供たちに覚えさせる。新約聖書のどこに「ヤコブの手紙」があるか，子供た
ちに見せる。「とがめもせずに惜しみなく」の部分の意味を子供たちと話し合う。
5． ジョセフ・スミスは，イエス・キリストの福音を回復するために，生まれる前から選ばれ
ていたことを説明する。子供たちに2ニーファイ3：14−15を開けさせ，読ませる。エジプ
トのヨセフは，自分の子孫の一人が福音を地上に回復すると預言した。名前は同じヨセフ
（ジョセフ）であり，父親とも同じ名前であろうと言った。預言者ジョセフ・スミスは父親
の名前にちなんで名付けられ，ジョセフ・スミス・ジュニア（「二代目」の意味）と呼ばれ
た。父親はジョセフ・スミス・シニア（
「初代」の意味）と呼ばれた。
6．「聖なる森」は現在でもジョセフ・スミスの時代と同じままに存在していることを子供た
ちが理解できるように助け，以下の説明を聞かせる。
3

「1860年に……ジョセフ・スミスの少年時代の友達が……かつてのスミス家の農場を購入
しました。彼が後にその息子に語ったところによると，……農場の西の端にある森の木は
一度も斧で切ったことがない，なぜならジョセフ・スミスはここが彼の示現を見た場所だ
と言ったからであるといいます。
……最初の示現から150年を経た現在でも，10エーカーあるこの森は元からあった自然の
美しさをほとんどそのまま保っています。ジョセフ・スミスの時代の背丈の高い樹木は，
この古くからある森に今も彩りを添えています。多くは樹齢200年を超えています。」（ドナ
ルド・エンダース Sacred Grove， Ensign，1990年4月号，16）
次の点を説明してもよい。現在聖なる森と呼ばれている場所は確かにジョセフ・スミス
が最初の示現を受けた場所であるが，ジョセフ・スミスが森の中のどこで示現を見たのか，
正確な位置は分かっていない。
7． 教会ビデオ基礎編（53779 300）から「最初の示現」
（15分）を子供たちに見せる。
8． 次の歌を歌うか，歌詞を読む。「麗しき朝よ」（「賛美歌」18番），「光かがやく春の日に」
（
『子供の歌集』57）の3番の歌詞。
まとめ
証

神権の回復によって，天父のもとに戻るために必要なすべての祝福を受けられるようになっ
たことを感謝する。神権の偉大な力を受ける準備をし，その力を使うためにいつもふさわしく
生活するよう，男の子にチャレンジする。女の子には，神権を尊び神権の祝福を受けるふさわ
しさを身に付けるように，チャレンジする。

読書課題
家族との分かち合い
の提案

本課の復習のため，家庭で教義と聖約13章と章の前書きを研究するよう，子供たちに提案する。
子供たちが，物語，質問，活動，家庭学習の提案などのレッスンの一部を家族と分かち合う
ように励ます。読書課題を家族で一緒に読んでもいい。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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最初の示現から分かること
1．人は

とイエス・キリストの形に似せて創造された。
の力より大きい。

2．天のお父さまの力は
3．

は天父の御子である。

4．天父とイエスは，それぞれ
5．天父はわたしたちの

御二方である。
にこたえてくださる。

6．サタンは実在し，天父とイエスの業を
7．イエスはジョセフ・スミスに，当時の地上にあるどの
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ことを望んでいる。
も真実ではないと言われた。

背教と，イエス・キリスト教会の
回復の必要性
目 的

第

2課

イエス・キリストの教会が背教のために地上から取り上げられたこと，教会が地上に回復さ
れなければならないことを，子供たちに理解させる。

準 備

1． イエス・キリストの教会の様々な面を表す以下の引用聖句を，祈りの気持ちで研究する。
マタイ16：17（現在も与えられている啓示），ルカ9：1−2とヨハネ15：16（神権の権能），
アモス3：7とエペソ2：20（生ける預言者と使徒），マタイ3：16と使徒行伝2：38（イエス
が教えられたとおりに行われる儀式），使徒7：55−56（天父とイエス・キリストと聖霊は
別個の御三方である）。以上のほかに教義と聖約1：1−6，15−23，30，本課の歴史記事を
研究する。それからレッスンを検討し，聖文と歴史記事を子供たちにどう教えるかを決め
る（本書「レッスンの準備」vi−vii，「聖文と歴史記事に基づいて教える」vii−viii参照）
。
2． その他の参照箇所──アモス8：11−12；2テサロニケ2：1−3；2テモテ4：3−4（背教に関
する預言），
『福音の原則』（31110 300）16章と17章。
3． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
4． 以下の言葉を書いたカードを準備する。
セット1

現在も与えられている啓示
神から与えられた神権の権能
生ける預言者と使徒
イエスが教えられたとおりの儀式が行われる
天父とイエス・キリストと聖霊は別個の御三方である
セット2

啓示が与えられない
神権が取り去られる
生ける預言者や使徒がいない
教えと儀式が変えられた
天父とイエス・キリストと聖霊は
一つの大きな霊だと考えられている
5． 教材
ａ．教義と聖約（人数分）
ｂ．聖書
ｃ．きれいな水の入ったコップ2個，少量の泥かおがくず，かき混ぜるためのスプーンか棒
ｄ．視覚資料5−6「最初の示現」
（『福音の視覚資料セット』403）
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レッスン
導 入

一人の子供に開会の祈りをさせる。
「最初の示現」の絵を見せる。以下のような質問をして，前回のレッスンの復習をする。
●

ジョセフ・スミスはなぜ森に入ってお祈りをしたのでしょうか。

●

ジョセフは自分の祈りにどのような答えが与えられると思っていたでしょうか。

●

ジョセフはどのような答えを受けたでしょうか。

●

イエス・キリストが地上におられたときに組織した教会には，どのようなことが起こったでしょうか。
子供たちにきれいな水の入ったコップを見せる。これから手を加える水を飲めるかどうかを

尋ねる。一人の子供に泥かおがくずを水に入れて全体が薄く濁るまでかき混ぜさせる。この水
を今すぐ飲みたいと思うかどうか尋ねる。飲むためにはきれいな水と取り替えなければならな
いことを指摘する。イエス・キリストが地上で最初に教会を組織されたとき，教会は正しく組
織され，教会の指導者は真理を教えていたことを説明する。教会はきれいな水が入ったコップ
のようだった（きれいな水が入ったコップを見せる）。その後，人々は教会を変えてしまったた
め，汚れた水が入ったコップのようになってしまった。このため，地上に正しい教会と教えを
回復する（取り戻す）必要があった。
聖文と歴史記事

「準備」の項とそれに続く歴史事項で採り上げられている聖文の説明に従って，背教と，イ
エス・キリストの教会の回復について子供たちに教える。
イエス・キリストは地上におられたとき御自分の福音を教え，十二使徒を召し，御自分の教
会を組織された。セット1からカードを取り出してはり，これらがイエスの正しい教会には大切
だったことを説明する。カードをはりながら，それぞれの文章について簡単な説明を加えると
よい（その際，「準備」の項に列挙されている聖文を幾つか読んでもよい）
。
イエス・キリストの教会に起こった変化を説明する際に，セット1のカードの上にセット2のカードをはる。
イエス・キリストが十字架にかけられ，ペテロを始めとする使徒たちが殺された後に，背教（イエ
スの真の教会から離れること）が起きた。生ける預言者や使徒がいなくなったため，啓示を受ける
こともなくなった。正しくない教えが教会に付け加えられ，またイエス・キリストが教えた真理の幾
つかが取り去られてしまった。神権（神の名によって行動する権能）は地上から姿を消した。
人々が受けたバプテスマは，イエス御自身が受けられたように水に沈められるのでなく，水
を振りかける方法で行われた。もうイエス・キリストの教会ではなくなっていた。イエスが組
織された教会は地上から姿を消していた。多くの様々な教会が出現した。イエス・キリストの
教えに教会を戻そうとした人々もいた。彼らは聖書を読んで，自分たちの教会の教えが間違っ
ていることを確認できたが，イエス・キリストの教会に引き戻すことはできなかった。それを
するために必要な神権をイエスから与えられていなかったからである。こうした人々の多くは
彼らの主張した信条のために迫害を受け，また殺されもした。
イエス・キリストの真の教会が背教に陥った後，天父とイエス・キリストは真の教会を回復
するための準備をされたことを説明する。以下の3人の宗教改革者についての説明を読む。これ
らの宗教改革者は自分たちが属していた教会がイエスの教会からどれほど変えられていたかに
気づいていた正直な人々であったことを説明する。彼らは自分たちの教会を改革して，イエス
の元の教会に近づけようとした。ここで採り上げる3人の改革者は真の教会の回復のために，世
の中を備えさせた人々である（
「レッスンを豊かにする活動」の2を参照）
。
ジョン・ウィクリフ

ジョン・ウィクリフは1320年にイングランドで生まれた。ウィクリフは教会の教師となり指導者と
なった。しかし，教会で行われていることの一部は聖書に記されていることと違うことに気づいた。
ウィクリフが属していた教会は人々に聖書を読ませようとはしなかった。司祭が人々のために聖書
を読んで，解説をしていた。ウィクリフはもっと多くの人に聖書を読んでもらうために，聖書を英語
に翻訳する仕事に携わった。彼は自分に従う者たちを人々の間へ送って聖書の教えを人々に理解
させようとした。教会の指導者はそのような活動を止めさせようとしたが，ウィクリフはイエスがど
のような教会を望んでおられるかを人々に理解させる運動をやめようとはしなかった。
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第2課

マルチン・ルター

マルチン・ルターは1483年にドイツで生まれた。ルターはカトリック教会の司祭となり，そ
して宗教学の教師を務めた。ルターは聖文を研究していて，教会が聖文が教えるとおりには教
えていないことに気づいた。そして，彼の教会がイエス・キリストの教会からどのように変え
られているかを記した95箇条の声明文を書き上げた。教会の指導者はルターに対して怒ったが，
ルターは自分の説が正しいと主張し続けた。教会の指導者は法廷を開いて，教会の偽りの教え
についてルターが述べたことを撤回するように言った。しかし，ルターはこう言った。「わたし
は聖文により確信を得，きわめて論理的に理解したので，……いかなる点も撤回することはで
きません。良心に逆らうことは正しいことではありません。かえって，また自分を危険にさら
すことになるのです。神の加護がありますように。アーメン。」（ローランド・H・ベイントン，

Here I Stand：A Life of Martin Luther，185から引用）ルターはカトリック教会から追放され，
さらに犯罪者のらく印を押された。しかしルターは友人たちに守られて，聖書をドイツ語に翻
訳する作業を続けた。新しく発明された印刷機により，ルターが翻訳した聖書は多くの人々の
手に渡ることになった。
ロジャー・ウィリアムズ

1620年に，自分で選んだ宗教を礼拝する自由を求める人々は巡礼者または清教徒と呼ばれて
いた。彼らはアメリカへ渡って，プリマスと名付けた町を築き，家屋と教会を建設した。こう
してついに彼らが望んだように神を礼拝する自由を得た。ロジャー・ウィリアムズは1631年に，
自由に神を礼拝できる地を求めてアメリカへ移住した。ウィリアムズはすべての人は自分の望
むように神を礼拝できなければならないと唱えたため，清教徒から町を追放されてしまった。
こうしてロジャー・ウィリアムズと彼に従った人々は新しい定住地を築いた。ウィリアムズは
最終的に，イエス・キリストの教会はもはや地上に存在しないこと，イエス・キリストの名に
よって行動する権能は失われてしまっているという結論に達した。そして，イエス・キリスト
せいさん

が新しい使徒たちを召して，彼らにバプテスマや聖餐の祝福などの儀式を行う権能を授けない
かぎり，この状態は改善されないと信じていた。
ウィクリフ，ルター，ウィリアムズは自分たちの教会の中にあった問題を解決するための権
能をイエス・キリストから授けられていなかったことを子供たちに理解させる。けれども，彼
らはこれらの問題に人々の注意を向けさせることによって，イエスの教会が回復されるときの
ために世の人々を準備させるという貢献を果たしている。
真の教会はもはや地上に存在しなかったため，イエス・キリストは真の教会を再び地上に取
り戻す必要があったことを説明する。これが回復と呼ばれる。イエス・キリストの教会を回復
する時期が到来したときに，天父はイエス・キリストの教会を再び地上に設立する権能を授け
るためにジョセフ・スミスを選ばれた。
レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，

話し合いと
応用のための質問

生活に応用するうえで最も役立つと思われる質問を，採り上げる。教室で子供たちと一緒に聖
句を読み話し合えば，聖文に対する子供たち一人一人の理解力を深めるのに役立つ。
「背教」とはどのような意味ですか。イエスがはりつけにされ，イエスが選ばれた使徒たち

●

が殺された後，イエス・キリストの教会には何が起こりましたか。
●

なぜ回復の必要があったのですか（教義と聖約1：15−16）。イエス・キリストはなぜ，ジョ
セフ・スミスに語りかけられたのですか（教義と聖約1：17）。ジョセフ・スミスは回復の預
言者であったことを説明しなさい。

●

ジョン・ウィクリフ，マルチン・ルター，ロジャー・ウィリアムズは自分たちが属していた
教会にどのような間違いを見つけましたか。彼らは問題を解決するためにどのようなことを
しようとしましたか。彼らはなぜ，イエス・キリストの教会を地上に回復することができな
かったのでしょうか。

●

イエス・キリストは真の教会についてどのようなことをジョセフ・スミスに明らかにされま
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したか。子供たちが答えを見つけるにしたがって，セット2の言葉のカードを取り去り，セッ
ト1のカードを残しなさい。
●

イエス・キリストは回復された福音をだれに伝えたいと望んでおられるのでしょうか（教義
と聖約1：2，4）。わたしたちはどのようにしたら回復されたイエス・キリストの福音を人々
と分かち合うことができますか。

レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1．「主の言葉」と書いた紙を1枚用意しておき，レッスンが始まる前に，あなたのポケットの
中や靴の中など子供たちに見つからない場所に隠しておく。教室の中のどこかに何かが書
かれた一枚の紙が隠してあるので，子供たちに探すように言う。この活動は静かに行わせ
る子供たちが教室の中をくまなく探したら，紙を取り出しなさい。
●

探しても見つけられなかったものは何でしたか。

子供たちに紙に書かれている言葉を声を出して読ませる。
み こ と ば

●

背教の間，主の御言葉はどこにありましたか（一部は聖書の中にあったが，多くの教え
は地上から失われていた）。皆さんは主の御言葉をどこで見つけることができますか（聖
書，モルモン書，教義と聖約，高価な真珠，末日の預言者と使徒のメッセージから）。言
葉は啓示であることを説明する。

一人の子供にアモス8：11−12を声を出して読ませる。
●

アモスはどのようなことが起きると言っていますか。

「ききん」とはどんなことですか。

●
●

アモスが言った「主の言葉を聞くことのききん」とはどのような意味ですか。

イエス・キリストが預言者ジョセフ・スミスを通して教会を回復する以前に，多くの人々
は正しい主の御言葉を探したが，見つけることができなかったことを説明する。主から啓
示を受ける権能を持つ指導者が教会にはなかった。しかし，教会が回復されると，主は再
び主が選ばれた指導者たちに啓示を与え始められた。
2． レッスンの1週間前に，3人の子供にジョン・ウィクリフ，マルチン・ルター，ロジャー・
ウィリアムズについて発表する割り当てを与える。テキストからそれぞれ該当する記事を
コピーして渡すようにする。
3． 子供たちが信仰箇条第9条を暗唱できるように助ける。
4． 預言者ジョセフ・スミスが生まれる前に，ジョセフの祖父アサエル・スミスは自分の子孫
の一人が「人類に対して大きな益となる」であろうということを強く感じていたことを子
供たちに説明する（『時満ちる時代の教会歴史』17から引用。History of the Church，第2
巻，443も参照）。アサエルの孫であるジョセフ・スミスは，イエス・キリストが御自分の
教会を地上に回復する助け手となることによってどのように世界の人々の大きな益となっ
たかを話し合う。
5．「感謝を神に捧げん」（『賛美歌』11番）を歌うか，歌詞を読む。
まとめ
証

イエス・キリストの教会から背教が実際に起きたこと，キリストの教会が末日に回復された
ことについて証を述べる。預言者ジョセフ・スミスを通してイエス・キリストの真の教会が地
上に回復されたことを証しなさい。イエス・キリストがわたしたちを助けるために教会を回復
してくださったことに対する感謝の気持ちを述べなさい。

読書課題

本課の復習のため，家庭で教義と聖約1：17−23を研究するよう，子供たちに提案する。

家族との分かち合い

物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を家族で一緒に

の提案

読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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第

天使モロナイの
ジョセフ・スミスへの訪れ
目 的

3課

イエス・キリストの完全な福音が回復されるというモロナイのメッセージの重要性を子供たち
に理解させる。

準 備

1． ジョセフ・スミス−歴史1：27−53；黙示14：6−7；モルモン8：1，4；本課の歴史記事を
祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文と歴史記事を子供たちにどう
教えるかを決める（本書「レッスンの準備」vi−vii，「聖文と歴史記事に基づいて教える」
vii−viii参照）
。
2． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
3． 教材
ａ．高価な真珠（人数分）
ｂ．聖書とモルモン書
ｃ．マイクロフォンまたはマイクロフォンのようなもの（任意）
ｄ．視覚資料5−7「ソルトレーク神殿の頂に立つ天使モロナイ」：5−8「天使モロナイの訪
れ」（『福音の視覚資料セット』404）
；5−9「金版を見つけるジョセフ・スミス」

レッスン
導 入

一人の子供に開会の祈りをさせる。
●

だれかからマイクを渡されて，全世界に対して大切なメッセージを話してくださいと言われ
たら，あなたはどのようなことを言いますか。
子供たちの一人に「マイク」を渡して，メッセージを話してもらう。数人の子供に順番に話

してもらう。教師がその中に入ってもよい。
本課では，ある人が全世界の人々に役立つメッセージを話したことについて勉強することを
子供たちに知らせる。このメッセージは「マイク」を使って発表されたものでも，ラジオ，テ
レビ，衛星放送によって発表されたものでもない。
神殿の頂に立つ天使モロナイの絵を見せる。
●

これはだれですか。天使モロナイはなぜラッパを吹いていると思いますか。
モロナイのメッセージとモロナイがどのようにしてそのメッセージを与えたかについて書い

たヨセフの記録を子供たちに聞かせる。黙示14：6−7を声に出して読む。
聖文と歴史記事

子供たちにジョセフ・スミス−歴史1：27−53と以下の歴史記事から，モロナイがジョセフ・
スミスを訪れたことについて教える。適当なときにジョセフ・スミスの絵を見せる。
天父とイエス・キリストがジョセフ・スミスに現れた最初の示現と，天使モロナイがジョセフを最
初に訪れたときの間には3年半近くが過ぎている。この間，ジョセフは父の農場で働いていた。
ジョセフは穀物を植えて，収穫したり，雑木を伐採したり，シロップを作るためにかえでの
木から樹液を採ったりする仕事をしていた。時には近所に住むマーティン・ハリスの仕事を手
伝うこともあった。ジョセフは，彼が示現を受けたことを信じない人々から絶えず迫害を受け
あかし

ていたが，天父とイエス・キリストに対する証を持ち続けた。
話し合いと
応用のための質問

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，
生活に応用するうえで最も役立つと思われる質問を，採り上げる。教室で子供たちと一緒に聖
句を読み話し合えば，聖文に対する子供たち一人一人の理解力を深めるのに役立つ。
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●

ジョセフ・スミスは1823年9月21日の夜になぜお祈りをしたのですか（ジョセフ・スミス−歴史1：
29）。ジョセフの祈りはどのようにこたえられましたか（ジョセフ・スミス−歴史1：30−33）。わた
したちがお祈りするときになぜ天使が現れないのですか。1823年当時には地上に真理が存在し
ていなかったこと，天からの使いによって真理が回復されなければならなかったことを子供たち
に理解させる。現在わたしたちには，福音があるため，個人の祈りのほとんどは別の方法で答
えを受ける。教会でレッスンや話を聞いているときや，両親や教会の指導者と話をしているとき
や，聖文を読んでいるときに，祈りの答えが心の中に与えられることがある。

●

モロナイはどのような人でしたか。モルモン書からモロナイ書を示す。モロナイは紀元400年
ごろに存在したニーファイ人の最後の預言者で，モルモン書の幾つかの書を書いたことを説
明する。モロナイは記録を書き終えたときに，金版をどうしましたか（モルモン8：1，4）。
なぜモロナイが選ばれてジョセフ・スミスを訪れたのでしょうか。

●

モロナイはジョセフ・スミスの名前にどのようなことが起こると言いましたか（ジョセフ・
スミス−歴史1：33）。ジョセフ・スミスの名前が「良くも悪くもすべての国民，部族，国語
の民の中で」言われた例を幾つか挙げてください。あなたが教会員であることによって，ほ
かの人々の態度が変化したようなことがありますか。

●

モロナイがジョセフ・スミスに話したのはどの書のことですか（ジョセフ・スミス−歴史1：
34）。この書物には何が書かれていましたか。金版と一緒に何が入っていましたか（ジョセ
こんにち

フ・スミス−歴史1：35）。これらの品物は何のために必要だったのですか。今日わたしたち
がモルモン書を持っていることはなぜ大切なのですか。
●

ジョセフ・スミス−歴史1：42，46で，モロナイはジョセフ・スミスにどのような警告を与え
ていますか。わたしたちがサタンの誘惑に負けないようにするために，サタンとサタンの計
画を知ることはどのように役立つでしょうか。

●

モロナイはなぜジョセフを4回も訪れて（夜中に3回と，翌朝に1回），毎回同じメッセージを
伝えたと思いますか（ジョセフ・スミス−歴史1：44−46，49）。わたしたちは大切なことに
ついて何回も聞いたり読んだりすると，どのようになりますか。一生を通じて毎日聖文を読
むことはなぜわたしたちのためになるでしょうか（
「レッスンを豊かにする活動」の2を参照）
。

●

モロナイがジョセフを訪れた翌朝何が起こりましたか（ジョセフ・スミス−歴史1：48−49）。
ジョセフがモロナイについて話したとき，父親はどのような反応を示しましたか（ジョセ
フ・スミス−歴史1：50）。ジョセフの父親はなぜジョセフの言葉を信じたのでしょうか。両
親から信頼を得るにはどうしたらよいでしょうか。

●

ジョセフは金版が埋められていた正確な場所をどのようにして知ることができましたか

（ジョセフ・スミス−歴史1：50）。金版が埋められていたのは何という丘でしたか（クモラ；
モルモン6：6参照）。ジョセフがこのときに金版を持ち帰ることを禁じられたのはなぜですか
（ジョセフ・スミス−歴史1：53）。ジョセフはまだ17歳で，金版の翻訳にとりかかるまでに学
ばなければならないことがたくさんあったことを指摘する。
レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． モロナイのメッセージはジョセフ・スミスにとって非常に大切なものであったことを指摘
する。ジョセフは大切な仕事をするために神から召されたこと，その仕事の幾つかはどの
ような性格の仕事かについて説明を受けた。
●

ジョセフ・スミスはどのような大切な仕事をするために召されたのでしょうか。
子供たちにモルモン書は金版を翻訳したものであることを思い起こさせる。
モロナイのメッセージはわたしたちにとっても大切であることを説明する。黒板に「わたしが

モロナイから学べること」と書く。子供たちに以下のカードを読ませてから，黒板にはる。
モルモン書は正しい書物です。
モルモン書には大昔にアメリカ大陸に住んでいた
人々のことが書かれています。
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モルモン書にはイエス・キリストの
完全な福音が書かれています。
こんにち

カードをはりながら，それぞれの文章の意味について話し合う。モルモン書が今日のわた
したちにとって大切であることについて話し合う。わたしたちはモルモン書を読み，研究
することによって，イエス・キリストの福音に従って生活するための方法を知ることがで
きることを指摘する。
2． 一人の子供に以下の文章を読ませる。
モロナイは神様からジョセフ・スミスに遣わされた天使です。モロナイは，神様がジョ
セフがしなければならない大切な仕事をお与えになることを伝えました。モロナイはまた，
丘の中腹に金版が埋められていて，その金版に記された書物には完全な福音と，アメリカ
大陸に昔住んでいた人々の歴史が書かれていることをジョセフに話しました。
今読んだ話をもう一度読んでみたい子供がいるかどうか尋ねる。その子供に読んでもら
い，さらに別の子供に読んでもらう。何度も読めば読むほど覚えやすくなることを指摘す
る。モロナイが伝えたメッセージは実際には今聞いたメッセージよりももっと長いことを
説明する。モロナイはジョセフ・スミスがメッセージを理解して，記憶することができる
ように繰り返し伝えた。
●

同じ福音の原則を何度も勉強することはどうして大切なのでしょうか。

3． レッスンを準備する際に，イエス・キリストへの信仰，悔い改め，水に沈めるバプテスマ，
たまもの

聖霊の賜物，モルモン書，生ける預言者，現代の啓示，神権，神殿の儀式，など福音の基
本的な事項に関する言葉をそれぞれ別の紙に書いたものを用意する。空の水差しかほかの
容器に「イエス・キリストの福音」と書いた紙をはる。
レッスンで，空の容器を見せる。子供たちに天使モロナイはジョセフ・スミスに対して
地上に福音が回復されると言ったことを思い起こさせる。そしてこの回復が行われたこと
を説明する。
子供たち一人一人に好きな紙を選ばせ，そこに書かれている言葉を声を出して読ませ，
その後で容器の中に入れさせる。それぞれの福音の基本的な事項がわたしたちにとってな
ぜ大切かを説明させる。すべての紙を容器に入れるまでこの活動を続け，わたしたち末日
聖徒イエス・キリスト教会の会員はイエス・キリストの福音を持つという祝福を受けてい
ることを指摘する。
4． 子供たちが信仰箇条第9条を暗唱または理解するように助ける。ジョセフ・スミスが受けた
啓示の大切さと，わたしたちが生ける預言者を通じて引き続き啓示を受けていることの大
切さを強調する。
5．「いのりながらみ言葉読む時」（『子供の歌集』66）「福音の教えよく守りましょう」（『子供
の歌集』72）を歌うか，歌詞を読む。
まとめ
証

モロナイがジョセフ・スミスとわたしたちにもたらしたメッセージに対する感謝の気持ちを
述べる。ジョセフ・スミスは神のほんとうの預言者であったこと，モルモン書が真実であるこ
とについて証を述べる。子供たちにモルモン書を毎日読むことによって，福音をさらに学ぶよ
う励ます。

読書課題

本課の復習のため，家庭でジョセフ・スミス−歴史1：30−35を研究するよう，子供たちに提
案する。

家族との分かち合い
の提案

物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を家族で一緒に
読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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金版を受けるために備える
ジョセフ・スミス
目 的
準 備

第

4課

イエス・キリストと隣人に奉仕するための準備をするよう，子供たちを励ます。
1． ジョセフ・スミス−歴史1：53−58と本課の歴史記事を祈りの気持ちで研究する。それから
レッスンを検討し，聖文と歴史記事を子供たちにどう教えるかを決める（本書「レッスン
の準備」vi−vii，
「聖文と歴史記事に基づいて教える」vii−viii参照）
。
2． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
3． 教材
ａ．高価な真珠（人数分）
ｂ．何も書いていないカードを6枚とペンか鉛筆
ｃ．視覚資料5−8「天使モロナイの訪れ」（『福音の視覚資料セット』404）；5−9「金版を
見つけるジョセフ・スミス」；5−10「家族に教えるジョセフ・スミス」

レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導 入

子供たちにレッスンの準備を手伝ってもらいたいと言う。数名の子供にカードとペンか鉛筆
を渡し，以下の言葉を書いてもらう。「ジョセフ・スミス」「祈り」「光」「モロナイ」「メッセー
ジ」
「4回」。別の子供にジョセフ・スミスに現れたモロナイの絵を掲示してもらう。
準備を手伝ってくれた子供たちに感謝する。
●

学校でのテストのときや初等協会で話をする責任を受けたときなど特別なことのために準備
をするのはどうして大切なのでしょうか。準備をしなかったらどうなりますか。
子供たちの助けを借りながら，カードと絵を使って，第3課でモロナイがジョセフ・スミスを訪れた

ことについて学んだ事柄を復習する。ジョセフは最初に金版を見たとき，持ち帰るのを禁じられた
ことを子供たちに思い出させる。ジョセフは偉大な仕事をすることになっていたが，そのためによ
く準備する必要があったことを説明する。本課ではこの偉大な業のための準備について勉強する。
聖文と歴史記事

ジョセフ・スミス−歴史1：53−58と以下の歴史記事から，ジョセフ・スミスは金版を受ける
ために4年間の準備をしたことについて子供たちに教える。ジョセフは天父とイエス・キリスト
が望んでおられることは何でも喜んで行ったことと，ジョセフがどのようにこの仕事のために
備えられたかを強調する。適当なときに絵を見せる。
ジョセフ・スミスの母ルーシー・マック・スミスはモロナイの最初の訪れの後にこう記して
いる。「ジョセフはその後も引き続き主から教えを受けていました。わたしたちは毎晩子供たち
を集めて，ジョセフが主から受けた啓示について話すのを聞きました。……このタベの話し合
いで，ジョセフは時々想像を絶するような楽しい話を聞かせてくれました。この大陸に昔住ん
でいた人々，彼らの服装，旅行する方法，乗り物として使った動物，彼らが築いた都市，建物
について細部にわたる説明，戦争の方法，彼らの宗教的な礼拝の方法についてまで話してくれ
ました。ジョセフはまるでこれまでの人生を彼らと一緒に過ごしてきたかのように，いとも簡
単に話すのです。」（ルーシー・マック・スミス，History of Joseph Smith，82−83）ジョセフ
は常に正直であったため，両親と兄弟姉妹全員が彼の言葉を信じた。
モロナイがジョセフを最初に訪れてから2か月後，スミス家に大きな悲劇が訪れた。ジョセフ
の最年長の兄アルビンが病気にかかり，亡くなった。ジョセフはアルビンを愛していた。アル
ビンもジョセフを愛し，弟を支援していた。アルビンは亡くなる少し前に，ジョセフに対して
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主に仕えるための準備について助言している。アルビンはジョセフに言った。「善良な少年で
あってほしい。記録〔金版〕を手に入れるために全力を尽くしなさい。忠実に受けた指示を守
り，与えられるすべての戒めを守りなさい。
」（スミス，87から引用）
レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，

話し合いと
応用のための質問

生活に応用するうえで最も役立つと思われる質問を，採り上げる。教室で子供たちと一緒に聖
句を読んで話し合えば，聖文に対する子供たち一人一人の理解力を深めるのに役立つ。
●

ジョセフが最初に金版を見てから実際に受け取るまで，何年が過ぎたでしょうか（ジョセフ・スミ
ス−歴史1：53−54）。毎年9月22日にはどのようなことが起きましたか。ジョセフが召された業の
ために，天使モロナイはどのようにジョセフを準備をさせたでしょうか。この4年間にジョセフは
ニーファイ，アルマ，モルモン，アメリカにおいて救い主から選ばれた12人の弟子たちなど他の多
くのニーファイ人の預言者とも会っていたことを説明する
（『時満ちる時代の教会歴史』41）。これ
ら古代の預言者は，なぜジョセフを訪れたのですか。

●

ジョセフ・スミスの家族はなぜジョセフを信じ，支持したのでしょうか。ジョセフは常に正
直で，信頼できる少年であり，家族はジョセフを信じてよいことを知っていた。ジョセフに
とって家族の支持はなぜ大切だったと思いますか。あなたはどのようにして家族を支持して
いますか。家族はあなたをどのように支持していますか。家族が救い主の教えに従うように
助けるためにはどのようなことができますか。あなたの家族はあなたが救い主に従うように
どのように助けていますか。

●

ジョセフ・スミスは家族をどのように助けたでしょうか（ジョセフ・スミス−歴史1：55）。
熱心に働くことを学ぶことによって，ジョセフはどのように主に仕える準備をしたでしょう
か。あなたは家族の中でどのようなことをしていますか。家族を助けるためにわたしたちは
なぜ家の仕事を喜んでしなければならないのでしょうか。働いたり責任を引き受けたりする
ことによって，どのように主に仕える準備ができますか。

●

天父とイエス・キリストが将来あなたにお与えになる仕事のために，あなたは今どのような
準備をしていますか（「レッスンを豊かにする活動」の1を参照）
。
あかし

●

ジョセフ・スミスは人々から迫害を受けたが，自分の証に忠実で，また福音に従って生活し
たことを指摘する。このことによってジョセフは将来与えられる偉大な仕事のために，どの
ように備えられたでしょうか。わたしたちはなぜ今，福音の教えにいつも従って生活するこ
とを決心しなければならないのでしょうか。このことによって，教会で奉仕するための準備
がどのようにできるでしょうか（
「レッスンを豊かにする活動」の2を参照）
。

レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． 以下の二つの文を黒板に書く。「天父は
す。
」
「わたしは

によってわたしが準備するのを助けてくださいま

によって自分で準備します。」
（または前もって紙に書いておいたものをはる）

天父とイエス・キリストはわたしたちが御二方に仕える準備をするためにどのような助け
たまもの

をお与えになったでしょうか（聖文，両親，預言者，教師，聖霊の賜物，初等協会などの
答えが考えられる）。子供たちの答えを「天父は

によってわたしが準備するのを助けて

くださいます。
」の下に書く。
●

わたしたちは自分自身の準備についてどのような責任があるでしょうか。黒板に書き出した
事項を使って，わたしたちは天父とイエス・キリストが与えてくださったものについてどうす
る必要があるかを話し合う（例えば，聖文─毎日聖文を勉強する；両親─助言に従う）
。
子供たちの答えを「わたしは

●

によって自分で準備します。
」の下に書く。

わたしたちは何をする準備をしていますか（教師，宣教師，両親として，天父とイエ
ス・キリスト，人々のために仕えるため）。これらの準備は現在のわたしたちにどのよう
に役立つでしょうか。将来のためにはどのように役立つでしょうか。子供たちが奉仕す
るために今，準備する責任があることを理解させる。
15

2． 子供たちに天父とイエス・キリストに仕えるための準備として，たとえ誘惑や問題に遭っ
ても常に戒めに従うことを今決心するのが一つの方法であることを説明する。黒板に「わ
たしは今を決心することができます」と書く。救い主に従い，救い主に仕える準備をするた
めに，今どのようなことを決心できるかを子供たちに考えさせる。答えを黒板に書き出す。
子供たちに紙とペンまたは鉛筆を配り，紙のいちばん上に「わたしは今

を決心すること

ができます」と書かせる。そしてその下に黒板に書き出した項目から一つを選んで書かせる。
ここで書いたことについて家族と話し合い，その後，目につく所にはっておくよう勧める。
3． ジョセフ・スミスが主に仕えるための準備として学んだ事柄を，別々の紙に書いておく。
信仰を持つ，従順，祈りの気持ちを持つ，聖文を研究する，天父とイエス・キリストを信
頼するなど。子供たちに順番に紙を1枚ずつ選ばせ，声を出して読んでもらう。どうしたら
それらのことができるかを子供たちに話し合わせる。
4．「戒めを守る人を」（『子供の歌集』68），「光の中進もう」（『賛美歌』194番），または「お
父様は生きています」（
『子供の歌集』8）を歌うか，歌詞を読む。
5． 黒板に三目並べのマスを書く。マスに1から9の番号を入れる。

子供たちを二つのチームに分け，それぞれのチームに○か×の記号を割り当てる，チー
ムごとに交代で，子供たちに順番に番号を選ばせて，その番号の質問に答えさせる。正解
であればその番号を消してチームの記号を記入する。一方のチームが3つのマスを連続して
記入したら，ゲームは終了するので，新しく番号を入れ直して，ゲームを続けるとよい。
質問の例
1．モロナイの最初の訪問からジョセフが金版を受けるまで何年かかりましたか。
（4年）
2．金版が隠されていたのは何という丘でしたか。
（クモラ）
3．ジョセフはだれと結婚しましたか。
（エマ・ヘイル）
4．モルモン書に登場する人々についてジョセフが家族に話したことを一つ挙げてください。
（服装，旅の方法，動物，都市，戦争，宗教の礼拝）
5．1823年に亡くなったジョセフのお兄さんは何という名前ですか。
（アルビン）
6．金版を受ける準備をしていた間にジョセフ・スミスを訪れたニーファイ人の預言者を二
人挙げてください。
（ニーファイ，アルマ，モルモン，モロナイ）
7．ジョセフはスミス家の農場でどのような仕事をしていましたか。（穀物を植える，穀物
を収穫する，木を切る，かえでのシロップを作る）
8．村の人々は最初の示現を受けた後のジョセフをどのように扱いましたか。（ジョセフの
言葉を信じないで，迫害した）
9．クモラの丘で4年間，毎年ジョセフ・スミスに会ったのはだれですか。
（天使モロナイ）
まとめ
証

預言者ジョセフ・スミスは神の真の預言者だったことを証する。ジョセフは金版の翻訳のた
めに十分な準備をしていたことに対する感謝の気持ちを述べる。子供たちに今週1週間，主に仕
える準備として何か特別なことをするよう勧める。

読書課題
家族との分かち合い
の提案

本課の復習のため，家庭でジョセフ・スミス−歴史1：53−58を研究するよう，子供たちに提案する。
物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を家族で一緒に
読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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金版を受けるジョセフ・スミス

目 的

第

5課

わたしたちが従順で自分の責任を果たすときに天父はわたしたちを助けてくださることを，
子供たちに理解させる。

準 備

1． ジョセフ・スミス−歴史1：59−65；イザヤ29：11−12（マーティン・ハリスがアンソン教
授を訪ねる件についての預言），本課の歴史記事を祈りの気持ちで研究する。それからレッ
スンを検討し，聖文と歴史記事を子供たちにどう教えるかを決める（本書「レッスンの準
備」vi−vii，
「聖文と歴史記事に基づいて教える」vii−viii参照）
。
2． その他の参照箇所──2ニーファイ27：15−20
3． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
4． 以下の絵のコピーをとるか黒板に描く。

5． 教材
ａ．高価な真珠（人数分）
ｂ．聖書とモルモン書
ｃ．
「ニューヨーク─オハイオ地域の地図」
（第1課の課末）
ｄ．視覚資料5−11「金版を受けるジョセフ・スミス」（『福音の視覚資料セット』406）；
5−12「馬車へ金版を持ち込むジョセフ・スミス」
；5−13「金版」
レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導 入

倒れた木，暖炉，作業小屋，たるの絵を見せる。
●

これらのものに共通していることは何ですか。
子供たちの考えを聞いてから，これらはジョセフ・スミスが金版を隠すために使ったもので

あることを説明する。ジョセフはこれらのものを使ってどのように隠したかをレッスンの中で
明らかにするので，子供たちに注意して聞くように言う。
聖文と歴史記事

ジョセフ・スミスが金版を受け取ったこと，金版を安全に保管するようにモロナイから勧告
されたこと，ジョセフは金版を守るために努力したことについて，ジョセフ・スミス−歴史1：
59−61と以下の歴史事項から教える。それぞれの場面で絵と地図を使いなさい。
ジョセフ・スミスは金版を受け取る時がやってくると，馬車を借りて，妻のエマとともに金
版が埋められているクモラの丘へ向かった。ジョセフは丘のふもとでエマを馬車に乗せたまま
残し，天使モロナイに会うために一人で丘を登つて行った。モロナイは金版をジョセフに渡し
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た。モロナイはまた，金版を翻訳するための道具であるウリムとトンミムと，胸当てを与えた。
モロナイはジョセフに，悪人たちが金版を盗む機会をうかがうので注意するように，また
ジョセフは金版を守るために全力を尽くさなければならないことを告げた（ジョセフ・スミ
ス−歴史1：59参照）。ジョセフは，彼が金版を持っていることが人々に伝わると，たちまちの
うちに人々は金版を奪おうと機会をうかがっていることに気づいた（ジョセフ・スミス−歴史
1：60参照）ジョセフは金版を安全に保つために様々な場所に隠さなければならなかった。
ジョセフとエマは金版が埋められていた丘を去ると，途中で馬車を止め，金版を森の中に隠
すことにした。森には一本の大きな木が倒れていて，木の中は柔らかく，また腐っていた。
ジョセフは木の皮をむいて，穴を掘り，その中に金版を隠すと，また木の皮でふたをした。
数日後，ジョセフがパルマイラから数キロ離れた場所で働いているときに，ジョセフの家族は何人
かの男たちが金版を探して近くまで来ていることを知った。エマはすぐに馬に飛び乗ってジョセフ
にそのことを伝えた。ジョセフもまた，
ウリムとトンミムによって金版が危ないことを知らされていた。
そこでジョセフはパルマイラに戻ると金版を木の中から取り出し，布で包むと家へ持ち帰ることに
した。森の中を行く方が道を通るよりも安全だと考えて森の中を通って行ったが，途中，後ろから
銃を発砲された。ジョセフは襲ってきた男を殴り倒すと，全速力で逃げた。それから2度襲われた
が，いずれも逃れることができ，金版を無事家へ持ち帰ることができた。
また，あるときジョセフは暴徒が金版を探して近くまで来ていることを知った。ジョセフは
暖炉の石を幾つか取り外して金版をそこへ隠した。石をもとどおりにしたそのときに，何人か
の男たちが家の前まで来た。ジョセフと父と兄弟たちは叫び声を上げながら入り口まで走り出
した。すると暴徒はジョセフが大勢の男性に守られるていると考え，恐れをなして逃げ去った。
数日後，ジョセフは暖炉の石の下から，木製の箱とともに金版を取り出さなければならないという
霊感を受けた。そして通りを隔てたスミス家の農場の作業小屋まで箱ごと持って行くと，金版を取
り出して布でくるみ，屋根裏に隠した。それからジョセフは床板を何枚かはがして空き箱を床下に
隠し，また床板を元に戻して釘で打ちつけた。その夜，暴徒が金版を奪いに来た。暴徒が床板を
はがして見つけたのは空き箱だけだった。ジョセフが屋根裏に隠した金版は無事だった。
ジョセフは様々な迫害を受け，また金版を盗もうとする人々がうろついていたため，パルマ
イラでは翻訳に取りかかることができないことを知った。ジョセフとエマは，エマの両親が住
んでいるペンシルベニア州ハーモニーへ移ることを決めた。ジョセフはハーモニーまで金版を
無事に運べるかどうかを心配していた。ジョセフは金版を箱の中に入れ，その箱をたるの底に
隠した。そしてたるには豆をいっぱいに詰めて，ふたを釘で打ちつけた。たるとそのほか必要
な物を馬車に積むと，ジョセフとエマはハーモニーへ向けて出発した。途中，金版を奪おうと
する人々から馬車を止められて，中を物色されたが，金版は無事だった。
ジョセフは命じられたように金版を守るために全力を尽くしたため，天父はジョセフが金版
を安全に保てるように助け，またほかの面でも助けをお与えになった。そのような助けの中に，
スミス家の永年の友人であり大農場主だったマーティン・ハリスからの援助がある。ジョセフ
とエマがハーモニーへ引っ越す準備をしていると，マーティンがジョセフのもとへ来て言った。
「スミスさん，ここに50ドルあります。主の御業のために使ってください。遠慮することはあり
ません。わたしは主の御業のために主に差し出しているのです。」（ルーシー・マック・スミス，

History of Joseph Smith，118からの引用）ジョセフとエマはこのお金によってハーモニーへ
引っ越し，モルモン書を世にもたらすという主の業を続けることができた。
マーティン・ハリスはいろいろな面で引き続きジョセフ・スミスを助けた。ジョセフとエマ
がハーモニーへ引っ越した後，マーティンはジョセフを訪問した。ジョセフは金版から多くの
文字を写し，それを翻訳していた。マーティンはその文字と翻訳を持ってニューヨーク市で言
語学の教授をしていたチャールズ・アンソン，そして後にミッチェル博士を訪れた。
ジョセフ・スミス−歴史1：62−65から，マーティン・ハリスがアンソン教授ならびにミッ
チェル博士との間で経験したことを子供たちに教える。これらの出来事はジョセフ・スミスの
時代から数千年前に預言者イザヤが預言したこと（イザヤ29：11−12；2ニーファイ27：15−20
も参照）の成就であることを子供たちに理解させる。
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第5課

話し合いと
応用のための質問

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，
生活に応用するうえで最も役立つと思われる質問を，採り上げる。教室で子供たちと一緒に聖
句を読み，話し合えば，聖文に対する子供たち一人一人の理解力を深めるのに役立つ。
●

ジョセフが最初にモロナイの訪れを受けてから金版を受け取るまで何年かかりましたか

（ジョセフ・スミス−歴史1：53）。ジョセフは金版を受けるまで，なぜそれほど長い間待たな
ければならなかったのですか。
●

天使モロナイは金版についてジョセフ・スミスにどのような責任を与えましたか（ジョセ
フ・スミス−歴史1：59）。モロナイはジョセフにどのような責任と警告を与えましたか。

●

ジョセフ・スミスが金版を持っていることが知れわたると，すぐにどのようなことが起こりましたか

（ジョセフ・スミス−歴史1：60）。人々はなぜジョセフから金版を奪おうとしたのだと思いますか
（金版には大きな金銭上の価値があった，サタンは金版が翻訳されるのを望まなかった）。
これらの人々はジョセフが預言者であることを信じていなかったが，ジョセフが金版を持っ
ていることは信じていたことを指摘する。人々はジョセフが預言者だとは信じていなかった
のに，金版を持っていることを信じたのはなぜだと思いますか。
●

ジョセフ・スミスは金版を盗まれないようにするために何をしましたか。ジョセフは金版を
安全に守るために，金版をいつどこへ移したらよいかをどのようにして知ったのですか。子
供たちに天父はジョセフが金版が奪われそうになるときが分かるように助けを与えられたこ
とを理解させる。ジョセフは自分の責任を果たし，モロナイの警告に従ったことを指摘する。

●

わたしたちは問題に出会ったり，難しい立場に立たされたりしたときに，天父からそれらの
問題を解決するための助けを受けるにはどうすればよいでしょうか。あなたが助けを求め，
天父から助けを受けたときの経験を話す。子供たちに天父の助けによって問題を解決できた
ときのことを話してもらう。

●

アンソン教授はマーティン・ハリスから最初にモルモン書の文字を見せられたときに何と言
いましたか（ジョセフ・スミス−歴史1：64）。アンソン教授はジョセフ・スミスが天使から
聞いて金版のある場所を見つけたことを知ったとき，証明書を破ったのはなぜだと思います
か（ジョセフ・スミス−歴史1：65）
。

●

マーティン・ハリスはチャールズ・アンソンとミッチェル博士との経験から，ジョセフ・ス
あかし

ミスが預言者であることの証を強めましたが，それはなぜだと思いますか。これらの話を読
むとわたしたちの証が強められるのはなぜですか（イザヤ29：11−12参照）
。
レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． レッスンを準備する際に，以下の状況またはクラスの子供たちに適した状況をそれぞれ別
の紙に書いておく。
●

あなたは学校でテストがある。

●

あなたは初等協会で話をする責任を受けている。

●

あなたはスポーツ大会に選手として出場する。

●

あなたは新しい所へ家が引っ越したので，友達が欲しい。

●

あなたは友達と口げんかをしてしまった。

●

あなたは時々兄弟や姉妹とけんかをする。

●

あなたは発表会で楽器を演奏することになっている。

●

あなたは友達と遊びたいが，両親から家の手伝いをするように言われている。
わたしたちが問題に出会ったり，難しい立場に立たされたりしたときに，自分がなすべ

きことをしていれば，天父はどのように助けてくださるかについて，子供たちと話し合う。
以下を黒板に書く。
問題や難しい立場についてお祈りする。
みたま

ふさわしい生活をして，御霊の励ましに従う。
問題を解決するために自分にできるすべてのことを行う。
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子供たち一人一人に紙を1枚選ばせ，声を出して読んでもらう。黒板に書かれている段階に
従うことによって，どのように問題や難しい立場を解決できるかについて子供たちと話し合う。
しんちゅう

2． 主はニーファイに対してどのように，エルサレムへ戻ってラバンから真鍮の版を手に入れ
て来るように言われたかを復習して，ニファイが真鍮の版を手に入れるために努力したこ
とについて話し合う（1ニーファイ3−5参照）。ニーファイは従順で，自分にできることを
したために，主はそれを成し遂げることができるように助けてくださったことを強調する。
一人の子供に1ニーファイ3：7を声を出して読んでもらい，ニーファイが父親に言った最初
の部分を子供たちに暗記させる。
「わたしは行って，主が命じられたことを行います。
」
3． 子供たちを毎日助けてくれる人々の名前を挙げてもらう。それらを黒板に書き出す，子供
たちに，天父は友達という形を通して助けを与えてくださることを理解させる。ジョセフ
が助けを必要としていたとき，主はどのようにマーティン・ハリスに霊感を与えてジョセ
フを助けさせたかを復習する。友達でいることの大切さと，必要なときに可能であれば友
達を助けることがどれほど大切かを話し合う。助けを必要としていたときに友達から助け
を受けた経験や，友達を助けることができた経験について子供たちに話してもらう。
4． 子供たちにウリムとトンミムについて教える。
ウリムとトンミムは預言者が主から啓示を受け，言葉を翻訳するために神から与えられる
神聖な道具である（
『聖句ガイド』「ウリムとトンミム」参照）。
ジョセフ・スミスはウリムとトンミムを「二つの石が胸当てに付けてある」と説明してい
けんそん

る（ジョセフ・スミス−歴史1：35）。預言者は，謙遜に祈りの気持ちをもってこれらの石
をのぞき込むと，金版上の奇妙な文字を読むことができたと述べている。預言者はまた，
これらの石をのぞき込んで，知って行う必要がある特定の事柄に関する天父の言葉を理解
することができたとも述べている。
子供たちにウリムとトンミムに関する以下の聖句を探して，話し合わせる。
出エジプト28：30
モーサヤ28：11，13
エテル3：23−24，4：4−5
教義と聖約17：1
5． 以下の文をそれぞれ別の紙に書く。
●

金版は1枚が幅15センチ，長さ20センチだった。

●

ジョセフ・スミスは金版の各ページが「通常のすずの箔ほどの厚みはなかった」
と述べている。

●

金版は3つの輪で綴じられていた。

●

金版は全体で約15センチの厚さだった。

●

金版には小さな文字が刻まれていた。

●

書の一部は封じられていて，翻訳することができなかった。

●

ジョセフ・スミスは，封じられた部分は将来翻訳されるであろうと告げられた。

はく

一人一人の子供に紙を1枚ずつわたして，クラスの聖徒たちが金版とはどんなものかを理解
できるように声を出して読ませる。
まとめ
証

天父はわたしたちを愛しておられ，わたしたちが従順で，自分にできるかぎりのことをして
いれば，助けてくださることについて証を述べる。金版を守るために多くの問題やチャレンジ
に遭遇した際に，ジョセフ・スミスが示した模範と勤勉さに感謝していることを述べる。

読書課題
家族との分かち合い
の提案

本課の復習のため，家庭でジョセフ・スミス−歴史1：59−60を研究するよう，子供たちに提案する。
物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を家族で一緒に
読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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6課

第

金版の翻訳を始める
ジョセフ・スミス
目 的

わたしたちは祈るとき，天父の答えを求め，天父の導きに従わなければならないことを子供
たちに理解させる。

準 備

1． 本課の歴史記事とモルモン9：32；教義と聖約3：1−3，7−10；10：1−19，30−32，38−
46を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文と歴史記事を子供たちに
どう教えるかを決める（本書「レッスンの準備」vi−vii，「聖文と歴史記事に基づいて教え
る」vii−viii参照）
。
2． その他の参照箇所──モルモンの言葉1：3−7と教義と聖約3：4−6，11−20；10：20−29，33−37
3． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
4． 教材
ａ．教義と聖約（人数分）
ｂ．モルモン書
ｃ．
「モルモン書の標題」本課の最後のページ
ｄ．
「ニューヨーク─オハイオ地域の地図」
（第1課の課末）
ｅ．視覚資料5−13「金版」

レッスン
導 入

一人の子供に開会の祈りをさせる。
「各言語のモルモン書の標題」を見せる。読める単語や文字があるかどうかを尋ねる。それぞ
れがどの国の言葉かを見つけさせる。
世界にはたくさんの言葉があり，翻訳とは一つの言葉をほかの言葉の書き方や話し方に変え
ることであることを説明する。
金版の絵を見せ，ジョセフ・スミスは金版の奇妙な文字を翻訳する仕事を与えられたことに
ついて考える。一人の子供にモルモン9：32を声を出して読ませる。
●

金版の文字はどこの言葉だったでしょうか。
（改良エジプト文字）
普通，翻訳する人は二つの言葉を理解している必要があることを説明する。けれども，ジョセ

フ・スミスはほとんど学校へ行っていなかったため，英語以外の言葉を話すことも読むこともできな
かった。金版に記されていた改良エジプト文字はジョセフが見たこともない文字だった。ジョセフ
みたま

が金版の文字を英語に翻訳するには，自分の知識ではなく，主の御霊に頼るしかなかった。
聖文と歴史記事

ジョセフ・スミスがモロナイから金版を受け取ってから出会った問題と，ジョセフがマー
ティン・ハリスから受けた助けについて簡単に復習する（第5課参照）
。
以下の歴史記事から，金版から翻訳された116ページの原稿が紛失したことを子供たちに教える
（地図上の位置を示す）。教義と聖約第3章と第10章でジョセフ・スミスに与えられたこの出来事
に関する啓示について話し合う。
ジョセフとエマ・スミスはペンシルベニア州ハーモニーに落ち着くと，ジョセフは金版の翻
訳に取りかかった。最初は金版と，記録するために使われている言葉に慣れるまでに長い時間
がかかった。ジョセフは研究を重ね，祈りをささげた結果，ウリムとトンミムの助けによって
金版の文字を理解することができるようになった。こうしてジョセフは，翻訳をするには信仰，
熱心な作業，ふさわしさ，忍耐，従順が要求されることを知った。
マーティン・ハリスは金版を翻訳する預言者を手伝うためにハーモニーのジョセフ・スミス
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家を訪れた。そしてマーティンはジョセフの筆記者を務めた。ジョセフが金版から声を出して
読み上げると，マーティン・ハリスはジョセフが読んだ言葉を書き記した。2か月間の作業で
ジョセフは金版の最初の部分を翻訳した。書き上げられた原稿は116ページになっていた。
マーティンは116ページの翻訳原稿を持ってパルマイラへ帰りたいと言った。マーティンの妻
と友人たちはマーティンが農場を放ってジョセフの手伝いに来ていることを非難していたため，
主の業を行っていることを彼らに証明するために原稿を見せたいと思ったのである。
ジョセフはマーティンが翻訳原稿を持って行くことについて主の許しを求めたが，主は
「持って行かせてはならない」と言われた。そこでマーティンはもう一度主にお願いしてほしい
とジョセフに言った。ジョセフは再び主に尋ねたが，答えは同じだった。マーティンはさらに
主にお願いしてほしいとジョセフに頼んだ。ジョセフはマーティンの望みをかなえてやりた
かったため，主に3度目のお願いをした。ようやく主は，マーティンが妻と家族だけに見せるこ
とを約束するのであれば原稿を持ち出してもよいと言われた。マーティンはほかのだれにも見
せないことを約束した。彼は116ページの翻訳原稿を持ってパルマイラの家に帰った。
マーティンが出発してから数日後にエマ・スミスは男の子を産んだが，数時間で亡くなって
しまった。エマは健康を害して，命が危くなっていた。このためジョセフは，2週間エマのそば
について看病した。エマが元気を取り戻すと，ジョセフは翻訳原稿を持って行ったまま3週間も
帰ってこないマーティン・ハリスのことが心配になってきた。エマはマーティンを探しにパル
マイラへ行くようジョセフに勧めた。
ジョセフはパルマイラの自分の両親の家へ行って，マーティンに会いたいという伝言を送っ
た。マーティンはやって来ると泣きながら言った。「わたしはすべてをなくしてしまいました。
もう絶望です。」ジョセフは座っていたいすから飛び上がって叫んだ。「マーティン，原稿をな
くしたのですか。あなたは誓いを破って，あなただけでなくわたしにも裁きを招くようなこと
をしたのですか。」
（ルーシー・マック・スミス，History of Joseph Smith，128から引用）マーティンは約束を
破り，翻訳原稿をほかの人々に見せたことを認めた。116ページの原稿はなくなったか，盗まれ
てしまった。
ジョセフは泣き叫んで言った。「すべてが失われてしまった。何もかもが。わたしは罪を犯し
た。自分で神の怒りを買ってしまった。主から最初に受けた答えで満足しておくべきだったの
だ。わたしの手から離れると安全ではなくなると言われたのに。
」（スミス，128から引用）
ジョセフとマーティンは原稿をなくしたために大きな苦しみを受けた。ジョセフはハーモ
ゆる

ニーへ戻り，赦しを求めて祈った。天使モロナイはしばらくの間，金版とウリムとトンミムを
取り上げてしまった。後にジョセフは心から悔い改めたため，主はジョセフを赦され，モロナ
イは金版と，ウリムとトンミムを戻した。この期間にジョセフは教義と聖約第3章と第10章に記
されている啓示を受けた。
主はジョセフに，サタンが悪人を使って翻訳原稿を奪わせると言われたことを説明する。こ
れらの邪悪な人々は，人々がモルモン書を信じないように言葉を変えようとしていた（教義と
聖約10：10−19参照）。ジョセフは金版の最初の部分を再翻訳しないように言われた（教義と聖
約10：30−31参照）。主はすべてのことを御存じなので，この事件が起こることを知っておられ
た。そのため主は古代の預言者モルモンに命じて，116ページに記されていたと同様の記事を金
版のもう一つの部分でも書き記すように言われた（モルモンの言葉1：3−7参照）。ジョセフは
失われた部分を再翻訳するのでなく，この部分を翻訳した。ジョセフはサタンと悪人が天父の
業をくじくことができないことを知った（教義と聖約3：1；10：43参照）
。
レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，

話し合いと
応用のための質問

生活に応用するうえで最も役立つと思われる質問を，採り上げる。教室で子供たちと一緒に聖
句を読んで話し合えば，聖文に対する子供たち一人一人の理解力を深めるのに役立つ。
●

ジョセフは翻訳するために何をしなければなりませんでしたか。（信仰を持ち，祈りの気持ち
を持ち，従順で忍耐する必要があった）
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●

ジョセフ・スミスはマーティン・ハリスに翻訳原稿を持って行かせるために，何回主にお願
いしましたか。主は1回目と2回目に何と言われましたか。主は3回目に何と言われましたか。

●

マーティン・ハリスはすでに「いいえ」と言われていたのに，なぜジョセフ・スミスに許し
を求めてくれるように頼み続けたのですか。ジョセフはどのように神よりも人を恐れました
か（教義と聖約3：7）。わたしたちはなぜ，天父の戒めに従うと他の人からどう思われるだろ
うかと考えることが時々あるのでしょうか。
みこころ

●

ジョセフは天父の御心を受け入れることについてこの経験から何を学んだと思いますか。わ
たしたちが単に望んでいることでなく，わたしたちにとって正しいことを祈り求めるのはな
ぜ大切なのでしょうか。祈りに対する天父の答えを受け入れるのはなぜ大切ですか。

●

116ページの原稿をなくしたことについて，ジョセフはどのように感じましたか。主はジョセ
フにどうするように言われましたか（教義と聖約3：10）。悔い改めはなぜすばらしい原則な
のでしょうか。

●

116ページの原稿を盗んだ人々の計画をくじくために，ジョセフはどうするように言われまし
たか（教義と聖約10：30−31，38−42）。「神の目的がくじかれることはあり得ない」とはど
ういう意味ですか（教義と聖約3：1）
。

●

主は教義と聖約10：5で，わたしたちがサタンの力に打ち勝つための方法としてどのようなこ
とを啓示しておられますか。

レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． わたしたちは祈るときに，天父の答えに耳を傾け，天父の導きに従わなければならないこ
とを説明する。祈りの答えは，親や教会指導者の助言を通して，聖文を読んでいるとき，
教会でレッスンを受けているときや話を聞いているときなど，様々な方法で与えられる。
わたしたちの心からの祈りは，必ずしも望んでいるような答えではないが，常にこたえ
られる。時々「いいえ」という答えを受ける。これは願っていることがわたしたちにとっ
て最も良いことではない場合である。「はい」という答えを受けると，わたしたちはなすべ
きことについて温かく安らかな気持ちを感じる。
「しばらく待ちなさい」という答えもある。
わたしたちの祈りは常に，天父がわたしたちにとって最も良いとお考えになるときに最良
の方法で答えを受ける。
適切であれば，あなたが心からの祈りをして「いいえ」という答えを受けた経験につい
て子供たちに話す。子供たちにも同様の経験を話してもらう。
2．イエスがゲツセマネで祈っておられる絵を見せる（『福音の視覚資料セット』227）。イエ
ス・キリストは天父の御心を受け入れる完全な模範を示されたことを説明する。この世の
あがな

生涯の最後を迎えたときに，イエスは世の罪を贖うために大きな苦しみを経験しなければ
ならない時が来たことを御存じだった。イエスはゲツセマネの園へ行かれた。そして，地
に伏して祈りをささげられた。
一人の子供にマタイ26：39からイエスが祈りの中で言われたことを声を出して読んでも
らう。「わが父よ，もしできることでしたらどうか，この杯をわたしから過ぎ去らせてくだ
さい。しかし，わたしの思いのままにではなく，みこころのままになさって下さい。
」
一人の天使が現れてイエスに霊的な力を与えたことを説明する（ルカ22：43参照）。イエ
スは天父の御心に従い，ゲツセマネの園で苦しみを味わい，十字架上で命を落とすことに
よってわたしたちのために贖いをしてくださった。
3． 黒板に「主が命じられたときに，それを行う」と書く。
ジョセフ・スミスは自分の失敗とチャレンジを通して学んだことを説明する。116ページ
の原稿をなくしたときに絶望的な状態に陥ったが，ジョセフは従順，悔い改め，天父の御
心を受け入れることの大切さを学んだ。また御霊の励ましに耳を傾けることを学び，ウリ
ムとトンミムを使う能力を伸ばした。後年，ジョセフは次のように言うことができるよう
になった。「わたしはこれを自分に対する規則としました。主が命じられたときに，それを
行うということです。」（History of the Church，第2巻，170）
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まとめ

預言者ジョセフ・スミスと，モルモン書を翻訳するために彼が払った努力に対するあなたの

あかし

証

感謝の気持ちを述べる。天父の御心を受け入れ，天父が望んでおられることを行って祝福され
ることを証する。

読書課題
家族との分かち合い
の提案

24

本課の復習のため，家庭で教義と聖約3：1−3と10：1−5を研究するよう，子供たちに提案する。
物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を家族で一緒に
読んだりするよう，子供たちを励ます。
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モルモン書の標題

金版を翻訳するジョセフ・スミス

目 的

第

7課

子供たちに聖霊の影響力について理解と認識を持たせ，聖霊を受けるためにふさわしくなり
たいという望みを持たせる。

準 備

1． ジョセフ・スミス−歴史1：66−67；本課の歴史記事；教義と聖約5：30，34；6：14−23；
8：1−3；9：3−9；10：4を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文と
歴史記事を子供たちにどう教えるかを決める（本書「レッスンの準備」vi−vii，「聖文と歴
史記事に基づいて教える」vii−viii参照）。
2． その他の参照箇所──『福音の原則』第7章
3． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
4． 教材
ａ．教義と聖約（人数分）
ｂ．高価な真珠
ｃ．小型ラジオ（またはラジオの絵）
ｄ．視覚資料5−2「ジョセフ・スミス」（『福音の視覚資料セット』400）；5−14「金版を翻
訳するジョセフ・スミス」

レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導 入

子供たちにスイッチを入れないでラジオを見せる（ラジオの絵を使う場合は，必要に応じて
話の内容を変える）。子供たちに放送が聞こえるかどうかを尋ね，どうして聞こえないかを手短
に話し合う。そして，スイッチを入れるが，放送局の周波数に合わせないでおく。スイッチを
入れたが，まだ放送が聞こえないことを指摘する。
●

放送をはっきりと聞こえるようにするにはどうしなければなりませんか。
子供たちに聖霊に耳を傾けることはラジオを聞くことに似ていることを理解させる。天父が

わたしたちに知るように望んでおられることを聞くためには，聖霊に周波数を合わせなければ
ならない。
みたま

聖霊はほかに，聖なる御霊，真理の御霊と呼ばれることを説明する（教義と聖約6：15参照）。
子供たちに聖霊がどのようにしてジョセフ・スミスとオリバー・カウドリを助けたかを学ぶた
めにレッスンに耳を傾けるように言う。
聖文と歴史記事

教義と聖約6：14−23；8：1−3；9：3−9；ジョセフ・スミス−歴史1：66−67；以下の歴史
記事から，聖霊の影響力を理解し，認めることについて教える。適当なときに絵を見せる。
116ページの原稿を紛失したため，天使モロナイはしばらくの間金版と，ウリムとトンミムを
ジョセフ・スミスから取り上げた（第6課参照）。ジョセフが悔い改めた後，これらは戻された。
ジョセフは翻訳を続けているうちに，家族の世話をし，農場の仕事をし，そのうえに望むよう
な速度で翻訳を進めるには時間が足りないことに気づいた。また，ジョセフの翻訳を書き取る
筆記者がいなかったため，翻訳の進み具合がさらに遅くなっていた。マーティン・ハリスはも
はやジョセフの筆記者を務めることが禁じられていた。エマは時々筆記者として働いたが，ほ
かにもすることがあった。ジョセフは当初考えられていたような速度で翻訳を進められないこ
とに気づいたため，天父に祈り，助けを求めた。教義と聖約10：4に記されている主の答えを声
を出して読む。数か月後，ジョセフは主から再開するように言われるまでは翻訳を中断するよ
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うに命じられた。主はジョセフに，命じられたとおりにすれば翻訳のための助けを与えると約
束された（教義と聖約5：30，34参照）
。
この時期にオリバー・カウドリという名の青年がニューヨーク州パルマイラの学校で教師を
務め，ジョセフ・スミスの両親の家に下宿していた。当時の教師は授業料を受け取る代わりに，
生徒の家に住むことが習わしとなっていた。オリバーはスミス家に住んでいる間に，ジョセ
フ・スミスと金版についての話を耳にした。オリバーは金版について尋ねたが，スミス家の
人々は，以前に彼らが金版について話した人々から迫害を受けたため，口をつぐんでいた。
スミス家の人々がオリバーがどのような人かを知り，信頼するようになったとき，ジョセ
フ・スミス・シニア（預言者の父親）は金版について知っていることをオリバーに話した。オ
リバーは何日もの間，聞かされたことについて考えた。そしてついに一人だけになって祈った。
そしてジョセフが神の預言者であることについて安らかな確信を得（教義と聖約6：22−23参
照）
，自分がジョセフ・スミスの筆記者になるであろうということが分かった。
オリバーはジョセフに会いたいと思うようになったため，ジョセフの弟サミュエル・スミス
とともに，ジョセフとエマが住んでいるペンシルベニア州ハーモニーへ向かった。オリバーが
到着したとき，ジョセフはモルモン書の翻訳を助けるために主がオリバーを遣わしてくださっ
たことが分かった。ジョセフとオリバーはその夜遅くまで話し合い，オリバーはジョセフの筆
記者になることを引き受けた。オリバーは筆記者としての経験について次のように記している。
「天の霊感によって口述する声を聞いた日々を忘れることができない。……彼がウリムとトンミ
ムによってモルモン書と呼ばれる歴史すなわち記録を翻訳して語る言葉を，わたしは毎日毎日
よどみなく書き続けた。」（ジョセフ・スミス−歴史1：71脚注）
ジョセフは聖霊の助けなしに翻訳することができないことを悟った。ある日の朝，ジョセフ
はエマのしたことで怒っていた。翻訳に取りかかろうとすると，まったく翻訳できないことに
気づいた。ジョセフは家を出て果樹園に行き，なぜ翻訳ができないかを主に尋ねた。そして間
もなく，聖霊の助けを受けるにはエマと仲直りをする必要があることに気づいた。ジョセフは
ゆる

家へ戻ると，エマに赦しを求めた。その後，翻訳を続けられるようになった。
オリバーの助けを得てモルモン書の翻訳は加速された。オリバーは筆記者としてしばらく働
いた後に，自分も翻訳したいと思うようになった。許しが与えられ，翻訳しようとしたができ
なかった。オリバーは天父に翻訳する力を願い求めさえすれば与えられると思っていた。しか
しそのためには知的霊的に非常な努力が必要であることが分かった。翻訳する能力は聖霊の霊
感によってもたらされるものだったのである。
ジョセフ・スミスを通してオリバー・カウドリに啓示され，教義と聖約9：8−9に記録されて
いる，決断を下す際の段階について子供たちと話し合う。
1． 問題や心の中にある疑問を研究する。どうしたら自分でその問題を解決できるか，または
疑問の答えを見つけられるかを考える。
2． あなたが自分で正しいと思うことを決める。
3． この決めたことが正しいかどうかを天父に尋ねる。
4． 心と思いを傾けて答えを聞く。もしあなたの結論が正しければ，聖霊はそのことについて
あなたに良い気持ちを与えてくださる。もし正しくなければ，良い気持ちを感じない。別
の方法を選ぶ必要がある。
オリバー・カウドリは翻訳をしようとしたときにこの段階を踏まなければならなかったこと
を説明する。これはすべての人に当てはまる方法である。これらの段階を確実に踏んでいけば，
聖霊の助けによって正しい決断を下すことができる。
レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，

話し合いと
応用のための質問

生活に応用するうえで最も役立つと思われる質問を，採り上げる。教室で子供たちと一緒に聖
句を読んで話し合えば，聖文に対する子供たち一人一人の理解力を深めるのに役立つ。
●

ジョセフは金版を翻訳するためになぜ助けが必要だったのですか。この問題を解決するため
にジョセフは何をしましたか。ジョセフの祈りはどのようにこたえられましたか。わたした
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ちは問題があるときにどうすればよいでしょうか。子供たちに天父が祈りにこたえてくだ
さった経験を話してもらう。
あかし

●

オリバー・カウドリはジョセフ・スミスが預言者であることの証を得るために何をしました
か（教義と聖約6：14）。わたしたちはどうすればジョセフ・スミスが預言者であるとの証が
得られますか。モルモン書が真実であるという証を得るにはどうすればよいですか（「レッス
ンを豊かにする活動」の6を参照）
。

●

オリバー・カウドリがジョセフ・スミスは神の預言者であるかどうかを知るために祈ったと
き，どのように祈りがこたえられましたか（教義と聖約6：15，23）。天父はほかにどのよう
な方法で祈りにこたえてくださいますか。子供たちに，祈りの答えは時々安らかな気持ちと
いうかたちで与えられることを教える。

●

オリバー・カウドリは翻訳するためには何をしなければならないと言われましたか（教義と
聖約9：8−9）。この助言をわたしたちの生活の中でどのように生かすことができますか。

●

わたしたちは聖霊の助けを受けるためにどのような準備をしなければならないでしょうか

（「レッスンを豊かにする活動」の2を参照）。聖霊の励ましを受けているかどうかはどのよう
にして分かりますか（教義と聖約6：23；8：2−3；9：8−9；「レッスンを豊かにする活動」
の3と4を参照）。
レッスンを豊かに
する活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． ジョセフ・スミスはモルモン書を翻訳するときに，言葉を声に出し，筆記者がその言葉を
書き記したことを説明する。時々ジョセフと筆記者の間に仕切りを置いて，お互いに見え
ないようにした。
教室の真ん中に仕切りを置いて二つに分ける（例えば，二人の子供に小さな毛布かシー
ツまたは厚紙の両端を持たせる）。間仕切りの片側に一人の子供を座らせ，モルモン書から
短い聖句をゆっくり読ませる。間仕切りの反対側に別の子供を座らせ，読んでいる言葉を
書き取らせる。終わったら，筆記した子供が読み，聖句を読んだ子供にそれが正しいかど
うかを確認させる（参加を希望する子供全員が参加できるように，筆記する側の子供の人
数を増やしてもよい）。
2． 黒板に二つの欄を作り，一方に「御霊を招き」と書き，もう一方の欄に「御霊を拒む」と
書く。子供たちに御霊（聖霊）はわたしたちの生活にとって非常に大切であることを理解
させる。良いことはわたしたちの生活に御霊を招き，悪いことはわたしたちの生活から御
霊を拒み，追い出してしまうことを説明する（モロナイ7：12−13参照）。子供たちにそれ
ぞれの欄に入る行いを挙げてもらう。「御霊を招く」の欄には，良い音楽を聴く，親切にす
る，
「御霊を拒む」の欄には口論する，うそをつくなどが入る。
聖霊はわたしたちを教え，慰め，守り，強め，導いてくださるが（『福音の原則』第7章
参照），聖霊の助けを得るには，聖霊がいつもわたしたちと一緒にいてくださるような行い
をしなければならないことを説明する。
3． 子供たちに教義と聖約8：2を開かせ，一人の子供に声を出して読んでもらう。聖霊の励ま
しに耳を傾けることによって，どのように個人の啓示を受けることができるかについて話
し合う。あなたが聖霊の導きを受けたときの経験を分かち合いなさい。子供たちからも同
様の経験を聞く。
4． 御霊が一緒におられるときと，御霊が一緒にいないときやサタンの影響を受けているとき
とは，違う気持ちを感じることを説明する。以下の文を読み，子供たちに御霊を受けてい
るときの様子であれば席を立ち，御霊を受けていないときの様子であれば席に座ったまま
にしているように言う。
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●

あなたは幸せで穏やかな気持ちがします。

●

あなたは自分のことばかり考えています。

●

あなたは物惜しみせずに与えます。

第7課

●

あなたはすぐにがっかりします。

●

あなたはほかの人たちを幸せにしたいと思っています。

●

あなたは仕返しをしようと思っています。

●

あなたは人を赦し，また親切にします。

●

あなたはほかの人たちがうまくできたときに，幸せな気持ちになります。

5． 子供たちがパントマイムで表現できるような，御霊を招く行動を幾つかそれぞれ別の紙に
書く。紙を箱の中に入れておく。子供たちに一救ずつ取らせて，紙に書いてある行動をパ
ントマイムで表現させる。ほかの子供たちはそれが何かをあてる。
行動例──
●

聖文を読む。

●

祈る。

●

親切な行いをする。（皿洗い，赤ちゃんと遊ぶなど）

●

教会では敬虔な態度で着席する。

けいけん

子供たちに今週中に行う活動として以上のうちの一つを選ばせるとよい。子供たちに紙
と鉛筆を与え，選んだ行動を書かせる。選んだ行動を思い出せるように，家の中のよく見
える場所にはっておくように言う。
6．「いのりながらみ言葉読むとき」（『子供の歌集』66）を歌うか，歌詞を読む。この歌は証
を得るために何をするように教えているかを話し合う。
7．「小さな声で」（『子供の歌集』144）を歌うか，歌詞を読む。聖霊はどのように話しかけて
くださるかについて話し合う。子供たちに聖霊は大きな声で話されることがあまりないこ
とを理解させる。普通，聖霊は正しいことを感じさせてくれたり，心の中に正しい考えを
ひらめかせてくれるというような働きかけをする。
まとめ
証

あなたが聖霊の助けによって証を得たり，慰めと導きを得たりしたことについて証を述べる。
子供たちに聖霊の導きを受けることは大きな祝福であることを理解させる。
子供たちに両親から，聖霊を受けた経験について聞くよう奨励する。

読書課題

本課の復習のため，家庭で教義と聖約8：2−3と9：8−9を研究するよう，子供たちに提案する。

家族との

物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を家族で一緒に

分かち合いの提案

読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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第

神権の回復

目 的

8課

子供たちが神権の権能の大切さを理解し，神権の儀式と祝福を受けるためにふさわしくあり
たいと思うようになる。

準 備

1． ジョセフ・スミス−歴史1：68−74（71節の脚注を含む）；教義と聖約13章；27：7−8，
12；128：20（の最後の1文）；信仰箇条1：5；本課の歴史記事を祈りの気持ちで研究する。
それからレッスンを検討し，聖文と歴史記事を子供たちにどう教えるか決める（本書
「レッスンの準備」vi−vii，「聖文と歴史記事に基づいて教える」vii−viii参照）
。
2． その他の参照箇所──マタイ4：18−22；3ニーファイ11：18−28，33−34
3． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
4． 教材
ａ．教義と聖約と高価な真珠（人数分）
ｂ．聖書とモルモン書（各1冊）
ｃ．60センチ程度のひも
ｄ．本，ブロック，コインなど重ねられる物を3〜4個
ｅ．視覚資料5−15「アロン神権を授けるバプテスマのヨハネ」（『福音の視覚資料セット』
407）；5−16「メルキゼデク神権の回復」
（『福音の視覚資料セット』408）

レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導 入

以下の活動を手を使って一人ずつ順番に子供たちにさせる。
●

ひもに結び目を作る。

●

幾つかの物を重ねたり，降ろしたりする。

●

指を鳴らす。

●

黒板に名前を書く。

●

先生と握手をする。

●

座ってひざの上に手を置く。
クラスの人数が多い場合，この活動をリレー式に行ってもよい。クラスを2グループに分け，

両方のチームに必要な教材を与える。各チームの1人に6つすべてを行わせてから次の人が行う
（この活動には5分以上かけない）
。
わたしたちは，毎日手を使って様々なことをしている。神権を持っている男性は成人も子供
も，手を使って行う大切な事柄があることに注目させる。
●

神権者が神権の力を使うとき，手を使って行う大切な業には，何がありますか。（祝福を与え
いや

せいさん

たまもの

る，バプテスマを施す，病人を癒す，聖餐の準備とパスをする，聖霊の賜物を授ける，など
が答えとして考えられる）
●

これらは，だれでも行えますか。（いいえ。これらを行うには，男の人が神権に聖任されなけ
ればならない。神権に聖任されていなければ，その人が行った儀式を主はお認めにはならな
い。この点を説明する）
神権は神の力であることを説明する。神が神権者によって力を与えてくださっているので，

わたしたちは天父のもとに戻れるように（バプテスマなどの）神聖な儀式を受けられる。この
力を自分で得られる人はだれもいない。神権は神から与えられなければならない。これは，正
しい権能を持った人の按手によって行われる。第2課で，背教の時代に神権がこの地上から取り
去られたことを学んだ。本課で，神権がどのようにこの地上に回復されたかを学ぶ。
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聖文と歴史記事

神権の回復についてジョセフ・スミス−歴史1：68−74；教義と聖約13章；27：7−8；12と以
下の歴史記事から教える。適切な箇所で視覚資料を用いる。
ジョセフ・スミスが最初の示現で天父とイエス・キリストにお会いしてから3年後に，天使モ
ロナイがジョセフ・スミスに現れ，金版について告げたことを子供たちに思い出させる。それ
からさらに4年間の準備の後，ジョセフは金版を受け取った。ジョセフは，神の助けを受けて金
版の翻訳を始めた。
モルモン書およびジョセフ・スミスに与えられた様々な啓示により，背教時代に失われた多
くの福音の真理が回復された。しかしジョセフは，神権がない状態でイエス・キリストの教会
を組織できなかった。神権は，正しい権能を持つ人からジョセフ・スミスに回復される必要が
あった。
神権の二つの部分について説明する。メルキゼデク神権とアロン神権である。時々，アロン
神権は小神権または備えの神権と呼ばれ，メルキゼデク神権は大神権と呼ばれる。アロン神権
はメルキゼデク神権の一部で，その指示の下に働く。これら二つの神権は，ジョセフ・スミス
により回復された。
アロン神権の回復
1829年の春，預言者ジョセフ・スミスとオリバー・カウドリは，復活したイエス・キリスト
がニーファイ人にバプテスマについて教えられたモルモン書の部分を翻訳していた（3ニーファ
イ11：18−28，33−34参照）。バプテスマは，ジョセフが若いときに宗教家たちが論争していた
主題の一つで，バプテスマに関して混乱したクリスチャンが数多くいた。彼らはバプテスマが
必要なのか，バプテスマはどのように行われるのか，だれがバプテスマを施すのか，何歳でバ
プテスマを受けるべきなのか，などの疑問を抱いていた。ジョセフとオリバーはこうした質問
の答えを求めて主に尋ねることにした。1829年5月15日，二人は祈るためにペンシルバニア州の
サスケハナ川沿いの森に入った。オリバーはその経験について以下のように述べている。
「突如，
あがな

永遠のただ中から来たかのように，贖い主の声がわたしたちに平安を告げられた。それと同時
くだ

に，とばりが分けられ，神の天使が栄光をまとって降って来て，わたしたちが切に待ちこがれ
かぎ

ていた知らせを告げ，悔い改めの福音の鍵を渡してくださったのである。何という喜びであろ
う。何という驚異であろう。何という驚きであろう。
」（ジョセフ・スミス−歴史1：71後注）
アロン神権の回復とジョセフとオリバーのバプテスマについて，ジョセフ・スミス−歴史1：
68−74と教義と聖約13章から説明する。
天使となってジョセフとオリバーに現れたバプテスマのヨハネ（教義と聖約27：7−8参照）
は，イエス・キリストにバプテスマを施した偉大な預言者であった。ヨハネが死んだとき，ヨ
ハネは依然としてアロン神権の鍵を持っていた。これは，ヨハネがジョセフ・スミスにアロン
神権の権能を回復する権利と権能を持っていたことを意味する。ヨハネは，手を置いてジョセ
フとオリバーをアロン神権に聖任した。ヨハネはメルキゼデク神権の鍵は持っていなかったの
で，メルキゼデク神権の回復はできなかった。
メルキゼデク神権の回復
バプテスマのヨハネの訪れのすぐ後，ジョセフとオリバーは，ニューヨーク州のコールズビ
ルに旅行した。ハーモニーに戻る途中，ペテロ，ヤコブ，ヨハネがサスケハナ川の岸辺でジョ
セフとオリバーに現れた（教義と聖約128：20の最後の文章を参照）。ペテロ，ヤコブ，ヨハネ
は，イエスが地上に住んでおられたときの使徒である。彼らは変貌の山でキリストからメルキ
ゼデク神権の鍵を受け（『聖句ガイド』「変貌」参照），神権が地上から取り去られた後も神権の
鍵を所有し続けた。
ペテロ，ヤコブ，ヨハネは，ジョセフとオリバーにメルキゼデク神権とイエスの時代の使徒
が持っていたすべての権能（教義と聖約27：12参照）を授けた。神の力（神権）は再び地上に
存在するようになったのである。その時点でジョセフとオリバーは地上で主のために働く権能
を受けた。イエス・キリストの教会は，神権の権能によってすぐに組織された。
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話し合いと
応用のための質問

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，
生活に応用するうえで最も役に立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に聖句を読
んで話し合うのは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。
●

ジョセフ・スミスとオリバー・カウドリは，なぜ森に入って祈りましたか（ジョセフ・スミ
ス−歴史1：68−69）。だれが現れましたか。バプテスマのヨハネとは，どのような人ですか。

●

バプテスマのヨハネは，どのようにしてジョセフ・スミスとオリバー・カウドリをアロン神
権に聖任しましたか。なぜ神権の権能を天の使者によって回復する必要があったのですか

（神権は，正しい権能を持った人によって与えられる必要があった。神権は地上から取り去ら
れ，その権能を持った人がだれもいなかったから）。現在，男性はどのように聖任されますか
（信仰箇条1：5）。
●

ジョセフ・スミスとオリバー・カウドリにバプテスマを施したのはだれですか（ジョセフ・スミス−
歴史1：71）。バプテスマを受けてからジョセフ・スミスとオリバー・カウドリはどのような祝福を
受けましたか
（ジョセフ・スミス−歴史1：73−74）。皆さんにバプテスマを施したのはだれですか。
皆さんにバプテスマを施した人は，どのような権能を持っていましたか。

●

バプテスマを施すためにどのような神権の権能が必要ですか（アロン神権。ジョセフ・スミ
ス−歴史1：69参照）。聖霊の賜物を授けるには，どのような神権の権能が必要ですか（メル
キゼデク神権。ジョセフ・スミス−歴史1：70参照）
。

●

ペテロ，ヤコブ，ヨハネとは，どのような人たちですか（イエスの3人の使徒。マタイ4：
18−22参照）。

●

男性だけが神権を持つが，すべての人が神権によって祝福を受ける。この点を指摘する。皆
さんは神権の力によって（現在，または将来）どのような祝福を受けられますか（癒しや慰
めを得るための祝福，祝福師の祝福，神権への聖任，神殿の儀式などが答えとして考えられ
る）。神権の祝福を受けるために，皆さんはどのような準備ができますか（「レッスンを豊か
にする活動」の3を参照）。

●

レッスンを
豊かにする活動

神権の回復に対して感謝を表すには，どうすればよいですか。
以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，

チャレンジに利用してもよい。
1． 時の始めから人に神権を与えたり，聖霊を授けたり，神権の祝福を与えたりするときは，
按手によって行われてきたことを説明する。以下の聖句を幾つか調べさせる。聖句は按手
の行われた状況を述べたものである。
民数27：18，22−23
マルコ6：5
使徒8：17
アルマ6：1
教義と聖約20：70
教義と聖約35：6
教義と聖約42：44
教義と聖約68：27
教義と聖約107：65−67
神権者から按手を受けたときの経験（子供の祝福を受けたとき，確認の儀式で聖霊の賜
物を受けたとき，病気で祝福を受けたときなど）を話し合わせる。
2．次の文を，2か所空白のまま黒板に書く。「神権は̲̲̲で̲̲̲ません。」（空白には「お金」「買
え」が入る）使徒行伝8：9−22のシモンの物語を話して聞かせる。
シモンは熟練した魔術師だったので，人々はシモンが神の力を持っていると信じていた。
しかしシモンが改宗し，バプテスマを受けて教会に入ると，神のほんとうの力である神権
を持っていないことが分った。
一人の子供に使徒行伝8：18−19を声を出して読ませ，シモンがどのようにして神権を得
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ようとしたかを説明する。シモンがイエスの使徒の一人ペテロから受けた答えを，別の子
供に20節から声を出して読ませる。
一人の子供に黒板の空白の部分に言葉を書き込ませる。神権はお金で買うものではなく，
正しい生活を通してのみ得られることを子供たちに教える。
3． 若い男性が神権を受ける準備として行うべきことを幾つか挙げ，黒板に答えを書かせる
（教会に毎週出席する，聖典を読む，祈る，人々を愛し仕える，正直である，知恵の言葉を
じゅうぶん

守る，良い言葉を使う，両親と教会の指導者に従う，什分の一を正直に払う，監督の面接
を受ける，などが答えとして考えられる）。若い男性がこれらすべてを行っても，正しい権
能を持った人からでなければ，神権が与えられないと教える。
若い女性が神権の祝福を受ける準備として行うべきことを幾つか挙げさせ，答を黒板に
書かせる（答えは若い男性のときの答えと同じはずである）
。女性は神権を持っていないが，
神権のすべての祝福を受けられる。これを説明する。
4． 次のカード合わせゲームをしながらアロン神権の各職に就ける義務を教える。
下記の義務をカードの左半分に書く。該当する神権の職を大きな文字で各カードの右半
分に書く。カードを縦に切り子供たちに配る。ほかの子供たちのカードと比べながらカー
ドの半分を探させ，義務と職が合っているかを確認する。すべてのカードが合わさったら，
アロン神権の職と義務を読ませる。
職

義

務

執事

聖餐を配る

執事

断食献金を集める

執事

監督のメッセンジャーを務める

執事

集会所の用地の世話をする

教師

聖餐の準備をする

教師

ホーム・ティーチングに行く

教師

必要に応じて執事の義務を果たす

祭司

罪の赦しのためのバプテスマを施す

祭司

聖餐の祝福

祭司

ほかの人を祭司，教師，執事に聖任する

祭司

必要に応じて執事，教師の義務を果たす

ゆる

これらの義務を果たすためには，アロン神権者は監督の承認が必要である。この点を指
摘する。
5． 信仰箇条1：5を子供たちに復唱させる。神権は権能を持つ人の按手によってのみ受けられ
ることを教える。また次の点を説明する。男性が神権を受けても，儀式を執行できるのは
自分を管轄する神権指導者の承認を受けたときだけである。例えば，祭司は，監督の許可
がなければ人にバプテスマを施せない。信仰箇条1：5の一部または全部を子供たちが覚え
られるように助ける。
6．「神権の回復」（『子供の歌集』60）を歌うか，歌詞を読む。
まとめ
証

神権の回復によって，天父のもとに戻るために必要なすべての祝福を受けられるようになっ
たことを感謝する。神権の偉大な力を受ける準備をし，その力を使うためにいつもふさわしく
生活するよう，男の子にチャレンジする。女の子には，神権を尊び神権の祝福を受けるふさわ
しさを身に付けるようにチャレンジする。

読書課題

本課の復習のため，家庭で教義と聖約13章と章の前書きを研究するよう，子供たちに提案する。

家族との

子供たちが，物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を

分かち合いの提案

家族と一緒に読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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金版を見た証人たち

あかし

目 的
準 備

モルモン書が真実であると証する望みを予供たちが持つようになる。
1． この課の歴史記事，教義と聖約17章，モルモン書の「三人の証人の証」と「八人の証人の
証」，2ニーファイ27：12−14；エテル5：2−4を祈りの気持ちで研究する。それからレッス
ンを検討し，聖文と歴史記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」
vi−vii，
「聖文と歴史記事に基づいて教える」vii−viii参照）
。
2． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
3． 教材
教義と聖約とモルモン書（人数分）
品物の入ったバッグか箱（導入参照）
視覚資料5−17「ジョセフ・スミス，オリバー・カウドリ，デビッド・ホイットマーに金版
を見せるモロナイ」；5−18「金版を見る八人の証人」

レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導 入

何か品物を入れたバッグか箱を子供たちに見せる。中を見せないで説明する。
●

ほんとうにバッグ（箱）の中に品物が入っていると思いますか。
ある子供たちはあなたをよく知っていて信頼しているのでバッグや箱の中に品物が入ってい

るのを信じるかもしれないし，また別の子供たちはその品物を見ていないので信じないかも知
れないこの点に注目させる。3人の子供に，こちらに来て品物を見るように言う。クラスにいる
生徒にその品物が何だったかを教えるように言う。3人がその品物を見て証したので，その品物
がバッグや箱の中にあるのを信じるのは以前より簡単であると説明する。
ジョセフ・スミスが金版を翻訳したときの記録を子供たちと復習する。このとき，実際に金
版を見たのはジョセフ・スミスだけであったと説明する。2ニーファイ27：12を子供たちと一緒
に声を出して読む。
●

モルモン書が世に出るとき，天父は何をされると約束されましたか。
金版の存在を人々に知らせるため，天父は証人に金版を見せると約束された。

聖文と歴史記事

金版を見た3人の証人と8人の証人の経験について，モルモン書の扉にある「三人の証人の証」
と「八人の証人の証」，教義と聖約17章と以下の歴史的記録から教える。適切な箇所で視覚資料
を用いる。
デビッド・ホイットマーがジョセフ・スミスの助け手として加わる
1829年の5月までに，モルモン書の翻訳はほとんど完成していた。ジョセフ・スミスは約2年
間金版を所有していたが，実際に翻訳したのは合計約3か月であった。ジョセフは注意深く金版
を守り，だれにも金版を見せずにいた。しかしジョセフは，ハーモニーでは金版が安全でない
のを心配するようになった。ジョセフの筆記者を務めていたオリバー・カウドリは，友人のデ
ビッド・ホイットマーに手紙を書いた。デビッド・ホイットマーはジョセフ・スミスについて
知らなかったが，オリバー・カウドリは自分と預言者をニューヨーク州フェイエットに連れて
行くように依頼した。そこで彼らの安全が確保されて翻訳を完成できると思ったからである。
しかしデビッド・ホイットマーが，荷馬車でジョセフとオリバーを連れて来る前に，春の植
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え付けのために畑の準備をしなければならなかった。朝デビッドが土地を耕すために外に行く
と，だれかがすでに畑の一部を耕してあった。その仕事の出来映えはとても良く，すきがあぜ
道に置いてあって，仕事が続けられるようになっていた。1日の耕作が終わると，普通なら2日
かかる仕事を1日で終えた。デビッドの父ピーター・ホイットマー・シニアは，この奇跡に感動
してこう言った。
「これには大きな力が働いているに違いない。焼石膏を撒いたらすぐにペンシルベニアに行く
とよい。」（ルーシー・マック・スミス，History of Joseph Smith，148）その地域の農夫は，土
地の酸化を防ぐために焼石膏を土に加えていた。次の日，デビッドは焼石膏を置いてある姉の
家の近くの場所に行くと，焼石膏がなくなっていた。デビッドの姉は，昨日3人の見慣れない人
がものすごいスピードで上手に焼石膏をまいていたのを姉とその子供たちが見たとデビッドに
話した。その人たちはデビッドが雇った人であると姉は思っていたが，デビッドは主が備えら
れた助け手であることを知ったのである。
デビッドは，神の助けに感謝し急いでハーモニーに出かけた。デビッドが町近くまで来ると，
きょう

ジョセフとオリバーが出迎えていたのでデビッドはびっくりした。デビッドは，自分が今日着
くのを伝えていなかったからである。ジョセフは，デビッドがこちらに来るのを示現で見てい
たので，デビッドが到着する時間を知っていたのだよ，とオリバーはデビッドに説明した。デ
ビッドはこのとき初めてジョセフ・スミスに会ったのだが，ジョセフがほんとうの預言者であ
ると確信し，良い友達になったのである。
3人の証人，金版を見る
モルモン書の翻訳が終わり近くになると，ジョセフは，自分の他に金版を見る人が3人いるこ
とを知った（エテル5：2−4参照）。翻訳を手伝ったマーティン・ハリス，オリバー・カウドリ，
デビッド・ホイットマーは，3人の証人が金版を見る機会があるのを知り，この証人になる許可
けんそん

を得たいと思った。ジョセフ・スミスがこの件について祈ると，もしこれらの3人が謙遜である
なら，証人になるであろうと主は啓示された（教義と聖約17章参照）
。
1829年のある夏の日，ジョセフ・スミス，オリバー・カウドリ，デビッド・ホイットマー，
マーティン・ハリスは，金版を見る準備をするためにホイットマー家の近くの森に入った。全
員ひざまずき順番に祈りをささげたが答えはなかった。再びそれぞれが祈りをささげたが，依
然として答えは得られなかった。マーティン・ハリスは，自分の行いのために答えが得られな
いのだと感じ，その場を去った。残った人がもう一度ひざまずいて祈ると，すぐに頭上に光が
現れて天使モロナイが彼らの前に立った。モロナイは手に金版を持ち，金版を一枚一枚開き，
金版上の彫刻文字を見せた。
その後，主の声が彼らに告げた。
「この金版は神の力により現され，神の力により翻訳された。
あなたがたが見た金版の翻訳は正しいものである。わたしはあなたがたに命じる。あなたがた
が今見聞きしたことを証するように。
」（History of the Church，第1巻，55）
その後ジョセフ・スミスは，マーティン・ハリスを探しに行った。ジョセフは，マーティン
が熱心に祈っているのを見つけ，マーティン・ハリスの祈りに加わった。そうすると，ジョセ
フ，オリバー，デビッドが見たのと同じ示現がマーティン・ハリスにも開かれた。3人の証人は，
自分たちの経験を文章にして証をした（
「三人の証人の証」参照）。
8人の証人，金版を見る
その数日後，ジョセフ・スミスはまた別の8人が金版を見るように招いた。それにはジョセフの父
と二人の兄弟が含まれていた。今回は天使は降りて来なかった。証人たちがジョセフの周りに集
まり，ジョセフが彼らに金版を見せたのである。8人の証人たちは，手で金版に触れ，金版をめくり，
封印されていない箇所の見慣れない彫刻文字に触れた。彼らは，金版の確かな存在を文章に書い
て証をした。8人の証人とは，ジョセフ・スミス・シニア，ハイラム・スミス，サミュエル・H・スミス，
クリスチャン・ホイットマー，ジェイコブ・ホイットマー，ピーター・ホイットマー・ジュニア，ジョン・ホ
イットマー，ハイラム・ページである
（「八人の証人の証」参照）。
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11人のすべての証人は，その後教会で重要な地位を占めた。その中には後日教会を去った人
もいるが，だれ一人として金版に対する証を否定した人はいなかった。
話し合いと
応用のための質問

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，
生活に応用するうえで最も役に立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に聖句を読
んで話し合うのは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。
●

オリバー・カウドリ，デビッド・ホイットマー，マーティン・ハリスが金版の証人になるた
めに何をするように言われましたか。ジョセフ・スミス，オリバー・カウドリ，デビッド・
ホイットマー，マーティン・ハリスが証人になることについて祈るために森に入ったとき，
何が起こりましたか。ジョセフ・スミス，オリバー・カウドリ，デビッド・ホイットマーに，
金版はどのように示されましたか。マーティン・ハリスを助けるためにジョセフ・スミスは
どうしましたか。なぜマーティン・ハリスは最終的に，ほかの2人の証人と同じ示現が開かれ
たと思いますか。3人の証人の話から最も印象に残ったのは何ですか。

●

3人の証人は，この経験の後何をするように告げられましたか。金版が本物であると証するよ
うに語ったのはだれでしたか（「三人の証人の証」参照）。ほかの人が金版を見ることについ
てジョセフ・スミスは喜んでいましたが，それはなぜだと思いますか（「レッスンを豊かにす
る活動」の1を参照）。

●

8人の証人には，どのように金版が示されましたか。8人の証人の経験は，3人の証人の経験と
どのように違っていましたか。

●

証人が金版を見るのはなぜ必要だったのですか（エテル5：4；2ニーファイ27：12−14）。証
人の証は，現在のわたしたちにとってどのように祝福になっていますか。皆さんはどのよう
にしたらモルモン書の証人になれると思いますか。（その点について研究する。モルモン書が
真実であり，その教えに従って生活し，モルモン書について人々に話せるように祈る，など
が答えとして考えられる）

●

個人で，または家族でモルモン書を家庭で読んでいる人は皆さんの中でどのくらいいますか。
モルモン書を読んでいる皆さんと皆さんの家族はどのように祝福されていますか。

レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． 3人の証人に金版が示された後ジョセフ・スミスは家に戻って来たが，そのときの様子につ
いてジョセフ・スミスの母が記録している。次の記録を読むか話して聞かせる。
彼ら（ジョセフと3人の証人）が家に戻って来たとき，午後3時から4時の間であった。ホ
イットマー夫人とスミス氏とわたしは，そのときベッドルームで座っていた。ジョセフは
入ってくるなり，自分の体をわたしの隣に投げ出して叫んだ。「お父さん，お母さん，ぼく
がどんなに幸せな気持ちか知らないでしょう。主はたった今ぼくのほかの3人に金版を見せ
てくださったんだよ。……彼らは，ぼくの言葉がほんとうであると証をしなくてはならな
いんだ。……重くてほとんど耐え切れない荷物から解放されたような気がするよ。」（ルー
シー・マック・スミス，History of Joseph Smith，152）
●

なぜジョセフは，ほかの人が金版を見たことで安心したのでしょうか。

2．モルモン書とその教えの証人となる方法を子供たちに考えさせる。子供たちの答えを黒板に
書く。だれかが教会の信条やモルモン書の教えについて質問するような状況を作り，子供
たちに証人として実演させる。
3． 証人は無作為に選ばれたのではなく，モルモン書を世に出すために様々な方法で協力した
人たちであった。この点に注目させる。3人の証人に関する以下の情報について話す（また
は，3人の子供たちに発表するように前もって割り当てる）
。
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マーティン・ハリス
ジョセフ・スミスがニューヨークで迫害に悩まされていたとき，マーティン・ハリスは，
ペンシルベニア州ハーモニーへの移動の足しになるようジョセフ・スミスに50ドルを渡し
た。マーティン・ハリスは，モルモン書を出版する資金を捻出するために自分の農場を抵
当に入れた。彼の農場の一部は，モルモン書の印刷費用を払うために競売にかけて売らな
ければならなかった。マーティン・ハリスは，短い間ジョセフ・スミスの書記を務めた
（
『時満ちる時代の教会歴史』45−46，61−65参照）
。
オリバー・カウドリ
オリバー・カウドリは学校教師で，スミス家の家族と住んでいたときにジョセフ・スミスの示現
と金版について聞いた。自分が聞いた話が真実かどうかを知るために彼が祈ると，真実であ
るという答えを受けた。彼は，ペンシルバニア州ハーモニーに行ってジョセフ・スミスに会い，
筆記者として働いた。オリバー・カウドリも幾つかの活字を自分の手で組むなどしてモルモン
書の出版の手助けをした（『時満ちる時代の教会歴史』52−53，63参照）。
デビッド・ホイットマー
デビッド・ホイットマーは，友人のオリバー・カウドリからジョセフ・スミスと金版の
翻訳に関する手紙を数通受け取った。オリバー・カウドリは，彼に翻訳を数行送り，金版
に書かれた記録について証を述べた。デビッド・ホイットマーは，これらの手紙を家族に
見せた。ハーモニーでの迫害が悪化してきたので，オリバー・カウドリは，ジョセフ・ス
ミスをデビッド・ホイットマーの家に滞在させて翻訳を完成できるよう頼んだ。デビッ
ド・ホイットマーは，ジョセフ・スミスを連れにハーモニーに行く準備をする際に奇跡を
経験した（『時満ちる時代の教会歴史』56−57）
。
4． 以下の物語を自分の言葉で話す。
ジョセフ・スミスとエマ・スミス，およびオリバー・カウドリは，モルモン書を翻訳し
ている間，デビッド・ホイットマーの両親であるピーター，メアリー・ホイットマーの家
に住んでいた。これらの客を迎え，たくさんの仕事がメアリー・ホイットマーに降りか
かってきたが，彼女は一言も不平を漏らさなかった。ある日，彼女が牛の乳を搾りに牛小
屋に行くと，優しそうな老人に会った。その老人は実は天使モロナイで，そのとき金版を
持っていた。モロナイは，「あなたは，自分の仕事に非常に忠実にしかも勤勉に働いてきま
した。しかし苦労が増えたため，あなたは疲れています。したがって，あなたの信仰が強
められるように証を受けるのは正しいことです。
」と言って，彼女に金版を見せたのである。
この経験によりホイットマー家全員が強められたのである。」（ Report of Elders Orson
Pratt and Joseph F. Smith， Millennial Star，1987年12月9日付，772−773，または『時満
ちる時代の教会歴史』57参照）
まとめ

モルモン書が真実であると証する。モルモン書と救い主イエス・キリストを証する人にな

証

れることに感謝する。モルモン書に関する証を家族に述べるように子供たちを励ます。

読書課題

本課の復習のため，家庭で教義と聖約17：1−4，「三人の証人の証」「八人の証人の証」を研
究するよう，子供たちに提案する。

家族との分かち合い
の提案

子供たちが，物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を
家族と一緒に読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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モルモン書の出版

目 的

モルモン書が手元にあって読んだり研究できたりすることに，子供たちが感謝できるように
助ける。

準 備

1． モルモン書の序文；教義と聖約19：26；20：1−16：モロナイ10：4−5；本課の歴史記事を
祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文と歴史記事を子供たちにどう
教えるか決める（本書「レッスンの準備」vi−vii，「聖文と歴史記事に基づいて教える」
vii−viii参照）
。
2． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
あかし

3． 1枚の紙に「モルモン書−イエス・キリストについてのもう一つの証」と書き，さらにこの
文とは関係のない文字を幾つか書く。文字は十分大きく書き，切り離せるように文字間隔
を広く取る。次に文字を切り取り，小さな袋か容器に入れる。
4． 教材
ａ．教義と聖約とモルモン書（人数分）
ｂ．視覚資料5−19「モルモン書の印刷」
レッスン
導 入

一人の子供に開会の祈りをさせる。
袋か容器に入れた文字を子供たちに見せ，その文字を並べるとどのような文章になるか質問
する。文字を正しい順序に並べさせ，要らない文字をよけさせる（文字を並べているときに見
えるように，黒板に正しい文章を書いてもよい）
。
子供たちが文字を並べている間，モルモン書が最初に出版されたときは，手で金属の活字を
組んで本を作ったことなどを説明する。印刷所では，それぞれの文字を選んで1個ずつ活字を組
まなければならなかった。子供たちが文字を並べて短い文章を作ったときのように，それはと
ても時間のかかる作業であった。この点に注目させる。
本課では，モルモン書の出版についてさらに学ぶ。

聖文と歴史記事

モルモン書の出版について教義と聖約20：1−16，モルモン書の序文と以下の歴史記事から教える。
金版の翻訳がほぼ終了したとき，ジョセフ・スミスは本を出版してくれる人を探し始めた。
彼はパルマイラの印刷屋のエグバート・B・グランディンに話し，本を出版する費用の見積も
りをしてくれるよう頼んだ。グランディンは，「金版の聖書」と呼ばれるものを印刷したくな
かった。地元の人々がその本に反対しているのを知っていたので，代金が支払われないのでは
ないかと恐れたからである。ジョセフはニューヨーク州のロチェスターに行き，ほかに出版し
てくれる人を探した。
1軒の印刷屋は，ジョセフがほんとうにそのような原稿を持っているとは信じられなかったの
で，その本の印刷を断わった。もう1軒の印刷屋は，印刷に同意したが，とても高い値段を提示
した。結局，ジョセフはパルマイラに戻り，本を印刷してくれるようにグランディンを説得し
た。グランディンは，印刷費用を保証するためにマーティン・ハリスが農場を担保に入れた後
に印刷に同意した。
翻訳原稿の安全のため，主はジョセフ・スミスを通して，オリバー・カウドリに原稿の完全
なコピーを一部作成するように命じられた。ジョセフは，オリバー・カウドリとハイラム・ス
ミスが印刷の仕事を監督するように依頼した。一度にほんの数ページだけ印刷所に原稿を持っ
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て行ったので，オリバーとハイラムは，数か月の間，印刷事務所を頻繁に訪れた。何回も訪れ
ているうちにオリバー・カウドリは印刷について学び，本の幾つかの活字を自分の手で組んだ。
最初の原稿には段落や句読点がなかったので，グランディンの植字工のジョン・H・ギルバー
トが句読点と段落を入れた。出版された本は，預言者モルモンが古代記録のほとんどを書いた
り編集したりしたので，モルモン書と呼ばれた。
モルモン書に反対するパルマイラの人々は集会を開いて，本が出版されても買わないことに
した。グランディンは，代金が支払われないのではないかとまた心配になった。マーティン・
ハリスは自分の農場を失うことを恐れ，どうしたらよいか悩んでいた。ジョセフ・スミスが主
に尋ねると，主は，自分の財産をむさぼることなく，モルモン書の印刷費用を賄うために惜し
みなく分け与えるようにマーティンに告げられた（教義と聖約19：26）
。
マーティン・ハリスは実際に151エーカーの農場を売り，モルモン書の出版費用をグランディ
ンに支払った。
モルモン書の印刷の視覚資料を見せる。印刷され積み重ねられて製本するだけになっている
紙の山に注目させる。数ページの活字が一度に1文字ずつ組まれ，その後1枚の大きな紙に印刷
されたことを説明する（「レッスンを豊かにする活動」の3を参照）。印刷機を動かして複写を1
枚作って間違いを探した。印刷が正しければ5,000枚印刷した。モルモン書全ページについて
5,000枚の印刷ができるまでこの工程を繰り返したのである。その後印刷された紙は製本所に送
られ，そこで折り畳み，裁断し，製本された。モルモン書の最初の5,000部は，1830年の春に完
成し，印刷には3,000ドルの費用がかかった。サタンはモルモン書の翻訳と出版をくい止めよう
と躍起になったが，成功しなかった。
レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，

話し合いと
応用のための質問

生活に応用するうえで最も役に立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に聖句を読
んで話し合うのは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。
●

モルモン書を翻訳したのはだれですか（教義と聖約20：2，8）。モルモン書には何が載ってい
ますか（教義と聖約20：9）。モルモン書を読んで研究すると，わたしたちはどのような祝福
を受けますか（教義と聖約20：9−12）。教義と聖約20章には，「この時期と時代」において何
を世に証明していると書いてありますか（教義と聖約20：11）
。

●

モルモン書はわたしたちに何を証していますか（モルモン書は，イエス・キリストについて
のもう一つの証である。モルモン書の扉のページ参照）。イエス・キリストの証人になるには
どうしたらよいですか。イエス・キリストを信じていることを人々に知らせるには何をした
らよいですか。

●

信仰を持ってモルモン書を受け入れる人には，何が約束されていますか（教義と聖約20：14）
。
永遠の命とは，天父とイエス・キリストと一緒に住むことであると説明する。モルモン書を
拒む人々にはどのようなことが起こりますか（教義と聖約20：15）
。

●

モルモン書が真実であるという証を得るにはどうしたらよいですか（モロナイ10：4−5）。す
べての人がモルモン書に関して自分の証を得るのはなぜ必要なのですか。
天父がわたしたちにモルモン書を与えてくださいました。その点についてどのように感じ
ますか。

レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． モルモン書の序文の6段落目にある預言者ジョセフ・スミスの言葉を読ませる（「わたしは
兄弟たちに言った」で始まる文）
。
●

かなめ石とは何ですか。

黒板に簡単なアーチを書く（イラスト参照）
。
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Keystone
かなめ石

かなめ石はアーチ全体を支えていることを説明する。かなめ石がないとアーチは崩れて
しまう。
●

ジョセフ・スミスは，なぜモルモン書が「わたしたちの宗教のかなめ石である」と，
言ったと思いますか。

2． モルモン書が出版されたとき，教会の会員たちは非常に熱心にモルモン書を読んだ。以下
の物語を自分の言葉で話す。
1828年にメアリー・エリザベス・ローリンズは，家族とともにオハイオ州カートランド
に引っ越してきた。その2年後，メアリー・エリザベスが12歳のとき，宣教師がカートラン
ドにやって来た。メアリー・エリザベスとその母親が教会に入った。ある日，メアリー・
エリザベスは，カートランドの管理長老である隣人のモーレイ兄弟がモルモン書を持って
いるという話を聞いた。それは町でたった1冊のモルモン書であった。メアリー・エリザベ
スは彼のところに行き，読みたいので貸してもらえないかと尋ねた。モーレイ兄弟は，自
分で読むチャンスがなかったと彼女に言った。その当時，モルモン書を見た人はほんの少
ししかいなかった。メアリー・エリザベスは，その本をほんの少しの間借りてもよいかと
尋ねたモーレイ兄弟は，彼女が朝いちばんに返してくれるなら一晩貸してもいいと言って
モルモン書を貸した。
その晩，メアリー・エリザベスの家族は夜遅くまで起きて，その本を全員で順番に読ん
だ。次の朝，メアリー・エリザベスは急いでモーレイ兄弟の家に本を返しに行った。モー
レイ兄弟は，メアリー・エリザベスが一晩にたくさん読めたとは思わなかったが，それで
も彼女は自分と家族がどれだけ読んだかを話して聞かせた。彼女は，モルモン書がリーハ
イとその家族の物語から始まり，彼らが海を超えて旅して行ったとモーレイ兄弟に話した。
モーレイ兄弟は，メアリー・エリザベスがたくさん読んで理解しているので大変びっくり
した。彼は，モルモン書を持って行って全部読むように，それまで待ってもよいと言った。
メアリー・エリザベスとその家族は読み続けて，ほぼ読み終えたときにジョセフ・スミス
がその家にやって来た。彼はモルモン書を見て，モーレイ兄弟に送ったはずの本がどうし
てここにあるのかと尋ねた。
メアリー・エリザベスの叔父がジョセフ・スミスに事の次第を話すと，ジョセフはメア
リー・エリザベスに会えるかと尋ねた。そのときのことをメアリー・エリザベスはこう述
べている。「ジョセフはとても熱心なまなざしでわたしを見た。……そのあとすぐに，彼は
わたしのところに来て頭に手を置き，大いなる祝福を与えてくれた。それはわたしが生ま
れて初めて受けたものであった。そしてその本をわたしにプレゼントしてくれ，モーレイ
兄弟に別の1冊をあげようと言った。
」（The Life and Testimony of Mary Lightner，1−4，
または The Utah Genealogical and Historical Magazine，1926年7月，17：193−195）
3． 子供たち全員に1枚の紙を8つに折らせる（イラスト参照）。その後，子供たちにその紙を広
げさせ図のようにそれぞれ端に番号を書かせる。
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子供たちが16の裏に15，9の裏に10を書いていることを確かめる。
子供たちにもう一度紙を折らせる。最初に14と15が合わさるように折り，次に12と13が
合わさるように折る。最後に8と9が合わさるように折る。それぞれの紙は，1を表，16を裏
にした小さな本に見えるはずである。はさみかペーパーナイフで紙の上部と左端を切り，
本が開くようにする。番号が正しい順番に並んでいるのが見えるようにページをめくらせ
る（子供たちにやり方を見せられるように，クラスの前に練習しておく）
。
これがモルモン書のページが印刷された方法であると子供たちに説明する。ページ番号
がある順序で付けられ，その後1枚の大きな紙に印刷された。すべてのページが正しい順序
になるように，そのあと大きな紙を折って切断したのである。それらの小さな「本」はモ
こんにち

ルモン書を作るために結び合わされた。今日でもこの工程を使って印刷している本もある。
4． モルモン書の出版について子供たちに説明させるため，下記の視覚資料を使わせる。すべ
ての子供たちが視覚資料について一緒に説明させてもよいし，それぞれの視覚資料が表し
ている出来事を子供一人ずつに説明させてもよい。
●

視覚資料5−8「天使モロナイの訪れ」
（『福音の視覚資料セット』404）

●

視覚資料5−11「金版を受けるジョセフ・スミス」
（『福音の視覚資料セット』406）

●

視覚資料5−14「金版を翻訳するジョセフ・スミス」

●

視覚資料5−17「ジョセフ・スミス，オリバー・カウドリ，デビット・ホイットマーに金
版を見せるモロナイ」

●

視覚資料5−18「金版を見る八人の証人」

●

視覚資料5−19「モルモン書の印刷」

5． 教会の第14代大管長エズラ・タフト・ベンソンは，モルモン書を研究する理由を以下のよ
うに3つ挙げた。
●

モルモン書は，わたしたちの宗教のかなめ石である
（
「レッスンを豊かにする活動」の1を参照）
。

●

モルモン書は，わたしたちの時代のために書かれた。

●

モルモン書は，わたしたちを神に近づけてくれる。

（
『聖徒の道』1987年1月号，モルモン書の序文とモルモン8：34−35参照）
下記のベンソン大管長の教会員に対する声明を一人の子供に読ませる。
「わたしはみなさんがモルモン書を愛していることを聞いて本当にうれしく思っています。
わたしもモルモン書が大すきです。天のお父様はみなさんに，これからも続けて毎日モル
モン書を勉強するように望んでおられます。モルモン書は，天のお父様からみなさんにあ
たえられたとくべつなおくり物です。モルモン書の教えにしたがう人は，天のお父様のみ
こころがおこなえるようになります。
」
（エズラ・タフト・ベンソン，
「教会の子どもたちへ」
『聖徒の道』1989年7月号）
6． 信仰箇条1：8またはモロナイ10：4−5を覚えさせる。
まとめ
証

預言者ジョセフ・スミスの信仰と努力により，モルモン書が出版されてわたしたちが研究で
きることを感謝する。モルモン書を学ぶなら，天父とイエス・キリストに近づけると証する。
モルモン書を読んで研究し，モルモン書が真実であるという個人的な証を得るために祈るよう
子供たちにチャレンジする。
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読書課題

本課の復習のため，家庭で教義と聖約20：8−12とモルモン書の序文を研究するよう，子供た
ちに提案する。

家族との分かち合い
の提案

子供たちが，物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を
家族と一緒に読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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第

回復された
イエス・キリスト教会の組織

あかし

目 的
準 備

啓示により真実の教会が地上に回復されたことに対する子供たち一人一人の証を強める。
1． 教義と聖約20：1−4，37，71−79；21：1−5と本課の歴史記事を祈りの気持ちで研究する。
それからレッスンを検討し，聖文と歴史記事を子供たちにどう教えるか決める（本書
「レッスンの準備」vi−vii，「聖文と歴史記事に基づいて教える」vii−viii参照）
。
2． その他の参照箇所──教義と聖約68：27と『福音の原則』16課と17課。
3． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
4． 教材
ａ．教義と聖約（人数分）
ｂ．視覚教材5−6「最初の示現」（『福音の視覚資料セット』403）；5−8「天使モロナイの
訪れ」（『福音の視覚資料セット』404）；5−11「金版を受けるジョセフ・スミス」（『福
音の視覚資料セット』406）；5−14「金版を翻訳するジョセフ・スミス」；5−15「アロ
ン神権を授けるバプテスマのヨハネ」（『福音の視覚資料セット』407）；5−16「メルキ
ゼデク神権の回復」（『福音の視覚資料セット』408）
；5−20「教会の設立」

レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導 入

この課の「準備」で挙げた視覚資料（「教会の設立」以外の視覚資料を使う）を見せて，地上
に真実の教会を回復する前にジョセフ・スミスに起こった出来事を復習し，視覚資料に描かれ
た出来事を子供たちに話させる。
●

これらすべての出来事がなぜジョセフ・スミスの人生に起こったのですか。
下記の引用文を教師が読むか，一人の子供に読ませる。

「教会を組織したその日は，ジョセフにとって10年間にわたる神聖な教育を卒業した日でした。こ
れらすべての出来事は，この歴史的な4月6日の備えをなすものだったのです。」
（ゴードン・B・ヒンク
レー， 150-Year Drama：A Personal View of Our History Ensign，1980年4月号，11−12）
主がイエス・キリストの教会を地上に回復するという最も大切な業のためにジョセフ・スミ
スを備えた出来事を理解させる。
聖文と歴史記事

教会の設立と預言者ジョセフ・スミスに与えられた指示について，「準備」で挙げた以下の歴
史記事と聖文から教える。適切な箇所で教会の設立の視覚資料を用いる。
1829年にジョセフ・スミスとオリバー・カウドリは，バプテスマのヨハネとペテロ，ヤコブ，
ヨハネからアロン神権とメルキゼデク神権を受けた。そのとき教会を組織し管理する権能が
ジョセフに与えられた。1830年にジョセフ・スミスは，教会を組織する方法に関して二つの重
要な啓示を受けた。それらの啓示は，現在教義と聖約の20章と21章に収められているが，イエ
ス・キリストがこの地上に住んでおられたときに，御自身の教会を組織されたのと同じ方法で
教会を組織するようにジョセフに教えておられる。
主は，教会を組織する日を預言者に啓示された（教義と聖約20章の前書きと1節参照）。教会を組
織するための集会は，1830年4月6日火曜日にニューヨーク州フェイエットのピーター・ホイットマー・
シニアの家で開かれた。約60人がこの集会に集まり，ジョセフ・スミスが司会をした。
ニューヨーク州では，法律に基づいて教会を組織する前に正式な会員が6人必要であった。
ジョセフ・スミスとオリバー・カウドリは，アロン神権を受けた日にバプテスマを受けていた。
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その後ハイラム・スミス，ピーター・ホイットマー・ジュニア，サミュエル・H・スミス，デ
ビッド・ホイットマーがバプテスマを受けた。これらの人々は，教会における最初の正式な会
員になった。これらの人々は皆金版を見ていたので，ジョセフ・スミスが預言者であり，彼を
通してイエス・キリストが教会を回復されるという証を持っていた。
祈りが終った後，ジョセフは，自分とオリバーを教師として，また霊的な指導者として受け
入れるかどうか集会に出席している人々に尋ねた。皆手を上げて「はい」と言った（現在，わ
たしたちが召された人を支持するときに教会で行うのと同じように行った）。ジョセフ・スミス
とオリバー・カウドリは，その後互いに長老の職に按手聖任した。ジョセフとオリバーは，集
せいさん

たまもの

会に出席した人々に聖餐式を執り行い，バプテスマ後の確認の儀式により聖霊の賜物を授けた。
ここでイエス・キリストの真実の教会は，再びこの地上に回復され組織されたのである。末日
聖徒イエス・キリスト教会はイエス・キリストの回復された教会であり，イエスがこの地上に
住んでおられたときと同じ福音を教えている（
「レッスンを豊かにする活動」の3を参照）
。
話し合いと
応用のための質問

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，
生活に応用するうえで最も役に立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に聖句を読
んで話し合うのは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。
●

教会はいつ組織されましたか（教義と聖約21：3）。ジョセフ・スミスは教会で何に召されま
したか（教義と聖約20：3）。オリバー・カウドリは何に召されましたか（教義と聖約20：3）。
ジョセフとオリバーを召したのはどなたですか（教義と聖約20：4）。どなたが使徒と預言者
を召すのですか（イエス・キリスト）
。

●

バプテスマを受ける人はどのような人ですか（教義と聖約20：37，71）。「責任を負う」とは
どのような意味ですか。「責任を負う年齢」とは何歳ですか（教義と聖約68：27）。バプテス
マは，どのような方法で執行しますか（教義と聖約20：72−74）
。

●

わたしたちはいつ聖餐を受けますか（教義と聖約20：75）。なぜわたしたちは聖餐を受けるの
ですか。

●

初期の教会員たちは，預言者ジョセフ・スミスについてどのように教えられていましたか

（教義と聖約21：4−5）。イエス・キリストが望んでおられることを，現在のわたしたちに教
えるのはだれですか（生ける預言者）。生ける預言者の教えをどこで聞いたり読んだりするこ
とができますか。なぜ生ける預言者の教えを学ぶ必要があるのでしょうか。
●

末日聖徒イエス・キリスト教会が，イエスがこの地上に住んでおられたときに組織された教
会と同じであることはどうして大切なのですか。イエス・キリストの教会は現在この地上に
どうして必要なのですか。末日聖徒イエス・キリスト教会の会員になると，どのような祝福
を受けますか。

レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． 本課の最後にあるクイズをコピーして子供たち全員に渡す（コピーができない場合は，黒
板にクイズを書く）。教会の設立に関して子供たちがすでに知っていることを把握するため
にレッスンの始めにクイズを解かせるか，または復習としてレッスンの終わりに解かせる。
2． イエス・キリストは，教会を組織する方法をジョセフ・スミスにはっきりと告げられた。
教会の名前をどうすべきかをもジョセフに告げられた（この啓示は1838年に受けたが，そ
れは教会が組織されてから8年後のことであった）
。
●

イエス・キリストは，教会の名前についてジョセフ・スミスに何と言われましたか。
一人の子供に教義と聖約115：4を声を出して読ませ，ほかの子供たちにその箇所を目で

追わせる。教会の名前は，わたしたちの時代，すなわちこの末日に回復されたイエス・キ
リストの教会であることを意味している。
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3． クラスを以下の二つのグループに分ける。
イエス・キリストが地上におられたときのイエス・キリストの教会
イエス・キリストの回復された教会−末日聖徒イエス・キリスト教会
以下の聖書の聖句を「イエス・キリストが地上におられたときのイエス・キリストの教会」
のグループに渡し，以下の教義と聖約の聖句を「イエス・キリストの回復された教会」の
グループに渡す。
マタイ3：13，16／教義と聖約20：72−74
（権能を持っている人による水に沈めるバプテスマ）
エペソ2：19−20／教義と聖約21：1
（生きた使徒と預言者）
アモス3：7／教義と聖約21：5
（現代の啓示）
ルカ22：19−20／教義と聖約20：75
（聖餐）
グループに割り当てられた聖句を一人ずつ声を出して読ませ，イエス・キリストの教会
の特徴について話し合う。末日聖徒イエス・キリスト教会の組織は，イエスが地上で組織
された教会と同じ組織であることを子供たちに理解させる。
4．イエス・キリストと回復された教会について証を持つには，以下を信じなければならない。
この点を理解させる。
●

イエス・キリストは天父の御子でわたしたちの救い主である。

●

ジョセフ・スミスが神の預言者であり，彼を通して福音が回復された。

●

末日聖徒イエス・キリスト教会がイエス・キリストのまことの教会である。

●

わたしたちは，現在生ける預言者により導かれている。
祈りと研究を通して，これらが真実であるという証を得ることができる。これらの大切

な原則に対する証を得たり強めたりする方法を子供たちに考えさせる。
5．生ける預言者は，イエス・キリストの教会にとって重要な位置を占めていると子供たちに教
える。マタイ10：2−4を開かせ，イエスの十二使徒の名前を読ませる。その後，現在の十
二使徒の写真を見せて（教会の図書館か教会の機関誌から入手）
，彼らの名前を教える。
こんにち

6．信仰箇条1：6を覚えさせる。名前が違う職も幾つかあるが，今日の教会は信仰箇条に述べら
れている職をすべて持っている（監督の代わりに牧者など）
。
7．「イエス・キリストの教会」（『子供の歌集』48）を歌うか，歌詞を読ませる。子供たちが
歌っているとき，彼らが知っている2つのことと教会の会員として行う5つのことを聞き取
らせる。それらを黒板に書く。その後，その歌をもう一度歌わせる。
まとめ
証

ジョセフ・スミスは神の預言者であり，彼を通してこの地上に回復されたイエス・キリスト
の教会について証する。教会を通してあなたの生活にもたらされた数多くの祝福に感謝する。
教会から得られる祝福を子供たちに分かち合わせる。

読書課題
家族との分かち合い
の提案

本課の復習のため，家庭で教義と聖約20：1−4と211−5を研究するよう，子供たちに提案する。
子供たちが，物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を
家族と一緒に読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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末日聖徒
イエス・キリスト教会の設立
教会はいつ組織されましたか。
1．1828年6月12日
2．1830年4月6日
3．1944年9月13日

教会はアメリカの何州で組織されましたか。
1．ミズーリ
2．オハイオ
3．ニューヨーク

法律に従って教会を組織するには何人の会員が必要でしたか。
1．6
2．60
3．600

回復された教会が，イエスが地上におられたときに
組織された教会と同じである点を3つ挙げてください。
1．

2．

3．
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重要な儀式の回復

せいさん

目 的
準 備

子供たちがバプテスマ，確認の儀式，聖餐を受けられる特権に感謝するようになる。
1． 教義と聖約20：37，41，72−79；22章；27：1−4（章の前書きを含む）；2ニーファイ31：
17−21と本課の歴史記事を祈りの気持ちで学ぶ。それからレッスンを検討し，聖文と歴史
記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」vi−vii，「聖文と歴史記事
に基づいて教える」vii−viii参照）
。
2． その他の参照箇所──教義と聖約58：42，ジョセフ・スミス−歴史1：68−74
3． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
4． 本課の最後にある迷路をコピーして子供たち全員に配る。コピーができなければ，クラス
が始まる前に紙か黒板に迷路を大きく書く。
5． 教材
ａ．教義と聖約（人数分）
ｂ．モルモン書と高価な真珠（各1冊）
ｃ．鉛筆（人数分）
ｄ．
「ニューヨーク─オハイオ地域の地図」
（第1課の課末）
教師への注意 ── バプテスマと確認の儀式について話し合うとき，まだバプテスマと確認の儀

式を受けていない子供たちの気持ちに配慮する。
レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導 入

鉛筆と本課の最後にある迷路のコピーを子供たち全員に配る。「門」から「永遠の命」に続く
道を探して線を引かせる（迷路を大きな紙に書いた場合，子供たち全員で道を探させる）
。
子供たちが皆同じ道を見つけたかどうか迷路を比べさせる。迷路には正しい道が一つだけあ
る。ほかの道はすべて行き止まりである。この点に注目させる。
人生は迷路のようであると子供たちに説明する。わたしたちは様々な決定をして様々な道を
歩むが，わたしたちを永遠の命と天父とイエス・キリストに導く道はただ一つだけである。そ
の道とはイエス・キリストの福音である。
●

迷路の正しい道が福音であるとしたら，
「門」は何であると思いますか。
2ニーファイ31：17を読むか，一人の子供に声を出して読ませる。イエス・キリストの教会に

入るためのバプテスマは，永遠の命への道を歩み始めるための「門」であると説明する。
●

バプテスマを受けた後，わたしたちが正しい選択をして永遠の命への道を歩むために何を受
たまもの

けますか。
（聖霊の賜物）
●

バプテスマと確認の儀式の大切さを思い出すために，わたしたちは毎週何を受けますか
せいさん

（聖餐）。背教の後，地上からイエス・キリストの福音が取り去られたことを教える。神権も
地上からなくなったので，バプテスマ，確認の儀式，聖餐を正しく受けられなくなった。こ
のため，末日に福音と神権を回復しなければならなかった。
聖文と歴史記事

末日における神権とイエス・キリストの教会の回復について簡単に復習する（第8課と第11課
参照）。神権が回復され，神権者がバプテスマ，確認の儀式，聖餐の祝福やパスができるように
なった。この点を説明する。これらの儀式が，正しい権能を持った人により執り行われるのは
背教以来初めてである。
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バプテスマ，確認の儀式，聖餐式に関する主の指示について「準備」で挙げた聖文から教え
る。またバプテスマと確認の儀式を受けたいという初期の聖徒たちの望みについて以下の歴史
記事から教える。適切な箇所で地図を用いる。
ジョセフ・スミスは，イエス・キリストの教会に入りたいと思う人はだれでも，その罪を悔
けんそん

い改め，謙遜 になり，喜んでイエス・キリストに仕えなければならないという啓示を受けた
ゆる

（教義と聖約20：37参照）。そのようにして人は，バプテスマを受け教会に入り罪の赦しを得る
のである。
教会を組織するための集会以前にバプテスマを受けた人は，その集会で教会の会員に確認さ
れ，聖霊の賜物が与えられた。そこに出席した人々は聖餐も受けた。預言者の父と母である
ジョセフ・スミス・シニアとルーシー・マック・スミスやそのほかにまだバプテスマを受けて
いなかった人々は，その集会の後にバプテスマを受けた。預言者の両親はバプテスマを受けて
大変喜んだが，ジョセフ・スミスも喜びに満たされた。ルーシー・マック・スミスは，自分の
夫がバプテスマを受けて水から上がったとき，「ジョセフが岸に立ってその手を取り，喜びの涙
を流しながら叫んだ。『神はほむべきかな。わたしの父がバプテスマを受けてイエス・キリスト
の真実の教会に入るのを生きて目の当たりにしている。』」と記している（ルーシー・マック・
スミス，History of Joseph Smith，168）。
教会は発展し始めた。ジョセフ・スミス，オリバー・カウドリ，宣教師たちの教えを聞いて多くの
人が教会に入りたいと思った。ほかの教会でバプテスマを受けていた人は，なぜもう一度バプテス
マを受ける必要があるのか疑問に思った。ジョセフが主に尋ねると，教義と聖約22章の啓示を受
けた。この啓示で主は，ほかの教会でバプテスマを受けた人は，正しい神権の権能を持った人か
らバプテスマを受けていないので，権能を持った人からもう一度バプテスマを受ける必要があると
教えられた。
教会が組織されてから2か月後，ジョセフ・スミス，エマ・スミス，オリバー・カウドリとそ
のほかの人々は，ニューヨーク州のコールズビルに出かけた。そこに住んでいる人の数人がバ
プテスマを望んでいたからである。彼らがコールズビルに着いたとき，川をせき止めてバプテ
スマをする池を作った。しかしその夜，敵の暴徒が来てその池を壊した。次の日の日曜日，聖
徒たちは集会を開いてオリバー・カウドリが話をし，出席した人が悔い改めとバプテスマ，聖
あかし

霊の賜物に関する証を述べた。そこに数人の暴徒が集会に出席して，集会が終わると聖徒たち
を侮辱しました。
月曜日の朝，教会の会員は川のせき止めを直して，預言者の妻エマと12人のためにバプテス
マ会を開いた。バプテスマ会が終わるころ，暴徒たちが再度結集し聖徒に危害を加えると脅か
した。聖徒たちが家の近くまで行ったとき，暴徒たちが追って来た。しかし，天父が聖徒たち
を守ってくださったので危害は加えられなかった。
バプテスマを受けた人々に確認の儀式を行うために，その日の夕方に集会が予定されていた
が，集会が始まる少し前に治安公務官（法律を執行する役人）が来て，「治安を乱す者，……モ
ルモン書から教えを説いて国を混乱に陥れている」と言ってジョセフ・スミスを逮捕した
（History of the Church，第1巻，88）。治安公務官は，暴徒がジョセフに危害を加えようと計画
していたのを知り，ジョセフを荷馬車に乗せて暴徒たちから遠ざけたのである。途中，車輪が1
つ外れて荷車が止まったので，また暴徒に囲まれるところであった。彼らはすぐに車輪を取り
替えて道を急いだ。治安公務官は，ジョセフを別の町に連れて行った。その夜ジョセフを暴徒
たちから守るために，治安公務官は銃弾を詰めた銃をそばに置いて眠りについた。
次の日裁判が開かれたが，ジョセフの罪を立証する証拠がなかったので解放された。ジョセ
フはまた別の治安公務官にすぐ捕らえられ，別の町で裁判にかけられたが，ここでも証拠がな
かったのでやっと家に帰れるようになった。
それまでの間，コールズビルの聖徒たちは，ジョセフが無事であり，戻って来て自分たちを
教会の会員に確認してくれるように祈っていた。8月の終わりにジョセフとオリバーは，何人か
の人と一緒にコールズビルに戻った。途中，道路で仕事をしてる大勢の作業集団に出会った。
その中に預言者に敵対する者がいて，預言者とその随行者を間近に見たが，だれであるか分か
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らなかったのでそのまま通過させた。この奇跡により，ジョセフは無事にコールズビルに着き，
会員たちは確認の儀式と聖餐を受けられたのである。
8月の初めごろ，ジョセフは妻のエマともう一人の女性に確認の儀式を行うために小さな集会
を予定していた。ジョセフが聖餐のためにぶどう酒を求めに出かけたとき，天使に出会った。
天使は，敵からぶどう酒を買わないようにジョセフに語った（教義と聖約27：3）。さらにキリ
しょくざい

ストの贖罪を記念して受けるのであれば，聖餐式で何を食べ何を飲んでもかまわないとその天
使は語った（教義と聖約27：2参照）。
レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，

話し合いと
応用のための質問

生活に応用するうえで最も役に立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に聖句を読
んで話し合うのは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。
●

わたしたちはどうしてバプテスマを受けるのでしょうか（わたしたちの罪が赦されるためと
イエス・キリストの教会員になるため（教義と聖約20：37）。バプテスマを受けるためにどの
ような準備をしなければなりませんか（教義と聖約20：37）。わたしたちが真に悔い改めてバ
プテスマを受けると，わたしたちの罪がどのようになると約束されていますか（罪が赦され
る。教義と聖約58：42）。

●

バプテスマを行うには，どのような権能または神権が必要ですか（ジョセフ・スミス−歴史
1：69）。ジョセフ・スミスとオリバー・カウドリはどのようにこの神権を受けましたか

（ジョセフ・スミス−歴史1：68−71）。ほかの教会では，どうして主がお認めにならないバプ
テスマをしているのでしょうか（教義と聖約22章）
。
●

わたしたちがバプテスマを受けたあと，どのようにして会員に確認されますか（教義と聖約
20：41）。その儀式を行うにはどのような神権の権能が必要ですか（ジョセフ・スミス−歴史
1：70，72）。わたしたちが教会の会員に確認されるとき，どのような賜物を受けますか。聖
霊の賜物にふさわしくあるために，どのような生活をしなければなりませんか。

●

ジョセフ・スミスの両親がバプテスマを受けたとき，彼はどうして喜んだと思いますか。皆
さんは，バプテスマを受けて真実のイエス・キリストの教会に入りましたが，なぜそのこと
に感謝していますか。

●

教会に敵対する者たちは，どのようにしてコールズビルの聖徒たちのバプテスマを妨害しま
したか。新しくバプテスマを受けた聖徒たちは，どうしてその日に確認の儀式が受けられな
かったのですか。ジョセフ・スミスはどのように暴徒たちから守られましたか。

●

バプテスマと確認の儀式を受けるために，聖徒たちはどうして喜んで危険に立ち向かったと
思いますか。聖徒たちがバプテスマと確認の儀式を受けたとき，どのように感じたと思いま
すか。皆さんが正しいことをしたとき，どのように感じますか。

●

聖餐に用いる物について，天使はどのようにジョセフ・スミスに語りましたか（教義と聖約
27：2）。現在，わたしたちは聖餐に何を用いていますか（教義と聖約27の前書き参照）。聖餐
を受けるとき，わたしたちは何を思い起こすとよいのでしょうか（教義と聖約27：2）
。

●

聖餐のパンを食べるとき，わたしたちは何をすると約束しますか（教義と聖約20：77）。聖餐
の水を飲むとき，わたしたちは何をすると約束しますか（教義と聖約20：79）。イエス・キリ
み

な

ストの御名を受けるとはどのような意味ですか。いつも御子を覚えるとはどのような意味で
すか。1週間皆さんはどのようにしてイエスを覚えていますか。
●

レッスンを
豊かにする活動

聖餐を受けることにより，バプテスマの聖約をどのように心にとどめられますか。
以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，

チャレンジに利用してもよい。
1． 一人または数人の子供たちにモーサヤ18：8−10を声を出して読ませ，別の子供に教義と聖
約20：37を声を出して読ませる。
黒板に以下の文を書く。
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わたしたちがバプテスマを受けるときに交わす証（約束）──
人々に奉仕する。
戒めを守る。
いつも神を証する人になる。
イエス・キリストの御名を受ける。

これらの聖約（約束）の意味を短く話し合う。
二人の子供に教義と聖約20：77，79から聖餐の祈りの言葉を読ませる。子供たちに祈り
の言葉を聞かせ，バプテスマのときの約束と同じか似ている言葉があったら手を上げさせ
る。聖餐の歌と祈りは，どのようにバプテスマのときの約束を思い出す助けになるか話し
合う。
2． バプテスマの後に戒めに従い続ける大切さを子供たちに理解させる（2ニーファイ31：17−
20参照）。クラスが始まる前に，バプテスマの後に細くて狭い道を歩み続ける方法（祈る，
じゅうぶん

聖文を読む，什分の一を払う，両親に従うなど）と，道から離れる方法（兄弟姉妹と争う，
うそをつく，知恵の言葉に従わないなど）を別々の用紙に書いておく。
イエス・キリストの福音は，時々「細くて狭い道」であると言われる（2ニーファイ31：
18参照）。これを子供たちに説明するために，長い1本のひも，ロープ，テープのいずれか
を床に置いて，細くて狭い道を表す。
希望者を一人募り，床に置いたひも，ロープ，テープのいずれかの端に立たせる。あな
たが準備した文章をクラスの子供たち全員に1枚かそれ以上渡す。1度に一つの文章を声を
出して子供たちに読ませ，その内容が細くて狭い道に留まらせるものか，離れさせるもの
かをその狭い道に立った子供に判断させる。留まらせるものであれば，子供に小さく1歩前
進させる。離れさせるものなら，道から横に1歩ずれさせる。その後留まる内容の文章が読
まれたら，子供を細い道に戻させる。子供がその糸かテープの端に来るまで続ける。
戒めに従ってイエス・キリストが望んでいるように行うなら，天父とイエスとともに永
遠に住む準備ができると教える。子供たちに鉛筆と紙を渡して細くて狭い道に留まるため
に今週することを一つか二つ書かせてもよい。
3． 一人の子供に教義と聖約20：37を読ませ，バプテスマを受ける準備ができた人の特質を黒
板に書かせる。答えとして以下が考えられる。
けんそん

●

謙遜である

●

打ち砕かれた心を持っている

●

悔いる精神を持っている

●

喜んでイエス・キリストの御名を引き受ける

●

悔い改めている

●

最後まで主に仕えると決心している

●

行いによって誠実であることを示す
これらの特質について子供たちと話し合い，バプテスマを受けた後にどのようにすると

これらの性質をもっと伸ばせるか話し合う。今週中に教義と聖約20：37を読んで考え，聖
餐を受ける備えをするように励ます。
4． バプテスマのヨハネがイエスにバプテスマを施している視覚資料を見せる（『福音の視覚資
料セット』208）。
●

イエス・キリストはどこでバプテスマを受けましたか。

●

皆さんはどこでバプテスマを受けましたか。
現在，多くの人々が，暖かくてきれいな水を満たしたバプテスマフォントでバプテスマ

を受けている。しかし，人を沈めるために十分な水があれば，人はどこででもバプテスマ
を受けられる。過去と同様に現在でも，人々は川，湖，海，水タンク，スイミングプール
などでバプテスマを受けている。ジョセフ・スミスは川でバプテスマを受けたし，何人か
50

第12課

の教会の大管長も川や池や運河などでバプテスマを受けた。ハワード・W・ハンターはス
イミング・プールでバプテスマを受けた（ウィリアム・G・ハートレイ

Our Prophets

Outdoor Baptisms， Friend，1988年3月号，30−31；President Howard W. Hunter. The
Lord s

Good and Faithful Servant， Ensign，1995年4月号，9）。

●

バプテスマを受ける場所は人にとって大切ですか。

●

人がバプテスマを受けるときに大切なのは何ですか。
どこでバプテスマを受けようと，正しい神権の権能を持った人から水に沈められるバプ

テスマを受けるのが大切であると教える。
5． バプテスマを受けたいと思っていても困難に直面する人がたくさんいる。例えば，家族や
友達の賛成を得られない人もいる。教会が発展し始めたばかりの国では，バプテスマを施
す場所が見つけ難い場合もある。
バプテスマを受けるときの困難を克服した人の話をする。以下の記事を使ってもよい。
アフリカのケニア共和国では，バプテスマ会を開くために様々な準備をしなければならない。
彼らは隣の国から水を入れるタンクを買った。井戸から水をくみ出し，そこから6．5キロ離れ
た教会の建物に水を運ぶのに5時間もかかった。バプテスマをして人を完全に沈めるにはタン
クの中の水位が十分ではなかったので，タンクの中に10人の人が立って水位を上げたのである
（E・デール・レバロン Pioneers in East Africa

Ensign，1994年10月号，22）。

6． 子供たちが信仰箇条1：4を復習し，覚えられるようにする。
7．「にじが好きです」（『子供の歌集』53）を歌うか，歌詞を読ませる。
まとめ
証
読書課題

バプテスマ，確認，聖餐などの儀式とこれらの儀式からあなたが受けた祝福に感謝の気持ち
を表す。
本課の復習のため，家庭で教義と聖約20：72−79，2ニーファイ31：17−21を研究するよう，
子供たちに提案する。

家族との分かち合い
の提案

子供たちが，物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を
家族と一緒に読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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福音を宣べ伝えた最初の宣教師

目 的
準 備

13課

第

福音を分かち合い，優れた宣教師に必要な資質を伸ばすように子供たちを励ます。
1． 教義と聖約4章，14章；133：37；本課の歴史記事；教義と聖約11：7，9，20−22；教義と
聖約32章を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文と歴史記事を子供
たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」vi−vii，「聖文と歴史記事に基づいて
教える」vii−viii参照）。
2． その他の参照箇所──教義と聖約12章
3． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
4． 雑誌や新聞から人が写った小さな写真を20〜30枚切り取るか，20〜30枚の小さな紙を用意
し，それぞれの紙に名前を書く。その際，クラスの生徒の名前かよく知られている名前を
使う。
5． 教材
ａ．教義と聖約と高価な真珠（人数分）
ｂ．視覚資料5−1「預言者ジョセフ・スミス」
（『福音の視覚資料セット』401），または5−2
「ジョセフ・スミス」
（『福音の視覚資料セット』400），5−21「ミズーリ州インディペン
デンスに向かう宣教師」

レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導 入

人が写った小さな写真か，名前を書いた紙を部屋の中にばらまく。希望者を一人募る。あな
たが，「始め」と言ったら，一定の時間内にできるだけ多くの人（写真か，名前を書いた紙）を
希望した子供に集めさせる（約5秒間か，または，ほかの子供がゆっくり5つ数えるまでの間）。
時間になったら止めて，何人集めたか数える。
ほかの子供が協力したら，もっとたくさんの人を集められたかどうか質問する。もう一度写
真か紙を部屋の中にばらまき，2回目の希望者を募る。今度は，二人の子供に前と同じ時間内に
できるだけたくさんの人を集めさせる。終わったら，二人の子供が何人集めたか数える。
●

一人のときは何人集めましたか。子供二人で何人集めましたか。

●

もしクラス全員で一緒に行ったら，何人集められると思いますか。
ジョセフ・スミスの絵を見せる。
モルモン書が印刷されて教会が組織された後，天父とイエス・キリストは，すべての人が福

音を聞き，教会の会員になる機会が与えられるように望んでおられた。この点を説明する。子
供たちに教義と聖約133：37を開かせ，一人の子供に声を出して読ませる。この聖句は，教会が
組織された次の年の1831年にジョセフ・スミスに与えられた啓示の一部である。
●

福音はだれに伝える必要がありますか。

●

地上のすべての人に一人で福音を宣べ伝えるとどのくらい時間がかかると思いますか。

の

自分一人ですべての人に福音を伝えるのは不可能である。ジョセフ・スミスはこの点を理解
していた。彼は助けとなる人を必要としていた。一人よりも二人の方がたくさんの写真（また
は紙）を集められたように，もっと多くの教会員が福音を分かち合えば，ジョセフが一人で教
えるよりも多くの人に教えられるのである。
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聖文と歴史記事

主は，福音を伝えるために宣教師を召されることを説明する。宣教師の資質と責任について，
教義と聖約4章と14章から教える。これらの章は，当初特定の人に与えられた（それぞれジョセ
フ・スミス・シニアとデビッド・ホイットマーに）啓示であるが，その内容は福音を分かち合
い天父の王国を建てたいと望む人にはだれにでも当てはまる言葉である。
次に，末日聖徒イエス・キリスト教会における何人かの最初の宣教師の体験について，下記
の歴史記事から教える。
サミュエル・スミス，最初の宣教師
サミュエル・スミスはジョセフ・スミスの弟であった。彼は，ジョセフ・スミスとオリ
バー・カウドリの後にバプテスマを受けた最初の人で，教会を組織した6人の一人であった。彼
は8人の証人の一人でもあった。教会が組織されてすぐ後，サミュエル・スミスは最初の巡回専
任宣教師になった。サミュエルはそのとき22歳で，モルモン書を数冊持ち，歩いて福音を伝え
始めた。
彼は初日に40キロ歩き，教会について人々に教えるためにたくさんの家に立ち寄った。しか
し，人々は彼を不親切に扱い話を聞こうとしなかった。夜になると彼は宿に立ち寄り，宿の主
人にモルモン書を売ろうとした。宿の主人は，モルモン書が金版からの翻訳であると聞くと，
「おまえはうそつきだ。宿から出て行け。」と叫んだ（ルーシー・マック・スミス，History of

Joseph Smith，169）。悲しさと落胆のあまり，その夜サミュエルは木の根に身を寄せて寝た。
次の日サミュエルは，ほかの教会の牧師であるジョン・P・グリーンの家に着いた。グリーン
氏はモルモン書を買いたくなかったが，買ってくれる人を探してみようと言った。数週間後，
みたま

サミュエルがグリーン氏の家に戻ると，1冊も売れていなかった。しかし御霊 は，ジョンの妻
ローダ・グリーンに本を渡し，その本が真実かどうか祈るように言いなさい，とサミュエルに
告げられた。
グリーン夫妻はモルモン書を読んで改宗した。その前にサミュエルは，ローダ・グリーンの
兄弟フィニアス・ヤングにモルモン書を売った。彼はその本を読んで真実であると信じ，その
本を弟のブリガム・ヤングに渡した。彼もまたそれを読んで信じた。ブリガム・ヤングは，そ
の後その本を人に渡したが，ヒーバー・C・キンボールまで届いた。2年以内にこれらの人々と
その家族は，モルモン書とサミュエル・スミスの伝道活動により，全員教会の会員になった
（
「レッスンを豊かにする活動」の4を参照）
。後にこれらの人々は教会の指導者になった。
ハイラム・スミス，パーリー・P・プラットに会う
教義と聖約11章には，ジョセフ・スミスを通じてその兄弟ハイラムに与えられた啓示が載っ
ている。この啓示の中で主は，知恵を求め，人に悔い改めることを教え，そして福音を学ぶよ
うにハイラムに勧められた（教義と聖約11：7，9，20−22）
。
ある日の夕方，ハイラム・スミスが家に戻るために牛の群れを集めていると，見知らぬ人が
近づいて来て，どこに行けばモルモン書の翻訳者であるジョセフ・スミスに会えるかと尋ねた。
ハイラムは，ジョセフはここから約160キロ離れた所に住んでいるが，わたしの弟であるとその
男に話した。ハイラムは，その男に家に入るように言った。その男の名前はパーリー・P・プ
ラットといい，ほかの教会の説教者であった。彼は，モルモン書を手に入れて徹夜で読んだと
あかし

ハイラムに語った。パーリーは，1週間でモルモン書を読破しその本が真実であるという証 を
持った。
そこで彼は，教会についてもっと知りたいと思ったのである。ハイラムは，夜を徹してパー
リーに福音を教え，証を述べた。数日後，ハイラムがパーリーにバプテスマを施すために40キ
ロの道のりを二人で歩いて行った。その後パーリーは自分の親戚を訪れた。彼の兄弟のオーソ
ン・プラットがすぐにバプテスマを受けた。パーリー・P・プラットとオーソン・プラットの二
人は後日教会の指導者になった。
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アメリカ・インディアンへの伝道
教会が組織されて6か月後，オリバー・カウドリ，パーリー・P・プラット，ピーター・ホ
イットマー・ジュニア，ザイバ・ピーターソンの4人がミズーリの州境いに居住しているアメリ
カ・インディアンに福音を伝えるために召された（教義と聖約32章参照）。これらの宣教師は，
2,250キロ以上も歩いて伝道した。
彼らは最初にニューヨーク州バッファローの近くのキャテラウグス特別保留地に住むイン
ディアンを訪れた。その後彼らは，パーリー・P・プラットが説教師をしていたオハイオ州を
通って旅した。彼らはそこでシドニー・リグドンを訪れるために滞在した。彼はパーリーの知
人で，オハイオ州カートランドの説教者仲間であった。パーリーはシドニーに福音を教え，シ
ドニーはモルモン書を読んで教会に改宗した。シドニー・リグドンとパーリー・P・プラットは
自分たちの信者に福音を教え，信者のほとんどがバプテスマを受けた。間もなくカートランド
の教会は，教会で最も強い支部の一つになり，後日そこが教会の本部になった。
宣教師たちは真冬にカートランドを離れ，別のインディアン部族に会うために雪と氷の中を
旅して行った（宣教師たちの写真を見せる）。この宣教師グループにカートランドの新しい改宗
者であるフレデリック・G・ウィリアムズが加わった。
宣教師たちは，2月にミズーリ州のインディペンデンスに到着した。その中の3人は，デラ
ウェアインディアンを訪れるためにさらに西へと旅して行った。インディアン諸部族の指導者
であるアンダーソン酋長は，各部族の酋長を呼んで会議を開いた。オリバー・カウドリはモル
モン書について酋長に話をした。アンダーソン酋長は，宣教師の訪れに感謝し，酋長たちにこ
の本について話をした。彼は，先祖レーマン人の記録であるこの本について自分の民が聞いて
ほしいと思っていた。
しかしほかの教会の宣教師がねたみ，合衆国政府に頼んで末日聖徒の宣教師をインディアン
領有地の中に入れないようにした。
長老たちは，間もなくアンダーソン酋長の人々のもとから退去させられた。彼らはインディ
ペンデンスに戻り，その地域に住む白人の居住者に教えた。
これら5人の宣教師は，教会が西部へ移動して行くための道を切り開いた。ミズーリ州イン
ディペンデンスの周りの地区は，すぐに教会員たちのもう一つの集合場所になった。
レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，

話し合いと
応用のための質問

生活に応用するうえで最も役に立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に聖句を読
んで話し合うのは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。
●

教義と聖約4：1；14：1で福音の回復について主はどのように語っていらっしゃいますか。な
ぜ福音の回復は，驚くべき業なのですか。

●

主は，教義と聖約4：2で神に仕えようと望む人にどのような指示を出されましたか。心と，
勢力と，思いと，力を尽くして仕えるとはどのような意味ですか。あなたはどのような方法
で神に仕えますか。わたしたちが立派に仕えたら，主はわたしたちに何を約束しておられま
すか（教義と聖約4：2：14：3）
。
しもべ

●

神の僕は，どのような資質を持つべきですか（教義と聖約4：5−6）。最初の宣教師たちが福
音を宣べ伝えたとき，その資質をどのように示しましたか。現在の宣教師は，これらの資質
をどのように示していますか。これらの資質を伸ばすにはどうしたらよいですか。

●

愛はなぜ宣教師の大切な資質であると思いますか。だれかが皆さんを愛していると知ったら，
あなたはどう感じますか。宣教師として働くことは天父とイエス・キリストへの愛を示して
いると思いますか。

●

主は良い僕になるために，何をするようにハイラム・スミスとデビッド・ホイットマーに言われましたか

（教義と聖約11：20：14：5−6）
。これらの指示はわたしたちにも当てはまりますか。戒めに従うのは
わたしたちにとってなぜ大切なのですか。「最後まで堪え忍ぶ」
とはどのような意味ですか（わたし
たちの生涯を通じて忠実であるという意味である。教義と聖約14：7参照）。わたしたちが忠実で
あって戒めを守るなら，わたしたちにどのような大きな祝福が来ますか（教義と聖約14：7−8）
。
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●

ハイラム・スミスがパーリー・P・プラットに福音を教えたとき，彼は正式な宣教師として
働いていなかった。この点に注目させる。今あなたが知っている人にどのように福音を分か
ち合うとよいですか。（教会について話す，教会の集会に招待する，義にかなった行いを通じ
て善い模範を示す，などが答えとして考えられる）

レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． 教義と聖約4：5−6に書かれている一つ一つの資質を，最初の文字だけ書いて残りを空白に
して黒板に書く（例──信

，希

，慈

）。活動をさらに難しくするため，聖文とは違っ

た順序で資質を黒板に書く。
一人の子供に教義と聖約4：5−6をクラス全員に聞こえるように声を出して読ませる。そ
の後，子供たちに順番に黒板の空白を埋めさせる。全部埋まったら，子供たちが知ってい
る言葉の意味が言えるように助ける。
子供たちにこれらの資質を伸ばす方法を提案させ，黒板に子供たちの考えを書くこれら
の資質が良い宣教師になるためにどのように役立つか話し合う。
2． サミュエル・スミスの物語を話した後，子供たちに自分の言葉で劇化させる。子供たちに簡単
な名札を渡して，だれに関する物語であるかを言わせる。モルモン書を使って，その本がだれ
からだれに渡って，それらの人々とその家族を改宗するようになったか演技させる。
3．「もう一マイル行く」という言葉を以前に聞いたかどうか子供たちに質問する。一人の子
供にマタイ5：41を声を出して読ませ，その聖句の背景を以下の記述から説明する。
キリストが地上におられたときに聖地に住んでいた人々は，ローマ人に支配されていた
ローマの軍人は，その地区の通過を法律により許可されていたが，その際一般市民（服役
していない人）はその軍人の荷物を一マイル運ぶように義務づけられていた。山上の垂訓
の中で，軍人が要求しなくても喜んで荷物をニマイル運びなさいとキリストは会衆に語っ
た。最初の一マイルは義務であり，あとの一マイルは彼らが行う惜しみない親切な奉仕で
ある（ブルース・R・マッコンキー，Doctorinal New Testament Commentary，第1巻，
228−229参照）。
わたしたちが天父とイエス・キリストに心と，勢力と，思いと，力を尽くして仕えるに
当たり，しばしば「もう一マイル行く」のが必要であると説明する。わたしたちが行うべ
きことともう一マイル行くこととの間の違いが理解できる例を幾つか用意する。その例を
別々の紙に書き，子供に1枚ずつ渡してクラスで話し合う。以下の例を使うかクラスの子供
の状況と年齢に合った良い例を幾つか作る。
●

皆さんの家の庭を掃除した後，隣の家の庭が掃除されていないのが分かりました。

●

しばらく皆さんの妹の面倒を見るように頼まれました。

●

皆さんと部屋を共有している兄弟が活動のため朝早く出かけなければなりません。皆さん
が目を覚ましてベットを整えたら，皆さんの兄弟のベットが整頓されていませんでした。

●

皆さんのお母さんが，皆さんの靴を片付けるように言いました。皆さんの姉妹のコート
がいすに置いたままでした。
子供たちに鉛筆と紙を与え，今週家庭で行う「もう一マイル」の活動の一つを子供たち

に書かせてもよい。家族と紙に書いた活動について話し合い，書き出した活動の実行を思
い出せる見やすい場所に掲示するように勧める。
4． 1組のドミノを並べる（薄い木製のブロック，薄い箱，小さな本でもよい）。1枚のドミノを
倒したら，それが次のドミノを倒せるような間隔にドミノを立てて並べる。あなたが最初
のドミノを倒したときの連鎖反応を観察するように子供たちに言う。一つのドミノがすべ
てのドミノに及ぼす影響を注意して観察させる。わたしたちは，ほかの人々の生活に多く
の影響を連鎖反応で与えている。たった一人の人に福音を分かち合うことにより，多くの
人々の生活に触れる可能性がある。（ここで，サミュエル・スミスが1冊のモルモン書を
フィニアス・ヤングに売り，彼はそれを兄のブリガムに渡し，ブリガムがまたそれをほか
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の人に渡したことを指摘してもよい。サミュエル・スミスが1冊のモルモン書を売るという
小さな行いが，多くの人々に影響を与えた良い例である）
わたしたちが教義と聖約4章にある資質を伸ばすなら，多くの人々に模範を示し，教会に
関心を持たせられると説明する。人々が教会について学びたいと思うような良い模範を子
供たちが示す方法について話し合う。
5． 心と，勢力と，思いと，力を尽くして神に仕えている人（教会の指導者，家族，宣教師な
ど）の模範を分かち合うように子供たちに質問する。わたしたちも，同様の献身と一生懸
命な働きで人々に仕え，戒めに従うべきであることを子供たちに理解させる。
6． 子供たちが教義と聖約14：7または教義と聖約4：2を覚えるように助ける。
7．「宣教師になりたい」を歌うか，歌詞を読ませる（
『子供の歌集』91）。
まとめ
証

教会の宣教師の模範と努力に感謝する。人々に仕えるために必要な資質を伸ばす努力をする
ように子供たちを励ます。

読書課題

本課の復習のため，家庭で教義と聖約4章を研究するよう，子供たちに提案する。

家族との分かち合い

子供たちが，物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を

の提案

家族と一緒に読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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聖なる賛美歌を選んだ
エマ・スミス
目 的

天父とイエス・キリストを礼拝するとき，神聖な賛美歌を歌いたいという望みを子供たちが
持てるように助ける。

準 備

1． 教義と聖約25章と本課の歴史記事を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，
聖文と歴史記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」vi−vii，「聖文
と歴史記事に基づいて教える」vii−viii参照）。
2． その他の参照箇所──『賛美歌』9ページの大管長会はしがきと『子供の歌集』の序文
3． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
4． 次の言葉を大きな紙に書く（または，クラスが始まる前に黒板にその言葉を書いておく）
。
せいさん

聖餐会
発表
開会の祈り
ワード（支部）のビジネス
聖餐
話者
閉会の祈り
抜けているのは何ですか。
5． 教材
ａ．教義と聖約（人数分）
ｂ．視覚資料5−22「エマ・スミス」
（『福音の視覚資料セット』405）
レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導 入

大きな紙に書いた文字を見せる（または，黒板に書いた文字を見せる）。紙に書いたのは，聖
餐会の一部であると説明する。
●

聖餐会の集会から何が抜けていますか。（開会の賛美歌と閉会の賛美歌，聖餐の賛美歌，前奏
と後奏）

●

なぜ教会の集会で音楽を使うと思いますか。なぜ賛美歌を歌うのですか。教会の集会で賛美
歌を歌わなかったら，どんな違いがあると思いますか。
音楽，特に賛美歌を歌うことが，いつも天父とイエス・キリストを礼拝するための大切な方
けいけん

法である。音楽は，教会の集会に愛と敬虔の精神をもたらしてくれる（「レッスンを豊かにす
る活動」の6を参照）。この点を理解させる。
聖文と歴史記事

教義と聖約25章と以下の歴史記事に基づき，エマ・スミスに対する主の勧告と指示について子
供たちと話し合う。
教会が組織された後，ジョセフ・スミスと教会の会員たちは，度々迫害を受けた。暴徒たちは集
会を妨害し，新会員に危害を加えると脅し，預言者の命は度々危険な目に会った。この迫害の時期
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にジョセフ・スミスは，聖徒たちに指示を与え，強め，励ますために多くの啓示を受けた。教義と
聖約25章は，エマを慰め，大きな召しを受けている夫を支える方法を理解できるように妻エマのた
めに受けた啓示である。主は，聖徒のために『賛美歌』を編さんするようにエマに指示された。
エマ・スミスは選ばれた女性であった
エマ・ヘイル・スミスは，大変尊敬を受けた聡明な家族から出た学校の先生であった。彼女は背
が高く魅力的な女性で，黒い髪と黒い瞳の持ち主であった（エマ・スミスの絵を見せる）。彼女の家
族は，ジョセフ・スミスが預言者であるとは信じなかった。後にエマの家族はジョセフと仲良くなっ
たが，エマがジョセフと結婚したとき彼らは動揺した。
預言者の妻は，自分の夫が受けたと同じ迫害，生活苦，心痛の多くを耐え忍ばなければならな
かった。ジョセフとエマは貧しかった。ジョセフが教会の責任を果たしている間，生活する場所や
食べ物について他人に頼らなければならなかった。エマとジョセフは，迫害を避けるために何回も
引っ越ししなければならなかった。エマは，自分たちの家を持ちたいと思っていた。
エマは夫を支持してその仕事を助けた。ジョセフがクモラの丘から金版を受け取った夜に，エ
マはジョセフに付き添った。またあるとき，男の一団がジョセフが隠した金版を見つけるために森
の中を探し回っているのを馬に乗って知らせた（第5課参照）。ジョセフは啓示により金版が無事で
あると知っていたが，問題が起きたときのために家の近くにいられるよう妻のもとに帰った。
ジョセフがモルモン書の翻訳を始めると，エマはたくさんの家事があるにもかかわらず彼の筆記
者として働いた。オリバー・カウドリが来てから，長時間筆記したために彼が疲れたときはオリバー
と交代し，預言者が翻訳を継続できるようにした。2年近くもの間家の中に金版を置いていたが，エ
マがそれを見ることは許されなかった。金版は，度々鏡台の小さなトランクの中やリネン・テーブル
クロスで覆ってテーブルの上に保管されていた。
ジョセフの母は，エマについてこう言っている。
「わたしは，エマのような女性をほかに知りませ
ん。エマはあらゆる種類の疲労や苦労を，何か月も何年も，確固とした勇気と熱意と忍耐をもって
耐えてきました。それがエマの生活でした。エマが耐えなければならなかった苦労というのは，……
ほとんどの女性を打ち負かしてしまうものだからです。」
（ルーシー・マック・スミス，History of

Joseph Smith，190−191）
エマ・スミス，
『賛美歌』を編さんする
主は，聖徒が教会の集会で歌うための賛美歌集を作るようにエマ・スミスに命じられた（教義と
聖約25：11参照）。『賛美歌』は1835年に完成し，それには賛美歌の歌詞が90曲入っていた。その
中の34の賛美歌は福音の回復について教会の会員が作ったものであり，残りの賛美歌はすでにほ
かの教会で使われていたものから選んだ。
『賛美歌』には，曲が印刷されていなかった。教会の会
員は，その当時良く知られていた旋律で歌詞を歌い，時々同じ賛美歌を別の旋律で歌ったりした。
「イスラエルの救い主」
「主の御言葉は」
「導きたまえよ」など，エマが選んだ賛美歌の幾つかは現在
の『賛美歌』にも残っている。
レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，

話し合いと
応用のための質問

生活に応用するうえで最も役に立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に聖句を読
んで話し合うのは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。
●

主はエマについて何と言われましたか（教義と聖約25：3）。預言者の母は，彼女について何
と言っていますか。エマ・スミスのどこがすばらしいと思いますか。

●

見るのを許されずに金版を自分の家に置いておくのは，エマにとって難しかったと思います
か。それはなぜですか。彼女が金版を見ることについて主は何と言われましたか（教義と聖
約25：4）。許されないことで何かしたいと思った経験はありませんか。皆さんは自分の経験
から何を学びましたか。

●

主は，夫を助けるためにエマは何をすべきであるとエマに言われましたか（教義と聖約25：
5−8。7節の「聖任」は，彼女が召された業を行うために任命されるという意味である。この
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点を説明してもよい）。エマに与えられた召しから，エマはどのような人物であったと思いま
すか。エマの模範から，どのように皆さんが教会で奉仕をする備えができますか。
●

一人の子供に声を出して教義と聖約25：9を読ませる。エマはなぜ恐れたと思いますか。主はど
のような勧告を与えられましたか（教義と聖約25：9−10，13−15）。恐れや問題を克服するため
にこれらの節から何を学べますか。

●

エマは，なぜ賛美歌の選定をしましたか（教義と聖約25：11）。教義と聖約25：12で天父は賛美
歌についてどのように言われましたか。わたしたちは祈りを通して天父に話しかけるように，賛
美歌を歌って天父を賛美し，天父に話しかけているのです。この点を子供たちに理解させる。

●

わたしたちが賛美歌を歌って天父を賛美するとき，天父はわたしたちに何を約束してくださって
いますか（教義と聖約25：12）。賛美歌を歌うとわたしたちにどのような祝福がありますか。賛美
あかし

歌は，わたしたちに福音を教え，信仰と証を強めてくれる。賛美歌はわたしたちが悔い改めて戒
めを守る気持ちを持つように助けてくれる。賛美歌は，わたしたちが悲しいときに楽しく感じる
ように，また良い思いと清い思いを感じるように助けてくれる
（「レッスンを豊かにする活動」の5を
参照）
。賛美歌は，わたしたちに対する天父とイエス・キリストの愛を思い出させてくれる。
レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チャレ
ンジに利用してもよい。
1． あなたの好きな賛美歌を選び，それがどのようにあなたを強めたかを話す。
『賛美歌』か『子供
の歌集』のコピーを何枚か配り，子供たちの好きな賛美歌や歌を探させる。好きなものから1〜
2曲の1番の歌詞を歌うか，賛美歌や子供の歌の歌詞を子供たちに読ませ，どうしてその曲が好
きなのかを子供たちに話させる。賛美歌が数曲入った録音テープを子供たちに聞かせる。
2． 教会の第3代大管長になったジョン・テーラーの物語を話し，問題を解決するときに彼がどのよ
うに賛美歌を利用したか教える。
ソルトレーク・シティーにいる二人の教会員は，ある仕事に関して大変な口論をしていた。と
うとう彼らは，その当時の十二使徒定員会の会長であったジョン・テーラー会長の助言を求め，
口論を解決してもらおうとした。この二人の兄弟は，テーラー会長の言葉には何でも従うと互
いに約束した。
彼らはテーラー会長のもとに来て，今までの経緯を聞いて決めてくれますか，と尋ねた。
テーラー会長は，話を聞こうと言った。しかし彼は，
「兄弟たち，あなたがたの話を聞く前に，
ぜひシオンの歌を1曲歌いたいと思います」と言った。
テーラー会長は歌が上手であった。彼は，二人のために熱心に賛美歌を1曲歌った。歌が
終わると，彼は「シオンの歌の中でまだ聴いていない曲が一つあるので，その曲を聴きたいの
です。それでもう1曲歌いますから，その間聴いていてください」と言った。テーラー会長は2曲
目を歌い，その後に3曲目を歌った。それから彼は，
「さて兄弟たち，あなたたちをうんざりさせ
るつもりはありませんが，もし許していただけるならもう1曲賛美歌を聴いてください。そこでわ
たしは歌をやめてあなたがたの話を聞きます」と言った。
テーラー会長が4曲目の歌を終えたとき，兄弟たちは賛美歌に心を打たれて目に涙を浮かべ
ていた。彼らは手を握り合い，テーラー会長の時間を取ってしまったのをわび，彼らの問題が
何だったかを話さずにその場を去って行った（ヒーバー・J・グラント

John Taylor s Hymn

in Stories for Mormons，
リック・ワルトン，
フェン・オビアット編，92参照。 Songs of the Heart，

Improvement Era，1940年9月号，522も参照）。
3． 自分の言葉で以下の物語を話す。
末日聖徒の開拓者の一団が，ブリガム・ヤングに導かれ，ロッキー山脈の近くに来た。ある夜，
彼らは小さな谷で野宿をしていた。夕食の後，大きなたき火をたいた。彼らは，たき火の周り
で歌を歌い踊りを踊って恐れや心配事を忘れようとした。
荷車の中のベッドに入る前に，彼らは一人の見張りを置き，
「恐れず来たれ，聖徒」を歌った。
その歌はお互いを励まし，主に対する献身を表す曲であった。
その夜，そのキャンプの周りには約1,000の敵意あるインディアンが隠れていて，開拓者を襲
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おうとしていた。しかし，インディアンが，開拓者たちの歌う
「恐れず来たれ，聖徒」を聞いた後，
襲えなくなった。彼らは「大霊」
（インディンは天父をそのように呼ぶ）が開拓者たちを見守って
いるのを感じたので，彼らは馬に乗ってそこを離れ，開拓者たちをそのままにして行った。
しゅうちょう

それからしばらくして，インディアン一団の酋長であった男が，何人かの末日聖徒の宣教師に
その話をした。彼は話を終えると，バイオリンを取り出して「恐れず来たれ，聖徒」を弾き始め
た。彼は宣教師にこう説明した。
「これは，あなたがたの歌ですが，わたしの歌でもあるのです。
わたしは，寝る前に毎晩この曲を弾いています。この曲は，大霊をここにお招きし，わたしとわ
たしの民を穏やかに，そして幸せにしてくれるのです。」
（ルシール・C・リーディング， Song of
the Pioneers Children s Friend，1965年7月号，37）
4． 教会の賛美歌や歌により，穏やかで幸せな気持ちになったときの話をさせる。
最初の賛美歌集がどのように使われたかを理解するために，同じ旋律に別々の賛美歌の歌
詞が使われたことを説明する。子供たちに「主の御言葉は」
（『賛美歌』46番）
を歌わせる。その
後，
「主の御言葉は」と同じ旋律で「天を降りし神の御子」
（『賛美歌』120番）の歌詞を歌う
（最後
の段の歌詞を繰り返す）。
「天を降りし神の御子」の旋律で「主の御言葉は」の歌詞で歌い，その
逆もできる。
「山の上に」
（
『賛美歌』2番）
と
「喜べ，主を」
（
『賛美歌』32番）
も，旋律と歌詞を入れ替えられる。
5． 賛美歌や義にかなった歌を歌うと，わたしたちの心に入る正しくない思いを追い出せる。十二
使徒定員会会長代理のボイド・K・パッカー長老の話の引用を読むか，子供たちに読ませる。
「教会の聖なる賛美歌から好きな曲を1曲選んでください。気持ちを高める歌詞と敬虔な旋
律を持つ曲，霊感に近いものを感じる曲を選んでください。……その歌を心の中でかみ締め
ながら何度も歌い，覚えてください。……こうして，自分の思いを導く道しるべができました。
……音楽によって心が高められ，清められるため，卑しい思いはこそこそと逃げ出して行くの
です。」
（ Inspired Music， Ensign，1974年1月号，28）
わたしたちに正しくない思いや怒りの気持ちがあるとき，賛美歌の歌詞を歌ったり，考えた
りすると良い思いに変えられることを説明する。
6．二人の子供に下記の教会の指導者の言葉を一つずつ読ませる。
「音楽は，礼拝行事の中で非常に重要な役割を果たします。音楽を選曲し，指揮し，伴奏す
る人は，話をする人よりも集会の敬虔さを大きく左右すると思います。」
（ボイド・K・パッカー
「啓示をもたらす敬虔さ」
『聖徒の道』1992年1月号）
みたま

「兄弟姉妹の皆さん，賛美歌を歌い，主の御霊をわたしたちの集いに，家庭に，個人の生活
に招き入れましょう。賛美歌を覚え，歌詞について深く考えましょう。また，暗唱して歌いま
しょう。そして賛美歌の持つ霊的な糧にあずかろうではありませんか。正しき者の歌は，父な
る神に対する祈りであって，
「〔わたしたち〕の頭に祝福を与えてその答えとなされることを心に
留めてください。」
（
『賛美歌』大管長会はしがき，9）
なぜ敬虔な音楽がわたしたちの生活に大切なのか，また天父とイエス・キリストに近づくた
めに賛美歌をどのように使えるかを話し合う。
7．子供たちに教義と聖約25：12を覚えさせる。
まとめ
証

賛美歌を歌う大切さについて証し，賛美歌の歌から得られる祝福についてあなたの考えを述べ
る。天父はわたしたちが歌うのを喜んで聞いてくださるので，教会の集会や一人で歌うときも，喜
んで賛美歌を歌うように励ます。

読書課題
家族との分かち合い
の提案

本課の復習のため，家庭で教義と聖約25章を研究するよう，子供たちに提案する。
子供たちが，物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を家族
と一緒に読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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教会のために
啓示を受ける預言者
目 的

15課

第

教会全体のための啓示は生ける預言者を通してだけ与えられること，わたしたちは生ける預
言者に従う必要があることを，子供たちが理解できるように助ける。

準 備

1． 教義と聖約28章；43：1−7と本課の歴史記事を祈りの気持ちで研究する。それからレッス
ンを検討し，聖文と歴史記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」
vi−vii，
「聖文と歴史記事に基づいて教える」vii−viii参照）
。
2． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
3． 教材
ａ．教義と聖約（人数分）
ｂ．視覚資料5−1「預言者ジョセフ・スミス」（『福音の視覚資料セット』401），または5−
2「ジョセフ・スミス」（『福音の視覚資料セット』400），生ける預言者の写真（教会付
属図書館か教会機関誌にあるもの）

レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。
これから「先生が言いました」というゲームを行うと子供たちに伝える。これから子供たち

導 入

に幾つかの指示を出すが，指示を与える前に，あなたが「先生が言いました」と言ったときだ
け従うように説明する。子供たちに幾つかの指示を出す。「先生が言いました」と言わないで出
す指示が，「先生が言いました」と言って出す指示と，同じにならないようにする。
例
●

先生が言いました。右手を上げてください。

●

右手を下げてください。

●

しかめっつらをしてください。

●

先生が言いました。にっこりしてください。
子供が「先生が言いました」と言わないで出した指示に従ったら，ゲームが終わるまでその

子を座らせる。子供たちが全員すぐに座ってしまったら，子供たちが指示を理解する力が伸び
るかどうか見るためにもう一度ゲームを行ってもよい。
わたしたちの生活の中で，何をしたらよいかを告げる人は数多くいると子供たちに教える。
その中の幾つかは良い助言なので信頼できるが，そうでないものは信頼できない。
●

わたしたちが良い助言を受けるには，だれに耳を傾けたらよいでしょうか。（両親，先生，預
言者，などが答えとして考えられる）
わたしたちは，いつも預言者の言葉に耳を傾けなければならない。天父とイエス・キリスト

がわたしたちに望んでおられることを預言者が語るからである。この点を子供たちに説明する。
預言者は，教会全体について天父とイエス・キリストから指示を受ける。わたしたちは，預言
者と違うことを言う人の言葉に耳を傾けてはならない。
先程あなたが行ったゲームのように，今度は「先生が言いました」を「預言者が言いました」
に変え，例のように食い違った指示を与える。与えた指示が行うべき内容であったら子供の手
を上げさせる。
例
じゅうぶん
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●

預言者が言いました。什分の一を完全に払いましょう。

●

世の人が言いました。什分の一は多すぎます。払えるだけ払いましょう。

第15課

●

預言者が言いました。誓ったり，悪い言葉を使ってはいけません。

●

世の人が言いました。たまになら，悪い言葉を使ってもいいです。
教会初期のころ，預言者ジョセフ・スミス以外の数人が，教会全体に対して啓示を受けて
いると主張した。教会の会員は，だれの言葉を聞いたらよいか，何をすべきか混乱していた。
そこで主は教義と聖約に載っている指示を教会員に与えて，教会全体のためにだれが啓示を
受けるのかを教えられた。

聖文と歴史記事

オリバー・カウドリとホイットマー家の人々がジョセフ・スミスの啓示に対して持った疑問
と，ハイラム・ページと「聖見者の石」について，教義と聖約28章；43：1−7と以下の歴史記
事から教える。適切な箇所で視覚資料を用いる。
教会が組織されて数か月後，ジョセフ・スミスとエマ・スミスがペンシルベニア州ハーモ
ニーに住んでいたとき，オリバー・カウドリはジョセフが主から受けた啓示の言葉について賛
み

な

成しなかった。オリバーは，ジョセフに手紙を書いてこう言った。「わたしは神の御名によりこ
れらの言葉を削除するようにあなたに命じます」と。ジョセフはすぐにオリバーに返事を書い
て，彼に尋ねた。
「あなたは何の権能により，全能の神から受けた戒めや啓示を変更したり，削除したり，ある
いは追加したり，減らしたりするようにわたしに命じるのですか。」（History of the Church，
第1巻，15）
ジョセフとエマがニューヨーク州フェイエットに行ったすぐ後，そこでは，オリバー・カウ
ドリとホイットマー家の人々が，ジョセフが受けた啓示は間違いなので変更すべきであると固
く信じていた。ジョセフは多くの時間を費やして，オリバーとホイットマー家の人々に説明し
た。やがてクリスチャン・ホイットマーはジョセフが受けた啓示が正しいと確信するようにな
り，ほかの人々も正しいと分かるように助けた。
オリバー・カウドリとホイットマー家の人々も，金版の8人の証人の一人であるハイラム・
ページが「聖見者の石」から受けたと主張する幾つかの啓示を研究した。ハイラム・ページは，
この石から啓示を受けられると言った。ハイラム・ページが受けた幾つかの啓示の中で，彼は
地上に神の王国を建てるために教会が行くべき場所であるシオンの地に関する指示を受けたと
言った。多くの人々が，ハイラム・ページの言葉を信じた。
ジョセフ・スミスは，周囲の人々が教会のために啓示を受けたと主張していることについて，
心配していた。彼は，その問題を間近に開かれる大会で解決しようと決心した。大会の前に
ジョセフが祈り，主は教義と聖約28章に書かれている啓示を与えられ，ジョセフ・スミスが教
会全体のために啓示を受ける権能を持つただ一人の人であると告げた（2節参照）。大会に集
まった人々は，啓示を受けたというハイラム・ページの主張について長時間話し合った。しか
し，最終的にハイラム・ページを含むすべての人は，ジョセフ・スミスが教会のために啓示を
受けるただ一人の人であるという意見で一致した。
教会のために啓示を受けたと主張する人はほかにもいた。その中の一人が，ハブルという女
性であった。ジョン・ホイットマーによると，彼女は非常に信仰深く見えたので，彼女によっ
て道を誤る人もいたようである。ジョセフ・スミスはこの問題について天父に祈り，答えとし
て教義と聖約43章の啓示を受けた。この啓示は，教会の預言者が教会全体のための啓示を受け
るただ一人の人であると教えている。それは，ジョセフ・スミスであっても，ジョセフの後に
預言者に召された人であっても同じである。
レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。予供たちが聖文を理解し，

話し合いと
応用のための質問

生活に応用するうえで最も役に立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に聖句を読
んで話し合うのは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。
●

教会全体のための啓示と戒めを受けるように最初に任命されたのはだれでしたか（教義と聖
約28：2；43：2−5）。なぜそのように任命されたのですか（教義と聖約43：6）。教会全体の
ために同時に数人の人が啓示を受けたらどうなりますか（もし彼らが一致しなければ，教会
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員はだれに従ったらよいか分からない）。現在，教会全体のために啓示を受けるただ一人の人
はだれですか（生ける預言者）。もし預言者以外の人が，教会の会員が従うべき啓示を受けた
と言ったら，わたしたちはどうしたらよいですか（教義と聖約43：5−6）
。
●

生ける預言者の言葉はどこに載っていますか（
「レッスンを豊かにする活動」の1を参照）
。

●

生ける預言者の教えと教会の指導者の教えとの違いは何ですか（教義と聖約23：1−2，4−5）
。
教義と聖約28章2節にあるジョセフ・スミスの名前は，生ける預言者の名前に置き換えられる。
この点を説明する。これは，預言者以外の人の言葉を聞いてはいけないという意味ですか。
預言者以外の教会の指導者もわたしたちを教え，指示を与えることができる。しかし，わた
したちに対する主の命令を教会を代表して語れるのは預言者だけである。

●

わたしたちは，どなたから啓示を受けるのでしょうか。わたしたちは，自分の生活に関する
個人的な啓示を受けられる。わたしたちは，自分の責任についても啓示を受けられるのであ
る。例えば，お父さんとお母さんは，家族のために啓示を受け，ワードの初等協会会長は，
自分のワードの初等協会のために啓示を受けられる。また監督は，ワード全体について啓示
を受けられるのである。

●

ほかの人が持っていないもので，生ける預言者が持っているものは何ですか。（教会全体のた
かぎ

めに啓示を受ける権能や鍵。教義と聖約28：7参照）
●

ハイラム・ページは，どのような間違いをしましたか（教会のために啓示を受けたと主張し
た）。教義と聖約28章11節に書かれているオリバー・カウドリに対する主の指示は，悔い改め
る必要のあるハイラム・ページに対する主の愛をどのように表していますか。わたしたちが
不従順なときでも主がわたしたちを愛してくださることはどのようにすると分かりますか。
わたしたちが間違いを犯したとき，主はどのようにわたしたちに気づかせてくださいますか。

●

一人の子供に教義と聖約28章13節を声を出して読ませる。「同意」とは，教会のすべての会員
こんにち

が教会の指導者の決定と指示を受け入れるという意味である。今日，わたしたちはどのよう
にして同意を示しますか（教会指導者の働きを支持するために手を挙げて）。指導者を支持す
るとは，どのような意味ですか（
「レッスンを豊かにする活動」の3を参照）
。
レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． 総大会における生ける預言者の話のコピーを取る。預言者の話の中からクラスの子供たち
に応用できる勧告を黒板に書き出す。どのようにしたら預言者の勧告に従えるかを話し合
う。次の大会までに実行する勧告を一つか二つ選ぶように勧める。子供たちに鉛筆と紙を
渡して，選んだ勧告を紙に書かせる。紙に書いた内容を家族と分かち合い，預言者の勧告
を思い出すように家の中の見やすい場所にはっておくように励ます。次の大会から主がわ
たしたちに望んでおられることを見いだすために預言者の言葉を読んだり，聞いたりする
ように励ます。
2． 預言者の言葉を完全に理解できなくても，預言者に従うのがなぜ常に賢明であるのかを子
供たちに理解させる。もしわたしたちが預言者に従うなら，主が望んでおられることを
行っているのである（教義と聖約1：38）
。
ウィルフォード・ウッドラフ第4代大管長の以下の引用文を読むか一人の子供に読ませる。
「主はわたしであろうと，ほかのだれであろうと，この教会の大管長として立つ者が皆さ
んを誤った道へ導くのをお許しになることは決してありません。」（公式の宣言1「宣言」に
関するウィルフォード・ウッドラフ大管長の三つの説教からの抜粋）
預言者は，主が望んでいない行いをするようには決して言わない。この点を強調する。
3． 集会で教会の指導者を支持する挙手への参加にはどのような意味があるかを子供たちに理
解させる。召しを支持するためにわたしたちが手を挙げるとき，わたしたちはその人を助
け支えると約束している。監督，初等協会会長，初等協会教師，あるいは両親などの教会
の指導者が，その召しを果たすときに助け支える方法を子供たちに考えさせる。
4． 信仰箇条1：9を覚えさせる。
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第15課

5．「感謝を神に捧げん」
（『賛美歌』11番），または「預言者にしたがおう」
（『子供の歌集』58）
を歌うか，歌詞を読む。
まとめ

預言者ジョセフ・スミスと生ける預言者への感謝の気持ちを述べる。イエス・キリストは，
あかし

証

生ける預言者を通して語られ，わたしたちが預言者に従うときに正しい生活ができると証する。
生ける預言者は，わたしたちがいつも義にかなった行いをするように教え，天父とイエス・キ
リストは，預言者が間違った行いをするよう教えるのをお許しにならないことを強調する。

読書課題

本課の復習のため，家庭で教義と聖約43：1−7を研究するよう，子供たちに提案する。

家族との分かち合い

子供たちが，物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を

の提案

家族と一緒に読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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16課

第

オ八イオ州カートランドに
集合する聖徒たち
目 的

家庭の中や初等協会のクラスの中にある愛と一致の気持ちを強める望みを，子供たちが持て
るように助ける。

準 備

1． 教義と聖約37章；38：24−42；39：15と本課の歴史記事を祈りの気持ちで研究する。それ
からレッスンを検討し，聖文と歴史記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッス
ンの準備」vi−vii，「聖文と歴史記事に基づいて教える」vii−viii参照）
。
2． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
3． 教材
ａ．教義と聖約（人数分）
ｂ．子供たちが使う2本のひも（あるいは紙や細い木の棒のように，簡単に破いたり折った
りできるもの）
ｃ．
「ニューヨーク─オハイオ地域の地図」
（第1課の課末）

レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導 入

子供全員に2本のひもを渡す（必要に応じ，実際に使う物に合わせて，活動の内容を変える）。
子供たちにひもを1本切るように言う。
●

1本のひもを切るのは難しかったですか。

●

1本のひもの強さはどのくらいですか。

●

ひもを強くするにはどうしたらよいですか。
切っていないひもを集めて束にする。一人の子供にひもの束を1回で切らせる。

●

ひもを1つに束ねると，切るのが難しくなるのはなぜですか。
たくさんのひもを束ねるとひもが強くなるように，教会の会員も一緒に集まると強くなる。

この点を説明する。主が，初期の教会員に一か所に集まるように勧告された理由はここにある。
聖文と歴史記事

聖徒たちをオハイオに集合させる主の戒めについて，教義と聖約37章；38：24−42；39：15
と以下の歴史記事から教える。
主は聖徒たちにオハイオへ行くように命じられる
教会が組織された1830年の終わりまでに，数百人の人々が教会の会員になった。地図を見せ
て，その場所やその近くで起きた出来事を簡単に復習しながら，教会の会員が住んでいた以下
の場所を探させる。
●

ニューヨーク州パルマイラ─ジョセフ・スミスの最初の示現，金版の入手，モルモン書の出版。

●

ペンシルベニア州ハーモニー─金版の翻訳の開始，神権の回復。

●

ニューヨーク州フェイエット─金版の翻訳の完成，モルモン書の証人の証，教会の設立。

●

ニューヨーク州コールズビル─最初の支部の設立，暴徒の発生，ジョセフ・スミスが裁判に

あかし

かけられ無罪となる。
●

オハイオ州カートランド─宣教師がたくさんの人を改宗する。
1830年の終わりに，主は教会の会員がオハイオに集合するよう，ニューヨークにいるジョセ

フ・スミスに啓示された（教義と聖約37：3）
。
オハイオに集合すれば，教会の会員はニューヨークにおける敵の迫害から逃れ，ジョセフ・
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スミスと教会指導者から教えを受け，主からさらに勧告を受け，すべての国々に宣教師を派遣
する備えをともに行い，義にかなった民になるために働き，助け，支え合うことができるから
である。
ジョセフ・スミスは，教会の会員たちに農場や家を売ったり貸したりしてオハイオに移るよ
うに勧告した。聖徒たちにとって冬の数か月間に農場，羊，牛などを売るのは困難であった。
この命令が主からのものであると信じないで，預言者の勧告に従わない会員もいた。しかし，
ほとんどの会員は喜んでオハイオにいる預言者のもとに集まった。
ジョセフとエマ・スミスはオハイオに行く
主は，すぐにオハイオに向けて出発して敵から逃れるようにジョセフに告げられた。カート
ランドでジョセフを必要とされていたからである。しかしジョセフは，冬にニューヨークから
オハイオに旅行するのはエマにとって困難であろうと心配していた。彼らは結婚後の4年間に7
回も引っ越ししていたし，その当時エマは身ごもっていたからである。ジョセフはそりを使っ
てエマが楽に旅行ができるようにした。二人は1月の終わりにオハイオに向けて出発し，数日か
けてカートランドへ480キロを旅した。
そりがオハイオにあるカートランドのギルバート・アンド・ホイットニー・ストアーに着い
たとき，ジョセフはそりから飛び降り，店の中に入って行った。彼は一度も会っていない男に
手を伸ばしてこう言った。「ニューエル・K・ホイットニー！それがあなたの名前ですね！」
ニューエル・ホイットニーは非常に驚いた。彼は預言者を知らなかったからである。「失礼です
が，どなた様ですか。あなたはわたしの名前を御存じのようですが，わたしはあなたの名前を
知りません」と彼は言った。預言者はこう答えた。「わたしは預言者ジョセフです。あなたはこ
こでわたしを求めて祈っていましたね。さて，何かわたしにできることはありますか。」
（History of the Church，第1巻，146）ニューエル・ホイットニーとその家族は宣教師から福音
を聞き，教会に入った。
彼らは主の言葉を受けられるように祈っていた。預言者がニューヨークにいる間，ホイット
ニー家の人々が預言者にカートランドに来てくれるよう祈っているところを示現で見ていたの
である。ホイットニー家は，ジョセフとエマに数週間宿を提供した。
カートランドに着いて数か月たってから，エマは双子を生んだが，赤ん坊は数時間後に亡く
なった。エマとジョセフの最初の赤ちゃんはペンシルベニアで亡くなっていたので，最初の3人
の子供はほんの少ししか生存しなかった。双子が生まれた次の日，ジュリア・マードックも男
の子と女の子の双子を生んだ。マードック姉妹が亡くなったとき，夫のジョンはジョセフとエ
マが彼の双子の赤ん坊を養子にできるようにした。
ニューヨークの聖徒たちがオハイオへ旅する
ニューヨークからオハイオに旅した聖徒たちは幾つかのグループに別れた。天候は寒く，旅
行は困難であった。1つのグループは，預言者の母ルーシー・マック・スミスに導かれた。ルー
シーは，これが主の命令であるので，もし忠実なら祝福を受けると聖徒たちに伝えた。旅行中
彼女は，歌を歌い，祈って彼らを元気づけた。ルーシーのグループは，ニューヨーク州バッ
ファローに行き，エリー湖を渡ってオハイオ州カートランドの近くまで行く予定であった。こ
のグループがバッファローに着いたとき，大きな氷が港を覆っているので船が湖を航行できな
いようであった。ルーシーは，主が助けてくださるという信仰を持っていた。次の日の朝，聖
徒たちが船に乗り込んだとき，彼女はグループ全員が信仰を一つにし，主が氷を砕いてくださ
さくれつ

るように祈りましょうと話した。彼女はこう説明している。「炸裂する雷のような音が聞こえま
した。船長が，全員配置に着け，と叫びました。氷が割れてかろうじて船が通れる道ができた
のです。大量の水の動きがすさまじい音を立てて氷を引き裂き，船がやっと通れるほどの狭い
水路ができました。……わたしたちがその道をどうにかして通って行くと，氷は再び水路を
覆ってしまいました。」（ルーシー・マック・スミス，History of Joseph Smith，204−205）
最終的にすべてのグループがカートランドに着いた。カナダやアメリカの他地域の人々も教
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会に入ったが，その人達もカートランドにやって来た。教会員は互いに近くに住み，預言者の
勧告と導きを受けられるので感謝したのである。
話し合いと
応用のための質問

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，
生活に応用するうえで最も役に立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に聖句を読
んで話し合うのは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。
●

主は，なぜ聖徒たちにオハイオに行くように命じたのでしょうか（教義と聖約38：31−33）
そのようにすると，どのような約束がありましたか（教義と聖約38：32；39：15）。彼らが
カートランドに集合して神殿を建てるとき，さらに律法と祝福が与えられるという約束を聖
徒が受けたことを説明する。

●

オハイオに移動するために聖徒たちはどのような犠牲を払いましたか。教会と教会員に奉仕
するために人々は現在どのような犠牲を払っていますか。

●

聖徒たちは，なぜオハイオに行くために喜んで困難をその身に受けたと思いますか。初期の
聖徒たちが1か所に集まると，どのように互いを強め合いましたか。

●

なぜ教会の指導者は，現在すべての教会員に教会の本部に移るように励まさないのでしょう
か。初期の教会員は教会を確立し，聖徒たちの強力な中心地を作るために1か所に集まるよう
に命じられたことを子供たちに理解させる。現在わたしたちは，わたしたちが住んでいる場
所で教会を確立し，自分たちのワード，支部，ステークを強めるように勧められている。

●

わたしたちは，いつ教会に集まりますか。わたしたちがともに集まるとき，どのような祝福
を受けますか。わたしたちがともに集まるとき，わたしたちはどのように互いを強めますか。

●

一人の子供に声を出して教義と聖約38：24を読ませる。「各人がそれぞれ自分の兄弟を自分自
身のように尊び」とはどのような意味だと思いますか。どのようにしたらそれができますか。
これは教会と教会員をどのように強めますか。

「一つとなる」とは，どのような意味ですか（教義と聖約38：27）。一つとなるのはなぜ大切

●

なのですか。わたしたちの家族にもっと愛と一致をもたらすために何ができますか。わたし
たちのプライマリーのクラスではどうですか。わたしたちが互いを愛さず気遣わなければ一
つになるのはなぜ難しいのでしょうか。最終的にすべてのグループがカートランドに着いた。
カナダやアメリカの他地域の人々も教会に入ったが，その人達もカートランドにやって来た。
教会員は互いに近くに住み，預言者の勧告と導きを受けられるので感謝したのである。
レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． 教会ではだれもが心地よく感じるように協力し合う必要があることを理解させる。ワード
（支部）やクラスの中で一致を高める方法を提案するように子供たちに質問する。子供たち
の提案を黒板に書く。一つか二つのアイデアを選んで今週実行させる。
考えられる提案──
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●

教会の建物の手入れをする。

●

人に親切にする。

●

話をよく聞く。

●

互いのために祈る。

●

親切な言葉を使う。

●

初等協会のクラスに出席し，レッスンを聞く。

●

ワード（支部）の活動に参加する。

●

教会の集会や活動でみんなを歓迎する。

●

明るく振る舞う。

●

教会の指導者と教師に感謝する。

●

話，祈り，歌などを頼まれたとき，喜んで行う。
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2． 家庭のタベ，家族の祈り，家族による聖文研究，食事の時間，休日のお祝い，誕生会，お
互いに親切にする，わがままを言わないなど家族の一致を高めるのに役立つ活動，伝統行
事，行いの幾つかをそれぞれ別の紙に書く。
一致の意味について考え，家族の中でどのようにしたら一致を深められるか話し合う。
家族が愛と一致の気持ちを深める方法を見いだせるように，子供たち全員に1枚の紙を選ば
せ，ほかの子供が持っている紙に書いてある活動や行いについての手がかりを言わせる。
その後，その活動や行いが自分の家族をどのように祝福し強めるかを話させる。
3． 家族やワード／支部の会員から助けを受けたり愛を感じたときの経験を分かち合わせる。
そのような助けを受けたときにどう感じたか質問する。あなたが自分の経験を分かち合っ
てもよい。
4． 熟練を用いて使う物を子供たちに見せる（編み棒のセットや楽器など）。その物を一人の子
供に与え，その技能を披露するようにその子供に言う。あなたが特定の技能を持っていれ
ば，子供がそれを使おうとしてやってみた後に，どうしたらその物を正しく使えるかを実
演して見せる。教師の指導や指示がなければ，初めて物事を行うのはどんなに難しいかを
話し合う。
これを1830年に新しく組織された教会に結びつける。会員たちは，教会を導き教会の教
えを理解できるように教える指導者が近くにいない状態で様々な場所に住んでいた。預言
者からの便りを受け取るには時々長い時間がかかった。教会員たちはオハイオに行き，預
言者や教会の指導者から教えを受けることを強く望んでいた。
5． 中央初等協会第9代会長のパトリシア・P・ピネガー姉妹が，教会員がどのように互いを必要とし
助け合っているかについて話した以下の引用をあなたが読むか，一人の子供に読ませる。
「北カリフォルニアで育った巨大なアメリカ杉もまた，わりに浅い根を張ります。しかし何本
ものアメリカ杉が密生している場合は，どんな強風にさらされても決して倒れません。アメリカ
杉の根は地中で互いに絡み合い，強め合っています。嵐が吹くと，根が互いに支え合うのです。」
（パトリシア・P・ピネガー「子供たちを教えなさい」
『聖徒の道』1995年1月号，85）
根が絡み合った何本かの木を黒板に描く（挿し絵参照）。子供たちに，クラスの子供たち
の強いところや良いところを質問する。子供たちのアイデアを紙に書いて何本かの根に張
らせ，各個人の強さがグループ全体を強めるのにどのように役立つか話し合う。

6． 子供たちを立たせる。あなたが一人の子供を簡単に動かせるのを実際にやって見せる。そ
の後，子供たちの肩を組ませる。すべての子供たちを一度に動かすのがいかに難しいかを
示す。わたしたちが，家族としてまた教会員として，一緒に立って支え合ったとき，信仰
を固く保ち正しい行いをするのは，一人でするより簡単であることを子供たちに理解させ
る。
7． 以下の活動を行って一緒に働く大切さを実演する。
ある強いひもかコードを2メートルの長さに切り，クラスの子供一人ずつに持たせる。約
1.5メートルのほうき，モップ，物差しのような棒の中央より少し上のところに各子供たち
のひもを結ばせる。
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棒を教室のまん中に置き，子供たちは輪になって棒の回りに座らせる。一人の子供を指名
して，その子が自分が結んだひもを引かせて棒を垂直に立てさせる。もう一人の子供が加わり，
二本のひもで棒を立てられるかどうかやってみる。その後，子供たち全員で自分のひもを引き，
棒を垂直に維持させる
（ひもを結ぶ位置を少し調整する必要があるかもしれない）。
●

一人が棒を引っ張ったとき，どうなりましたか。ほかの人が協力したときどうなりましたか。

●

棒を垂直に立てるには何が必要でしたか。
棒をまっすぐに立てるためにみんなが一緒に働く必要があったように，天父は教会の初

期の会員が互いに助け強め合うために一緒に集まる必要を御存じであった。わたしたちの
ワード（支部）でも同じ強さと助けを経験できます。
まとめ
証
読書課題
家族との分かち合い
の提案

オハイオ州カートランドに集まって，教会と会員を強めた初期の聖徒たちの信仰と模範に感
謝する。家族や初等協会のクラスで愛と一致を高める努力をするように子供たちを励ます。
本課の復習のため，家庭で教義と聖約38：24，31−32を研究するよう，子供たちに提案する。
子供たちが，物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を
家族と一緒に読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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最初の監督に召された
エドワード・パートリッジ
目 的

17課

第

子供たちが監督の義務を理解し，監督や教会の指導者を支持したいという望みを持てるよう
に助ける。

準 備

1． 教義と聖約41：9−11；42：30−31，34−35；58：14，17−18；119：1−4（章の前書き参
照）と本課の歴史記事を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文と歴
史記録を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」vi−vii，「聖文と歴史記
事に基づいて教える」vii−ix参照）
。
2． その他の参照箇所──教義と聖約46：27−29と教義と聖約36章の前書き。
3． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
4． 1枚の紙にあなたのワード（支部）の監督（支部長）の名前を書く。その紙を半分に折って
見えないようにする。
5． 教材
ａ．教義と聖約（人数分）
ｂ．視覚資料5−23「タールと羽根を付けられた男」
教師への注意 ── あなたのユニットが支部の場合，支部長は監督とよく似ていることを子供た

ちに説明し，必要に応じて，質問と活動を調整してください。
レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導 入

あなたのワード（支部）の監督（支部長）の名前を書いた紙を名前が見えないようにして見
せる。この紙に書いてあるのは，子供たちを助ける人の名前であると言う。子供たちに，その
人について「はい」か「いいえ」で答えられる質問（その人は教会の会員ですか。または，そ
の人は女性ですかなどが質問として考えられる）をさせて，紙に書いた名前を当てさせる。子
供たちがその名前を当てたら（または，あなたがその名前を言ったら）
，質問をする。
●

監督（支部長）は，どのような方法でわたしたちが福音に従って生活できるように助けてく
れますか。
本課では，わたしたちが福音に従って生活するために果たす監督の責任と，どのようにして

監督や教会の指導者の召しを支持するとよいかを理解できるように教える。
聖文と歴史記事

エドワード・パートリッジの監督の召しと監督の責任について，「準備」で挙げた聖文と以下
の歴史記事から教える。
監督の責任
教会が組織されて約1年後の1831年の初め，多くの人々が教会に入り，主の命令に従ってオハ
イオに集まってきた。教会が発展するにつれて，ジョセフ・スミスは教会の仕事をする指導者
がもっと必要になった。教会は，多くの財政的な問題に直面していた。カードランドに集まっ
た聖徒の多くは，貧しい人々であった。彼らには土地やお金もなく，生活するための食べ物，
衣服やそのほかの物もほとんど持っていなかった。教会は，神殿を建てたり，宣教師のパンフ
レットや啓示をまとめた書物を出版するお金を必要としていた。預言者自身も家や家族を養う
すべもなく，教会に全時間を捧げて働いている教会の指導者たちも家族を支えるための助けを
必要としていた。
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預言者は，これらの必要を満たすにはどうしたらよいかを主に尋ねた。1831年2月に預言者は，2か
月前に教会に入ったエドワード・パートリッジを教会の最初の監督に召すように啓示を受けた。
監督の第1の責任は，教会員が物質的及び財政的な必要を満たせるように預言者を助けること
であった。ジョセフ・スミスはその後の数か月間に幾つかの啓示を受け，それらの啓示はエド
ワード・パートリッジが監督としてほかにどんな責任を持っているか知るのに役立った。
パートリッジ監督は，貧しい教会員に食物，衣服，住まいを提供する責任を受けた（教義と
聖約42：30−31，34）。食物やその他の物が余分にある会員は，あまり持っていない人と分かち
合うようにした。パートリッジ監督は，それらのささげ物を集めて必要な人に配り，会員が必
要なときに利用できるように倉庫に蓄えた。
パートリッジ監督に与えられたもう一つの責任は，教会の建物や個人の家を建てるための土
地を購入して分配することであった（教義と聖約42：35）。彼はイスラエルの判士でもあった
（教義と聖約58：17−18）。教会員がすべての戒めを守らなかった場合，その人が教会員として
とどまるかどうかを監督が決めた。これは，会員が天父と交わした約束を守らせるための重要
な方法であった。
じゅうぶん

1838年に，主は什分の一を払うように会員に命じた。什分の一は，伝道の業，神殿や教会堂
の建築や保守，教材の出版などの支払いに使われている（教義と聖約119：1−4）。監督（支部
長）は，教会員の什分の一を受け取る責任がある。
1831年の末に教会員たちがミズーリに集まり始めたとき，パートリッジ監督はミズーリに移
り，そこで監督になるように預言者から召された。ニューエル・K・ホイットニーは，オハイ
オに残った聖徒たちの監督に召された。教会が大きくなると，教会員を導くためにさらに監督
が召された。
ホイットニー監督が召されたとき，パートリッジ監督は教会の最初の管理監督として知られ
ていた。彼にはほかのすべての監督を管理する責任があった。現在でも管理監督は一人しかい
ないが，教会員の世話をする監督は世界中に大勢いる。
エドワード・パートリッジとその家族の犠牲
エドワード・パートリッジとその家族は，監督として働くために多くの犠牲を払った。パー
トリッジ監督がミズーリに移ったとき，家族をオハイオに置いて来なければならなかった。彼
の子供の数人は，はしかにかかっていたし，一人の娘は重い病気にかかっていたので，パート
リッジ監督が生きて再びその娘に会えるかどうか分からなかった。
すべての子供たちが健康を回復したとき，パートリッジ監督の妻と5人の子供たちはミズーリ
に移った。彼らがミズーリ川を船で旅している間，川に氷があふれていたのでミズーリに着く
前に岸に戻された。地元の家族が，窓のない2部屋の丸太小屋の住まいを与えた。パートリッジ
監督の家族がようやくミズーリ州のインディペンデンスに着いたとき，家族は皆1部屋の丸太小
屋を借りて住んだ。彼らは，神殿が建てられる場所の近くに2部屋の家の建築を終えるまで，夫
を亡くした婦人とその4人の子供たちと一緒に住んだ。
パートリッジ監督がミズーリに住んでいたとき，暴徒たちは，彼や教会の指導者たちにそれ
以上そこに住んでほしくなかったので，パートリッジ監督にタールを塗り羽根を付けた。彼が
人々に示した高潔な人格と優れた模範は，以下の記事に書かれている（この記事を引用すると
きタールを塗り羽根を付けられた男の視覚資料を見せる）
。
「暴徒がわたしを家から連れ出した。……わたしの帽子，コート，チョッキがはぎ取られ，頭
から足までタールを塗られ，たくさんの羽根が体に付けられた。それは，わたしが2年間住んだ
家とこの町から出て行くと言わなかったからである。
タールが塗られ羽根が付けられる前に，わたしに話す機会が与えられた。わたしは次のよう
に暴徒たちに言った。この世のあらゆる時代で聖徒たちが迫害されてきた。わたしは人を怒ら
せるようなことは何もしていない。もしわたしを虐待するのなら，それは罪のない人に対する
虐待である。キリストのためなら喜んで苦しみを受けるが，この町を離れることには喜んで同
意できないと。……
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わたしはこの上ない堅忍と柔和さでこの虐待に耐えたので，大勢の人々が驚いて，わたしが
みたま

静かに去るのを許した。それでわたし自身は，御霊と神の愛に満たされていたので，わたしを
迫害する者やほかのだれに対しても何の憎しみもなかった。」（History of the Church，第1巻，
390−391）
しもべ

エドワード・パートリッジ監督は主の忠実な僕であったので，教会員と彼の後に従う監督た
ちに正しい模範を示した。
レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，

話し合いと
応用のための質問

生活に応用するうえで最も役に立つと思える質問をする。教室で子供たちと一緒に聖句を読ん
で話し合うのは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。
●

エドワード・パートリッジを監督に選んだのはだれですか（教義と聖約41：9）。現在，監督
はどのように選ばれますか（主は，監督に召される人をステーク会長に示される。「レッスン
を豊かにする活動」の1を参照）
。

●

エドワード・パートリッジは，どのような人でしたか（教義と聖約41：11）。「罪のない人」
とは，正直で，正しく，利己的でない人である。ジョセフ・スミスは，エドワード・パート
リッジについてどのような人であると言っていますか（教義と聖約36章の前書き参照）。
けいけん

「敬虔の模範」とは，神を敬い戒めを守る人としてパートリッジ監督が良い模範を示したとい
う意味である。この点を説明する。主はなぜ正直で従順な人を監督に召したと思いますか。
●

あなたの監督のどこがすばらしいと思いますか。監督は，どのような点であなたに良い模範
を示していますか。あなたは，どのようにしたらほかの人に良い模範を示せますか。

●

どのような責任がパートリッジ監督に与えられましたか（教義と聖約42：30−31，34−35；
58：14，17−18）。わたしたちの監督には，どのような義務がありますか（「レッスンを豊か
にする活動」の2を参照）。監督は，どのように貧しい人々を助けますか（監督は，教会員が
納めた断食献金を使って貧しい人々に食物，衣服，住まい，医薬品を与えたりする。また監
督は，食物，寝具類，そのほかの物を与えるために貧しい人々を監督の倉庫に送る）
。
たまもの

●

監督に与えられている大切な賜物とは何ですか（教義と聖約46：27−29。監督は，見分ける
賜物により，霊的な助けが必要な人や責任にだれを召すかなど，ワードの会員に関する重要
な事柄を知る霊感が与えられることを説明する）
。

●

監督がその責任を果たすとき，あなたはどのように協力できますか。あなたの両親や会員た
ちは，どのように監督に協力できますか。

●

監督は，どのようにあなたとあなたの家族を助けますか。ほかの教会指導者は，あなたを助
けるために何をしますか。ほかの教会指導者は，どのようにあなたを助けますか（「レッスン
を豊かにする活動」の3を参照）
。

レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． 監督は主から召されることを強調し，教会で2番目の監督であったニューエル・K・ホイッ
トニー監督に関する以下の物語を聞かせる。
ニューエル・K・ホイットニーは監督に召されたとき，良い監督になれるとは思わなかっ
た。彼は預言者ジョセフ・スミスの友達であったがこう言った。「ジョセフ兄弟，わたしに
みこころ

監督の素質があるとは思えません。しかしあなたが，これは主の御心であると言われるの
なら，やってみます。」「あなたは，わたしの言葉だけを信じなくてもよいのです。行って
御自分で天父に尋ねてください」とジョセフは答えた。
ニューエル・ホイットニーは，預言者の言葉に従った。彼がベッドに入る前に，監督と
けんそん

しての召しを受け入れるべきかどうか知るために祈ったのである。彼の謙遜な祈りはこた
えられた。彼は天から声がして，「あなたの強さはわたしにある」と言うのを聞いた。この
簡単な言葉は，ホイットニー兄弟が知りたいと思っていたことであった。彼は預言者のも
とに行き，監督の召しを喜んで受けます，と言った。この経験やほかの経験により，
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ニューエル・ホイットニーは主が教会の頭であると知ったのである（B・H・ロバーツ，A

Comprehensive History of the Church，第1巻，271）。
2． 下記の例に従い，監督（または副監督）の責任を1枚の紙に一つずつ書く。
●

ワードの指導者を管理する。

●

教会であいさつし，握手する。

●

初等協会を訪問し，天父に従うように励ます。

●

什分の一を受け取り，教会本部に送る。

●

ワードの会員を初等協会の教師に召す。'

●

12歳の少年が執事に聖任されるように面接する。

●

12歳の少女が若い女性に入るときに面接する。

●

8歳の子供にバプテスマの面接をする。

●

監督の倉庫から困っている家族が食物や衣服が得られるようにする。

●

ワードの人々のために祈る。
子供たちに順番に紙を選ばせ，書かれた行動についてロールプレーをさせる。ほかの子

供たちに，必要に応じてロールプレーをしている子供たちを助けさせる。残った子供たち
には，その行動が何を表しているかを当てさせる。
3． 子供たちが，監督，副監督，そのほかの教会指導者や教師に感謝のカードを書くように励
ます。子供たちがそれを書く前に，子供たちが書こうとしている相手の義務について話し
合ってもよい。それらの義務を黒板に書き，子供たちが書くときに参照できるようにする。
4． 信仰箇条1：5を復習するか，暗記できるように助ける。信仰箇条1：5が，どのように監督
に当てはまるか話し合う。（監督は神から召された人であり，正しい権能を持った人から聖
任される）
5．「かんとくさん」（『子供の歌集』140）を歌うか，歌詞を読む。
まとめ
証

初期の教会指導者とこの地上に神の王国を築くために犠牲を払った人々に感謝する。あなた
の監督に対する肯定的な気持ちとあなたやワードの会員を助けるために彼が行ってくれたこと
について分かち合う。監督が，あなたやあなたの知っている人が福音に生きるよう助けた経験
を分かち合ってもよい。
監督や教会の指導者がその召しを果たすときに協力する方法を子供たちに考えさせる。

読書課題

本課の復習のため，家庭で教義と聖約41：9−11を研究するよう，子供たちに提案する。

家族との分かち合い

子供たちが，物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を

の提案

家族と一緒に読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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主が示された奉献の律法

目 的

18課

第

地上における神の王国の建設を助けるために，喜んで時間，才能，持ち物を分かち合うよう
に，子供たちを励ます。

準 備

1． 詩編24：1；教義と聖約42：30−39，42，53−55，71−73（主が啓示された奉献の律法）；
本課の歴史記事を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文と歴史記事
を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」vi−vii，「聖文と歴史記事に基
づいて教える」vii−viii参照）
。
2． その他の参照箇所──モーサヤ2：17；使徒2：44−45；4：32；『福音の原則』32章と34章。
3． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
4． 食物，衣服，住まい，お金，本とゲーム，という言葉を別々の紙に書き，その紙をボール
か入れ物に入れる。
5． 教材
ａ．教義と聖約と高価な真珠（人数分）
ｂ．聖書とモルモン書（各1冊）
ｃ．紙と鉛筆（人数分）

レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導 入

余剰品を人々に分かち合う考えを理解するために「これはいりません─あなたはどうですか」
というゲームをする。子供たち全員に紙と鉛筆を渡し，食物，衣服，お金，本とゲーム，とい
う言葉を紙に書かせる。このゲームは，入れ物から取るかほかの子供たちからもらうかして子
供たち全員がリストに挙げたすべての物を受け取るために行う。
紙の入った入れ物を一人の子供に渡し，紙を選ばせて読ませ，容器に戻し，自分の紙の該当
する言葉に丸を付けさせる。その後，入れ物を次の子供に渡す。すべての子供たちが順番に
行ったら，もう一度最初の子供から始めて別の紙を取らせる。
二回目以降にすでに丸を付けてある言葉を引いたら，その子供は左の子供に向かって，「これ
はいりません─あなたはどうですか」と言う。左に座っている子供は，自分の紙の言葉に丸を
付ける。その子供がすでにそれに丸を付けていたら，同じ質問を左の子供にする。これをだれ
かが紙に丸を付けるまで続ける。
子供たち全員がすべて言葉に丸を付けるまでこのゲームを行う。
一人の子供に詩編24：1を声を出して読ませる。
●

この聖句はどのような意味ですか。
地球は天父の指示の下にイエス・キリストにより創造されたので，この地上のすべての物はこの

方々のものである。この点を説明する。天父とイエス・キリストは，わたしたちが創造物を使えるよ
うに祝福してくださった。天父とイエス・キリストは，わたしたちが特に必要以上に持っている場合，
わたしたちの持っているものを人々と分かち合うように望んでおられる。分かち合いは，天父とイ
エスへの愛を示し，与えられたすべてのものに感謝する一つの方法である。
聖文と歴史記事

教会初期のころ，聖徒たちは祝福されたすべての物を互いに分かち合うように命じられた。
この点を説明する。この戒めは奉献の律法と呼ばれた。奉献の律法という言葉を黒板に書く。
奉献するとは，聖なる目的のために与えささげるという意味である。教義と聖約42：30−39，
42，53−55，71−73と下記の歴史記事から奉献の律法について教える。
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1831年の初めに聖徒たちがオハイオに集まり始めたとき，預言者ジョセフ・スミスは，聖徒
の多くが非常に貧しいために，食物，衣服，住まいなどの必要な物がなかったので心配してい
た。預言者は，これらの貧しい教会員を援助する方法を探し始めた。
預言者がオハイオ州カートランドに初めて到着したとき，何人かの教会員がアイザック・
モーレイの所有する農場に住んでいた。彼らは聖書を読んで，イエスの時代の教会員が持って
いるすべての物を分かち合った例に習い（使徒2：44−45；4：32参照），同じように生活しよう
とした。しかしこの計画は，必ずしもうまく行かなかった。例えば，ある人は，すべてを分か
ち合うなら，実際に他人が持っている腕時計を自分が売ってもよいと思った。これは，その腕
時計の持ち主を怒らせることになった。人が互いに持ち物を分かち合うのはよいが，彼らの方
みこころ

法は主が認められたものではないと預言者は思った。ジョセフは，教会員に対する主の御心を
知るために祈った。
エドワード・パートリッジを教会の監督に召した数日後，主はジョセフ・スミスに奉献の律
法を啓示された（教義と聖約42：30−39，42参照）。この律法は，よく整えられた方法で互いに
分かち合うよう聖徒たちに命じるものであった。主は以下の指示を与えられた。
1． 聖徒たちはすべての財産と所有物を教会にささげる。監督がこれらの奉献品に責任を持つ。
2． 監督は家族の長と話し合い，家族が働いて生活するために必要な財産と所有物を決める。
監督が必要な物を家族に与える。
3． 家族は，与えられた物を使って自活できるよう一生懸命に働く。家族の必要を満たした後
に生じた余剰は，貧しい人を援助し，教会を強めるために監督に差し出す。
この律法は，オハイオとミズーリに会員たちが住んでいる間，教会が発展し会員が助け合う
のに役立った。伝道活動が行われ，神殿が建てられ，新たに到着した聖徒たちに住む所と食物
が与えられるよう，人々はお金と所有物と同様に自分の時間と才能をささげた。ほとんどの人
が貧しかったにもかかわらず，持ち物を分かち合ったときは，すべての人が満たされていた。
人々は様々な方法で教会にささげた。例えば，すべての人はカートランド神殿の建設に携
わった。男性は建築を行い，女性は作業者のために衣服を作ったり，神殿のためにカーテンと
カーペットを作ったりした。雄牛のくびきと馬をささげた人もいた。教会は動物を売ったお金
で神殿の建築材料と建築に従事している作業者のための食物を買った。ある女性は，夏の間働
いて45キロの毛糸を織った。彼女は非常に一生懸命働いたので，毛糸の半分を自分のために確
保するように勧められたが，自分のストッキングに必要な毛糸さえも受け取らなかった。彼女
は，神殿のために働いている人が自分よりも毛糸を必要としていると思っていたからである。
多くの人が伝道活動を助けた。男性たちは伝道のために家を離れたので，残った会員たちは
男性を伝道に出した家族の世話をしたり，食物と衣服を提供したりした。あるとき，預言者は
ジョン・E・ページにカナダで伝道するように召した。ページ兄弟は，コートがないので行け
ないと言った。それで預言者は，自分のコートを脱いで彼にかけてあげた。
聖徒たちは喜んで熱心に働いて持ち物を分かち合ったので，教会の会員たちの世話をし，ミ
ズーリ州で家や神殿を建てるために土地を購入するなど，教会は，大切な目的を果たすための
あかし

資金を十分に確保した。聖徒たちが互いに助けたので，福音が真実であるという証が増し加わ
り，地上における神の王国が強められた。
教会の初期の会員たちは，ほんの短い間奉献の律法に従って生活した。教会は，いつか再び
奉献の律法を実施するようになるが，現在わたしたちは会員としてその律法の一部に従うよう
じゅうぶん

に求められている。わたしたちはすべての持ち物をささげるように求められていないが，什分
の一と断食献金を払うように求められているのである（わたしたちが断食するとき，1日の2食
分のお金を教会にささげるように言われている。この点を説明してもよい。これが断食献金で
ある）。什分の一と断食献金は，貧しい人の世話をしたり，神殿や集会所を建設したり，レッス
ンのテキストなどを作ったりしてそのほかの物に使われる。わたしたちは，話をしたり初等協
会のクラスで教えたりして自分の時間と才能を分かち合うように求められている。わたしたち
は，分かち合いにより地上における神の王国を打ち建てる手助けをしているのである。
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話し合いと
応用のための質問

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，
生活に応用するうえで最も役に立つと思える質問をする。教室で子供たちと一緒に聖句を読ん
で話し合うのは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。
●

主は，なぜ初期の教会員に奉献の律法を与えられたのでしょうか（教義と聖約42：30，34−
35）。この律法に従うために，会員たちは何をしましたか（教義と聖約42：31−33）。ささげ
られた余剰品やお金は何に使われましたか。現在の教会員は，教会の建物や神殿を建てるた
めに何を求められていますか（什分の一を払う）。わたしたちは，貧しい人や物を必要として
いる人をどのように助けますか（断食献金やそのほかのささげ物によって。「レッスンを豊か
にする活動」の1と2を参照）。

●

教会は，聖徒がささげた余剰品をどこに保管しましたか（教義と聖約42：34）。ささげ物を集
めて管理するのはだれの責任でしたか（監督）。現在も教会では監督の倉庫を用いていること
を説明する。この倉庫は，教会が購入したり教会にささげられた食物や品物で満たされてい
る。監督は，この倉庫から食物やそのほか必要な品物を受け取れるよう，必要な物を持って
いない教会の会員に送る権限がある。

●

主は聖徒たちに労働の重要性についてどのように言われましたか（教義と聖約42：42）。自分
が必要としている物を得るために一生懸命に働くのはなぜ人にとって良いのでしょうか。あ
なたは，家族のためにどのように働きますか。あなたは，教会のためにどのような仕事をし
ますか。そのほかにあなたは何ができますか。

●

あなたに才能を与えたのはどなたですか。あなたは自分の時間と才能を人々とどのように分
かち合えますか（「レッスンを豊かにする活動」の1を参照）
。

●

聖徒たちのほとんどはあまり物を持っていないにもかかわらず，なぜすべての物を喜んで分かち
合ったのですか。わたしたちが人々の助けをしているとき，ほんとうはどなたに仕えているので
すか（教義と聖約42：31，38；モーサヤ2：17）。持ち物の分かち合いがどうして天父とイエス・キ
リストへの愛を示すことになるのですか。だれかほかの人を助けたり分かち合ったりするとき，
あなたはどのように感じますか（
「レッスンを豊かにする活動」の3を参照）。

レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． 子供たちが人と分かち合う方法を理解するように，黒板に3つの欄を作り，時間，才能，財
産と書く。財産とは，自分が持っているお金や品物を表す。
人々を助けたり教会を建てるために子供たちやその家族が分かち合っている方法を該当
する各欄に書かせる。例えば「財産」の下に，什分の一，断食献金，宣教師基金，貧しい
人のための食物と衣服など。
「時間」の下には，両親が教会の召しが果たせるように助ける，
両親が神殿に入るときに子守りをする，教会の福祉計画のために働く，一人住まいの人を
せいさん

訪問するなど。「才能」の下には，初等協会や聖餐会で話をする，人々が楽しめるように楽
器を弾いたり歌を歌う，教会の活動のために飾り付けをするなどが答えとして考えられる。
わたしたちにお金や持ち物がたくさんなくても，人々と分かち合う多くの方法を子供た
ちに理解させる。子供たちに紙と鉛筆を渡し，今週自分の時間や才能を分かち合う方法を
一つ書かせてもよい。
2． 断食献金がどのように用いられているかを理解させる。監督は，貧しい人や物を必要とし
ている人に食物，住まい，衣服を備え，医療費用を賄うために断食献金を使えることを説
明する。あなたのワードでどのように断食献金が使われているかを前もって監督から聞い
て，その話を子供たちと分かち合ってもよい。または次の話を分かち合い，断食献金がど
のように用いられているかを理解する。
第一日曜日定例の断食に加えて，時々教会の会員たちは世界中の貧しい人々を援助する
ために特別な断食をする。これらの断食でささげられた断食献金は，たくさんの計画に用
いられている。その一部は，アフリカの子供たちを病気から守るための予防注射を打つた
めに使われた。あるお金は，きれいな飲み水を集落に供給するためにアフリカの別の地域
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の人々のために使われた。また，家族と家畜を養うために品質のよい食料を大量に生産す
る方法について教えるためにグアテマラの農家のために使われた。断食献金は，援助が無
ければ医者や歯医者にかかれない人々の病院代や歯の治療費を払うために使われてきた。
また，地震や洪水のような自然災害の犠牲者を助けるために使われてきた。断食献金の支
払いと援助によりたくさんの人が祝福を受けてきた（トーマス・S・モンソン「王国の神権
者」
『聖徒の道』1991年7月号参照）
。
3． トーマス・S・モンソン第一副管長の以下の話の中から，自分のものや時間や才能を分かち
合った子供たちに関する話を一つ聞かせる。話をよく聞いて，子供たちがどのように時間，
才能，財産を分かち合ったかを話させる。
ａ．トーマス・S・モンソンが子供のとき，彼の日曜学校のクラスで大きなパーティをする
ためにお金を貯めていた。子供たちは，そのお金で買えるケーキ，クッキー，パイ，
アイス・クリームを楽しみにしていた。しかし，子供たちはお金を使うもっと大事な
方法を見つけたのである。
あれは忘れもしない1月のどんよりとした朝のことでした。わたしたちの大好きな教
師から，クラスのある生徒の母親が亡くなったという発表があったのです。わたした
ちは自分自身の母親のことを思い，母親がどれほど大切な存在か考えました。そして
大きな痛手を受けたビリー・ダーベンポートを気の毒に思いました。
その日曜日のレッスンでは，使徒行伝第20章35節を学びました。「わたしは，……
『受けるよりは与える方が，さいわいである』と言われた主イエスの言葉を記憶してい
るべきことを……示したのである。」よく準備されたレッスンの最後に，ルーシー・
ゴーシュ姉妹はビリーの家族の経済状態について話しました。不況の時代で，どこも
お金には不自由していました。彼女は目を輝かせながら尋ねました。「皆さんは主のこ
の教えに従うためにどうしたいと思いますか。クラス全員でパーティー資金をダーベ
ンポート家に持って行き，わたしたちの愛のしるしとして差し上げるというのはどう
ですか。」反対する者は人もいませんでした。わたしたちは硬貨を一枚一枚入念に数え，
それを全部大きな袋に入れました。
クラスの仲間が一緒に，3ブロック離れたビリーの家に行き，その兄弟と父親にあい
さつしたときのことは決して忘れることができません。彼の母親の姿が見えなかった
のが，心に強く残りました。大切なパーティー資金を入れた白い封筒が，ゴーシュ姉
妹の手から，悲しみに打ちひしがれ助けが必要な父親の手に渡されたとき，そこにい
た一人一人の目には涙が光っていました。それは，わたしにとっていつまでも大切な
思い出です。わたしたちは晴れやかな気持ちで，足取り軽く教会へ戻りました。あれ
ほど心が燃え，大きな喜びを感じ，深い理解を得た経験は初めてでした。このささや
かな行いはわたしたちの心をしっかりと一つに結びました。わたしたちは自分自身の
経験を通して，確かに受けるよりも与える方が幸いであることを学んだのでした
（トーマス・S・モンソン「感謝を態度で示す」
『聖徒の道』1992年7月号）。
ｂ．わたしは執事の職にあったころ，今もそうですが野球が大好きでした。……友達とわ
たしは，家の裏手にある小さな空き地で野球をしました。野球をするには狭すぎたの
ですが，センターに向けてまっすぐボールを打てば問題はありませんでした。しかし，
センターよりも右寄りに打つと，災難が待ち構えていました。そこにはシャイナス夫
人の家があり，彼女はわたしたちが野球をするのを見ていて，ボールが家の前に転
がって来ると，すぐに彼女の犬がそのボールをくわえて行って，ドアを開けた彼女に
渡すのでした。そして彼女は家の中に入って，これまで没収したボールの山にそれを
加えるのです。……シャイナス夫人のことを良く言う者はだれもいませんでしたが，
悪口は随分と言ったものです。……
ある晩，わたしは日課であった芝生の水まきをしていました。ノズルの付いたホー
スを手に持っていると，シャイナス家の芝生が乾燥して，茶色に変わっているのに気
づきました。わたしはいまだに正直言って，どうしてそうしようという気になったの
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か分からないのですが，その後の数分間，自分の家のホースで彼女の芝生に水をやっ
たのです。それ以来，毎晩わたしは同じように，彼女の家の芝生にホースで水をかけ
て落ち葉を流し出し，道路の端に積み重ねて，後で燃やすか，片付けられるようにし
ておいたのです。その夏の間，ずっとっシャイナス夫人を見かけることはありません
でした。あの場所で野球をすることも，随分前にあきらめていました。ボールはみん
な取り上げられてしまい，新しいボールを買うお金もなかったからです。
そんなある夕方のことでした。シャイナス夫人が玄関のドアを開けて出て来て，わ
たしに低い垣根を飛び越えてこちらに来るようにと合図しました。そのとおりにして，
シャイナス夫人の方に近づいていくと，彼女はわたしを居間に通してくれ，座り心地
の良いいすにかけさせてくれました。それから台所に行ったかと思うと，何シーズン
分かの没収品である野球のボールがいっぱい入った大きな箱を持って，戻ってきまし
た。彼女はその箱をわたしに渡してくれました。しかし，ほんとうの宝物はその箱の
中ではなく，その後の彼女の言葉の中にありました。そのとき，わたしは初めてシャ
イナス夫人のほほえんだ顔を見ました。彼女はこう言ってくれたのです。「トミー，こ
のボールを返したかったの。それから，親切にしてくれてありがとうって言いたかっ
たのよ。」わたしは彼女にお礼を言い，彼女の家に入っていったときよりもっと良い子
になって出てきました。もうわたしたちは敵などではありませんでした。友達になっ
たのです（トーマス・S・モンソン「王国の神権者」『聖徒の道』1991年7月号）。
ｃ．ある日曜日の朝，老人ホームで，わたしは一人の若い女性がすばらしい音楽の才能を
披露するのを目にしました。その女性は，孤独で年老いた人々のため自分の才能を
使ったのです。……
その少女が弦を持って，バイオリンで美しい旋律を奏で始めると，車いすに乗った
聴衆は水を打ったように静かになりました。1曲弾き終わると，一人の老婦人がだれに
も聞こえるような大きな声で，「何てすばらしい演奏なんでしょう」と言いました。そ
して，その気持ちを表すために大きな拍手をしました。すると，別のところからも拍
手が起きました。拍手はだんだんと広がっていき，やがてそこにいたすべての人が彼
女に惜しみない拍手を送りました。
わたしはその少女と一緒に老人ホームを後にしました。少女はわたしにこう言った
のです。「あんなに演奏がうまくいったのは初めてです。あんなによい気持ちになった
のも初めてでした。」（トーマス・S・モンソン「決して一人ではない」『聖徒の道』
1991年7月号）
4． 子供たちに教義と聖約42：38を覚えさせる。この聖文の意味について話し合う。
5．「共に愛し合え」（『子供の歌集』74），「愛あるところ」（『子供の歌集』76），「イエス様の
ように」（
『子供の歌集』40）を歌うか，歌詞を読む。
まとめ
証

天父とイエス・キリストが与えてくださった数々の祝福を分かち合う。あなたが人々とこれ
らの祝福を分かち合いたいと思っていることを伝える。あなたが人々と分かち合ったときのこ
と，人々があなたと分かち合ったときのことを話してもよい。
人々を助け教会が地上で発展し続けることができるように，自分の時間，才能，財産をささ
げ，分かち合う大切さを強調する。

読書課題

本課の復習のため，家庭で教義と聖約42：34−39を研究するよう，子供たちに提案する。

家族との分かち合い

子供たちが，物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を

の提案

家族と一緒に読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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善悪の区別を学ぶ聖徒たち

みたま

目 的
準 備

19課

第

たまもの

悪の欺きを避け，真の御霊の賜物を見分け求める方法を，子供たちに教える。
1． 教義と聖約50：1−9，17−24，31；モロナイ7：15−17（真実の御霊の現れと偽りの御霊の
現れを区別する方法）；教義と聖約46：7−26，32−33（御霊の賜物）と本課の歴史記事を
祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文と歴史記事を子供たちにどう
教えるか決める（本書「レッスンの準備」vi−vii，「聖文と歴史記事に基づいて教える」
vii−viii参照）
。
2． その他の参照箇所──『福音の原則』22章。
3． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
4． 教材
ａ．教義と聖約（人数分）
ｂ．モルモン書（1冊）
ｃ．ゲーム用のお金，ガラスをカットした「宝石」
，紙の造花などの模造品

レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導 入

模造品を見せる。これらの物は，本物に似せた模造品であると説明する。
●

どちらが欲しいですか。模造品ですか，それとも本物ですか。それはなぜですか。
神からのもの

サタンの模造品

心を高める音楽や映画

品位を下げる音楽や映画

聖典と良い本

悪い本

夫と妻の間の愛

不道徳

最善を尽くす

人よりも優れた者になろうとする

サタンは自分の模造品が神からのものと同じか，もっと良いと思わせようとしていることを
説明する。子供たちに見せた模造品と本物の違いを区別するのは簡単でも，サタンの模造品の
中でも見分けるのが難しいものがある。本課では，欺かれないようにサタンの模造品の幾つか
を見分ける方法を学ぶ。
聖文と歴史記事

真実の御霊の賜物と偽りの御霊の賜物の違いを学び，どのようにして，またなぜ御霊の賜物
を求めるのかを以下の歴史記事と「準備」で挙げた聖文から教える。
サタンは奇跡と御霊の賜物を真似ることができる
教会初期の時代に，会員たちは多くの奇跡を経験した。これらの奇跡は，主が教会員に与え
た御霊の賜物によりもたらされた。天使モロナイを見た預言者ジョセフ・スミスと3人の証人，
モルモン書をまったく未知であった改良エジプト文字から英語に翻訳した預言者，教会をどの
ように組織すべきか，教会員はどのように生活すべきかに関して主から与えられた啓示など，
前回のレッスンで学んだ奇跡と御霊の賜物について幾つか復習する。個人的に奇跡を経験して
いる会員は多くはないかもしれないが，ほかの人の経験を信じる御霊の賜物の祝福に注目させ
る。主より与えられた御霊の賜物により教会員が強められ，多くの人が教会に導かれた。
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エズラ・ブースというメソジスト教会の牧師は，ジョン・ジョンソンとその妻エルサを含む一団とと
もに1981年の春にカートランドにやって来た。エルサ・ジョンソンは，身体の一部に障害があったの
で腕を上げられなかった。これらの人々がジョセフ・スミスと話をしているとき，だれかエルサの腕
いや

を癒せる人はこの地上にいないだろうか，とその中の一人が言った。そうすると，預言者はエルサ
み

な

の手を取って静かにこう言った。
「女よ，主イエス・キリストの御名により完全になるようにあなたに
命じる。」その後エルサ・ジョンソンが腕を上げたので，皆驚いた。次の日彼女は，過去6年来初め
て痛みを感じないで洗濯物を物干しに掛けた（History of the Church，第1巻，215−216）。この奇
跡により，エズラ・ブースとジョンソン家族の何人かが教会に入った。
サタンは教会の発展を嫌っていたので，その成長を止めようと躍起になった。サタンが用い
た一つの方法は，主から教会の会員に与えられた御霊の賜物の模倣であった。人々を欺き，教
会から離れさせるためにそうしたのである。
教会が組織されて1年の間に，ちょうどジョセフ・スミスが受けたように，ある人々は教会のために
啓示を受けたと主張した（第15課参照）。ほかの人々は，示現を見たり不思議な出来事が起こった
りしたと主張した。またある人々の顔に恐ろしい表情が表れ，気を失うのをパーリー・P・プラット
は見た。また別の人々は体をねじらせたり，けいれんやひきつけを起こしたりしていた。またある
人々は福音の御霊と教えに賛成しないように啓示や示現を受けたと主張した。
主から啓示と示現を受けた人もいたが，パーリー・P・プラットと教会指導者たちは，彼らが
見た不思議な出来事は主からのものではないと感じた。彼らは，これらの出来事について主に
尋ねるようにジョセフ・スミスに頼んだ。1931年5月にジョセフが主から受けた答えは，教義と
聖約50章に書かれている。
偽りの御霊の賜物と本物の賜物とを見分ける方法
主は，教義と聖約50：1−9で偽りの御霊の賜物が存在し，それはサタンから来ると教えられ
た。なぜサタンがこれらの偽りの賜物を用いるのかを話し合う（3節参照）
。
教義と聖約50：17−24，31，モロナイ7：15−17に従い，どのようにしたら教会の会員は真実
の御霊の賜物と偽りの御霊の賜物を見分けられるかを話し合う。真実の御霊の賜物は，キリス
トを信じキリストに従うようにわたしたちを導く一方で，偽りの御霊の賜物はキリストから離
れるように仕向けることを理解させる。
わたしたちは真実の御霊の賜物を受けられる
主は，教義と聖約50章を啓示する数か月前に，真実の御霊の賜物に関する啓示である教義と
聖約46章を与えられた。主は，サタンの偽りの賜物に関して教会の初期の会員に警告を与えら
れ（教義と聖約46：7−8参照），それから会員が受けられる真実の御霊の賜物の幾つかについて
説明された（教義と聖約46：9−26）
。
現在，教会の会員は，教義と聖約46章に書かれているすべての御霊の賜物を受けられる。教
義と聖約46：9−26に書かれている御霊の賜物について話し合う。またそれを受ける方法と用い
る方法について話し合う。御霊の賜物は正しい人々に与えられ，人々を助けるために用いられ
ることを理解させる（9節，12節，26節参照）
。
レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，

話し合いと
応用のための質問

生活に応用するうえで最も役に立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に聖句を読
んで話し合うのは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。
●

偽りの御霊の賜物はどこから来ますか（教義と聖約50：2−3）
。サタンから来る偽りの賜物は，
人をどのように混乱させますか。サタンは，なぜわたしたちを欺くのですか。

●

偽りの御霊の賜物を見破るように，教会の正しい会員を助けるのは何ですか（聖霊。これは
慰め主，または真理の御霊として知られている。教義と聖約50：17参照）。正しいことが分か
るように，聖霊はどのように教えてくれますか。

●

わたしたちが見聞きするものが神からのものであると，どうしたら分かりますか（モロナイ
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7：15−17；教義と聖約50：23−24）。一人の子供に教義と聖約50：23を声を出して読ませる。
教化するとはどのような意味ですか。教化するとは，わたしたちを高めたり向上しようと感
じさせるという意味である。この点を説明する。神から来るものは，わたしたちをキリスト
に従わせ良い人になる望みを持たせるものである。サタンから来るものは，悪い影響を与え
戒めに背くようにさせるものである。
●

神からのものかどうか分かりにくいとき，どうしたらよいですか（教義と聖約46：7；50：31，
または，両親や教会の指導者に聞く）
。

●

神は，なぜわたしたちに御霊の賜物を与えられるのですか（教義と聖約46：8−9，26）。すべ
ての人が同じ御霊の賜物を受けないのはなぜですか（教義と聖約46：11−12）
。

●

わたしたちが受けられる真実の御霊の賜物には何がありますか（教義と聖約46：13−25，
あかし

「レッスンを豊かにする活動」の1を参照）。人の証を信じる賜物（教義と聖約46：14）は，ど
のように役立ちますか（「レッスンを豊かにする活動」の2を参照）
。
●

御霊の賜物を求めるにはどうしたらよいですか（教義と聖約46：8−9）。御霊の賜物を受けた
とき，わたしたちはどうしたらよいですか（教義と聖約46：32）。これらの賜物を維持するに
はどうしたらよいですか（教義と聖約46：33）
。

●

レッスンを
豊かにする活動

皆さんや皆さんの周りの人は，どのような御霊の賜物を経験しましたか。
以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，

チャレンジに利用してもよい。
1． 子供たち全員に以下の参照聖句と御霊の賜物を書いたカードを1枚ずつ渡す。子供たちに聖
文を探させ，聖句とそれに該当する御霊の賜物を合わせさせる。
1．教義と聖約46：14

a．イエス・キリストを信じる賜物（証）

2．教義と聖約46：19−20

b．ほかの人の証を信じる賜物

3．教義と聖約46：13

c．知恵と知識の賜物

4．教義と聖約46：17−18

d．癒す信仰と癒される信仰の賜物

5．教義と聖約46：24−25

e．預言の賜物

6．教義と聖約46：22

f．異言を語り解釈する賜物

（答え：1−b，2−d，3−a，4−c，5−f，6−e）
子供たちがカード合わせゲームを終えたら，それぞれの賜物について復習し，その賜物
を持った人がどのようにほかの人の役に立てるかを話し合う。
2． 子供たちがほかの人の証を信じる賜物を理解できるように，ハロルド・B・リー第11代大管
長の次の話を読むか，一人の子供に読ませる。
「もしあなたが疑いを抱いているなら，あなたに強い証を述べる人に耳を傾けてください。
……もし証がないなら，自分で証を得てそれを大きくするまでわたしの証にしっかりつか
まってください。」（Quality of Leadership，末日聖徒学生協会での説教，1970年8月，8）
●

自分の証を強めたいとき，だれの証に頼るとよいですか。
わたしたち一人一人は，真実の福音に対する証を自分で培う必要があるが，自分の証を

得ようと努力している間は，教会の指導者，両親，教師，または子供たちが信頼している
教会員の証を信じることを説明する。
断食証会で証を分かち合うことにより，わたしたちはどのように強め合えるかを話し合
う。ここで福音に関するあなたの証を子供たちと分かち合ってもよい。
3． 異言の賜物に関する以下の物語を自分の言葉で話す。
ａ．後に大管長になった十二使徒定員会の会員，デビッド・O・マッケイ長老は，1921年に
教会の大会のためにニュージーランドに行った。彼はマオリ人に話をする予定になっ
ていたが，彼はマオリ語を話せないし，マオリ人も英語を話せなかった。話の始めに
マッケイ長老は，マオリ人の言葉で話したいができないので，マオリ人が理解できる
ように異言を解釈する賜物を与えてくださるよう主にお願いすると話した。マッケイ
長老は，マオリ人が彼の正確な言葉が理解できなくても，御霊を感じ，彼の言葉が主
により霊感されているのが分かると述べた。
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その後マッケイ長老は，通訳者の助けにより話を始めた。マッケイ長老がしばらく
英語で話すと，続いて通訳者は聴衆が理解できるようにマオリ語で通訳した。突然，
聴衆全員は通訳者が話すのをやめて座るように叫び出した。彼らはマッケイ長老の話
を自分で理解できたので，もう通訳者を必要としなくなったのである。聴衆が英語を
理解できなくても，主は異言を解釈する賜物で祝福してくださり，マオリ人はマッケ
イ長老が話すすべてを理解できた（R・ラニア・ブリッシュ， Roots of Faith，

Ensign，1989年9月号，48）。
ｂ．あるとき預言者ジョセフ・スミスは，アメリカ・インディアンのグループに福音を説くように招
かれた。インディアンは英語を理解できなかったし，預言者はインディアンの言葉を話せな
かった。それで預言者は特別の政府の代理人を雇い，彼の言葉をインディアンの言葉に通
訳するように依頼した。預言者が少しの時間話し，代理人が彼の言葉をインディアンに通
訳した。インディアンが預言者の話に怒りを表したとき，主の助けにより預言者は，代理人
がインディアンに正しい言葉を告げていないことが分かった。代理人は，インディアンを怒
らせるためにうそをついていたのである。預言者は代理人を端によけて，通訳の助けな
しでインディアンに説教を始めた。インディアンは同じ言葉を話せなかったが，預言者が
説教の中で話したすべての言葉を理解した。主が異言を解釈する賜物でインディアンを
祝福したので，預言者の話を理解できたのである
（E・セシル・マクガビン，The Historical

Background of the Doctorine and Covenants，156）。
4． 癒す信仰と癒される信仰の賜物に関する以下の物語を自分の言葉で話す。
ユタ州オレムのジョン・シャムウェイは，自転車に乗ってスカウトの集会に行く途中，車にはね
られ，頭に重傷を負った。彼は病院に運ばれた。そこで医者は，ジョンが生き伸びる可能性は
ほとんどなく，もし生きるとしても，重度の脳障害を持つようになる，とジョンの家族に伝えた。
ジョンの父親と監督を含む数人の神権者がジョンの頭に手を置いて祝福を与えた。監督は，
御霊に促されてジョンが癒されるように祝福した。祝福の後，入念な手術がジョンの頭に行わ
れた。ジョンは手術を乗り越えたが，何日もの間意識が戻らなかった。
事故が起きたときにジョンと一緒にいた友人のランディは，ジョンのために休みなく
祈っていた。ワードで特別な断食をしたとき，ランディも参加し，ジョンが回復するよう
に心を込めて祈った。その日教会で，ジョンの父は，ジョンの意識が回復したとランディ
に伝えた。後日ジョンが，ランディの信仰により意識が回復したと感じたとランディに話
したとき，ランディは断食と祈りの力に関する強い証を持ったのであった。
ジョンはさらに手術を受け回復に長い時間がかかったが，最終的に健康な身体を取り戻
した。医者が驚いたのは，ジョンがバスケットボールをし，車の運転を習い，イーグル・
スカウト（訳注──アメリカボーイスカウトの最高の進級記章。日本の富士スカウトに当
たる）になり，高校を卒業して伝道の準備をしたことであった。たくさんの人々の信仰に
より，ジョンは癒されたのである。
ジョンは癒されたが，大きな信仰があっても時々癒されない人がいることを子供たちに
説明する（教義と聖約42：48）。天父はわたしたちそれぞれに何がいちばん良いかを知って
おられ，わたしたちの祈りにこたえてくださる。この点を子供たちに思い出させる。
5， 子供たちに信仰箇条1：7を覚えさせる。
まとめ
証

御霊の賜物を求める大切さを子供たちに証する。真実の御霊の賜物と偽りの御霊の賜物を区
別できるように，主に近くあって度々祈るように励ます。

読書課題

本課の復習のため，家庭で教義と聖約46：11−14，17−26を研究するよう，子供たちに提案する。

家族との分かち合い

子供たちが，物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を

の提案

家族と一緒に読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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聖書やほかの聖文を翻訳する
ジョセフ・スミス
目 的

20課

第

聖文を世に送り出すうえでジョセフ・スミスが果たした役割を子供たちが理解できるように
助け，聖文を研究するように子供たちを励ます。

準 備

1． 教義と聖約26：1；45：60−61；信仰箇条1：8；高価な真珠のモーセの書とアブラハムの書
の前書きと本課の歴史記事を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文
と歴史記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」vi−vii，「聖文と歴
史記事に基づいて教える」vii−viii参照）。
2． その他の参照箇所──ジョセフ・スミス−歴史1：9，12−13，17−19，36−39；1ニーファ
イ13：26；高価な真珠の序文
3． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
4． 導入のために次のような伝言を2〜3種類用意する（クラスの人数が少なければ，伝言を長
くしてもっと詳しく書く）。
兄と妹が道でスキップしています。兄はちょうちょうを追いかけて行って転びました。
妹は兄を起こして家に走って行きました。
5． 教材
標準聖典の合本（聖書，モルモン書，教義と聖約，高価な真珠）
（人数分）

レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導 入

子供たちを1列に並ばせる。1列に並んだ端の子供の耳に2，3文の伝言をささやく。子供たち
が順番に次の子供に伝言をささやかせる。伝言を伝えるのは一度だけとする。伝言が最後の子
供に届くまで続ける。最後の子供に伝言を声を出して発表させる。伝言がどう変わったかを見
るために，最後の子供が受けた伝言と最初の伝言を比較する。
●
●

伝言が列の最後に来るまでにどう変わりましたか。何がなくなりましたか。何が増えましたか。
人から人に移るときに，なぜ伝言が変わったと思いますか。
人から人に移るときに子供たちの伝言の内容が変わったように，人々が聖書を翻訳し，手書きで

書き写されるにつれて，長い年月を経て聖書の聖文の幾つかが変わった。間違いが起きたのであ
る。正しくない教えが幾つか聖書に加えられ，大切な教えが幾つかなくなった。主は，正しい教え
が回復された聖書の翻訳を始めるようジョセフ・スミスに命じられた（信仰箇条1：8参照）。
聖文と歴史記事

聖書とその他の聖文の霊感訳を作成するジョセフ・スミスの役割を以下の歴史記事と「準備」
で挙げた聖文から教える（「レッスンを豊かにする活動」の1を参照）
。
ジョセフ・スミスは聖書を翻訳するように命じられる
モルモン書を翻訳しているとき，ジョセフ・スミスは聖書の「分かりやすくて大変貴い」
多くの部分が何年もの間に取り去られたり，失われたことを知った（1ニーファイ13：26）。
聖書は，神の言葉が書かれた神聖な書物であるが，別の言語に翻訳され書き写されていくとき
に間違いが発生した。幾つかの言葉は除外され，変えられ，追加され，聖文の幾つかはその意
味が変えられた。イエス・キリストの死後の背教時代に，聖文が正しく書き写され翻訳された
のを確かめる預言者や使徒がいなかった。ジョセフ・スミスは，分かりやすくて貴い部分を回
復し訂正した聖書の新翻訳を作成するように指示された。
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モルモン書の翻訳が完成し教会が組織されたすぐ後に，ジョセフ・スミスは聖書を研究する
ように啓示を受けた（教義と聖約26：1参照）。彼が創世記を研究していると，多くの疑問が出
てきたので，聖書を理解できるように祈って天父に願い求めた。彼の祈りの答えとして，主は
地球の創造とイエス・キリストの福音に関する大切な情報を啓示された。この情報は，高価な
真珠のモーセの書として出版されている（子供たちに高価な真珠のモーセの書の前書きを見る
ように言う）。
1830年に，ジョセフ・スミスは聖書の修正翻訳を始めた。シドニー・リグドンが筆記者を務
めた。聖書の翻訳をする際，ジョセフはモルモン書で行った古代の言語からの翻訳ではなく，
聖書本来の意味を回復した。ジョセフが聖書を研究して祈りの気持ちで考えると，聖霊の力を
通して間違いを訂正するよう霊感を受けたのである。
ジョセフ・スミスが聖書の霊感訳を行うと，彼の福音の知識は増し加わり，聖霊の祝福を受
けた。教義と聖約の中には，ジョセフ・スミスが理解できない聖書の記述に対して答えとして
与えられた啓示が多くある。
ジョセフ・スミスはほかの聖文を翻訳する
聖書を翻訳している間にジョセフ・スミスに明らかにされた情報の幾つかはモーセの書とし
て高価な真珠に収められている。高価な真珠に収められているもう一つの書物はアブラハムの
書で，古代エジプトの文書をジョセフ・スミスが霊感訳したものである。
1820年代の後半に，アントニオ・レボロというイタリアの探検家は，エジプトにある古代墓
地から11体のミイラを手に入れた。レボロが死んだとき，ミイラは合衆国に送られた。その後，
マイケル・チャンドラーという名の男が1833年にミイラを所有した。彼が棺（ミイラが入って
いる箱）を開けると宝石や高価な宝物が入っていなかったのでがっかりした。ミイラの体の幾
つかに付いていたのは亜麻布で，それには植物から作られた紙の一種であるパピルスの巻き物
が入っていた。これらのパピルスの巻き物には，エジプト文字が書いてあった。チャンドラー
氏は，その巻き物をペンシルベニアに持って行き，そこでその巻き物について教えてくれそう
な教育のある人を探したが，教育のある人のほとんどは巻き物を少ししか理解できなかった。
チャンドラー氏は，国中を回って人々にミイラを見せて歩いた。そして，1835年の夏に彼は
オハイオ州カートランドにやって来た。そこでジョセフ・スミスと会うと，ジョセフはその巻
き物を翻訳できるかもしれないと言った。その後預言者の何人かの友人は，チャンドラー氏か
ら4体のミイラとパピルスの巻き物を買い取った。ジョセフ・スミスはエジプト語の文字と文法
を勉強し，それから聖霊の助けによりパピルスの巻き物の文字を翻訳した。ジョセフ・スミス
が翻訳した巻き物は，古代の預言者アブラハムについて語ったもので，現在高価な真珠の中で
アブラハム書として出版されている。
レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，

話し合いと
応用のための質問

生活に応用するうえで最も役に立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に聖句を読
んで話し合うのは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。
●

聖書の中の間違いをジョセフ・スミスはどのように知りましたか。これらの間違いはどのよ
うに起きましたか。ジョセフは，これらの間違いをどのように修正しましたか。

●

教義と聖約26：1でジョセフ・スミスは何をするように命じられましたか。聖文研究は，ジョ
セフが翻訳をするのにどのように役に立ちましたか。彼が聖文を研究すると，どのように祝
福されましたか。

●

わたしたちはなぜ聖文を研究すべきなのですか。わたしたちが聖文を研究すると，福音の理
解はどのようになりますか。聖文の理解を助けてくれるのはどなたですか。聖文研究は，ど
のようにわたしたちを天父とイエス・キリストに近づけてくれますか。

●

パピルスの巻き物を翻訳し始める前にジョセフ・スミスは何をしましたか。なぜ彼はエジプ
ト語を勉強したのですか。ジョセフより教育を受けた人が翻訳できなかったのに，なぜジョ
セフがパピルスの文書を翻訳できたのですか。
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●

預言者ジョセフ・スミスが翻訳し世に出した聖文には何がありますか（すべての標準聖典──聖
書，モルモン書，教義と聖約，高価な真珠）。わたしたちがこれらの書物を使えるようにしてくれ
たジョセフ・スミスの役割を子供たちと復習する。

●

皆さんや皆さんの家族でどのように聖文を研究できますか（「レッスンを豊かにする活動」の
4と5を参照）。皆さんと皆さんの家族は，聖文からどのような祝福を受けていますか。

レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． レッスン中使う簡単な巻物を用意する。長い紙（または，紙を数枚テープでつないだもの）
に以下の文章を書き，一度に一つだけ見えるように文章の間に十分な空白を開ける。
●

聖書は，神の言葉の入った神聖な書物です。

●

聖書を書き写し翻訳する際に，人々は間違いをしました。

●

ジョセフ・スミスは，聖書の間違いを修正するように命じられました。

●

ジョセフが聖文を研究すると，福音に対する理解が増し加わりました。

●

パピルスの巻き物は，エジプトの墓の幾つかのミイラから発見されました。

●

ジョセフ・スミスは，巻物の文字を翻訳しました。

●

聖文を研究すると，天父とイエス・キリストと福音を知るようになります。
紙の両端にテープをはるか，鉛筆，定規，ペーパータオルロールの中心にあるような厚

紙の心棒などの木の棒に固定する。最初の文章だけ見えるように，棒か心棒に紙を巻き付
けておく。巻き物を見せて，古代の文書が度々巻き物に保存されていたことを説明する。
レッスンが進んで行く毎に，紙を巻きレッスン内容に相当する文章を見せる。
2． わたしたちは，ジョセフ・スミス訳聖書を独立した聖文として使いませんが，その一部は
末日聖徒の聖文に含まれていることを説明する。ジョセフ・スミス訳の一部が収められて
いる箇所を探すように子供たちに言う。高価な真珠のジョセフ・スミス−マタイ，『聖句ガ
イド』の後のジョセフ・スミス訳聖書（抜粋）
。
ジョセフ・スミス訳聖書の幾つかの節を聖書本文の節と比較する。一人の子供に聖書の
節を読ませ，もう一人の子供にジョセフ・スミス訳聖書の節を読ませる。ジョセフ・スミ
ス訳聖書の節の方がより明確で分かり易いことが分かる。
例──
参照聖文
出エジプト32：14

聖 書

ジョセフ・スミス訳

「それで，主はその民に下す

「それで主はモーセに言われた。

と言われた災いについて思い

もし彼らが行った悪を悔い改め

直された。」

るなら，わたしは彼らの命を助
け，わたしの激しい怒りを遠ざ
ける。」

サムエル上16：14

ヨハネ1：18
（ジョセフ・スミス訳
ヨハネ1：19）

「さて主の霊はサウルを離れ，

「さて主の御霊はサウルを離れ，

主から来る悪霊が彼を悩まし

主からのものではない悪霊が彼

た。」

を悩ました。」

「神を見た者はまだひとりも

「神が御子を証されるときのほ

いない。ただ父のふところに

かは，神を見た者はまだだれも

いるひとり子なる神だけが，

いない。なぜなら，御子によら

神をあらわしたのである。」

なければ，だれも救われないか
らである。」

3． ジョセフ・スミス−歴史1：11−14を子供たちと復習し，ジョセフ・スミスが聖書を研究し
て神の知恵を求めるように促された後，最初の示現を受けた。この点に注目させる。聖文
を研究し，天父の祝福と霊感が得られるように祈りの大切さについて話し合う。
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4． 以下のテーマを黒板に書き，別々の紙に各参照聖句を書く。
勇気

申命31：6

伝道活動

教義と聖約112：28

ゆる

赦し

マタイ6：14−15

愛

ヨハネ13：34

天父の愛

ヨハネ3：16

安息日

モーセ3：3

従順

教義と聖約130：21

祈り

3ニーファイ18：21

バプテスマ

教義と聖約20：72−74

聖文を研究すると，特定のテーマに関する勧告を見つけられると説明する。子供全員に
紙を選ばせ，参照聖文を探させ，聖文をクラス全員に読んで聞かせ，聖文と黒板に書いた
テーマを合わせさせる。
『聖句ガイド』と聖文の索引を探させ，聖文が特定のテーマに関する説明を学ぶためにこ
れらの使い方を説明する。
5． 聖文を研究する様々な方法を子供たちに提案させる。子供たちの考えを黒板に書く。
考えられる提案
●

毎日一つかそれ以上の聖文を読む目標を立てる。

●

家族と声を上げて聖文を読む。

●

教会機関誌の聖文の物語を読む。

『旧約聖書物語』『新約聖書物語』『モルモン書ものがたり』『教義と聖約物語』『聖典か

●

らの物語』から読む。
●

教会の話で使われた聖文の物語を聞いたら，家で自分の聖文から物語を探して読む。

●

初等協会レッスンの後，読書課題を読んでレッスンの復習をする。

●

聖文から読んだ内容を家庭の夕べで家族と分かち合う。
今週子供たちが聖文を研究する方法を一つ選んで書かせてもよい。

6． 信仰箇条1：8を覚えさせる。わたしたちがなぜ「正確に翻訳されているかぎり」聖書を信
じているか話し合う。
7．「いのりながらみ言葉読むとき」
（『子供の歌集』66）を歌うか，歌詞を読む。
あかし

まとめ
証
読書課題

聖文に対する感謝の証を述べる。聖文があなたにとって特に有意義と感じた個人的な経験を
分かち合う。
本課の復習のため，高価な真珠の内容を説明している高価な真珠の後半の前書きを家で研究
するよう，子供たちに提案する。

家族との分かち合い
の提案

子供たちが，物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を
家族と一緒に読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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夕一ルを塗られ，羽根を
付けられたジョセフ・スミス
ゆる

目 的
準 備

子供たちが赦しの態度を培う願いを持てるように助ける。
1． 教義と聖約64：8−11，15−16と本課の歴史記事を祈りの気持ちで研究する。それからレッ
スンを検討し，聖文と歴史記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」
vi−vii，
「聖文と歴史記事に基づいて教える」vii−viii参照）
。
2． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
3． 教材
ａ．教義と聖約（人数分）
ｂ．鉛筆1本と紙2枚（人数分）
ｃ．視覚資料5−1「預言者ジョセフ・スミス」
（『福音の視覚資料セット』401），または5−2「ジョ
セフ・スミス」
（『福音の視覚資料セット』400），5−23「タールと羽根を付けられた男」

レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導 入

子供たち全員に2枚の紙と，鉛筆を1本渡す。1枚目の紙に今まで受けた祝福を幾つか書かせる。
2枚目の紙にだれかにされた不親切な行いを書かせる。
祝福を書いた紙をひざの上に置き，不親切な行いを書いた紙を，鼻に触れるほど目に近づけ
て持たせる。
●

祝福を書いた紙が見えますか。
だれかがわたしたちの気持ちを傷つけたとき，時々傷ついた気持ちにとらわれて，祝福を楽

しんだり見ることができなくなったりすることを説明する。不親切な行いを書いた紙をくしゃ
くしゃにするように言う。それらの紙を集めるか，ゴミ箱に入れさせる。人の不親切な行いを
赦し忘れて祝福に集中すると，わたしたちは幸福を感じられると説明する。
ジョセフ・スミスは，たくさんの人から迫害を受けた。この点を説明する。ほかの宗教の聖
職者，見知らぬ人，友人にも彼に不親切な人がいた。彼はこの不当な扱いに怒りを表し不幸せ
な気持ちになるか，これらの人々を赦すかを決めなければならなかった。
歴史記事

迫害した人に対するジョセフ・スミスの対応について以下の歴史記事から教える。適切な箇
所で視覚資料を用いる。
教会が組織されたすぐ後に，背教し教会を去る会員がいた。彼らは教会の集会への出席をや
め，預言者に反対し，聖徒たちを迫害した。人々は様々な理由で背教した。例えば，ある人は，
ミズーリの聖徒に合流するために旅している間に自分の馬が死んだという理由で教会を去った。
別の人は，ジョセフ・スミスが子供たちと遊んでいるのを見て背教した。預言者は非常に厳格
で子供と遊ばないと彼は思っていたのである。またある人は，自分の名前のつづりが教会の書
類上で間違っているのを見て，ジョセフ・スミスは神から霊感を受けていないと思った。また
ほかの人は，財政的な問題で期待していた助けが得られないために教会を去った。ある会員は，
傷つけた会員の行いが赦せなくて教会を去った。これらの傷ついた人々は教会を去った後，
時々教会の最悪の敵になった。
いや

エズラ・ブースは，預言者がアリス・ジョンソンの腕の癒しを見た後，1831年に教会に入っ
た（第19課参照）。数か月後，彼はミズーリに伝道に召された。彼は怒った。ミズーリまで歩か
なければならず，宣教師の生活を望んでいなかったのがその理由であった。彼は，アリス・
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ジョンソンを癒したような奇跡を再び目にしなかったので失望した。彼は教会の指導者に対し
て悪い思いを持ち，悪口を言い始めた。伝道期間の不適切な行いにより，エズラ・ブースは破
門されオハイオに戻ってきた。そのとき彼はもう教会の会員ではなかった。悔い改める代わり
に，ブースは地元の新聞社に手紙を書き始め，ジョセフ・スミスと教会についてうそを言った。
これらの手紙はオハイオにいる多くの人々に影響を与え，教会員に疑いをかけ迫害するように
なったのである。
ある冬の夜，エズラ・ブースの手紙を信じた一団が酒に酔い，オハイオ州ハイラムのジョセ
フ・スミスとシドニー・リグドンの家を襲った。ジョセフが，はしかにかかった養子の息子を
看護するために遅くまで起きていて，ちょうど眠りに就いたときに，怒った暴徒たちが家に押
し入ってきた。
男たちはジョセフを外に引きずり出し，殺すぞと誓って脅した。彼らはジョセフの首を締め
て息を詰まらせ，衣服を引き裂き，熱いタールのへらを押しつけ，口に酸の瓶を入れようとし
た。酸の瓶は割れてジョセフの歯が折れたので，その後話すときにヒューヒュー音がするよう
になった。暴徒の男たちは，シドニー・リグドンも家から引きずり出した。シドニーが地面に
倒れているのを見ると，ジョセフはシドニーが死んでしまったと思った。暴徒はジョセフの暗
殺を思いとどまったが，ジョセフにひどい引っかき傷をつけ，熱いタールを体一面に塗りつけ，
羽根を付けたのである。
ジョセフがようやく家に戻ったとき，エマはジョセフを見て気を失った。ジョセフに塗られ
たタールが血だと思ったからである。ジョセフの友人は，長時間痛みを伴うタールのふき取り
の手助けをした。シドニー・リグドンは頭にひどい切り傷と打撲傷を受け，意識不明になって
倒れた。彼は数日間うわごとを言った。この恐ろしい経験の後，ジョセフがその夜看護してい
た赤ん坊がひどい風邪を引き，亡くなった。
次の日は日曜日で，ジョセフは聖徒たちと礼拝するためにいつもの時間に出かけた。彼が説
教をした人々の一団に，昨夜彼にタールを塗り羽根を付けた暴徒の仲間がいた。肌がこすり取
られてひりひり痛んでも，ジョセフはいつものとおり説教し，昨夜の暴力行為には一切触れな
かったのである。
レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，

話し合いと
応用のための質問

生活に応用するうえで最も役に立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に聖句を読
んで話し合うのは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。
●

初期の教会員には，なぜ背教する人がいたのですか。その人たちが赦しの態度を持っていた
らどうなっていましたか。わたしたちが気持ちを害されたとき，どうすべきであると主は言
われましたか（教義と聖約64：8−11）
。

●

主は，なぜエズラ・ブースが間違っていると言われたのですか（教義と聖約64：15−16）。も
し悪を求めると何を失いますか（教義と聖約64：16）
。

●

暴徒はジョセフ・スミスとシドニー・リグドンにどのような暴力を加えましたか。なぜそう
したと思いますか。

●

タールを塗られ羽根を付けられた次の日の朝，ジョセフは何をしましたか。集会にだれが
集っていましたか。ジョセフ・スミスの行いは，人に対する赦しをどのように表しています
か。（ジョセフ・スミスは，自分を虐待した人に復讐しようとしなかった。彼は，サタンが彼
らに働きかけて，地上にイエスの教会を設立し回復された福音を教える大切な仕事を妨害し
ていることを知っていたからである）

●

試練と迫害に遭ったとき，ジョセフは何をしましたか。（主の業を続けた。サタンは，主の業
を破壊するためにあらゆる努力をするだろうと思っていた。悪いことが起こったとき，ジョ
セフ・スミスは最善を尽くし，主に仕え続けた）

●

だれかがあなたに不親切であったらどのように感じますか。怒る気持ちを持つとどうなりま
すか。怒ったり不親切な気持ちを持つと，良い気持ちにはならないことを理解させる。怒っ
たままでいたり，代わりに不親切にすると，自分がもっと不幸せになるからである。だれか
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があなたに不親切であったら，あなたはどう対応するとよいですか（「レッスンを豊かにする
活動」の1と3を参照）。不親切な人に不親切にしたら，どうなりますか。その人に親切にした
らどうなりますか。
●

わたしたちを傷つけ怒らせた人に対して，ジョセフ・スミスの模範に従って赦しの気持ちを
持つにはどうしたらよいですか。
しんらつ

●

辛辣で赦さない気持ちを持つとどうなりますか。赦しの態度を持つとどうなりますか。

●

わたしたちはだれを赦すように求められていますか（教義と聖約64：10−11）。人を赦すのは
なぜ大切なのですか（教義と聖約64：9）。わたしたちの気持ちを傷つけた人を赦すとどう感
じますか。

レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． 次のような文を子供たちに読む。赦しの態度を示す文では親指を立てて，赦さない態度を
示す文では親指を下げさせる。それぞれの行いがなぜ赦す態度を示すのか，そうでないの
かについて話し合う。
●

彼女はわたしと仲良くしないので，わたしも仲良くしません。

●

彼は会うといつもわたしにいじわるをします。彼には何か問題があるのでしょう。そう
でなければ，そんなひどいことはしないでしょう。

●

彼が妹をからかったので，彼をたたきました。

●

学校の宿題に弟が落書きをしたので，もう一度最初からやらなければなりません。弟は
小さくてその紙の大切さを知らないので，わたしは彼を怒りませんでした。

●

彼女を赦しますが，もう彼女とは二度と話をしません。

●

今日わたしのいちばん親しい友達は，わたしに失礼でした。たぶん彼女は，何かに悩ん

きょう

でいたのでしょう。
2． 箴言15：1を読むか，一人の子供に声を出して読ませ，その意味について話し合う。それか
ら，以下の物語を自分の言葉で話す。
1838年の夏，ジョセフ・スミスとその家族がミズーリ州ファーウェストに住んでいたと
き，ジョセフが7人の人を殺し，教会の会員でない人を全員殺すグループを作ろうとしてい
るという間違った噂が広がった。8人の士官に率いられた大きな武装集団がジョセフを探し
にジョセフの両親の家にやって来た。そのときジョセフは，両親を訪ねていたのである。
士官たちはジョセフの母ルーシー・スミスに，ジョセフ・スミスと教会の会員全員を殺し
に来たと言った。ルーシーは静かに応対し，ジョセフを男たちに紹介した。ジョセフは，
親切な態度で士官たちと握手をした。その間彼らは信じられない様子であった。彼らが
ジョセフから話を聞いた後，彼らはこの親切で誠実な男がジョセフ・スミスであるとは信
じられなったのである。
預言者は男たちと長い間話をして，教会の見解と会員たちが受けた迫害について説明し
た。ジョセフは，もし教会の会員が法律を破ったら，ほかの人が傷つけられる前に裁判所
で法律により裁判されるべきであると，男たちに話した。それからジョセフは帰り支度を
し，エマが待っているので家に帰らなければならないと母に説明した。二人の士官が態度
を変えて，家まで護衛して行くと言い張った。ジョセフが一人で歩くのは安全ではなかっ
たからである。武装した男たちはもはやジョセフに危害を加えようとは思わず，彼を尊敬
する気持ちで家に帰って行ったのである（ルーシー・マック・スミス，History of Joseph

Smith，254−256）。
●

これらの男たちに対応する際，ルーシーとジョセフ・スミスはどのように箴言15：1に従
いましたか。

●

ジョセフの「柔らかい答え」の結果はどうでしたか。

3． 子供たちが赦しの態度と赦さない態度を選べる状況で実演させる。傷つけられても，自分
の態度を選ぶ自由がある。また傷ついたと思う気持ちは，意図して傷つけられるよりも誤
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解から来ることが多い。この点を理解させる。以下の状況を使うか，「レッスンを豊かにす
る活動」の1を使う。
●

あなたは学校に行く前に自分の部屋の掃除をしましたが，あなたが行った後，妹が部屋
を散らかしました。あなたが学校から戻ってくると，部屋がきれいになっていないので
お母さんが友達と遊ばせてくれません。

●

学校のスポーツチームであなたが選ばれるのはいつもいちばん最後です。そのことにあ
なたは傷ついています。ある日学校から家に帰る途中，チームキャプテンの一人が自転
車から落ちるのを見ました。彼の教科書とノートが辺りに散乱しました。

●

あなたの友達がパーティを開きますが，あなたを招きませんでした。

4． 人を赦したり赦されたりしたあなたの個人的な経験で適切なものを分かち合うか，子供た
ちの経験を分かち合わせる。
5．
「人をゆるせるように」（
『子供の歌集』52）を歌うか，歌詞を読む。
あかし

まとめ
証
読書課題
家族との分かち合い
の提案

赦す態度を持ったときに感じる安らかな気持ちについて証する。人が自分に不親切であって
も理解を示し親切であるように励ます。
本課の復習のため，家庭で教義と聖約64：9−11を研究するよう，子供たちに提案する。
子供たちが，物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を
家族と一緒に読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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出版された末日の聖文

目 的

22課

第

教義と聖約，そして生ける預言者を通じて与えられる絶えざる啓示の重要性に関して，子供
あかし

たちが証を得られるように助ける。
準 備

1． 教義と聖約の序文；教義と聖約43：8；67：4−9；69：1−2；70：1−4と本課の歴史記事を
祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文と歴史記事を子供たちにどう
教えるか決める（本書「レッスンの準備」vi−vii，「聖文と歴史記事に基づいて教える」
vii−viii参照）
。
2． その他の参照箇所──教義と聖約28：2
3． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
4． 教材
ａ．教義と聖約（人数分）
ｂ．視覚資料5−24「『戒めの書』を暴徒から守ったメアリーとキャロライン」（『福音の視
覚資料セット』409）

レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導 入

部屋にある教義と聖約の本を全部集めて，あなたの近くのテーブルか床の上に積み重ねる。
黒板に，教義と聖約43：8と書く。子供たちにこの聖句について話し合いをさせて，この聖句の
意味を説明する準備をさせる。子供たちが話し合っているときに聖文を使わせない。少し時間
が過ぎてから，この聖句の意味を説明する準備ができたかどうか尋ねる。
●

この聖句の意味を説明できないのはなぜですか。
教義と聖約を子供たちに返し，自分の本を持って来なかった子供たちに教義と聖約を渡す。黒

板に書いた聖句をすべての子供たちに開かせ，あなたがそれを読んで子供たちに目で追わせる。
初期の教会員は，預言者ジョセフ・スミスを通して主が与えられた啓示について互いに教え
合うように指示されたが，教会員は啓示を記録した本を持っていなかった。会員たちが啓示を
読んで学べるように，啓示を書物にして出版するよう主は教会員に命じられた。その本は，現
在わたしたちが教義と聖約と呼んでいるものである。
聖文と歴史記事

『戒めの書』の最初の出版を取り巻く出来事について，以下の歴史記事と「準備」で挙げた
聖文から教える。
ウィリアム・E・マクレランが啓示を書こうとする
教義と聖約67章から70章に記録されている啓示は，1831年にオハイオで開かれた一連の大会
で与えられたものである。これらの大会で討議された重要なテーマの一つは，預言者ジョセ
フ・スミスがすでに受けた啓示の出版であった。それらの啓示は，『戒めの書』として出版され
ることになっていた（それから数年後，啓示がさらに追加されて，その本の名前は教義と聖約
に変更された）。
これらの大会の中で，何人かの教会の指導者は，ジョセフ・スミスが受けた幾つか啓示の言
葉について不満を述べた。彼らは，自分ならもっと優れた言葉で啓示を書けると思ったからで
ある。これにこたえて，主は教義と聖約67章に記録されている啓示を与えられ，ジョセフ・ス
ミスが受けた啓示は真実であると証され（教義と聖約67：4），だれか啓示を書いてみたいと思
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う人は，やってみるように促された（教義と聖約67：5−8）。ウィリアム・E・マクレランがそ
の挑戦を受けて立ち，啓示を書いてみようとした。マクレラン兄弟は啓示が書けるほど頭が良
いと自分で思っていたが，書くことはできなかった，とジョセフ・スミスは記録している。預
み

な

言者は，「主の御名によって書くというのは，とてつもない（大きくかつ重要な）責任である」
と言った（History of the Church，第1巻，226）。マクレラン兄弟の失敗を見ていた出席者は，
皆ジョセフ・スミスが受けた啓示が真実で主から来たものであるという証を強めたのである。
ウィリアム・E・マクレランは，後日教会を去った。ジョセフ・スミスは，教会とその指導
者を批判する人は，もし悔い改めなければ，結局背教するようになると述べた（Teachings of

the Prophet Joseph Smith，156−157）。
『戒めの書』が出版される
ウィリアム・E・マクレランが啓示を書こうとした後，ジョセフ・スミスが受けた啓示は真
実であると大会に出席した人々に聖霊が証した。そして教会の指導者は，啓示の編集と出版を
決定した。オリバー・カウドリは，ウィリアム・W・フェルプスが印刷機を所有しているミ
ズーリ州インディペンデンスに約70の啓示を持って行くように依頼を受けた。オリバーはミ
ズーリの会員を助けるためにお金も持って行った。オリバーが治安の確立していない地域を
通って旅することになるので，主は安全のためにジョン・ホイットマーに一緒に行くように告
げられた（教義と聖約69：1−2）。それは寒くて長い旅であったが，1832年の1月にオリバー・
カウドリとジョン・ホイットマーは無事にインディペンデンスに到着した。彼らはフェルプス
兄弟に啓示の原稿を渡し，フェルプス兄弟は『戒めの書』として出版するために活字を組み始
めた。1833年の7月までに，『戒めの書』の最初の160ページを印刷した。
多くの聖徒がミズーリに到着してきたので，そこに最初から住んでいた人々は不安になった。
かんり

聖徒がその地域に対する影響を強め，自分たちの官吏を選び，この土地の住人を追い出してし
まうのではないかと恐れ始めた。1833年7月20日の土曜日，聖徒に反対する400−500人の人々が
インデペンデンスの郡庁舎に集まった。人々は暴徒を組織し，聖徒が立ち退くか，さもなくば
殺すと要求した。ミズーリの教会の指導者は，オハイオにいるジョセフ・スミスと相談するた
めに3か月の時間をくれるように頼んだが，暴徒はこの申し入れを拒否した。そして，どうする
か決めるために聖徒たちに15分だけ時間をやると言った。
15分が過ぎる前に，暴徒はウィリアム・W・フェルプスの家に押し入った。そこには『戒め
の書』が印刷されている印刷事務所があった。そのときフェルプス兄弟は家にいなかった。
フェルプス姉妹は，病気の赤ちゃんと子供たちを連れて，近くの森に逃げ込んだ。14歳のメア
リー・エリザベス・ローリンズと12歳の妹キャロラインは，暴徒たちがフェルプス家の家具と
そのほかの家財道具を通りに投げるのを見ていた。それから暴徒は，『戒めの書』の未製本ペー
ジと一緒に印刷機と活字を窓に投げつけた。キャロラインは二人とも暴徒に殺されるのではな
いかと恐れたが，メアリー・エリザベスとキャロラインは，勇気を振り絞って，印刷した紙を
幾つか守ろうと決意した（「『戒めの書』を守るメアリー・エリザベスとキャロライン」の視覚
資料を見せる）。
少女たちは隠れ家から走ってきて，できるだけたくさんの紙を拾い集めて逃げた。暴徒が彼
女たちを見つけると，止まれと叫んだ。メアリー・エリザベスとキャロラインは柵の透き間を
通り抜け，とうもろこし畑に逃げ込んだ。二人の少女は，とうもろこしの茎の間の地面に静か
に横になり，自分たちを探す男たちの気配をうかがっていた。足音が次第に消えていき動いて
も安全であると思ったとき，二人の少女はもう一度腕の中の紙を整えて畑から出て行く道を探
し始めた。彼女たちが古い丸太の馬小屋に近づくと，音が聞こえた。彼女たちは注意深く馬小
屋に入ると，フェルプス姉妹とその子供たちが枝でベッドを作っているのを見つけたので，そ
の夜は馬小屋に隠れた。フェルプス兄弟が印刷したページがどうなったか心配していると思っ
たので，少女たちは印刷した紙をフェルプス姉妹に渡した。後日，最初の『戒めの書』が何冊
かの本に製本されたとき，メアリー・エリザベスとキャロラインは1冊ずつその本を受け取った。
彼女たちは，生涯その本を大切にした。
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教義と聖約が出版される
ミズーリでの問題により，『戒めの書』の出版が妨害されてしまった。1834年に大管長会は，
啓示の新しい版を出版する準備をした。預言者は幾つかの啓示の印刷ミスを訂正し，
『戒めの書』
に45の啓示を追加した。この改訂本は，教義と聖約として1835年にオハイオで出版された。
話し合いと
応用のための質問

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，
生活に応用するうえで最も役に立つと思える質問をする。教室で子供たちと一緒に聖句を読ん
で話し合うのは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。
●

ウィリアム・E・マクレランは，なぜ啓示を書けなかったのですか。その当時，教会のため
に啓示を受ける権能のあるただ一人の人はだれでしたか（教義と聖約28：2）。現在，教会の
ために啓示を受けるのはだれですか。
（生ける預言者）

●

その時代に教会のために啓示を受けるのは，なぜジョセフ・スミスにとって大切だったので
すか。現在，なぜ生ける預言者が啓示を受ける必要があるのですか（「レッスンを豊かにする
活動」の4を参照）。

●

ウィリアム・E・マクレランとほかの人々がジョセフ・スミスを批判しましたが，わたした
ちの指導者を批判するのはなぜ賢明ではないのですか。わたしたちが指導者を批判したくな
るとき，どうしたらよいですか。

●

ジョセフ・スミスが受けた啓示を出版するのは，なぜ大切でしたか（教義と聖約序文の第1節参照）
。
みこころ

書物による啓示の出版は，イエス・キリストの御心を聖徒が学ぶうえでどのように役に立つと思いま
すか。教義と聖約の研究は，イエスの御心を見いだすのにどのように役立ちますか。
●

教会の標準聖典とは何ですか。教義と聖約は，ほかの標準聖典とどのように違いますか（教
義と聖約序文の3段落目を参照）。なぜ4つの標準聖典すべてが必要なのですか（「レッスンを
豊かにする活動」の1を参照）
。

●

それぞれの標準聖典を研究すると，イエス・キリストについて学ぶうえでどのように役に立
ちますか（「レッスンを豊かにする活動」の1を参照）
。

レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． なぜ4つの標準聖典すべてが必要なのかを子供たちと話し合う。次のメッセージを4枚の
カードに別々に書き，1枚ずつ一人の子供に声を出して全員に聞こえるように読ませる。
●

聖書は，イエス・キリストの預言と救い主が地上におられたときの教えと生涯について
語っている。

●

モルモン書は，イエス・キリストについてのもう一つの証であり，アメリカ大陸の民と
救い主との関係について語っている。

●

教義と聖約は，末日，すなわちわたしたちの時代のためのイエス・キリストからの啓示
を集めたものである。

●

高価な真珠は，ジョセフ・スミスの歴史，天父とイエス・キリストに関するジョセフ・
スミスの証，および古代の預言者によるイエス・キリストの証と教えを教えている。
子供たち全員に4枚の小さな紙を渡し，本に見えるように紙を半分に折る方法を子供たちに

示す。それらの紙を本に見立てて，聖書，モルモン書，教義と聖約，高価な真珠と書かせる。
次の質問をして，該当する本を子供たちが持ち上げて質問に答えさせる。
●

地球の創造から始まって，聖地における民と主の関係のほとんどについて語っている本
はどれですか。（聖書）

●

イエス・キリストのアメリカ大陸訪問について語っている本はどれですか。
（モルモン書）

●

イエス・キリストの誕生と地上での生活のほとんどについて語っている本はどれですか。

（聖書）
●

天父とイエス・キリストが聖なる森でジョセフ・スミスに現れた記録をのせているのは
どの本ですか。（高価な真珠）
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●

末日に教会を組織する方法に関して，イエス・キリストからジョセフ・スミスに与えら
れた啓示を載せているはどの本ですか。
（教義と聖約）
それぞれの標準聖典はイエス・キリストを証していて，わたしたちはすべての聖文を研

究する必要があると子供たちに教える。
2． 子供たちが教義と聖約にある幾つかの章の教えを学べるように，次の言葉を黒板の最初の
欄に書く。
知恵の言葉
せいさん

聖餐の祈り
バプテスマのヨハネによるアロン神権の回復
宣教師の資質
預言者は教会全体のために啓示を受ける。
次の教義と聖約の章を黒板の第2の欄に書く。
教義と聖約4章（2，5−6節）
教義と聖約13章
教義と聖約20章（75−79節）
教義と聖約28章（2節）
教義と聖約89章
子供たちに各章を探して章の短い要約を読ませ，どの章が最初の欄のどのテーマと一致
するかを決めさせる（要約から章のテーマを決めるのが難しい場合，要約と同様に括弧の
中の節を年下の子供たちに読ませてもよい）
。
子供たちがテーマと聖句を合わせると，テーマの横に聖句を書いていく。その後，聖句
を消して，何人の子供たちが覚えているかを確かめる。ほとんどの子供たちが，教義と聖
約の章がどのテーマについて教えているかを言えるようになるまで復習する。
3． カードか小さな紙に，バプテスマ，『賛美歌』の斉唱，モルモン書の翻訳，アロン神権，教
会の設立，聖餐などの教義と聖約で述べられている原則や出来事を表す簡単な絵か言葉を2
枚ずつ作る。その紙かカードを床かテーブルの上に伏せて格子状に置く。子供たちが交代
で2枚ずつめくって神経衰弱のゲームを行う。子供が同じカードをめくったら，その原則が
なぜ回復された教会にとって大切なのかを説明させる。子供が同じカードをめくれなかっ
たら，カードを元の場所に戻させ，次の子供にめくらせる。
4． ラジオ，テレビ，コンピューター，車など，わたしたちの時代の人が持っていてジョセフ・スミス
の時代に人々が持っていなかった物の名前を挙げさせる。わたしたちは聖文を持っているが，
この変わりやすい世の中でなすべきことを教える絶えざる啓示が必要であると説明する。神殿
を建てる場所，新しい使徒に召される人，宣教師の任地，総大会で人々に教える内容など，現
在の生ける預言者に主が示される幾つかのことを子供たちに考えさせる。
子供たちが挙げた幾つかの文明の利器により，教会の会員が福音を学び分かち合う助け
になっているが，その点を話し合わせてもよい。例えば，教会員の多くは，総大会の模様
をラジオ，テレビ，または衛星を通じて見たり聞いたりして主の御心を学べるようになっ
ているなどがある。
まとめ
証

この末日に与えられた教義と聖約の大切さについてあなたの証を述べる。生ける預言者を通
じて教会に与えられている絶えざる啓示に感謝の言葉を述べる。親たちに教義と聖約のどの章
が好きか，なぜその章が好きなのかを質問するよう，子供たちを励ます。

読書課題

本課の復習のため，家庭で教義と聖約の序文，教義と聖約67：4を研究するよう，子供たちに
提案する。

家族との分かち合い
の提案

子供たちが，物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を
家族と一緒に読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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預言者が受けた3つの栄光の啓示

23課

第

目 的

3つの栄光の階級を子供たちによく理解させ，家族とともに天父のもとに戻るという願いを強める。

準 備

1． 教義と聖約131：1−4；教義と聖約76：11−24（ジョセフ・スミスとシドニー・リグドンの
3つの栄光の階級の示現の情景）
，50−60，62，70，92−93（日の栄えの王国の条件と報い）
，
71−80，91（月の栄えの王国の条件とその報い），81−90，100−103（星の栄えの王国の条
件とその報い）と本課の歴史記事を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，
聖文と歴史記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」vi−vii，「聖文
と歴史記事に基づいて教える」vii−ix参照）
。
2． その他の参照箇所──ヨハネ5：28−29；
『福音の原則』46章と47章
3． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
4． 以下の文字を細長い紙に書く。
日の栄えの王国
月の栄えの王国
星の栄えの王国
5． 教材
ａ．教義と聖約（人数分）
ｂ．聖書（1冊）

レッスン
導 入

一人の子供に開会の祈りをさせる。
子供たちの目をつぶらせ，曇った夜に外の暗闇にいると想像させる。
●

何が見えますか。

●

星の光があると，何が見えますか。

●

月の光があると，何が見えますか。

●

太陽の光があると，何が見えますか。
子供たちの目を開けさせる。星をいちばん下，月をその上，太陽を月の上にして，太陽，月，

星の絵を黒板に書く。
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●

物を見るための光の源をこの3つの中から一つを選ぶとすると，どれを選びますか。それはな
ぜですか。
天父は，復活した後に人が住めるように3つの場所を用意された。これらの3つの場所は天に

おける栄光の王国である。この点を説明する。
これらの王国に関する以下の情報について説明するとき，星，月，太陽の絵の横に該当する
言葉を書いた紙をはる。
●

星の栄えの王国は，いちばん低い王国です。この王国は，星の輝きに相当する栄光を持って
います（教義と聖約76：81）。

●

月の栄えの王国は，中間の王国です。この王国は，月の輝きに相当する栄光を持っています

（教義と聖約76：71）。
●

日の栄えの王国は，最高の王国です。この王国は，太陽の輝きに相当する栄光を持っていま
す（教義と聖約76：70）。
子供たちに紙に書いた言葉を読ませてもよい。
わたしたちはこれらの王国について学び，ジョセフ・スミスとシドニー・リグドンが受けた

示現の王国にどのような人が住むかを説明する。
聖文と歴史記事

天に関するジョセフ・スミスとシドニー・リグドンの示現について，以下の歴史記事から教
える。それから，「準備」で挙げた聖文に基づきイエス・キリストに関するジョセフとシドニー
あかし

の証，3つの王国の説明，またこれらに住む人々について話し合う。
3つの王国について話し合うとき，天父とイエス・キリストは，わたしたちすべてが家族と一
緒に日の栄えの王国の最高の段階，または階級に住むように望んでおられることを強調する。
日の栄えの王国にふさわしくあるために，わたしたちは天父の戒めを守り，重要な福音の儀式
を受けなければならない。末日聖徒イエス・キリスト教会は，わたしたちが日の栄えの王国に
到達できるようにこの地上に回復されたのである。
1832年にジョセフ・スミスとシドニー・リグドンが新約聖書の翻訳を行っているとき，善を
行った人と悪を行った人の復活について説明しているヨハネ5：29を読んだ。この聖句により，
ジョセフとシドニーは天について知りたいと思うようになった。人々の地上での行いによって，
神が死後報いを与えられるのなら，天には一つ以上の場所や王国があるに違いないと彼らは
思った（教義と聖約76章の前書き参照）。彼らがこのことについて考えているとき，ジョセフと
シドニーは天父，イエス・キリスト，3つの栄光の階級，すなわち日の栄えの王国，月の栄えの
王国，星の栄えの王国に関する示現を受けた。この示現は教義と聖約76章に書かれている。
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この示現は，オハイオ州ハイラムにあるジョン・ジョンソンの家で与えられた。当時，ジョセフとエ
マ・スミスはそこに住んでいたのである。示現を受けた部屋にいた約12人の人は，ジョセフとシド
ニーが受けたこの示現の証人になったが，自分の目でその示現を見たわけではなかった。フィロ・
ディブルはそこにいた人の一人であるが，彼は次のような記録を残している。
「ジョセフは時々，『わたしの目に映るものは一体何だろう』と言った。それは，人が窓の外
を見ながら話すような口調で，部屋の中の者たちには見えないものを見ているようであった。
それから彼らは，それまでに見たことや，そのときに見ていたことについて話した。するとシ
ドニーが，『わたしにも同じものが見える』と答えた。
シドニーも「これは何だろう』と言ってから，自分が見たこと，現に目にしていたことを繰
り返し話した。するとジョセフが『わたしが見ているのも同じものだ』と語った。
これらの言葉は示現が終わるまで，何度か短時間のうちにやりとりされたものであるが，示
現が与えられている間中，ほかの者は一言も口を開かなかった。……ジョセフとシドニー以外
に話をしたり体を動かしたりする者はだれもいなかった。わたしはそこに1時間以上いたと思う
が，この示現が閉じられるまで，だれも身じろぎ一つしなかったような気がする。
ジョセフは壮大な栄光の中にいたその間中，しっかりとまた落ち着いて座っていたが，シド
ニーの方は疲れて顔色もよくなく，ぐったりとしているようだった。ジョセフはそれを見て，
笑いながら，『シドニーは，わたしほど慣れていないんだ』と言った。」（カーター・E・グラン
ト，The Kingdom of God Restored，156−157）
ジョセフ・スミスは，引き続き3つの栄光の王国について学び教えた。1836年にジョセフとそ
のほかの人々は，カートランド神殿で天父と御子と日の栄えの王国に関するもう一つの示現を
受けた。この示現は教義と聖約137章に記録されている。1843年にジョセフは日の栄えの王国は
3つの段階，すなわち階級に分かれていると何人かの友人に教えた。その中の最高の階級だけが
家族とともに住める場所である。この最高の階級を得るには，人は神殿で永遠の結婚をしなけ
ればならないと預言者は教えた。この教えは教義と聖約131：1−4に記録されている。
レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，

話し合いと
応用のための質問

生活に応用するうえで最も役に立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に聖句を読
んで話し合うのは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。
●

ジョセフ・スミスとシドニー・リグドンがヨハネ5：29について考えているとき，何を見まし
たか（教義と聖約76：19−21）。彼らはイエス・キリストについてどのように証しましたか

（教義と聖約76：22−24）。彼らの証を聞いて，イエス・キリストに対する皆さんの証はどの
ように強められますか。
●

星の栄えの王国には，どのような人が住みますか（教義と聖約76：81−82，103）。神会の中
のどなたが星の栄えの王国の人々を訪れますか（教義と聖約76：86，88）。聖霊と天使が星の
栄えの王国の人々を教えると説明する。そこに住んでいる人々は天父とイエス・キリストに
ついて知っているが，これらの御方にまみえたり，ともに住むことはない（「レッスンを豊か
にする活動」3参照）。

●

月の栄えの王国には，どのような人が住みますか（教義と聖約76：71−76）。神会のどなたが
月の栄えの人々を訪れますか（教義と聖約76：77）。イエス・キリストが月の栄えの王国の
人々を訪れると説明する。そこに住んでいる人々は天父について知っているが，天父とまみ
えたり，ともに住むことはない（
「レッスンを豊かにする活動」の3を参照）
。

●

日の栄えの王国には，どのような人が住みますか（教義と聖約76：50−52）。日の栄えの王国
には，バプテスマと確認の儀式を受けて戒めを守った忠実な教会の会員がいると説明する

（「レッスンを豊かにする活動」の1を参照）。神会のどなたが日の栄えの王国の人々とともに
住まわれますか（教義と聖約76：62。
「レッスンを豊かにする活動」の3を参照）
。
●

教義と聖約137章で，ジョセフは日の栄えの王国についてどのように書いていますか（教義と
聖約137：1−4）。この日の栄えの王国の示現の中で，ジョセフは天父とイエス・キリスト以
外にだれを見ましたか（教義と聖約137：5）。アルビンはジョセフのお兄さんで，ジョセフが
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金版を受け取る前に亡くなっていたと子供たちに教える。日の栄えの王国の示現の中で，
ジョセフがアルビンを見たとき，なぜ不思議に思ったのですか（アルビンはバプテスマを受
けていなかったから。教義と聖約137：6）。アルビンやアルビンのように福音を聞いてバプテ
スマを受ける機会のなかった人について，主はジョセフに何と言われましたか（教義と聖約
137：7）。8歳になる前に死んだ子供たちはどうなりますか（教義と聖約137：10）
。
●

日の栄えの王国は幾つの部分に分かれていますか（教義と聖約131：1）。日の栄えの王国の最
高の階級にはどのような人が住みますか（教義と聖約131：2−3）。日の栄えの王国の最高の
階級は，神殿での永遠の結婚を含み，神殿で交わすそのほかの神聖な聖約（約束）を守った
人が住む場所であると説明する。家族がともに住める場所は，日の栄えの王国の最高の階級
だけである。この点を子供たちに思い出させる。

●

レッスンを
豊かにする活動

皆さんは，なぜ日の栄えの王国の最高の階級に住みたいのですか。
以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，

チャレンジに利用してもよい。
1． クラスが始まる前に，紙に太陽の絵を大きく書き，パズル合わせができるように4枚に切る。
次の文章を絵の裏に1枚ずつ書き込む。
ａ．バプテスマを受け，末日聖徒イエス・キリスト教会の会員に確認される。
ｂ．按手により聖霊を受ける。
ｃ．神殿でエンダウメントを受ける。
ｄ．神殿で結婚し，結び固めを受ける。
日の栄えの王国において最高の階級に救われて天父とイエス・キリストと住むには，
一定の儀式を受けなければならないと説明する。作成した4枚のパズルを絵を上にして
テーブルか床に置く。子供たちにパズルを1枚裏返させ，文章を読ませる。ほかの3枚の
パズルについても同じようにする。その後，子供たちにパズルを合わせさせる。
皆さんはこの中のどの儀式を受けましたか。どの儀式を受ける必要がありますか。

●

正しい生活をするなら，ふさわしいときにすべての儀式を必ず受けられると説明する。
2． 次の文章を紙に書く
天父とイエス・キリストと住む（教義と聖約76：62）
天父のようになる（教義と聖約76：58；132：20）
わたしの家族の義にかなった人々と一緒に住む（教義と聖約131：2−4）
満ちみちる喜びを受ける（教義と聖約138：17）

黒板に「もしわたしが日の栄えの王国の最高の階級に住むのにふさわしければ，わたし
は

することができます」と書く。
一人の子供に文章を一つ選んで読ませる。その後，黒板に書いた文章の下に紙をはらせ

る。約束された祝福について子供たちに話し合わせる。日の栄えの王国に住むことがどん
なにすばらしいかを理解させ，日の栄えの王国の最高の階級に住むふさわしさを保つため
に戒めを守るよう励ます。
3． 本課の最後にあるワークシートをコピーして子供たち全員に渡し，王国と王国に関する説
明を線で結ばせる。もしコピーができなければ，王国に関する説明を声を出して読ませ，
子供たちが協力しそれに該当する王国を選ばせる。
（答え：a−3，b−1，c−2）
4． 子供たちに教義と聖約76：22から23節の「神の右に小羊を見たからである」までを覚えさせる。
5．「お父様は生きています」（『子供の歌集』8）を歌うか歌詞を読む。
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まとめ
証

天父とイエス・キリストに対するあなたの気持ちを述べ，なぜあなたが日の栄えの王国で神
とともに住みたいのかを子供たちに伝える。日の栄えの王国における最高の階級で自分の家族，
天父，イエス・キリストとともに住むふさわしさを保てるように，正しい儀式を受け，戒めに
従うように子供たちを励ます。

読書課程

本課の復習のため，家庭で教義と聖約76：11−24を研究するよう，子供たちに提案する。

家族との分かち合い

子供たちが，物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を

の提案

家族と一緒に読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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3つの栄光の階級
左の欄の王国と右の欄の王国に関する説明を線で結びなさい。
a. 日の栄えの王国
1.

この王国には，地上で福音を聞いたときに
は信じなかったが，死んだ後に福音を聞い
て信じた善良な人々が住む。これらの人々
は，神の戒めの幾つかには従ったが，すべ
ての戒めには従わなかった。この王国には，
福音を受け入れたが戒めに完全に従わな
かった人も含まれる。

b. 月の栄えの王国

2.

この王国には，地上と死後の両方で福音を
受け入れなかった人々が住む。これらは，
神の戒めに従わなかった人々である。

c. 星の栄えの王国

3.

この王国には，イエス・キリストへの信仰
を持ち，悔い改め，神のすべての戒めに従
い，必要な儀式を受けた教会の会員が住む。
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第

預言者の塾と知恵の言葉

目 的
準 備

子供たちが知恵の言葉を理解し，知恵の言葉に従って生活するようになる。
1． 教義と聖約88：77−80，118，122−127；教義と聖約89章と本課の歴史記事を祈りの気持ち
で研究する。それからレッスンを検討し，聖文と歴史記事を子供たちにどう教えるか決め
る（本書「レッスンの準備」vi−vii，「聖文と歴史記事に基づいて教える」vii−ix参照）
。
2． その他の参照箇所──教義と聖約49：18−19；55：4と『福音の原則』29章。
3． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
4． 一本の軽いロープ，重いひも，またはより糸を用意し，以下の図のような「わな」を作る。
図1

図2

図3

端A

端A

端A

5． 教材
教義と聖約（人数分）
レッスン
導 入

一人の子供に開会の祈りをさせる。
あなたが作った「わな」を見せて，ハンターが動物や鳥を捕まえるときにわなを使う例を説
明する。ハンターは，通り道や小さな動物や鳥が水を飲みに来る場所にわなを仕掛ける。動物
が走ってくる通り道のちょうど上に掛けられるように，わなを木の枝に取り付けたりする。ま
た別の場合には，わなを地面に置いて木の葉で覆う。そうすると簡単には見えない。食べ物な
どのえさをわなの中や近くに置いて，気づかれずにわなの中で止まるように誘う。動物を捕ま
えると，わなは簡単に外れないようになる。
わなの端Aをドアの取っ手やテーブルの脚などの固定されている物に結ぶか，手でしっかり
と握る。一人の子供にわなの輪に指を入れさせ，ゆっくりと引っ張る。何かが輪を引っ張ると
わながどのように掛かるかに注目させる。
ハンターが動物を捕らえるためにわなを仕掛けるように，サタンはたくさんのわなを仕掛け
ていると説明する。サタンはえさとして魅力的な物を使い，わなを仕掛けてわたしたちを滅ぼ
そうとしている（「レッスンを豊かにする活動」の3を参照）。しかし主の戒めを学び従うことに
より，わたしたちはサタンのわなを避けられるのである。

聖文と歴史記事

預言者の塾の組織と知恵の言葉の啓示について，「準備」で挙げた聖文と以下の歴史記事から
教える。それから，子供たちと知恵の言葉にある健康の指針について話し合う。
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預書者の塾が組織される
教義と聖約88章で主は，教会の指導者に福音を教え，教会の会員に仕える備えをさせるために
預言者の学校を作るように教えられた。預言者の塾と呼ばれるこの学校は，教会の指導者が福音
とそのほかの重要なテーマについて互いに教え合うためのものであった
（教義と聖約88：77−80）。
カートランド地区の教会の指導者は，1833年の終わりに預言者の塾に出席し始めた。この塾は，
の

ニューエル・K・ホイットニーの店の2階の部屋で夕方に開かれた。預言者は，福音を学んで宣べ伝
える大切さと自分たちの周りの世界について学ぶ大切さについて兄弟たちに教えた。聖文と福音
の原則に関する研究に加えて，兄弟たちはヘブライ語とギリシャ語も研究した。
1831年に主は，オリバー・カウドリとW・W・フェルプスが子供たちのために教科書を書き，
選ぶように命じられた（教義と聖約55：4）。教会の神権指導者のために預言者の塾を組織した
後，子供たちのための学校を組織した。クラスは，カートランド神殿の屋根裏部屋で開かれた。
140人の子供たちがこの学校に出席した。
主は知恵の言葉を明らかにされた
預言者の塾は，福音と教会の業について話し合うために度々開かれた。集会中にたばこを
吸ったり，かみたばこをかんでいた男性がたくさんいた（その当時，人々はたばこが体に悪い
とは知らなかった。この点を説明してもよい）。兄弟たちが集会に集まって最初にするのは，き
せるに火をつけることであった。兄弟たちは話をしながらたばこを吸い，たばこを吸ってない
ときはたばこをかんでいた。兄弟たちはたばこをかみ終わると，床のあちこちに吐き出した。
ジョセフ・スミスは，「たばこの煙の中で」人々に教えるのは好きではなかったし，エマ・スミ
スは男性たちがきせるやかみたばこで汚した後を掃除するのが好きではなかった（ブリガム・
ヤング，Journal of Discourse，第12巻，158）。
1833年2月27日にジョセフ・スミスは，預言者の塾が開かれる部屋に入った。部屋はたばこの
けむりで充満していた。ジョセフはたった今きれいな外気の中から部屋に入ってきたので，煙
のにおいで気分が悪くなった。彼は部屋から出て，この状態についてどうすべきか主に尋ねた。
主はジョセブの祈りにこたえられ，わたしたちが現在「知恵の言葉」と呼ぶ啓示を与えられた
（教義と聖約89章）。
レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，

話し合いと
応用のための質問

生活に応用するうえで最も役に立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に聖句を読
んで話し合うのは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。
●

預言者の塾の目的は何でしたか（教義と聖約88：77−78，80）。教会の指導者は，この塾で何
を学ぶように教えられましたか（教義と聖約88：78−79）。これらの指導者が研究し，学ぶの
はなぜ大切でしたか。ジョセフ・スミスが子供たちのために開いた学校について思い出させ
る。勉強はなぜわたしたちすべてにとって大切なのですか。勉強の大切さを強調し，子供た
ちが学校やそのほかの教育機関で最善を尽くすように励ます。

●

預言者の塾に出席していた兄弟たちは，「国々と王国に関する知識」を得るように教えられて
いた（教義と聖約88：79）。この点に注目させる。ほかの国々と文化について学ぶことは，教
会の会員が良い宣教師になるためにどのように役立ちますか。

●

現在教会の会員は，どのように福音を学びますか（答えとして，プライマリーに出席する，
教会のそのほかの集会に出席する，総大会の話を聞いたり読んだりする，家庭の夕べを開く，
家族で聖文を読む，聖文と教会の出版物の個人学習を行う，などが考えられる）。読書や数学
などの学校の勉強と同様に，福音の勉強はなぜ大切なのですか。

●

主はなぜ知恵の言葉を明らかにされたのですか。わたしたちの体を大事にするのはなぜ大切
なのですか。教義と聖約89：4に述べられている「陰謀を企てる人々」にはどのような人がい
ると思いますか。サタンはなぜ主が知恵の言葉の中で禁じられた物（たばこやアルコール飲
料など）を飲ませたいと思っているのですか。
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●

89章によると，体に良い食物はどれですか（穀物，果物，野菜，少しの肉。教義と聖約89：
10−16と「レッスンを豊かにする活動」の4を参照）。睡眠に関して主はどのような勧告を与
えておられますか（教義と聖約88：124）。知恵の言葉に従ってわたしたちの体を大切にする
と，どのような約束がありますか（教義と聖約89：18−21）。知恵の言葉に従っても完全に健
康になれない障害者や病気の人もいるが，この点を説明してもよい。しかし，そのような
人々も神の律法に従うなら，この世の生涯か次の世で，この節に書かれたすべての祝福を享
受できるのである）

●

89章で主は，わたしたちに何を使うように命じておられますか（教義と聖約89：5，7−9。預言者
の言葉によると，
「熱い飲み物」とはお茶とコーヒーであると説明する）。知恵の言葉の中で特に
述べられていなくても有害な物（違法な薬物など）があるが，わたしたちの体や心に害のあるも
のは用いないように教会の指導者は教えている。この点に注目させる（子供たちが薬の問題を
持ち出したら，わたしたちが病気のときに役に立つ薬があるが，医者か両親の指示に従って服用
するように言う）。人体に有害な物を使うと，どのような結果になりますか。

●

知恵の言葉に従わないと，どのような害がありますか（病気，疾患，貧困，不正直，習慣性，
自動車事故，教会に不活発になる，判断力を失って罪を犯すなどが答えとして考えられる）。
ジョセフ・スミスの時代の人々は，喫煙と飲酒の悪影響について現在のわたしたちが知って
いることを知らなかったと説明する。しかし主はこれらの悪影響について知っておられ，
人々に警告を与えられた（教義と聖約89：4）。知恵の言葉に従わない人は，ほかの戒めに
従ってイエス・キリストのようになる望みを失うことを知っていた。肉体に関する望みが霊
的な望みよりも大切になるからである。

●

だれかが知恵の言葉に反するものを勧めたら，皆さんはどうしますか（「レッスンを豊かにす
る活動の2を参照」）。

レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． スペンサー・W・キンボール第12代大管長は，わたしたちが知恵の言葉を守る決心を今す
るように勧告した。次の引用文を読むか，一人の子供に読ませる。
「わたしが若かったころ，お茶，コーヒー，たばこ，酒を決して飲まないと不変の決意を
したこの固い決心が，わたしの様々な経験の中で何回もわたしを救ってくれた。わたしが
少し飲んだり，触れたり，味を試してみる機会はいくらでもあった。しかしこの不変の決
意がそうしないための確かな理由を見いだす基盤を作り，抵抗する強さを与えてくれたの
である。」（Teachings of Spencer W. Kimball，エドワード・L・キンボール編，164）
誘惑が来るまで待っているのではなく，誘惑を受けたときにどう対応するかを前もって
決めておくなら，わたしたちは賢い選択ができる。この点を説明する。知恵の言葉に従う
決心を今するように子供たちを励ます。
2． お茶，コーヒー，たばこ，酒，薬物などの誘惑を受け，それに抵抗する状況で子供たちに
ロールプレーをさせる。次のような場面で断る理由を考えさせる。
「ちょっと試してみたら。一度なら大丈夫だよ。
」

●

「みんながやっているよ。みんなと合わせたらどうだい。
」

●

「映画やテレビに出ている有名人は皆やっているよ。
」

●

「これを飲むと，いい気持ちになるよ。
」

●

3． 体に有害な商品の広告（雑誌や新聞から切り抜いて）を見せる。
●

主はなぜ知恵の言葉で禁止されたものをわたしたちに使わせようとする人々について，
警告されたのでしょうか（教義と聖約89：4参照）
。
導入で見せたわなを子供たちに思い出させる。喫煙や飲酒などの不健康な行いをわなと

比較する。子供たちに広告を研究させて，サタンのわなにわたしたちを捕らえようとして
人々が使うえさを見つけさせる。例えば，広告主は魅力的な人を使って楽しそうに演技さ
せ，喫煙や飲酒がわたしたちを美しく幸せにすると思わせようとしているなどが考えられ
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る。これらはわたしたちを幸せにしたり，美しくしたりしないばかりか，わたしたちはこ
れらの商品を使い始めると，わなに捕らえられて中毒になってしまう。
違法な薬物のように，あるものは宣伝されないが，それらをわたしたちに使わせたいと
思っている人々は，広告と同じような理屈を用いて勧める。この点を指摘する。
たばこ，酒，薬物などの不健康な商品を常用している人は，体や精神に悪いと分かって
いても，それらをやめるのは難しいと思っている。これらの使用をやめる必要のある家族
や友達がいたら，わたしたちは彼らのために祈り，励まし，良い模範を示すことができる。
4． 以下の参照聖句を黒板に書く。これらは，体を大切にする方法について具体的な助言を与
えてくれる。
教義と聖約88：124（睡眠を十分取る）
教義と聖約89：7（アルコール飲料を飲まない）
教義と聖約89：8（たばこを吸わない）
教義と聖約89：9（コーヒーやお茶などの熱い飲み物を取らない）
教義と聖約89：16（穀物や果物を食べる）
子供たちに紙と鉛筆を渡し，これらの聖句を調べさせる。自分の体を大切にするために
行えることを幾つかリストに挙げさせる。自分のリストを家に持って行き，体を大切にす
るよう子供たちを励ます。
5． わたしたちの体を大切にするために判断力を使う必要があると説明する（教義と聖約59：
20を参照）。良い物であってもたくさん取りすぎると有害になることがある。
●

運動のし過ぎ，寝過ぎ，一種類の食べ物の食べ過ぎなどは，なぜわたしたちの体に悪い
のでしょうか。
ジョセフ・スミスの時代に，オハイオ州カートランド地区の人々は，何が体に良くて，

何が体に悪いのかを心配していた。近くに住んでいた別の宗教の人々は，非常に厳しい食
事制限を行い，肉を食べなかった（49章の前書き参照）
。
一人の子供に教義と聖約49：18−19を声を出して読ませる。肉を食べることについて主
がジョセフ・スミスに1831年に啓示されたものである。
●

主が地上に動物を置かれた理由には何がありますか（わたしたちに食物と衣服を与える
ため。教義と聖約49：19）。知恵の言葉では，肉を食べることについて何と言ってまいま
すか（教義と聖約89：12）。

肉は良い食物であるが，知恵を用い控えめに取るように教える。
6． 次の物語を自分の言葉で話す。
ａ．教会初期の改宗者であったアンナ・ウイッツオーは，会員になってしばらくの間，知
恵の言葉について教えられていなかった。彼女はアルコール飲料を飲まなかったが，
コーヒーとお茶をたしなんでいた。それは，彼女が生まれた地方では当たり前であっ
た。アンナが知恵の言葉について学んだとき，お茶とコーヒーをやめようとしたが困
難であった。彼女が午前0時をはるかに過ぎて毎晩縫い物をしているとき，一杯のコー
ヒーが気持ちを新鮮にしてくれると思っていた。2か月間苦闘した後，ある日家に戻り，
知恵の言葉の問題について真剣に考えた。彼女は決心した。彼女は部屋の真ん中に立
ち，「もう二度と飲まない。サタンよ，下がれ」と叫んだ。そして元気よく食器棚まで
歩き，コーヒーとお茶の包みを取り出し，暖炉の中に投げ入れた（ Get Behind Me，
Satan， Remarkable Stories from the Live of Latter-day Saint Women，レオン・R・
ハートショーン編，第1巻，255）
。
ｂ．教会の管理監督に召され，その後十二使徒評議会の一員に召されたリグランド・リ
チャーズ長老は，若いころ一人の若い女性からダンス・パーティに招待されて何人か
の友達と夕食を取ることになっていた。彼は，そのときの夕食について次のように述
べている。
「わたしたちがテーブルに近づくと，めいめいの皿にビールビンが置いてあった。わ
たしは急に立ち止まった。わたしはテーブルを見た後にその若い女性の方を見た。彼
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女はこう言った。「どうかしたの。あなたは少しのビールも飲めないくらい良い子な
の？」わたしは急いで決めなければならなかった。それでわたしは彼女の名前を呼ん
で答えた。「うん，そうだよ。君もそうだと思ったんだけど。じゃ，さよなら。……」
わたしは，下りて来たときよりも早く階段をかけ上がった。そのときから現在まで，
その女の子と顔を合わせた記憶はない。
わたしはこの小さな経験を時々思い出すが，あの最初のビールを飲んでいたら，わた
しは教会の管理監督になっていただろうかと思う。ビールや酒を1杯でも口にすると，
2杯目は何の抵抗もなく飲んでしまうだろう。喫煙についても同じである。」（Just to

Illustrate，298）
7． 体に良い幾つかの食物の名前を一枚の紙に一つずつ書く（教義と聖約89章にある食物の名
前を忘れずに書く）。子供たちに食物の名前が書かれた紙を選ばせて，名前を言わずにその
食物について表現させる。ほかの子供たちにその食物を当てさせる。
8． 年下の子供たちを教えている場合，
『教義と聖約物語』31章の「知恵の言葉」を使ってもよい。
まとめ

研究と勉強の大切さについて，特に天父とイエス・キリストがわたしたちに望んでおられる
あかし

ことを学ぶように証する。知恵の言葉により，わたしたちの生活がどのように祝福されるかを
きょう

話す。子供たちが今日知恵の言葉に従う決心をして，誘惑を受けるであろうすべての有害な物
に対して「要りません」と言えるように励ます。
読書課程

本課の復習のため，家庭で教義と聖約89：4−14，18−21を研究するよう，子供たちに提案する。

家族との分かち合い

子供たちが，物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を

の提案

家族と一緒に読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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カートランド神殿の建設

25課

第

目 的

子供たちが神の王国を建てるために犠牲を払うことを理解し，望みを持てるように助ける。

準 備

1． 教義と聖約88：119−20；95：1−3，8，11−17と本課の歴史記事を祈りの気持ちで研究す
る。それからレッスンを検討し，聖文と歴史記事を子供たちにどう教えるか決める（本書
「レッスンの準備」vi−vii，「聖文と歴史記事に基づいて教える」vii−viii参照）
。
2． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
3． 教材
ａ．教義と聖約（人数分）
ｂ．紙と鉛筆またはクレヨン（人数分）
ｃ．視覚資料5−25「カートランド神殿」
（『福音の視覚資料セット』500）

レッスン
導 入

一人の子供に開会の祈りをさせる。
子供たち全員に1枚の紙とクレヨンか鉛筆を渡す。子供たちに数分間時間を与え，神殿の絵を
書かせる。子供たちが書いた神殿の絵をクラス全員に見せるように言う。
子供たちは神殿を知っているので，神殿を書くのはたぶん難しくないであろうと説明する。
子供たちは神殿や神殿の絵を見ているからである。しかし，ジョセフ・スミスが神殿を建てる
ように命じられたとき，彼は神殿や神殿の絵さえも見たことはなかった。主は，示現の中で預
言者ジョセフにカートランド神殿の計画を明らかにされた。

聖文と歴史記事

カートランド神殿の建築について，「準備」で挙げた聖文と以下の歴史記事から教える
（「レッスンを豊かにする活動」の1を参照）。適切なときにカートランド神殿の絵を見せる。
1832年12月に主は，オハイオ州カートランドに神殿を建てるよう教会の会員に命じられた。彼
らは，「一つの家，すなわち祈りの家，断食の家，信仰の家，学びの家，栄光の家，秩序の家，
神の家を建てに」行った（教義と聖約88：119）
。
聖徒たちは非常に貧しく，神殿には多額のお金がかかることが分かっていた。それで，彼ら
はすぐに神殿の建築を始めなかった。6か月たってもまだ彼らは神殿を建て始めなかった。1833
年に主は，聖徒たちが主の家の建築を開始していないので喜んでいないとジョセフ・スミスに
告げられた。主は，聖徒たちがこの戒めに従っていないので，「非常に重い罪」を犯していると
言われた（教義と聖約95：3）。教会員は建築の遅れを悔い改め，その4日後に兄弟たちは神殿を
建設する準備のために石を運び，溝を堀り始めた。
ジョセフ・スミスは，何人かの教会の指導者にどのように神殿を建てたらよいか意見を聞い
た。ある人は丸太で建てるべきであると言い，またある人は木の板で建てるべきであると言っ
た。ジョセフはこう言った。「兄弟たち，わたしたちの神のための家を丸太で建てるのですか。
いいえ，わたしにはそれよりも良い計画があります。主御自身が与えられた主の家の設計図が
あります。これにより，わたしたち人間の予測と主のお考えの違いを間もなく知ることになる
でしょう。」（ルーシー・マック・スミス，History of Joseph Smith，230から引用）カートラン
ド神殿の計画は，示現により大管長会，すなわちジョセフ・スミス，シドニー・リグドン，フ
レデリック・G・ウィリアムズに啓示された。主はジョセフに副管長を召集するようお命じに
なり，そこで主が神殿を建てる方法を啓示されたとフレデリック・G・ウィリアムズは報告し
ている（教義と聖約95：14）。
107

3人の兄弟たちがひざまずいて祈ると，神殿の示現が見えた。最初に彼らは神殿の外側を見て，
その後建物が彼らを通り過ぎて行くように見え，神殿の内部が見えた。フレデリック・G・
ウィリアムズは，カートランド神殿が完成したとき，示現で見たのとまったく同じであったと
語った。神殿の建築中，ジョセフ・スミスに幾つかの設計を変更させようとした人がいたが，
ジョセフは示現で見たとおりに神殿を建築すると主張した。
カートランド神殿は，家族をこの世と永遠にわたって結び固めたり，死者のために儀式を行
こんにち

う今日の神殿とまったく同じではなかった。それは聖徒たちが教会の集会を開くための特別な
集会所であった。主は聖徒たちに神殿の大きさを正確に伝えられた（教義と聖約95：15）。その
大きさは，地上から丸天井まで約33メートルであった。神殿は石造りで，外壁は石膏で覆われ
ていだ，内部の1階には，3列の階段状の教壇が東側と西側の両方にあった。1階の端の列はメル
キゼデク神権者の教壇で反対側の列はアロン神権者の教壇であった。部屋のいすは，出席者が
どちらの方向にも向けるように回転できた。
教会の会員は大変貧しかったので，カートランド神殿を建てるのにたくさんの犠牲を払わな
ければならなかった。働けるほとんどすべての兄弟と伝道に出ていない兄弟は神殿の建設のた
めに働いた。ジョセフ・スミスは，壁を作るために石を切り出す採石場で指揮を取っていた。
ある土曜日，馬と荷馬車を持っていた兄弟たちは，石工が1週間作業するための石が十分あるよ
うに，採石場から神殿の建築現場に石を運んだ。
エマ・スミスはカートランドの女性たちを指導して，神殿の作業員のために服を縫った。女
性たちは白いキャンバスでカーペットと幕も作った。幕を神殿の天井から垂れ下げ，1階と2階
の大きな部屋を分けるために使われた。また幕は，必要なときにプライバシーを保てるよう教
壇の上にもかけられた。
毎日たくさんの人が神殿で働いた。神殿を建てるために持っているお金をすべてをささげた
ので，作業者たちは時々食物がなかったりいい服がなかったりしたことがあった。ダニエル・
タイラーは，次のように回想している。
けんそん

しもべ

「わたしは幾度これらの謙遜で，信仰深い神の僕たちを見たことだろうか。毎日採石場や建築
現場で骨折って働き，神殿の壁を建てる作業を行う。しかし明るい表情で，ささげられた数ポ
ンドの粗挽きとうもろこしを受け取って家に帰って行く。そして，少しの牛乳を搾る牛や粗挽
きとうもろこしがないこともあるが，それでも何日かは，自分たちや家族が持っている物で命
をつないでいかなければならない。少しばかりの小麦粉やバター，肉などが手に入ることもあ
るが，それらはぜいたく品であった。また少しの……糖蜜……がささげられることもあるが，
人々はどこかほかへ行って仕事を探し4リットルほどの糖蜜を手に入れ，そして戻って神殿の建
設のために働いた。
」
（カール・リックス・アンダーソン，Joseph Smith s Kirtland：Eyewitness

Accounts，161からの引用）
教会の指導者と会員は，神殿を完成できるように祈り求めた。主が彼らの祈りにこたえられ
た一つの方法として，カートランドに何人かの裕福な会員を送られた。これらの会員たちは，
教会の会員が銀行から借りていたお金を返すのに十分なお金を持っていた。それで神殿は銀行
の所有にはならなかった。
教会の会員は，破壊しようとする暴徒の手から神殿を守らなければならなかった。一日中神
殿の建設のために働き，夜は銃を持って神殿を守るために起きていたので，ほとんど眠ってい
ない人もいた。暴徒は預言者と教会の指導者たちの生活を脅かした。ジョセフ・スミスの護衛
をしていたオリバー・ハンティントンは，ある事件について次のように語っている。
「ジョセフ・スミスを暴徒の脅威から守るために日夜兄弟たちが護衛していたとき，……ジョ
セフはある夜丸太の家に泊まっていた。数人の兄弟たちが彼と一緒にいて，その夜だれが護衛
をするか打ち合わせていた。
ジョセフは，小さな男の子が隣の部屋で祈るのを聞いていた。この男の子は預言者のために，
その夜敵や暴徒から守られて安全であるように祈っていた。
男の子が祈り終わると，ジョセフは兄弟たちの方を向き，神が男の子の祈りを聞かれて，そ
の祈りにこたえられるので，その夜はみんなベッドに入り休んで寝るように言った。兄弟たち
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は皆ベッドに入り朝まで何事もなく無事に休んだ。
」（アンダーソン，165から引用）
教会の会員たちは，神殿がさらに美しくなるように壊れた皿やガラスを集めて石膏に混ぜた。
神殿が完成したとき，神殿の外壁の石膏が太陽の光を受けて輝いた。
みつか

かぎ

主御自身や天の御使いが来て神権の重要な鍵を回復する場所が必要であったので，主はカー
トランド神殿を建てるように聖徒に命じられたのであった。聖徒も集会を開き指導者から学べ
る場所を必要としていた。神殿の建設は大変な仕事であったが，会員たちが一生懸命に働き，
主は主が命じられたことをできるよう助けてくださるという信仰を持っていた。1836年3月まで
に神殿は奉献の準備が整った。
レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，

話し合いと
応用のための質問

生活に応用するうえで最も役に立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に聖句を読
んで話し合うのは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。
●

主はどのような建物を建てるように命じられましたか。一人の子供に教義と聖約88：119を読
ませ，ほかの子供たちに聖文を目で追わせる。主の家がこれらすべてのための家であること
はなぜ大切ですか。わたしたちの家をこのようにするために何ができますか（「レッスンを豊
かにする活動」の2を参照）。

●

1833年の6月，主はなぜ聖徒たちを喜ばれなかったのですか（教義と聖約95：3）。聖徒はなぜ
神殿を建て始めなかったのですか。皆さんは，恐れていたり，やり方が分からないめに，な
すべきことを遅らせたことがありますか。子供たちにそのような経験を分かち合うように言
う。聖徒が主の戒めを守るなら，どのような約束があると主は言われましたか（教義と聖約
95：11）。彼らが主の戒めを守らなければどうなると主は言われましたか（教義と聖約95：12）。
わたしたちが主の戒めを守るなら，主はどのような約束をしておられますか。わたしたちが
主の戒めを守らなければどうなりますか。

●

どなたが神殿の設計図を与えられましたか（教義と聖約95：13−14）。これらの設計図が何であ
るか，教会の会員たちはどのように知りましたか。示現で神殿の計画を見たのはだれでしたか。
こんにち

●

カートランド神殿の目的は何でしたか（教義と聖約95：16−17）
。今日の神殿の目的は何ですか。

●

カートランド神殿を建てるために聖徒たちはどのような犠牲を払いましたか。皆さんは教会
のためにどのような犠牲を払っていますか。神の王国を建てるために将来どのような犠牲を
払うように求められるでしょうか（
「レッスンを豊かにする活動」の4）
。

●

完成したカートランド神殿を見たとき，聖徒たちはどう感じたと思いますか。皆さんが何か
するように求められて犠牲をささげるときどのように感じると思いますか。

レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． 石，カーテンを表す白い織物，皿やガラス製品，針，ひき割りとうもろこしの粉，ゲーム
用のお金（または少額のコイン），腕時計や柱時計（神殿建設にかかった時間を表すために
使う）など，歴史記事の中の物を表す品物を用意する。
クラスの始まりに，子供たち全員に一つずつ品物を選ばせる。歴史記事に関連する品物
について説明しているとき，子供たちに該当する物をテーブルか床に置かせる。あなたが
歴史記事の説明を終えた後に，神殿を建てるために聖徒たちが払った犠牲を表す物につい
て話し合わせる。
2． 教義と聖約88：119の言葉（祈りの家，断食の家など）
を1枚ずつの紙に書いて，容器に入れる。
子供たち一人ずつ（もし人数が多ければ二人ずつ）に容器から1枚の紙を選ばせる。教義と
聖約88：119を読むか，一人の子供に声を出して読ませ，該当する箇所が読まれたら子供たち
にそれを書いた紙をみんなに見せさせる。それらの紙を選んだ子供たちが，家庭で子供たち
けいけん

が役に立てる方法を提案させる
（例えば，
「わたしは，個人や家族の祈りを敬虔に行うことによ
り，わたしの家を祈りの家にすることができます」，または「わたしの服やおもちゃを決められた
場所にしまうことにより，わたしの家を秩序の家にすることができます」などが考えられる）。そ
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の後，この聖句に関して紙を持っていない子供たちに何か提案をさせる。今週子供たちが自
分の家をもっと主の家に近づけるために，仕事を一つか二つするよう励ます。
3．「犠牲を払う」という言葉を一文字ずつ別々の紙に書き，文字を混ぜ合わせてから，子供
たちに正しく並べさせる。
●

カートランドの聖徒たちは，神殿を建てるためにどのような犠牲を払いましたか。

●

現在の教会の会員は，神殿に参入するためにどのような犠牲を払っていますか。
神殿に参入するために犠牲を払っている人について話すか，七十人第二定員会のクラウ

ディオ・R・M・コスタ長老に関する次の話を自分の言葉で話す。
「わたしが会ったある男性は，アマゾン川の中流地域にある小さな町で貧しい暮らしをし
ていました。彼は家族と一緒にバプテスマを受けると，妻子とともに神殿に参入する資格
が得られる1年後を，一日千秋の思いで待ちました。アマゾン川からサンパウロ神殿までは
遠い道のりです。通常，4日間船に乗り，さらに4日間バスに乗って，ほぼ1週間かけて神殿
に着きます。彼は家具職人でした。どのように自分と妻子の旅費を用意できるでしょうか。
彼は何か月も一生懸命に働きましたが，幾らの額も準備できませんでした。
神殿訪問の時期が来ると，彼はすべての家具と工具を売りました。電動のこぎりも，彼
にとって唯一の交通手段であったバイクも，持っている物はすべて売り払いました。こう
して妻子とともに神殿に出かけたのです。サンパウロまで出るのに8日かかりました。神殿
で喜びに満ちた4日間を過ごした後，また1週間かけて帰らなければなりません。しかし彼
らは喜びに満ちて帰路に就きました。困難や苦しみも主の宮で経験した大きな祝福や喜び
に比べれば，何でもないように感じられたのです。」（クラウディオ・R・M・コスタ「成功
への貴い原則」『聖徒の道』1995年1月号，29−30）
じゅうぶん

4． 教会の集会に出席する，断食する，什分の一を払う，奉仕活動を行う，宣教師として働く
など，子供たちが払う犠牲の行いを幾つかカードか小さな紙に書かせる。クラスの子供全
員に少なくとも1枚のカードに書かせる。
子供たち全員に，自分の書いたカードの中から1枚選ばせ，クラスのみんなに読んで聞か
せる。そして犠牲が必要な行い一つか二つについて話させる。その後，主が望んでおられ
ることを行うために犠牲を払うことにより祝福される方法について子供たちに考えさせる。
5． 小さな建物を作るために使う同じ形をした2組のブロックセット（またはブロックの形に
切った紙）を用意する。子供たちを2グループに分けて，各グループがほかのグループのし
ていることが見えないように座らせる。一つのグループにブロックを使って神殿を建てさ
せて，そのグループが2番目のグループにまったく同じ神殿を建てるように指図させる。2
番目のグループはその指示を聞き，最初のグループが建てた神殿を見せないで同じ神殿を
建てさせる（この活動に時間制限を設けてもよい）
。
2番目のグループが建て終わったら，最初のグループの神殿を見せて，同じにするために
必要な修正をさせる。ジョセフ・スミスはカートランド神殿を建てる方法について口頭の
指示を受けただけでなく，彼は示現で神殿を見ていたので，神殿の建て方をはっきりと
知っていたのである。
6．
「神殿に行きたいな」（『子供の歌集』99）を歌うか，歌詞を読む。
まとめ
証
読書課程
家族との分かち合い
の提案

主が望んでおられることを行うとき，大きな犠牲を求められても，主はわたしたちを助け祝
福してくださると証する。
本課の復習のため，家庭で教義と聖約88：119；95：11−12を研究するよう，子供たちに提案する。
子供たちが，物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を
家族と一緒に読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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カートランド神殿の奉献

かぎ

目 的

伝道活動や神殿活動に必要な権能をもたらす「神権の鍵」が，カートランド神殿で回復され
たことを，子供たちが理解できるように助ける。

準 備

1． 教義と聖約109：1−16（カートランド神殿の奉献の祈りの一部）；教義と聖約110章と本課
の歴史記事を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文と歴史記事を子
供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」vi−vii，「聖文と歴史記事に基づい
て教える」vi−viii参照）。
2． その他の参照箇所──教義と聖約109章の残りの部分と『福音の原則』14章。
3． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
4． 教材
ａ．教義と聖約（人数分）
ｂ．様々なサイズと形の鍵を数個（本物の鍵がなければ，クラスが始まる前に黒板に数個
の鍵を書いておく）
ｃ．視覚資料5−15「アロン神権を授けるバプテスマのヨハネ」（『福音の視覚資料セット』
407）；5−16「メルキゼデク神権の回復」（『福音の視覚資料セット』408）；5−25「カー
トランド神殿」（『福音の視覚資料セット』500）

レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導 入

様々なサイズと形の鍵を何個か見せる（または，黒板に書いた鍵を見せる）
。
●

わたしたちはなぜ鍵を使うのですか。鍵はどのように使いますか。

●

これらの鍵は何を開けるためのものだと思いますか。

●

もし何かを開けるための鍵をなくしたらどうなりますか。
神権の鍵は教会において大変重要であるが，その鍵は今見せたような鍵ではないと説明する。

神権の鍵は金属製ではないし，手に持ったりポケットに入れたりすることもできない。わたし
たちが神権の鍵について話すときは，按手により預言者と神権指導者に与えられた権威と権能
を意味している。教会の大管長は神権のすべての鍵を保有しているが，その他の神権指導者は
その一部を保有しているだけである。神権者は，正しい神権の鍵を持った人から権能を与えら
れた神権の儀式だけ執行できる。例えば，父親が自分の子供にバプテスマを施す前に監督から
承認を受けなければならない，などが挙げられる。
背教の時代に神権はこの地上になかった。この点を子供たちに思い出させる。教会が回復さ
れ，教会員が福音のすべての祝福を受けられるように，神権と，神権の力を指揮する鍵が回復
される必要があった。
●

だれがジョセフ・スミスにアロン神権を回復しましたか（アロン神権を回復するバプテスマ
のヨハネの視覚資料を見せる）
。

●

だれがジョセフ・スミスにメルキゼデク神権を回復しましたか（ペテロ，ヤコブ，ヨハネ。
メルキゼデク神権の回復の視覚資料を見せる）
。

聖文と歴史記事

カートランド神殿の奉献式とその1週間後に神殿で受けた示現について，「準備」で挙げた聖
文と以下の歴史記事から教える。適切なときにカートランド神殿の視覚資料を見せる。
神殿を建てるために聖徒たちが払った犠牲の幾つかを前回のレッスンから復習してもよい。
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カートランド神殿の目的は，現在神殿で行われている儀式を執行することではなかった。死者
のためバプテスマを行うバプテスマ・フォントはなかったし，神殿結婚のための聖壇もなかっ
みつか

た。むしろそこは，天の御使いたちが神権の鍵を回復しに来る神聖な場所であったり，聖徒た
ちが福音を学び礼拝するための集会所であったりした。
1836年3月27日の日曜日に，カートランド神殿は主にささげられた。「ささげる」というのは，
教会の指導者たちが，神殿と神殿に入るすべての人を受け入れ，祝福してくださるように主に
お願いする特別な祈りをささげることである。数百人の聖徒が奉献式のためにカートランド神
殿に集まった。出席するために長旅をして来た人もいた。神殿の中には1,000近いいすがあった
が，もっとたくさんの人が奉献式に出席したいと思っていた。預言者は，神殿の中で座れない
人のために近くの学校で別の集会を開くと話した。そして次の火曜日にそれらの人々が出席で
きるように奉献式が繰り返して行われた。
あかし せいさん

奉献の祈りに加えて，7時間の奉献式には，賛美歌の斉唱，証，聖餐式，シドニー・リグドンの2時
間半の説教，ジョセフ・スミスとそのほかの教会指導者を支持する聖会などが含まれていた。
預言者ジョセフ・スミスは，啓示により与えられた奉献の祈りを読み上げた。この祈りは教
義と聖約109章に記録されている。その祈りの中で預言者は，教会の会員に与えられた祝福を天
父に感謝した。ジョセフは，神殿が祈り，断食，信仰，学び，栄光，秩序（教義と聖約109：8，
16）の家であり，神殿に参入する人の信仰と知恵が増し加わるように祈った。彼は，神殿を受
け入れてくださり，聖なる場所にしてくださるよう主に願い求めた（教義と聖約109：4，12−
13）。祈りの後，聖歌隊は，ウィリアム・W・フェルプスが神殿の奉献のために書いた「主のみ
たまは火のごと燃え」（『賛美歌』3番）を歌った。出席者は聖餐を受け，聖なるホザナの斉唱を
行って集会を閉じた。出席者は頭の上の方に手を上げて，
「ホザナ，ホザナ，神と子羊にホザナ，
アーメン，アーメン，アーメン」と3回叫んだ。
現在神殿は，カートランド神殿の奉献の方式に従って奉献されている。預言者（または預言
者が選んだ人）が奉献の祈りをささげ，「主のみたまは火のごと燃え」を歌い，出席者全員がホ
ザナの斉唱を行っている。
カートランド神殿が奉献された日，主は神殿を建てるために聖徒たちが払った犠牲を祝福さ
れた。出席した人は神聖な喜びを感じた。多くの人は天使を見たり天使の歌声を聞いたり，ま
たほかの人は示現を見，預言し，異言を語ったりした。数人の人は神殿の中で天の御使いを見
がいとう

たが，それは使徒ペテロであるとジョセフ・スミスは言った。彼は長くゆったりとした外套を
着て履き物を履き，預言者の父親の近くに座っていた。
あまりに小さな子供たちは，神殿の奉献式に来ることは許されなかった。奉献式に出席する
ために長旅をして来た一人の姉妹は，生後6週間の幼児を連れて祝福師のジョセフ・スミス・シ
ニアのもとに行った。彼女は幼児の面倒を見てくれる人をだれも知らなかったし，奉献式に出
席できないのは耐えられなかったので，非常に困ってしまった。スミス祝福師は，その母親に
子供を連れて行ってもよいと言い，あなたの子供は集会のじゃまをしないと約束した。彼の約
束は成就した奉献式は非常に長かったが幼児はずっと静かであった。
その夜神権会が開かれた。400人の男性が出席した。その日の始めの奉献の祈りの中で，ジョ
セフ・スミスは，天父とイエス・キリストが神殿を喜んでおられることが分かるように，「激し
い大風」（教義と聖約109：37）に神殿が満たされるように願い求めた。このことは神権会のと
きに起こった。預言者は次のように記録している。
「突風のような音が聞こえた。その音は神殿内に響きわたり，すべての出席者が同時に立ち上が
り，見えない力が働きかけた。多くの人は異言を語り，預言をし始めた。ほかの人は栄光あふれる
示現を見た。わたしは，神殿が天使でいっぱいになっているのを見たので，その事実を出席者に
伝えた。付近の人々は（神殿の中から変わった音が聞こえ，神殿の上に火の柱のような明るい光が
とどまっているのを目にして）一緒に駆けつけてきた。そして，その光景を見てびっくりした。このよ
うな状態は集会が終わる午後11時まで続いた。
」
（History of the Church，第2巻，428）
その1週間後，日曜日の午後の礼拝集会の後に，ジョセフ・スミスとオリバー・カウドリは神
殿に行き，個人の祈りをささげるためにメルキゼデク神権者用の教壇の回りに幕を下ろした。
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彼らが祈るとすばらしい示現を受けた（教義と聖約110章参照）。彼らは神殿を受け入れるため
に来られた救い主に会った。彼らは，ジョセフとオリバーに伝道と神殿の業を行うための神権
の鍵を与えようと訪れた，古代の預言者モーセ，エライアス，エリヤを見た。現在すべての教
会の会員は，カートランド神殿で回復された神権の鍵により，祝福を受けているのである。
これらの神聖な出来事の後，カートランド神殿は，聖徒がオハイオを追われるまで聖徒たち
の集会所として使用された。
レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，

話し合いと
応用ための質問

生活に応用するうえで最も役に立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に聖句を読
んで話し合うのは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。
●

聖徒たちはなぜカートランド神殿を建てたのですか（教義と聖約109：2−3，5，14−15）。
カートランド神殿は，現在の神殿とどのような点が違っていますか。

●

カートランド神殿は，どのような家として建てられたのですか（教義と聖約109：16）。神殿は，聖
徒が礼拝を通して天父とイエス・キリストに近づくための神聖な場所であると説明する。

●

天父とイエス・キリストがカートランド神殿を喜んでおられることを聖徒たちはどのように
知りましたか。聖霊は大切なことをわたしたちにどのように証されますか。奉献式の日の出
来事はまさに奇跡であったと説明する。通常聖霊は，わたしたちに温かい良い気持ちを与え
て，大切なことを教えてくださいます。

●

カートランド神殿で最初にジョセフ・スミスとオリバー・カウドリに現れたのはどなたでし
たか（教義と聖約110：2）。救い主はどのように見えましたか（教義と聖約110：3）。主は
ジョセフとオリバーにカートランド神殿について何と言われましたか（教義と聖約110：7）。
同じ日に主のほかにだれがカートランド神殿でジョセフとオリバーに現れましたか（教義と
聖約110：11−13）。

●

モーセは，どのような神権の鍵をジョセフ・スミスとオリバー・カウドリに与えましたか
の

（教義と聖約110：11）。これらの鍵は，全世界に福音を宣べ伝えるために，宣教師を派遣する
権能を預言者に与えるものであると説明する。全世界に宣教師を送るのは，教会にとってな
ぜ大切なのですか。
●

わたしたちは教会員として，ほかの人々にも必要な，どのような祝福を受けていますか

（「レッスンを豊かにする活動」の1を参照）。人々が福音と福音に属する祝福について学べる
ようにするには，どのように助ければよいですか。
●

エリヤはどのような神権の鍵を回復しましたか（教義と聖約110：13−16）。これらの鍵は，
結び固めの力の鍵であると説明する。彼らは，死者と生者の両方が夫と妻として，または家
族として一緒に結び固めるすべての儀式を神殿で行うための権能を預言者（と預言者が聖任
した人）に与えた。神殿の儀式により皆さんと皆さんの家族はどのように祝福されています
か（「レッスンを豊かにする活動」の1を参照）。神殿で結婚したり神殿で結び固められた両親
から生まれた子供たちは，自動的に両親に結び固められている。この点を子供たちに理解さ
せる。これを「聖約の子」と呼んでいる。聖約の子でない子供たちは，神殿で両親と結び固
めをすることができる。

●

カートランド神殿を建てるために払った犠牲により，聖徒たちはどのように祝福されましたか。カー
トランド神殿で起こった出来事により，現在のわたしたちはどのように祝福を受けていますか。

レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． 教会の会員として福音を宣べ伝え，神殿の儀式に参加する責任を子供たちが理解できるよう，
本課の課末にあるワークシートのコピーを子供たち全員に配る。子供たちに鉛筆を与え，ワー
クシートを完成させる
（子供たち全員にコピーができなければ，黒板にワークシートを写し，子
供たちみんなで完成させる）。クラスで答えについて話し合う。
（答え── 1−福音，2−神殿，
3−結び固め，4−永遠に，5−神殿の業，6−永遠）
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2． カートランド神殿で回復された鍵を理解するために次の劇を子供たちにさせる。原稿は8人
で行うように書かれている（モーセ，エリヤ，ジョセフ・スミスと4人の名前のない話し手）
。
クラスの子供たちの人数に応じて，分割したり合わせたりする。演技者に名札を付けさせ
てもよい。子供たちに順番に自分のせりふを読ませる（この台本をコピーしてもよい）
。
話し手1：

カートランド神殿で古代の預言者たちが，ジョセフ・スミスとオリ
バー・カウドリに神権の鍵を回復しました。

話し手2：

これらの鍵は，教会指導者に伝道活動と神殿活動を指揮する力と権能
を与えるものです。

モーセ：

わたしの名前はモーセです。わたしは神の預言者です。

話し手3：

モーセはエジプトで生まれ，パロの娘に育てられました。

話し手4：

ある日モーセが羊の番をしていると，神は燃えるしばからモーセに話
しかけられました。

モーセ：

神はわたしに，エジプトにいるイスラエルの民を集めて約束の地に導
くように言われました。

ジョセフ・スミス： わたしはジョセフ・スミスです。モーセは，カートランド神殿でわた
しとオリバー・カウドリに現れました。モーセは自分が持っていたイ
スラエル集合のための神権の鍵を，わたしたちに与えました。
話し手1：

集合の鍵が回復されたので，現在世界中の無数の人々が宣教師により

話し手2：

アブラハムも預言者でした。神はアブラハムに，彼の子供を通じて地

教会に集まっています。
上のすべての国々を福音と神権により祝福すると約束されました。神
はアブラハムとその子供たちに福音の祝福を全世界にもたらす責任を
与えられました。
話し手3：

アブラハムにはイサクという息子がいました。イサクにはヤコブとい
う息子がいました。ヤコブには12人の息子がいて，その家族がイスラ
エルの12部族になりました。すべての教会員はイスラエルの部族の一
つに属します。

話し手4：

わたしたちは，アブラハムの家族の一員として，この地上のすべての
人がバプテスマを受けて神殿で結び固めを受けられるように助けたい
と思います。その後，わたしたちが忠実であれば，わたしたちの義に
かなった家族と天父とイエス・キリストとともに永遠に住むことがで
きます。

ジョセフ・スミス： エライアスがカートランド神殿に現れて，わたしとオリバー・カウド
リにアブラハムの祝福に関する鍵を与えました。
話し手1：

現在人々が教会に入ると，アブラハムに与えられた福音の祝福と同じ
祝福を受けることができます。

エリヤ：

わたしの名前はエリヤです。わたしは預言者です。わたしは，旧約聖

話し手2：

神はエリヤに，彼が地上でつなぐものはすべて天でもつながれると言

書の時代にイスラエルに住んでいました。
われました。
エリヤ：

わたしは，イエス・キリスト以前の時代において，メルキゼデク神権
の結び固めの力の鍵を持った地上で最後の預言者でした。

話し手3：

結び固めの力があると，聖なる神殿で男性と女性は夫と妻として結ば
れ，家族はこの世と永遠にわたって結び固められます。

ジョセフ・スミス： エリヤは，カートランド神殿でわたしとオリバー・カウドリに結び固
めの力の神権の鍵を回復しました。
話し手4：

これらの鍵が回復されたので，義にかなった家族は永遠に一緒に生活
することができます。
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3． 初等協会会長の許可を得て，最近結び固めを受けた家族にクラスに来てもらい，彼らが神
殿に行くためにどのように準備したか，また家族として結び固められたときにどう感じた
かを3分から5分で話してもらう。
4． あなたが神殿の奉献式に参加したり，神殿を訪問したりしたときの経験を分かち合う（初
等協会長の許可を得て，あなたのワード／支部で神殿の奉献式に参加した人にその経験を
話してもらってもよい）。
シルビア・カトラー・ウェブは若い女性の時代にカートランド神殿の奉献式に出席した。
そのときの以下の経験を紹介してもよい。
「わたしの若いころの思い出の一つは，カートランド神殿の奉献式です。わたしの父はわ
たしをひざの上に乗せて，なぜ神の家に行くのか，神の家を奉献するとはどういう意味な
のかを話してくれました。そのときわたしはとても若かったのですが，当時の様子をはっ
きりと覚えています。わたしは時の流れを振り返って思い出すことができます。預言者
ジョセフがその記念すべき日に話しをしていましたが，彼は両手を天に向けて高く上げ，
そうはく

ほほ

顔を蒼白にし，涙が頬を伝わっていたのを覚えています。ほとんどすべての人が涙を流し
ていたと思います。神殿の中は非常に混んでいたので，ほとんどの子供たちは年上の人の
ひざの上に座っていました。わたしの姉妹はお父さんのひざの上に，わたしはお母さんの
ひざの上に座っていました。わたしがそのとき着ていたドレスも覚えています。そのとき
わたしは非常に幼かったのですべての重要さを理解できませんでしたが，時間がたつにつ
れて，次第に分かるようになってきました。そして，そこに出席した特権に大変感謝して
います。」（カール・リックス・アンダーソン， Joseph Smith s Kirtland：Eyewitness

Accounts，182−183から引用）
5．「主のみたまは火のごと燃え」（『賛美歌』3番），「家族は永遠に」（『子供の歌集』98）を歌
うか，歌詞を読む。
まとめ
証

天父が，伝道活動と結び固めの儀式に関する神権の鍵を地上に回復してくださったことに感
謝する。カートランド神殿での出来事により，自分と家族が教会の会員になり，家族として結
び固められる機会があることを，子供たちに理解させる。末日聖徒イエス・キリスト教会の会
員としてのあなたの気持ち，また，あなたの家族がすでに永遠に結び固められていること，あ
るいは結び固められる機会が持てるということについての知識を，分かち合ってもよい。

読書課程

本課の復習のため，家庭で教義と聖約110章を研究するよう，子供たちに提案する。

家族との分かち合い

子供たちが，物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を

の提案

家族と一緒に読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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か ぎ

カートランド神殿で鍵が回復される

以下の文章の空欄に正しい言葉を次から選んで入れましょう
──神殿，永遠，福音，結び固め，永遠に，神殿の業。

わたしが人々と（1）
（2）

の儀式を受けることがてきます。

わたしが神殿で夫や妻に（3）
（4）

られたあと，わたしたちがもし忠実なら，わたしの家族は

一緒に住むことができます。

わたしが死者のために（5）
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を分かち合うとき，人々は教会について学び，バプテスマを受け，

を行うとき，彼らは（6）

に家族に結び固められます。
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ジャクソン郡を追われる聖徒たち

目 的

わたしたちは問題や試練を経験するが，最後まで従順に耐え忍ぶならば祝福を受けることを
子供たちに理解させる。

準 備

1． 教義と聖約82：10；57：1−6；本課の歴史記事；教義と聖約97：1−2；98：1−6，11−14，
22−27；101：1−9を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文と歴史記
事を子供たちにどう教えるかを決める（本書「レッスンの準備」vi−vii，「聖文と歴史記事
に基づいて教える」vii−ix参照）。
2． その他の参照箇所──エテル13：1−8；教義と聖約45：64−67；90：34；
「福音の原則』41章。
3． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
4．「導入」で行う化学反応を練習する。レッスンの当日には，ベーキングソーダ，酢，計量
スプーン，化学反応を起こすための大きめのコップ2個を持参する。ほかの活動を導入とし
て選択する場合は，子供たち全員に鉛筆と以下の文章を記したカードを準備する。
か

みはつ
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5． 教材
ａ．教義と聖約（人数分）
ｂ．視覚資料5−26「ミズーリを追われるモルモン」
レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導 入

テーブルに空のコップを2つ置く。1つのコップで，ティースプーン1杯のベーキングソーダと
テーブルスプーン2杯の酢を混ぜて化学反応を起こさせる（もし材料がそろわなければ，以下の
活動を導入として行う）。一人の子供に別のコップで同じ実験をさせる。両方とも同じ化学反応
が起きることを観察する。酢とベーキングソーダを混ぜると，毎回同じ反応が起きる。この反
応は一定である。子供たちに一定とはどういう意味かを尋ねる（変わらないこと，信頼できる，
いつも同じ，などの同義語が考えられる）
。
天父は一定で，変わらない御方であることを説明する。天父は約束したことを必ず守ってく
ださる。一人の子供に教義と聖約82：10を声を出して読んでもらう。わたしたちはどのような
問題や試練を経験しても，忠実であり，従順であるならば，最終的に約束された祝福を受ける
ことを説明する。

実験に代わる
導入の活動

全員に鉛筆と文章が書かれたカードを配る。文の文字の順番は間違っていないが，区切り方
が正しくないことを説明する。子供たちに，正しく読めるように単語に区切りを入れさせる。
全員が完成させるまで，答えを口にしないように言う。
一人の子供に正しい文章を読ませる
（神は常に変わらない御方で，従順な人をいつも祝福される）
。
天父は一定で，変わらない御方であることを説明する。天父は約束したことを必ず守ってく
ださる。一人の子供に教義と聖約82：10を声を出して読んでもらう。わたしたちはどのような
問題や試練を経験しても，忠実であり，従順であるならば，最終的に約束された祝福を受ける
ことを説明する。
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聖文と歴史記事

以下の歴史記事と「準備」の項で採り上げられている聖文の説明に従って，新エルサレム
（シオン），ミズーリ州ジャクソン郡で聖徒たちが受けた迫害，聖徒たちが最終的にジャクソン
郡を追われたことについて子供たちに教えるに当たり，絶えず神の戒めに従うことの大切さを
強調する。適当なときに絵を見せる。
シオンの場所が啓示され，その地が奉献された
モルモン書の預言者たちは，シオンまたは新エルサレムと呼ばれる一つの聖なる町がアメリ
カ大陸に築かれ，そこには義人だけが住むと預言した（エテル13：1−8参照）
。教義と聖約では，
この町は聖徒のための平和と安全の地，イエス・キリストが住まわれ，悪人が来ようとしない
地であると述べられている（教義と聖約45：66−67参照）
。
1831年7月，ジョセフ・スミスは啓示を受け（教義と聖約57章），このシオンの町かミズーリ
州ジャクソン郡に築かれること，ジャクソン郡内の町インディペンデンスに神殿が建設される
こと（教義と聖約57：1−3参照）が明らかにされた。1831年8月2日，シドニー・リグドンは
ジャクソン郡の土地を聖徒の集合の地として主に奉献し，翌日ジョセフ・スミスはインディペ
ンデンスの神殿用地を奉献した。奉献式に出席した教会員は土地の奉献の儀式の中で，神の律
法を守ること，隣人が神の律法を守るように助けることを約束した。
ジャクソン郡で定住地を築いた聖徒たち
多くの教会員はシオンの町を築くために，先を争ってジャクソン郡へ移って行った。彼らは主の
指示に従って農業用地や家屋の用地を可能なかぎり購入した（教義と聖約57：4−6参照）。シオン
を建設するために移住した聖徒たちは平和なひとときを満喫していた。彼らの中には盗人も怠け
者もなく，全員で神を礼拝した。パーリー・P・プラットは当時のジャクソン郡の聖徒たちについて
次のように述べている。
「現在の聖徒たちよりも幸福な民が地球上にいるとは思えない。もしいると
してもほんのわずかでしかないに違いない。
」
（Autobiography of Parley P. Pratt，93）
しかしながら，時間の経過とともに一部の聖徒たちは反抗するようになっていった。また，
預言者ジョセフ・スミスがミズーリへ移ってこないことに落胆し，預言者を非難する聖徒もい
た。ある聖徒たちは，教会を導くために神から召された人々よりも自分たちの方が立派に導く
ことができると考えたため，神権指導者と口論したり，神権指導者を無視したりした。こうし
て彼らの間にはねたみと不従順な気持ちが広がっていった。
聖徒たちは悔い改めるように言われた。モルモン書を読み，戒めに従うようにとの勧告を受
けた。ほとんどの聖徒は悔い改め，今後神の戒めを守ることを誓った。聖徒たちが悔い改めを
始めると，主はジョセフ・スミスに対して「天使たちは彼らのことを喜んでいる」と言われた
（教義と聖約90：34）。
ジャクソン郡で迫害を受けた聖徒たち
ジャクソン郡の教会員の間では平和が保たれていたが，ミズーリに住む教会員でない人々は
教会員に対して恐れや怒りを抱いていた。聖徒がジャクソン郡へ移住を始めたとき，インディ
ペンデンスの町は約20軒の家屋と数軒の店しかない粗末な開拓者村でしかなかった。住人のほ
とんどは読み書きができなかった。これに対して聖徒のほとんどは読み書きができる人々だっ
た。一部の住人は，ジャクソン郡の土地を神から授かったと聖徒たちが言っているのを耳にし
ていた。このため彼らは教会員が郡を支配し，教会員でない人々を追放するのではないかと恐
れた。地域の牧師たちも彼らの教会の信者が聖徒たちの方へ行ってしまうのではないかと恐れ
ていた。そこで牧師たちは人々の間に恐れと争いをかき立てるようなことをした。
1833年4月，憎しみとねたみを抱く300人の暴徒は，聖徒たちを追放する計画を練るためにイン
ディペンデンスに結集した。教会の指導者はこのような集会が開かれていることを聞いて，暴徒の
邪悪な計画を中断させてくださるよう熱心に主に祈った。彼らの祈りはこたえられた。計画の合意
が得られなかった暴徒たちは酒に酔い，仲間同士でけんかを始めて計画は挫折してしまった。し
かし，暴徒は教会員をジャクソン郡から追い出す努力をあきらめたわけではなかった。
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1833年7月に大群衆と化した教会の敵対者は再びインディペンデンスに結集した。そこで開か
れた集会において彼らは「できれば穏やかに，さもなければ強制的に」聖徒たちを追放するこ
とを誓った。集まった人々は暴徒と化し，モルモン書を印刷していたウィリアム・W・フェル
プスの印刷機を破壊した（第22課参照）。数日後，武装した暴徒は聖徒たちの穀物に火を放ち，
幾つかの建物を破壊し，さらに聖徒たちを殺すと脅した。エドワード・パートリッジ，ウィリ
アム・W・フェルプス，アイザック・モーリー，シドニー・ギルバート，ジョン・ホイット
マー，ジョン・コリルの6名の教会指導者は勇敢にも，ほかの聖徒たちに手をかけないのであれ
ば，彼らに降伏することを申し出た。しかし暴徒はこれを拒否した。教会指導者は最終的に，
暴徒が聖徒たちに手を出さないことを条件に，翌年の初めまでにジャクソン郡を立ち去ること
を合意する書類に署名した。
自分たちの受けた迫害に対して怒りと恐れを抱いたジャクソン郡の聖徒たちは，当然のように復
讐を考えていた。しかし預言者は，ジャクソン郡で聖徒たちが直面している状況を完全に把握する
前に，一つの啓示（教義と聖約第98章）
を受けた。主はこの啓示の中で聖徒に対して，復讐を求め
てはならないこと，忍耐すべきこと，国の法律に沿って行動すべきことを告げられた。聖徒たちは
国の法律に従って暴徒の迫害をやめさせるよう行政府に要請したが，暴徒は法律を無視し，さらに
激しい迫害を加えるようになっていた。聖徒は行政府からの支援に頼ることができなかった。政府
の内部にも暴徒がいたのである。ジャクソン郡に住んでいた人々はほとんどが聖徒に対して友好
的だった。しかし暴徒に逆らって，聖徒を守ることには恐れを抱いていた。
ジャクソン郡を去る聖徒たち
1833年11月4日，暴徒の一団がビッグブルー川付近で末日聖徒の少数の男性と少年から成るグ
ループを襲撃した。腹話術を使うことができた一人の教会員は，多くの聖徒が応戦する体制が
整っているような声色を使ってしばらくの間暴徒を驚かせることに成功したが，暴徒の一団に
は聖徒の倍の人数がおり，3倍近くの武器を持っていた。発砲したのは暴徒が先だったが，聖徒
も自衛手段としてそれに応戦したことにより，教会の敵は教会員がジャクソン郡の住民を攻撃
したという作り話を広めた。教会指導者はジャクソン郡にいるすべての教会員に対して安全の
ため撤退するよう指示した。
それから2日間，1,000人を超える聖徒たちが敵の手から逃れるために厳しい寒さの中を出発
した。ほとんどが女性と子供だった190人のある一団は50キロに及ぶ草の切り株の上を歩き，足
を傷だらけにして逃げた。ほとんどの聖徒はミズーリ川の川岸で野営した。激しい雨が降る中
をある人たちはテントを張り，また別の人たちはキャンプファイアーを取り囲んで雨を遮る物
も持たずに夜を明かした。聖徒は苦しみを受けていたが，まだ天父から愛されていることを確
信していた。ある夜，彼らはおびただしい流星群を見た。流星の放つ光が一晩中目を見張るよ
うな模様を描いていた。聖徒たちはこれは天父が彼らを見守ってくださるしるしだと考えた。
聖徒を迫害するために川に向かって馬を走らせていた暴徒の一団もこの流星群を見た。そして
非常な驚きを覚えてきびすを返し，町へ戻って行った。10日間にわたって暴徒は聖徒を悩ます
ような行動に出ることはなかった。
聖徒たちは結局ジャクソン郡の家へ戻ることはなかった。彼らは多くの迫害を受けていたが，
忠実であり従順であるならば最終的には約束されたすべての祝福を受けることを信じていた。
もしこの世で受けることができなければ，次の世でそれらの祝福を受けることを知っていた。
初期の聖徒はシオンの町である新エルサレムを築くことはできなかった。しかし，救い主の再
臨の準備としていずれ確立されることになる。
レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，

話し合いと
応用のための質問

生活に応用するうえで最も役立つと思われる質問を，採り上げる。教室で子供たちと一緒に聖
句を読み話し合えば，聖文に対する子供たち一人一人の理解力を高めるのに役立つ。
●

ジョセフ・スミスが受けた啓示によると，シオンの町はどこに築かれるのでしょうか（教義
と聖約57：1−2）。神殿はどこに建設されるのでしょうか（教義と聖約57：3）。シオンの町は
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いつ確立されるのでしょうか（イエスの再臨の直前）。それはどのような場所となるのですか
（教義と聖約45：66−67）。
●

ジャクソン郡の一部の聖徒はどのように不従順だったのですか（教義と聖約101：6−7）。聞
き従うのが遅いとはどういう意味ですか。なぜ，すぐに聞き従わなければならないのでしょ
うか。従順であるとわたしたちの祈りの答えに影響があるでしょうか。

●

生徒の年齢層の子供たちはどのような誘惑やプレッシャーを受けて，それが不従順につなるので
しょうか。あなたはそうした誘惑やプレッシャーをどのようにして退けることができますか。

●

主はジャクソン郡の聖徒に復讐をしないように勧告したとき，何と言われましたか（教義と
聖約98：1−3）。家族への迫害についてどのように対処するように言われましたか（教義と聖
約98：23−24；「レッスンを豊かにする活動」の2を参照）。わたしたちは意地悪をする人た
ゆる

ちに対してもっと忍耐し，赦す気持ちを持つようにするには，どうしたらよいでしょうか。
●

主は聖徒に，福音のために死ぬことを恐れてはならないと言われたことを説明する（教義と
こんにち

聖約98：13−14）。今日わたしたちが直面している試練は福音のために死ぬかどうかではなく，
福音に従って生きるかどうかである。わたしたちはどうしたら福音に従って生きることがで
きるでしょうか。主はどのような生活をするように言われましたか（教義と聖約98：11）
。
●

ジャクソン郡の聖徒たちは従順ではありませんでしたが，主は彼らに対してどのような気持
ちを持っておられたでしょうか（教義と聖約101：1−3，9）。ある聖徒たちは重大な罪を犯し
ていたわけではなかったが，それでも家を追われたことを説明する。彼らは従順な人々に約
束されたすべての祝福を受けるはずである。あなたは従順であることによってどのような祝
福をすでに受けていますか。この世において戒めに従順であれば，次の世においてどのよう
な祝福を受ける望みを持つことができますか。

レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． 戒めを一つ挙げ，それを守る一つの方法を言ってから，お手玉または同様のものを一人の
子供に渡す。お手玉を受け取った子供は一つの戒めを挙げ，それを守る方法を一つ言って，
次の子供にお手玉を渡す。全員に少なくとも1回はこの活動を行うまで続ける。
かぎ

2． 大きなソックスか布製の袋の中に，小さなおもちゃ，鍵，ボタン，くぎ，あめなど子供に
なじみのある物を5個から10個入れておく。ソックスか袋をひもなどで縛って，封をする。
子供たちに紙と鉛筆を配り，一人一人にソックスか袋に触って，中に何が入っているか
を考え，それらを書き出してもらう。全員が書き終えたら，ソックスか袋を開けて，中の
ものを子供たちに見せる。外から単に眺めるだけであったり，触るだけではソックスか袋
の中に何が入っているかが分かりにくいことを指摘する。同じように，わたしたちは他人
の行いを見ることはできるが，そのような行いをさせた考えや気持ちを知ることは難しい。
教義と聖約98：23−24で聖徒たちは迫害を忍耐を持って耐え，敵に仕返しをすることを求め
てはならないと主から命じられた。聖徒は敵の行いを見ることができた。しかし，暴徒がなぜ
そのような行動に出たかを知っておられるのは主だけである。主だけが彼らの心の思いを御
存じだった。聖徒は復讐を求めるのでなく，赦さなければならないと言われた。
みたま

●

赦そうとしない人はどうなりますか。（憎しみ，怒り，復讐の気持ちによって，神の御霊
を追い出してしまう。赦そうとしない人はほんとうの幸せを得ることができない）

3． 以下の物語をあなた自身の言葉で話す。
ジャクソン郡における暴徒との戦いで，教会員のフィロ・ディブルは腹部を撃たれた瀕
死の重傷だった。当時，このような傷を負った人々は通常，出血多量で死ぬか，病気に感
染して命を落とすかのいずれかだった。
聖徒たちはジャクソン郡から次々に逃げ出して行った。フィロ・ディブルの友人たちは
フィロを残して行きたくはなかったが，一緒に連れて行くにはあまりにも重傷で，そこへ
とどまるにはあまりにも危険だった。フィロの友人の一人であったニューエル・ナイトは
暴徒たちの前をそっと通過してフィロ・ディブルの家へ入り，すばやくフィロに神権の祝
福を与えると，その場を去った。
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翌日ニューエル・ナイトはフィロの家から16キロ離れた地点でほとんど回復している
フィロに出会った。フィロがニューエルに話したところによると，祝福を受けたとき，痛
みが去り，フィロの体は「病気に感染した大量の液体を，銃弾と自分のシャツの切れ端と
ともに吐き出した。」フィロは神権の祝福により完全に回復した。彼は大平原を横断してユ
タへ行き，残る人生を忠実な教会員として過ごした（ディーン・ヒューズおよびトム・
ヒューズ，Great Stories from Mormon History，35−37参照；パーリー・P・プラット

Autobiorgaphy of Parley P. Pratt〔ソルトレーク・シティー：Deseret Book Co．，1975年〕
99−100とHistory of the Church，第1巻，431も参照）。
4． 子供たちに教義と聖約82：10を暗記させ，わたしたちが戒めを守るときに主は祝福してく
ださることを強調する。
5． 信仰箇条13条を子供たちに暗記させるか復唱させる。救いを得るには神の戒めに従わなけ
ればならないことを確認する。
6．「戒めを守る人を」か「福音の教えよく守りましょう」（『子供の歌集』68，72）を歌うか，
歌詞を読む。
まとめ

子供たちに神の戒めを守るようチャレンジする。わたしたちは問題や試しを受けるが，終わ

あかし

証
読書課題
家族との分かち合い
の提案

りまで従順で耐え忍ぶならば，約束されたすべての祝福を最終的に受けることを証する。
本課の復習のため，家庭で教義と聖約82：10を研究するよう，子供たちに提案する。
物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を家族で一緒に
読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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目 的

28課

第

試練や信仰の試しがあるときでも，忠実であり従順であるなら，わたしたちは強められるこ
とを子供たちに理解させる。

準 備

1． 教義と聖約103：1−6，27−36；本課の歴史記事；教義と聖約105：1−13，18−23を祈りの
気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文と歴史記事を子供たちにどう教える
かを決める（本書「レッスンの準備」vi−vii，「聖文と歴史記事に基づいて教える」vii−
viii参照）
。
2．その他の参照箇所──アブラハム3：24−26；教義と聖約103章；105章
3．子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
4．教材
ａ．教義と聖約（人数分）
ｂ．高価な真珠
ｃ．紙と鉛筆（人数分）
ｄ．視覚資料5−27「主の守りを受けるシオンの陣営」

レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導 入

子供たちにこれからテストを行うことを伝える。全員に紙と鉛筆を配り，紙の左上から下に
向かって1番から7番までの番号をふるように言う。これから読む文が正しいか間違っているか
を判断し，正しければ○，間違っていれば×を番号の横に付けるように言う。
1． ジョセフ・スミスは天父とイエス・キリストにお会いした。
（○）
2． 天使モロナイはジョセフに話しかけた。
（○）
3． ジョセフは銀版からモルモン書を翻訳した。
（×，金版だった）
4． ジョセフ・スミスとオリバー・カウドリはアロン神権を受けてからお互いにバプテスマを
施した。（○）
5． メルキゼデク神権はアブラハム，イサク，ヤコブによってジョセフとオリバーに授けられ
た。
（×，メルキゼデク神権はペテロ，ヤコブ，ヨハネによって授けられた）
6． 末日聖徒イエス・キリスト教会は1830年4月6日に組織された。
（○）
7． ジョセフ・スミスは神によって預言者に召された。
（○）
答えについて簡単に話し合う。答えを間違えた子供がいたら，訂正させる。
学校でのテストについて話し合う。
●

学校の先生はなぜテストをするのですか。（情報や，特定の物事を行う方法を学んでいるかど
うかを確認し，学んでいるかどうかを自分で分かるようにさせるため）

●

人生ではそのほかにどのようなテストがあるでしょうか。
わたしたちが地上に送られて来た理由の一つはイエス・キリストへの信仰についてテストを

受けるためであることを説明する。わたしたちは試練や困難なことに出会っても，天父とイエ
ス・キリストが望んでおられるような生活を送ることを証明するために地上にいる（アブラハ
ム3：24−25参照）。天父とイエス・キリストが望んでおられるような生活から外れることも時
にはある。しかしわたしたちは悔い改めて，正しいことをするように自分を変えることができ
る。このレッスンでは，初期の教会員の信仰を試された出来事であるシオンの陣営について学
ぶことを子供たちに伝える。
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聖文と歴史記事

子供たちに以下の歴史記事ならびに教義と聖約第103章と第105章から，シオンの陣営におい
て聖徒たちが経験した事柄について教える。適当なときに絵を見せる。
1833年から1834年にかけての冬に，ミズーリ州ジャクソン郡にいた聖徒たちは敵対する暴徒
から迫害を受け，家を追い出された。聖徒たちは食糧をほとんど持って行くことができず，ま
た厳しい冬から身を守るものは何一つ手にしていなかった。ミズーリ州知事ダニエル・ダンク
リンは聖徒が自らの手で暴徒から身を守る一団を組織すれば，土地と家屋を返すことを約束し
ていた。このためミズーリの教会指導者は預言者ジョセフ・スミスから援助と指示を受けるた
めパーリー・P・プラットとライマン・ワイトをカートランドへ派遣した。預言者は男性の一団
を組織してミズーリへ進軍し，聖徒を救出するようにと命じる啓示を（教義と聖約103章）受け
た。シオンの陣営と呼ばれたこの一団は食糧，衣類，現金をミズーリの聖徒に届け，彼らの家
屋と土地を取り戻すことになった。
主はシオンの陣営に500人の男性を募るよう望んでおられたが，教会指導者が500人を集める
ことができなければ，最低100人を集めるようにと命じられた（教義と聖約103：30−34参照）。
男性たちが集まるのは遅々としていたが，陣営がミズーリに到着するころには最年少の16歳か
ら最年長の79歳まで約200人の男が加わった。何人かの女性と子供も陣営と一緒に旅をした。陣
営の一行は25台の幌馬車を持って行ったが，荷台にはミズーリの聖徒たちを支援する物資が山
と積まれていたため，男性たちはミズーリまでの道のりのほとんどを徒歩で行かなければなら
なかった。
シオンの陣営が出発する前に，預言者は男性たちを隊に分けて隊長を任命するとともに，隊
員が守るべき規則を定めた。1834年5月5日，シオンの陣営はオハイオ州カートランドからミ
ズーリまでの600キロの行軍を開始した。隊員たちは朝と夕べに祈りをささげ，日曜日にはとも
せいさん

に集まって聖餐を受け，説教を聞いた。彼らは暴徒の襲撃に備えるために仮想演習と訓練を実
施した。預言者はこの行軍について次のように述べている。
「神がわたしたちとともにおられた。
みたま

神の御霊がわたしたちを先導した。小隊の信仰はいささかも揺らぐことがなかった。わたした
ちは天使たちがともにいることを知っていた。なぜならば，彼らを見たからである。」（History

of the Church，第2巻，73。教義と聖約103：20も参照）
長距離の行軍は決して楽な旅ではなかった。隊員は様々な試練を経験した。高温多湿な天候
のうえに悪路が重なっていた。隊員たちの足は皮がむけ，水泡ができ，血が流れていた。さら
に良質の食料と飲み水を手に入れることができないという問題も抱えていた。腐った食べ物を
口にしなければならなかったり，昆虫を取り除くために水をこしてから飲料水として使用した
りしなければならないことも度々あった。このようなつらい旅のために一部の隊員の間には口
論や争いが起きていた。また自分たちが苦難を受けているのはジョセフ・スミスのせいだと言
う者もいた。
しんせき

ある晩のこと，シルベスター・スミス（預言者の親戚ではない）とほかの隊員との間で口論
が起きた。隊員たちは預言者に口論を静めてくれるように要請した。シルベスター・スミスと
数名の隊員たちは非常に反抗的だったため，預言者は彼らに対して，現在の野営地を出発する
までにさらに苦難を受けることになると言った。翌日の朝になると，陣営のほとんどの馬が病
けんそん

気にかかっていた。預言者は隊員たちに，悔い改めて主の前に謙遜になるならば，馬は元気を
取り戻すだろうと言った。隊員たちは悔い改めた。そして正午までにシルベスター・スミスの
馬を除いてすべての馬が元気を取り戻した。シルベスターの馬は死んでしまった。
シオンの陣営がミズーリに到着すると，ジョセフ・スミスはパーリー・P・プラットとオーソ
ン・ハイドを州庁のダンクリン知事のもとへ派遣した。やがて二人の兄弟は帰ってくると，知
ひるがえ

事は前言を翻し，聖徒の土地と家屋を取り戻すための援助を拒否していると報告した。知事は
ミズーリの全財産を放棄して，生活する場所をほかで見つけるよう提案した。志気をくじかれ
るような知らせではあったが，シオンの陣営はジャクソン郡に向けて行軍を続けた。
行軍中の陣営はミズーリの暴徒たちからの監視といやがらせを受けていた。暴徒の指導者の
一人であったジェームズ・キャンベルという男は「2日以内にジョー・スミスとやつの軍隊を殺
せないようなことがあれば，おれの体を鷲とコンドルに食われてもよい」と誓っていた。キャ
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ンベルが率いる一団はミズーリ川を渡ろうとしたときに，川の真ん中でボートが転覆し，
ジェームズ・キャンベルと6人の男たちはおぼれ死んだ。キャンベルの遺体は下流に流され，遺
体が発見されたときには鷲とコンドル，そのほかの鳥と動物によって食い荒らされていた。
（History of the Church，第2巻，99−100参照）
ある日の晩，シオンの陣営はフィッシング川の川岸で野営することになり，野営の準備をし
ていると，銃で武装した5人の暴徒が乗り込んできて，その場に居合わせた人々を脅したうえで，
暴徒が攻撃を仕掛けてくると警告した。シオンの陣営の一部の隊員は暴徒と交戦することを望
んだが，ジョセフ・スミスは主の守りに頼るように言った。間もなく非常に大きな嵐が一帯を
襲った。激しい雨と雷が降り，大地が震えた。絶え間なく稲妻が空を裂き，雷鳴がとどろいた。
嵐は暴徒の弾薬を水浸しにし，おびえた馬を四散させ，暴徒たちがかぶっていた帽子に穴を開
け，ライフルさえも真っ二つにへし折った。豪雨によって川の水位が上がったため，暴徒は川
を渡ることも，シオンの陣営を攻撃することもできなかった。
ジョセフ・スミスはシオンの陣営が出発して間もなく，預言的な意味合いを持った警告を発
している。陣営に加わった人々が言い争い，不平を漏らし，主の戒めを守らなければ，陣営に
災い（大きな苦しみや病気）が下ると述べた。預言者はまた，災いによって何人かが命を落と
すであろうと預言した。しかし人々が謙遜になって悔い改めるならば，ほとんどの災いは姿を
現さないであろうと述べている。
約3週間後にこの預言は成就した。コレラと呼ばれる恐ろしい病気が陣営を襲った。従順で
あった人々も口論と不平を言い続けていた人々も同様に発病した。預言者ジョセフと兄のハイ
ラムさえも感染した。ジョセフとハイラムは症状が重かったため，命を落とすのではないかと
思っていた。二人は助けを求めて何度も祈った。ハイラムは突然立ち上がって叫んだ。「ジョセ
フ，家族のもとへ帰ろう。わたしははっきりとした示現を見た。母がりんごの木の下でひざま
ずいているのを見た。今も母は涙を流しながら，わたしたちの命を救ってくださるように神に
あかし

お願いしている。……御霊は，母の祈りとわたしたちの祈りがこたえられることを証しておら
れる。」
（ルーシー・マック・スミス，History of Joseph Smith，229より引用）
野営地で病床に就いてから8日後，ジョセフは陣営の多くの人々に対して，もし彼らが主の前
にへりくだり，主の戒めを守ることを聖約するならば，コレラは直ちに去ると言った。人々は
手を上げて，主と聖約した。すると病気は去った。シオンの陣営のうち約68人がコレラに感染
し，14人が亡くなった。
ジョセフ・スミスは1834年6月の終わりに，啓示（教義と聖約第105章）を受けた。ここで主
はシオンの陣営に対してミズーリの暴徒と戦ってはならないと命じられた。シオンの陣営に加
わっていた人々の内，一部は以前働いていた伝道地へ戻り，何人かはミズーリに残った。しか
し，大多数は家族のもとへ帰った。シオンの陣営はミズーリの聖徒のために彼らの家屋と土地
を暴徒の手から取り戻すことはできなかったが，参加した人々の信仰を試すという大切な目的
を果たした。彼らは不平を言わずに預言者ジョセフ・スミスに従うことと，遭遇した障害を克
服することを学ばなければならなかった。このテストを通過した後に，忠実な生活を送った
人々は教会の力強い指導者となった。十二使徒定員会と七十人第一定員会に召された最初の会
員のほとんどはこの中から選ばれた。
レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，

話し合いと
応用のための質問

生活に応用するうえで最も役立つと思われる質問を，採り上げる。教室で子供たちと一緒に聖
句を読み話し合えば，聖文に対する子供たち一人一人の理解力を高めるのに役立つ。
●

ジョセフ・スミスはなぜシオンの陣営を組織したのですか（教義と聖約103：1）。これらの
人々は最初，何をするために組織されましたか。主はシオンの陣営に何人が加わることを望
んでおられましたか（教義と聖約103：30）。主がわずか100人でも喜んで受け入れられたのは
なぜですか（主は求められたすべての人が喜んで助けようとはしないことを御存じだった；
教義と聖約103：31−34）。
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●

シオンの陣営に加わった人々はどのような試練を受けましたか（「レッスンを豊かにする活動」
の1を参照）。彼らはこれらの問題を自分に招くようなことをしましたが，それはどのような
ことでしたか。わたしたちはどのようにして自分の方から問題を招いているでしょうか。言
い争ったり，不平を言ったりする人々と同様に従順な人々も試練を受けたのはなぜですか。
わたしたちは従順であっても試練や問題に出会うことが時々あるのはなぜですか（学び，成
長させるため，試すため，偶然に起こったため，ほかの人々にも選択の自由があり，彼らが
間違った選択をしてその影響がわたしたちに及んだため，などの答えが考えられる）
。

●

シオンの陣営の人々は主が見守っておられることをどのようにして知りましたか。わたした
ちは主が見守っておられることをどのようにして知ることができますか。毎日の生活で主の
助けを得るにはどうすればよいでしょう。

●

シオンの陣営はミズーリの聖徒たちの家屋と土地を取り戻すという使命をなぜ果たさなかっ
たのですか（教義と聖約105：1−6）。聖徒はシオンをミズーリに築く以前に何をする必要が
ありますか（教義と聖約105：9−11）。ミズーリにおけるシオンの確立はまだ実現していない
ことを指摘する。救い主の再降臨の直前に実現される。

●

主は後に当初の計画とは異なり，暴徒と戦ってはならないと命じられました。主はなぜこれ
らの人々に対してシオンの陣営での経験をお与えになったのでしょうか（教義と聖約105：
19）。「信仰の試練」とはどういう意味ですか。シオンの陣営の多くの人々は忠実であり続け
ることができることを証明したことを指摘する。彼らは不平を言わず，口論せず，短気を起
こさなかった。彼らは信仰を強め，また預言者に耳を傾け，預言者を観察することによって，
指導力について多くのことを学んだ。

●

天父とイエス・キリストに対するわたしたちの信仰はどのように試されますか。信仰を試さ
れたことがありますか。わたしたちはこれらの試しによってどのように強さを身に付けてい
くのでしょうか。

●

一人の子供に教義と聖約105：23を声を出して読んでもらう。主は聖徒がどのような資質を身
に付けることを求めておられますか。忠実であること，よく祈ること，謙遜であることに
よってわたしたちはどのように強められ，また信仰の試練を受けるときにそれらが助けとな
りますか（「レッスンを豊かにする活動」の4を参照）
。

レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． レッスンのために，ざらざらした細い木片と紙やすりを用意する。（または鋭くとがった石
とつるつるした石を用意する。石を使う場合は活動の進め方を変える）
●

シオンの陣営の人々はどのような問題に出会いましたか。（病気，敵からの迫害，口論，
短気，腐った食べ物，汚れた水，皮膚のむけた足，などの答えが考えられる）
子供たちが答えている間に，ざらざらした木片を回して，感触を確かめさせる。ざらざ

らした木片を，試練や問題によって試されていない神の子らにたとえる。
●

この木片で作ったスプーンや鉛筆を使いたいと思いますか。なぜ使いたくないと思いますか。

●

わたしたちはどのような試練を受けるでしょうか。

子供たちの答えを黒板に書き出す。
●

これらの試練を切り抜けるにはどうすればよいでしょう。
試練と，試練を切り抜ける方法について話し合っている間に，少なくとも木片の一部が

つるつるになるまで紙やすりでこする。問題に出会ってもそれを克服することによってわ
たしたちはこの木のように磨かれていくことを説明する。問題を克服すると，不完全なと
ころは「削り取られ」て，わたしたちはもっと良い人になり，天父とイエス・キリストの
お役に立つことができる。
木片をもう一度子供たちに回し，ざらざらした部分とつるつるした部分の違いを確かめ
させる。
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2． 黒板に大きな円を二つ書く。一つの円に「前世」，別の円に「現世」と書く。子供たちと一
緒にアブラハム3：24−26を読む。第一の位は前世，わたしたちが地上に生まれる前の生活
であることを説明する。
●

わたしたちがそこで行われたテストに合格したことはどのようにして分かりますか。（第
一の位を守った──地上に生まれた）
第二の位は現世であることを説明する。

●

どうすればここで行われるテストに合格して，「主なる〔わたしたち〕の神が命じられる
すべてのことを〔わたしたち〕がなす」ことを証明することができるでしょうか。
じゅうぶん

子供たちに，神が行うように言われた事柄を黒板に書き出してもらう
（什分の一を納める，
教会へ行く，互いに愛し合う，など）。子供たち一人一人に，今週努力することとして一つか
二つの項目を選んで，導入の活動で使ったテスト用紙の裏にそれを書くように言う。
わたしたちは一生を通じてテストを受けることを子供たちに理解させる。1日や1週間戒
めを守るだけで，テストに合格することはできない。一方，もし戒めを破ったとしても，
永久に不合格になるわけではない。悔い改めた後に戒めを守るならば，天父のもとに帰る
ことができる。
3． 子供たちに「歴史記事」の一部をドラマ化させる。あなたがせりふを用意してもよいし，
あなたが物語を読んで，子供たちに登場人物を演じさせ，その人物が言うと思うことを言
わせてもよい。
4． 教義と聖約105：23−24から，忠実である，よく祈る，へりくだる，わたしたちが信じ行っ
ていることを自慢しないなど，子供たちに当てはまる原則を書き出し，話し合う。これら
の原則に従うことによって，どのように試練に備えることができるかを子供たちに理解さ
せる。これらの原則にもっとよく従って生活するために，今週子供たちは何ができるかを
考えさせる。
5． クラスを「シオンの陣営」として組織し，ワードまたは支部の会員たちを助けるために何
ができるかを話し合わせる。未亡人を訪問する，ワードか支部の清掃プログラムに参加す
る，クラスで不活発な子供がいれば初等協会に誘う，などが考えられる。神権指導者の承
認を得たうえで，奉仕活動を行う。
6．「主の計画にしたがう」（『子供の歌集』86）を歌うか，歌詞を読む。
まとめ
証

地上に来る機会を得たことについてのあなたの気持ちを述べ，また，いつの日か天父とイエ
ス・キリストとともに生活するためにふさわしくなりたいというあなたの望みについて話す。
子供たちに，もし忠実であり従順であるならば，この偉大な祝福を受けるためのふさわしさを
身に付けることができることを述べる。

読書課題

本課の復習のため，家庭で教義と聖約105：1−6，9−10を研究するよう，子供たちに提案する。

家族との分かち合い

物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を家族で一緒に

の提案

読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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29課

第

外国に出て行く宣教師

目 的
準 備

宣教師になって人々と福音を分かち合おうとする子供たちの意欲を燃え立たせる。
1． 教義と聖約107：23，33，35；112章の前書き，19−22，28，30−34（十二使徒の責任）と
本課の歴史記事を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文と歴史記事
を子供たちにどう教えるかを決める（本書「レッスンの準備」vi−vii，「聖文と歴史記事に
基づいて教える」vii−ix参照）。
2． その他の参照箇所──教義と聖約11：12；18：26−28；112：4−10
3． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
4． レッスンに登場する大切な言葉と文をそれぞれ別の紙に書く。クラスの子供の人数に合わ
せて必要なだけ用意する（クラスが少人数であれば，一人に2枚与えてもよい）。以下の言
葉と文を参考にする。
十二使徒
「真理は勝つ」
87ドル
1,800人
バプテスマを受けるためにわれ先に駆け出す
イエス・キリストの特別の証人
巡査
「フレー，フレー，イスラエル」
5． 教材
ａ．教義と聖約（人数分）
ｂ．世界地図，本課の最後のページ

レッスン
導 入

一人の子供に開会の祈りをさせる。
●

旅行したことがありますか。どれほど遠くまで旅行したことがありますか。
家族の中に外国へ旅行したことがある人のいる子供がいれば，その子供に外国旅行について
話してもらう。
世界地図を見せ，子供たちや家族が旅行したり，住んだことのある地域を示してもらう。

●

子供たちが知っている宣教師たちはどこで伝道しているでしょうか（もし子供たちが答えら
れなければ，あなたか，あなたの友達，あなたの家族で伝道に出た人，または現在ワードま
たは支部から伝道に出ている人たちの任地を紹介する）
。
イエス・キリストの教会において伝道は常に重要視されてきたことを説明する。オハイオとミズー
の

リで教会が強くなってきたとき，主は宣教師を召して福音を宣べ伝えるために外国へ派遣された。
聖文と歴史記事

子供たちに準備した紙を1枚ずつ配る。あなたがレッスンを教えるときに使う言葉と文章をよ
く聞いているように言う。紙に書いてある言葉か文が出てきたら，その子供は教室の前へ出て
来て，紙を黒板か机の上に掲示する。
「準備」の項に列挙されている聖句と，以下の歴史記事「十二使徒定員会が組織される」から，
十二使徒はイエス・キリストの特別の証人となること，また伝道活動を指示する責任があるこ
とを子供たちに教える。またほかの歴史記事から，初期の宣教師が外国で福音を宣べ伝えるた
めにどのような努力をしたかを子供たちに教える。世界地図を使いながら説明する。
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十二使徒定員会が組織される
イエス・キリストの教会の回復に当たって行われた重要な出来事の一つが，十二使徒定員会の組
織であった。1835年2月に12名の男性が十二使徒に召され聖任された。主は預言者ジョセフ・スミ
スに十二使徒の義務を啓示され，預言者は使徒たちに何をなすべきかを教えた。使徒は「イエス・
キリストの名の特別な証人」となり，全世界に出て行って福音を宣言し，イエス・キリストについて
人々に教えることになった（教義と聖約107：23，33，35；教義と聖約18：28も参照），現在の十二使
徒も同じ責任を受けているが，末日の最初の使徒たちが果たした方法とは異なる方法で責任を果
たしている。
これら最初の十二使徒は数百キロにも及ぶ旅をして，伝道活動を行い，教会員を力づけ，また指
示を与えた。十二使徒は教会の伝道活動について責任を持っていたが，彼らだけが宣教師として
働いたのではなかった。ジョセフ・スミス自身もオハイオ周辺の州とカナダへ短期の伝道に何度も
出かけている。イエス・キリストの真の教会が回復されたことを教えるためにオハイオ州カートラン
ド地域へ召された宣教師もいた。ほとんどの宣教師は数週間から数か月の伝道活動を終えて，短
期間家に帰り，また別の伝道地に出かけるという生活をしていた。これら宣教師の妻と子供は家に
とどまって，伝道期間中家庭を守り，農業に従事した。間もなく宣教師は遠距離を旅して，長い期
間にわたって働くようになり，全世界の人々に福音を宣言することになる。
イギリスへ向かったヒーバー・C・キンボール
1837年6月，ジョセフ・スミスはカートランド神殿において十二使徒であったヒーバー・C・キン
みたま

しもべ

ボールにこう言った。
「ヒーバー兄弟，主の御霊はこのようにささやかれました。
『わたしの僕ヒー
バーはイギリスへ行って福音を宣言しなさい。そして同国の救いの扉を開きなさい。』」
（オーソン・
F・ホイットニー，Life of Heber C. Kimball，103−104で引用；History of the Church，第2巻，490
も参照）キンボール長老は貧しかった。また宣教師として働くための能力が不足しているのではな
いかと心配だった。しかし，彼は召しを受け入れ，良い宣教師になることができるように祈った。
キンボール長老と6人の同僚は海を渡ってイギリスのリバプールに到着した。一行はリバプールで
数日を過ごした後，主の御霊が告げるままに約50キロ離れた町プレストンへ行った。彼らがプレスト
ンに到着すると町の通りは人々でごった返していた。選挙の投票日に当たっていたのだった。宣教
師たちは「真理は勝つ」
と記された大きな横断幕を目にしたとき，この国における伝道活動がこの横断
幕の言葉どおり成功するように願いながらこう言った。
「アーメン。そのとおりになりますように。」
（スタ
ンリー・B・キンボール，Life of Heber C. Kimball：Mormon Patriach and Pioneer，45で引用）
翌日，宣教師たちは地元の牧師から招かれて，その牧師の教会の人々を前にして説教をする
ことになった。集まった会衆の中には，宣教師たちがイギリスへ到着する前に彼らを夢で見て
いた人々がいた。宣教師は家々を訪れて，また街角で伝道した。1週間もたたないうちに数人の
人々がバプテスマを受ける準備ができた。
イギリスで最初のバプテスマが行われる日の朝，宣教師たちは自分たちの部屋に悪霊がいるの
に気づいた。サタンはイギリスで福音が宣言されるのを阻止しようとしていたのである。宣教師た
ちが熱心に祈ると，主は悪霊を追い出された。バプテスマは予定どおりに行われた。一部の人々
はバプテスマを受けるのを待ちきれずに，キンボール長老が待っている川に向かってわれ先に駆け
だした。ジョージ・D・ワットが競争に勝ち，イギリスで最初にバプテスマを受けた改宗者となった。
長老たちは8か月の間に2,000人を越える人々に教え，バプテスマを施した。ヒーバー・C・キン
ボールは約1年間の伝道を終えて，1838年5月にカートランドの自宅に戻った。
イギリスへ向かった十二使徒
十二使徒定員会の会員たちは1839年にイギリスにおける伝道を継続するために同国へ向かうよ
うに命じられた。出発の時を迎えたが，多くの使徒とその家族はマラリヤに感染していた。病床に
あったにもかかわらず使徒たちは出発を決意し，主の守りにすべてを託すことにした。
使徒たちの妻も多くは病気にかかっており，夫のいない家庭を守ることがどれほど難しいかを知って
いたが，宣教師として働く夫を支持した。ヒーバー・C・キンボールとブリガム・ヤングは病気のために衰
128

第29課

弱していたが，それぞれ妻に励ましの言葉をかけると，馬車に乗って出発した。彼らは頭上にかざした
帽子を3度振り，
「フレー，フレー，イスラエル」
と叫んだ。妻たちは家の入り口に立って，
「行ってらっしゃ
い。神の祝福がありますように」
と叫び返した
（Life of Heber C. Kimball，266で引用）
。
ヤング長老とキンボール長老はともにイギリスへの旅費はほとんどないに等しい状態だった。所
持金は二人合わせて13ドル50セント，それも友人からもらったものだった。二人はミズーリからカー
トランドへ行く駅馬車に乗ったが，所持金がすぐに底をついて駅馬車ではあまり遠くまで行けない
だろうと思っていた。しかし，ヤング長老は旅を始めてすぐのころにお金を払おうとしてトランクを
開けると，まだ駅馬車に乗って旅を続けるだけのお金があった。次の中継点でも同じことが起こっ
た。こういうことがカートランドまで続いた。二人は駅馬車に乗って640キロを旅した。出発時に13
ドル50セントしか持っていなかったのに，使った運賃は87ドルに上っていた。ヤング長老とキン
ボール長老は，二人が助けを必要としていることを知った天使がトランクの中に不足分を入れてく
れたに違いないと思った。
十二使徒定員会の会員たちはイギリスに到着すると，そこで分かれて別の方角に向かった。ウィル
フォード・ウッドラフは南下してヘリフォードシャー地域へ行った。そこで彼が目にしたのは，熱心に福音
を受け入れた大勢の人々であった。ウッドラフ長老の教えを聞くために集まった人々の数が1,000人を
越える集会が度々あった。あるとき一人の巡査がウッドラフ長老が教えている集会に入ってきた。そし
て，地元の教会の牧師からの要請で，説教をしているのは法律に違反するとしてウッドラフ長老を逮捕
しに来たと言った。ウッドラフ長老は説教の正式な許可書を持っていることを説明して，巡査に座って
くれるよう頼んだ。ウッドラフ長老は集会が終わり次第，巡査と話をすることを約束した。巡査は福音
の原則を教えるウッドラフ長老の話を1時間以上聞いていた。集会が終わると7人の人々がバプテスマ
を受けたいと言った。そのうち4人はほかの教会の牧師であり，そのほかにウッドラフ長老を逮捕しに
来た巡査も混じっていた。巡査は逮捕を依頼した牧師のところへ引き返すと，ウッドラフ長老を逮捕し
なかったと言った。なぜならば，巡査はウッドラフ長老から
「生涯で初めて唯一の正しい福音の説教を」
聞いたからであった。この牧師はその後，教会の者を二人スパイとして集会にもぐり込ませ，ウッドラフ
長老が教えている事柄を探らせた。しかしこの二人も改宗して，バプテスマを受けた
（マサイアス・F・
カウリー，Wilford Woodruff：History of his Life and Labors，118参照）
。ウィルフォード・ウッドラフと
同僚たちの努力により，イギリス南部で1,800人以上の人々が教会員になった。
ほかの使徒たちもイギリスでの伝道は大きな成功を収めた。1841年の春に彼らがアメリカへ帰
国するまでに，数千人の人々が教会に加わった。これら改宗者の多くはアメリカに移り住んだ。イ
ギリスから来た聖徒たちの信仰と支持は教会にとって大きな祝福であった。
世界の他の国々に向かった宣教師たち
十二使徒は当時教会の本部が置かれていたイリノイ州ノーブーへ戻ると，全世界で宣教師活動を
行うよう指示した。オーソン・ハイド長老は短期間ではあったがすでにドイツとオランダで福音を宣言
し，エルサレムへ行ってイエスが地上にいる間住まわれた聖地を奉献した。間もなく太平洋の島々に
み こと ば

も宣教師が派遣された。十二使徒を通して主の御言葉は地のすべての国々に広がり始めた。
話し合いと
応用のための質問

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生活
に応用するうえで最も役立つと思われる質問を，採り上げる。教室で子供たちと一緒に聖句を読み
話し合えば，聖文に対する子供たち一人一人の理解力を深めるのに役立つ。
十二使徒のおもな責任は何ですか（教義と聖約107：23）。キリストの名の証人になるとはどうい
あかし

う意味ですか（人々にキリストについて教え，キリストがわたしたちの救い主であることを証する）。
十二使徒はだれに対してイエス・キリストの特別な証人となるのですか。
●

イエス・キリストの証人となる他に，十二使徒はどのようなことをするために召されている
のでしょうか。十二使徒は伝道活動（教義と聖約18：26−28；112：21−22），教会のそのほ
かの業務（教義と聖約107：33）を監督することを説明する。十二使徒は共同して，神権のす
かぎ

べての鍵を持つ（教義と聖約107：35；112：30−32）
。
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●

主は外国で福音を宣べ伝えるために派遣された十二使徒と宣教師をどのように祝福すると約束
されたでしょうか（教義と聖約112：19，21）。宣教師はこの祝福を受けるために何をしなければ
ならなかったでしょうか（教義と聖約112：10，22，28；教義と聖約11：21も参照）。わたしたちは
この祝福を受けることができるでしょうか。この祝福を受けるためにわたしたちは何をしたらよ
いでしょうか。

●

イギリスの人々は宣教師のメッセージに対してどのような反応を示したでしょうか。キンボール
長老と同僚のもとへ悪霊が来たのはなぜだと思いますか。サタンはなぜ宣教師の働きをやめさ
せたいのでしょうか。

●

十二使徒や宣教師の妻と子供はどのように伝道活動に貢献したでしょうか。宣教師が福音を教
こんにち

えているときに，宣教師とその家族はどのような祝福を受けましたか。今日の宣教師とその家族
はどのような祝福を受けているでしょうか（あなたまたはあなたの家族が伝道に出ていた間や
宣教師を支援したときに祝福を受けた経験を分かち合う）
。
●

天父とイエス・キリストがわたしたちに人々と福音を分かち合うことを望んでおられるのはなぜ
でしょう。わたしたちは今どのような祝福を受けていますか。どのような祝福をほかの人々にも
受けてもらいたいと思いますか（天父の計画と天父がわたしたちを愛しておられることを知るこ
と，戒めに従うときに来る幸せな気持ち，わたしたちがふさわしければいつか天父とイエス・キ
リストとともに住めるようにしてくれる儀式，などの答えが考えられる）。

●

あなたは今，どのようにして宣教師になることができるでしょうか（「レッスンを豊かにする活動」
の1を参照）。いつか専任宣教師になるためにどのような準備をしたらよいでしょうか（「レッスン
を豊かにする活動」2参照）。宣教師になるとどのように天父とイエス・キリストに近づくことがで
きるでしょうか。

レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チャレ
ンジに利用してもよい。
1． レッスンを準備する際に以下の指示をそれぞれ別の紙に書いて（一人に最低1枚は配れるよう
に）
，1枚ずつ紙コップか小さな箱に入れる。
●

あなたの好きな聖句を暗唱するか説明しなさい。

●

信仰箇条の中から1節を暗唱するか説明しなさい。

●

友達を招待できる教会の活動を一つ挙げなさい。

●

友達に見せるとよい教会のビデオを一つ挙げなさい。

●

友達に見せるとよい教会の雑誌か本を一つ挙げなさい。

●

学校で無視されているような人と友達になるための方法を提案しなさい。

●

礼儀正しくする方法を二つ挙げなさい。

●

良い模範を示す方法を二つ挙げなさい。

●

あなたの好きな教会の賛美歌か歌を歌うか，歌詞を言いなさい。

●

あなたはなぜイエス・キリストに感謝しているかを言いなさい。

●

友だちに贈るモルモン書にどのような言葉を書くことができるかを言いなさい。

●

自分の証を強める方法を言いなさい。

●

だれかに心からの賛辞を贈りなさい。

●

聖典から好きな人の名前と好きな理由を言いなさい。
黒板に「わたしは今，宣教師になることができます」と書き，今，宣教師になることができる

方法を尋ねることを子供たちに説明する。紙コップか箱を床にひとまとめにして一人の子供に
小さな石かボタンを渡す。そして石かボタンをコップめがけてほうらせる。石かボタンが入っ
たコップを取って紙を取り出し，指示に従うように言う。全員が1回は石かボタンをほうって，指
示を実行するまで続ける。
活動が終わったら，子供たちに紙と鉛筆を渡して，宣教師になるために今週どのようなことをす
るかを書かせるとよい。今，宣教師になることを忘れないように，この紙を家へ持って帰らせる。
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2． 子供たちが将来，専任宣教師になるために役立つ技術と行動をそれぞれ別の紙に書き，そ
の紙を箱などの容器の中に入れておく。子供たちに一人ずつ容器の中から紙を1枚取って，
書かれていることをジェスチャーで演じさせて（または黒板に絵を描く），ほかの子供たち
にそれを当てさせる。
以下の例を利用するか，教師なりに考えて文を作る（子供たちが技術や行動を考えて，
それをジェスチャーで演じてもよい）
。
●

聖文を読む。

●

日記をつける。

●

貯金する。

●

ほかの人に自分のことを話す。

●

シャツやブラウスにアイロンをかける。

●

ボタンを付ける。

●

ネクタイを結ぶ。

●

食事を作る。

●

自転車のタイヤのパンクを修理する。

3． 子供たちのうち，宣教師の伝道によって教会員になった人はどれくらいいるかを尋ねる。子供自
身，両親または家族のだれかが宣教師の教えを受けたはずだから，全員が宣教師のおかげで
会員になったことを理解させる。あなたまたはあなたの家族がどのようにして宣教師のレッスン
を受けたかについて話しなさい。子供たちも同様の経験があれば話してもらう。子供たちに，家
族で最初に教会員になった人は福音をどのようにして知ったかを両親から聞くように勧める。
きょう

4． 黒板に「わたしは今日，宣教師でしたか」と書く。
一人の子供に，以下の教会のスペンサー・W・キンボール第12代大管長の話を声を出して読
んでもらう。
「すべての男性と女性と子供たち，―すべての若人とすべての幼い少年少女―は伝道しな
ければなりません。これは外国へ伝道に行ったり，正式に専任宣教師として召され，任命され
なければならないという意味ではありません。わたしたち一人一人は，与えられた福音の真理
について証する責任があるという意味です。すべての人には親戚や隣人，友人，仕事の同僚が
います。模範と説得（教えること）
によって福音の真理を彼らに伝えるのはわたしたちの責任で
す。
」
（ lt Becometh Every Man， Ensgin，1977年10月号，3）
●

キンボール大管長が言った，模範によって教えるとはどういうことでしょうか。キンボール大
管長が言ったようにわたしたちは今，宣教師になるにはどうしたらよいでしょうか。あなたは
だれかが教会についてもっと知りたいと思うような行いをしたことがありますか。

5． 子供たちに信仰箇条第10条を暗記させるか復唱させる。イスラエルの集合とは人々をイエス・
キリストの教会に加わらせるという意味であることを説明する。このために，伝道活動を通し
て全世界の人々に福音を教えることが必要となる。
6．「宣教師になりたいな」
または「宣教師になりたい」
（
『子供の歌集』90，91）
を歌うか，歌詞を読む。
まとめ
証

福音が回復されたことと，全世界に福音を宣言する宣教師に対する感謝の気持ちを表す。子供
たちに，初期の宣教師の模範に従うこと，人々に福音を分かち合いたいという気持ちをはぐくむよ
うに奨励する。

読書課題

本課の復習のため，家庭で教義と聖約107：23と112：10，19を研究するよう，子供たちに提案する。

家族との分かち合い

物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を家族で一緒に読ん

の提案

だりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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アダム・オンダイ・アーマン

目 的
準 備

30課

第

イエス・キリストの再臨と福千年を待ち望み，準備する。
1． 本課の歴史記事と教義と聖約29：9−11；43：20−23，29−31；45：32，39−40，44−45，
55−59；101：22−34；107：53−56；115：7−10；116を祈りの気持ちで研究する。それか
らレッスンを検討し，聖文と歴史記事を子供たちにどう教えるかを決める（本書「レッス
ンの準備」vi−vii，「聖文と歴史記事に基づいて教える」vii−viii参照）
。
2． その他の参照箇所──マタイ24：36；使徒行伝1：9−11；教義と聖約49：7；『福音の原則』
41章，43章，44章
3． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
4． 以下の言葉を書いたカードを作る──「最初の」「妻」「園」「実」「追い出す」「死ぬ体」「子
供たち」
5． 教材
ａ．教義と聖約（人数分）
ｂ．聖書
ｃ．本課の最後にある「ミズーリと周辺地域」の地図
ｄ．視覚資料5−28「再臨」（『福音の視覚資料セット』238）

レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導 入

黒板に「アダム」と書く。
●

アダムはどのような人でしたか。
子供たちにあなたが準備したカードを順番に取って，カードに書かれている言葉をヒントに

してアダムについて知っていることを話してもらう。必要に応じて助ける。
以下の点が網羅されていることを確認する。
アダムは神が地上に置かれた最初の人である。アダムと妻のエバはエデンの園に住んでいた。
二人は善悪を知る木の実を食べた後，園を追い出された。二人は死ぬ体となり，また子供たち
を持つことができるようになった。
聖文と歴史記事

ミズーリ北部における教会の成長と，アダム・オンダイ・アーマンで起きた出来事について，
以下の歴史記事と教義と聖約107：53−56；115：7−10；116から教える。それぞれの場面で絵
と地図を使いなさい。その後，教義と聖約45：55−59と101：22−34から福千年の間の生活はど
のようなものかを教える。
ファーウェストで成長する教会
教会員はミズーリ州ジャクソン郡を追放されたが，1836年に政府の役人から，ミズーリ州北
部へ移って新しい郡を築く許可を与えられた。この新しい郡の周囲には10キロの細長い未開地
があって，教会員と教会員でない人々とを分け隔てていた。聖徒たちはこの地域に移って
ファーウェストと呼ばれる中心の都市を築き，周辺に幾つかの町を築いた。
一方，オハイオ州カートランドでは特に，預言者にひどく敵対して教会を去った人々との問
題をはじめとして，多くの問題が起きていた。1838年1月，ジョセフ・スミスは，教会を支配し
たいと考えている人々が彼を殺そうと企てているという警告を受けた。ジョセフはカートラン
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ドを離れる必要があった。またファーウェストの教会は組織を整えるために助けを必要として
いた。このため，ジョセフとエマはファーウェストへ向かうことにした。
ジョセフ・スミスの敵はジョセフがカートランドから出て行くのを望まなかった。このため，ジョセ
フの友人たちはひそかにジョセフを町から脱出させることにした。彼らはジョセフを大きな箱の中
に隠し，その箱を牛車に積んで，敵に悟られないように町を出た。無事に町を脱出すると，ジョセ
フは箱から出て馬に乗り，シドニー・リグドンとともにファーウェストへ向かった。彼らは約100キロ
ほど行くと，家族が合流するのを待って，さらに旅を続けた。敵は銃で武装して300キロ以上も追跡
したが，彼らを捕らえることはできなかった。ファーウェストの聖徒たちは預言者の一行のために
幌馬車と必需品を送り，やがて一行をファーウェストに迎えた。
ジョセフ・スミスはファーウェストに到着した数か月後に，聖徒に対して同地に神殿を建設
するように命じる啓示を受けた。主は1838年7月4日に工事を始めるように命じられた（教義と
聖約115：8−10参照）。7月4日の朝，ミズーリ市民軍（小規模の市民軍）と教会指導者，それに
教会員は大行進を繰り広げた。音楽を演奏して神殿の敷地まで行進し，円陣を作った。シド
ニー・リグドンが話をした後，全員で「ホザナ」を叫び，レビ・ハンコックがこの日のために
作曲した歌をソロモン・ハンコックが歌った。その後，預言者ジョセフの管理の下に神殿の4つ
の隅石を置く式典が行われた。
アダム・オンダイ・アーマンに関する啓示を受けたジョセフ・スミス
1838年5月のある日，預言者と数人の人々は聖徒たちが住む町を築く場所を探していた。そして，
スプリングヒルと呼ばれていた場所まで来たとき，ジョセフはもう一つの啓示を受けた（教義と聖約
116章）。主はスプリングヒルをアダム・オンダイ・アーマンと名付けたことをジョセフに明らかにされ
た。オーソン・プラットは後に，この名称は「アダムが話した言葉」によると「アダムが住んだ神の谷」
という意味であると話している
（Journal of Discourses，第18巻，343）。
黒板に「アダム・オンダイ・アーマン」と書く。
ジョセフ・スミスによれば，アダム・オンダイ・アーマンは神がアダムに語られ，アダムが
主に犠牲をささげた場所である。アダムは亡くなる前に，アダム・オンダイ・アーマンに家族
を集めて祝福を与えている（教義と聖約107：53−56参照）
。
アダム・オンダイ・アーマンは将来にわたっても重要な場所となる。キリストの再臨の時が
近づくとアダムは再びアダム・オンダイ・アーマンへ来て，大会議を開く。地上で神権の権能
かぎ

の鍵を持っていたすべての預言者がこの会議に集まって，それぞれの働きをアダムに報告する。
その後イエス・キリストはアダム・オンダイ・アーマンを訪れ，アダムは神権の鍵を主に返す。
その後，キリストは地球へ戻って，福千年すなわちキリストが地上に住んで支配される1,000年
間の幕が切って落とされる。
教会員はアダム・オンダイ・アーマンに関して明らかにされたこの教えに歓喜した。ジョセ
フ・スミスは，この地域がカートランドからミズーリへ移る聖徒たちの集合の地となると語っ
た。1838年の夏に多くの聖徒がアダム・オンダイ・アーマンへ移った。アダムが住んだ地に住
むということはこの上ない祝福だと考えたからである。
福千年
福千年の間，地上でどのような生活が行われるかを話すに当たって，教義と聖約101：22−34
から以下の点を説明する（子供たちに聖典を開いて該当する節を黙読させるとよい）
。
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●

すべての人は救い主を見ることができる。
（23節）

●

すべての悪人は滅ぼされる。（24節）

●

人と動物は平和に生活する。（26節）

●

サタンはだれをも誘惑する力を持たない。
（28節）

●

悲しみと死が存在しない。（29節）

●

人は年を取ると，一瞬のうちに死ぬ体から死なない体に変えられる。
（30−31節）

●

主は地球が創られた方法とその将来を含む天地に関するすべてを明らかにされる。
（32−34節）

第30課

話し合いと
応用のための質問

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，
生活に応用するうえで最も役立つと思われる質問を，採り上げる。教室で子供たちと一緒に聖
句を読み話し合えば，聖文に対する子供たち一人一人の理解力を深めるのに役立つ。
●

スプリングヒルと呼ばれた地域はなぜ大切だったのですか（教義と聖約107：53−56；116）。教
会員はアダムが住んでいた場所を知らされたときにどのような気持ちを覚えたと思いますか。

●

大昔にアダム・オンダイ・アーマンでどのようなことが起こったでしょうか（教義と聖約
107：53−56；アダムは家族を祝福し，子孫にどのようなことが起こるかを預言したとき，
927歳だったことを指摘する）。アダム・オンダイ・アーマンで将来どのようなことが起こる
でしょうか（アダムが再び来る；教義と聖約116）。主の再臨と福千年を始める準備として，
アダムとそのほかの預言者から神権の権能の鍵を返してもらうために，キリストもアダム・
オンダイ・アーマンにおいでになることを指摘する。

●

イエス・キリストの再臨とはどういう意味ですか。イエスは最初に赤ん坊として地上に来ら
れたが，再びおいでになるときは大人として来られることを説明する。キリストは亡くなっ
て復活されてから，使徒たちに姿を現し，その後天に昇られたことを子供たちに思い起こさ
せる。二人の天使が現れて，いつの日かイエスは天に昇られたのと同じようにして地上にお
いでになることを使徒たちに告げた（使徒1：9−11参照；教義と聖約29：11；45：44も参照）
。
それ以降，人々はイエス・キリストの再臨を待ち望んできた。

●

再臨はいつ行われるのでしょうか（教義と聖約29：9−11）。「その時は近い」とは間もなく行
われるという意味だが，天父以外にいつ行われるかをはっきりと知っている人はいないこと
を説明する（マタイ24：36；教義と聖約49：7参照）。イエスが来られる時を知らない方がよ
いのはなぜでしょうか。

●

救い主は再び来られた後，何年間支配されるのでしょうか（教義と聖約29：11）。この千年間
は何と呼ばれますか（教義と聖約43：40）
。

●

イエスが再び地上に来られるとき，正しい人はどうなりますか（教義と聖約45：45，57−59）
。
わたしたちはなぜイエス・キリストの再臨と福千年を待ち望むべきですか（教義と聖約45：
おそ

けいけん

39，44；39の畏れるとは敬虔な気持ちを持つという意味であることを説明する）。救い主を愛
して，救い主に従い，救い主がおいでになることを待ち望む人々は祝福されることを子供た
ちに理解させる。わたしたちは救い主の再臨のためにどのような準備ができますか（教義と
聖約43：20−23；45：32，57；「レッスンを豊かにする活動」の1を参照）
。
レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． 再降臨と福千年に備える方法を述べた以下のカードを作る（教義と聖約43：20−23；45：
32，57参照）。
悔い改めてバプテスマを受ける。
聖なる場所に立つ。
真理を受け入れる。
自分の導き手として聖なる御霊（聖霊）を受ける。
サタンにだまされない。
一人の子供にカードを一枚選び，声を出して読み，黒板か机または床の上に置くように
言う。カードに記されている文章の意味と，どうすればそのように自分を備えることがで
きるかについて話し合う（例えば，「聖なる場所に立つ」ためには，神殿に入るためにふさ
わしい生活を送る，教会の集会に出席する，悪い影響を受ける場所から遠ざかる，家庭の
中がいつも良い雰囲気であるように助けるなどがある）
。
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2． 以下の言葉をカードに書く。
「アダム・オンダイ・アーマン」
「再臨」
「福千年」
「準備する」
。
これらのカードを裏返しにして机か床の上に置く。子供たちに順番にカードを選んで，
カードに書かれている言葉について，レッスンで学んだことを一つ言わせる。一人の子供
がカードを戻したら，かき混ぜて，次の子供がカードを選ぶようにする。全員が少なくと
も1回は参加し，またすべてのテーマを採り上げるまで続ける。
3． 本課の最後のページにある絵を子供の人数分だけコピーするか，黒板に同じような絵を描く。
これらの絵はイエス・キリストの再降臨の前に現れる兆候を示していることを説明する。
子供たちに以下の聖句は，どの絵を表しているかを見つけさせる。
教義と聖約29：14
教義と聖約29：16
教義と聖約29：18
教義と聖約45：26−27
教義と聖約45：32
教義と聖約45：33
福音に従って生活するよう努力しているならば，再臨を恐れる必要はないことを子供た
ちに話す。わたしたちは，天父がわたしたちに望んでおられる事柄を行うことができるよ
うに守られ，またイエス・キリストが来られる時を待ち望むことができる。
4． 子供たちに信仰箇条第10条を暗記させるか，復唱させる。
5．「主の来られるとき」（『子供の歌集』46）を歌うか，歌詞を読む。
まとめ
証

救い主に対する愛と感謝の気持ちを述べ，救い主が再び地上においでになることがどれほど
すばらしいことかを説明する。子供たちにイエス・キリストに従い，戒めを守ることによって，
再臨と福千年のために自らを備えるよう励ます。

読書課題

本課の復習のため，家庭で教義と聖約29：10−11と107：53−56を研究するよう，子供たちに
提案する。

家族との分かち合い
の提案

物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を家族で一緒に
読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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第

撲滅令

目 的
準 備

初期の教会員が遭遇した苦難を子供たちに理解させ，預言者に耳を傾け従う気持ちを強める。
1． 教義と聖約105：6−10と本課の歴史記事を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを
検討し，聖文と歴史記事を子供たちにどう教えるかを決める（本書「レッスンの準備」vi−
vii，
「聖文と歴史記事に基づいて教える」vii−viii参照）
。
2． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
3． 教材
ａ．教義と聖約（人数分）
ｂ．
「ミズーリと周辺地域」の地図（第30課の課末）
ｃ．視覚資料5−29「ハウンズミル」；生ける預言者の絵（集会所付属図書館または教会機
関誌から）

レッスン
導 入

一人の子供に開会の祈りをさせる。
「火事だ」と叫ぶ声がして，見ると煙が部屋に入ってきていたら，あなたはどうしますか。

●
●

あなたが何もしなかったらどうなりますか。

●

あなたの住んでいる地域に台風（洪水，火山の爆発，そのほかの天災）が上陸するという警
告を聞いたらあなたはどうしますか。

●

あなたが何もしなかったらどうなりますか。
わたしたちは警告に耳を傾け，従う必要があることを指摘する。初期の教会員は多くの問題

に出会い，そのうちの幾つかは教会員が預言者ジョセフ・スミスの警告に耳を傾けて従ってい
れば避けられたことを説明する。
聖文と歴史記事

以下の歴史記事から，初期の教会員がミズーリで受けた試練と迫害について子供たちに教え
る。適当なときにハウンズミルの絵を見せ，また様々な出来事の展開に応じて地図上の位置を
示す。その際，一人の子供に地図に小さな印を付けてもらうようにするとよい。
聖徒たちはミズーリ州ジャクソン郡を追放されたことを子供たちに思い起こさせる。主は聖
徒が従順でなかったためシオンを築き上げるのを待たなければならないと言われた（教義と聖
約105：6−10参照）。聖徒はその後ミズーリ州北部へ移ったが，そこでも問題が起きた。
ミズーリ州北部で始まった暴力事件
1838年8月の選挙日に末日聖徒の一団が投票するためアダム・オンダイ・アーマンからガラ
ティンの町へ向かった。彼らは途中で，投票に行くのをじゃましようとする暴徒に出会った。
聖徒たちが投票権を行使すると，彼らは自分たちが推す候補者は落選してしまうことを恐れて
いた。暴徒の一人が聖徒の一人に殴りかかって，殴り倒した。こうして双方入り乱れてのけん
かが始まった。暴徒側も聖徒側も双方にけが人が出た。翌日，ミズーリ州ファーウェストの教
会指導者に知らせが届いたときには，その出来事はかなり誇張されていた。教会員数人が殺さ
れたというのである。ジョセフ・スミスと数人の男性は武装して馬にまたがりアダム・オンダ
イ・アーマンの定住地へ行った。そして幸いにも殺された者は一人もいないことを確認した。
教会の敵は，教会側からけんかを仕掛けたと非難して，虚偽の報告がミズーリ州知事リルバー
ン・W・ボッグズのもとへ届けられた。
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翌月，暴徒はアダム・オンダイ・アーマンの聖徒を攻撃する計画を立てていた。ミズーリ市
民軍の二人の指導者，デビッド・アッチンソン少将とアレクサンダー・ドニファン准将は聖徒
たちを守り，戦闘への突入を未然に防いでいた。
デウィット付近の町にも教会員を煩わす暴徒がいた。教会員は州知事に助けを求めたが，知
事は何の答えも返してこなかった。聖徒たちが心配になったジョセフ・スミスは馬に乗って，
デウィットに通じる道を監視する暴徒の目をくぐり抜けてデウィットに到着した。預言者が目
にしたのは，圧倒的な人数の暴徒に耐えていたため，食べ物が手に入らず困っている人々だっ
た。聖徒は再び知事に対して助けと保護を求めたが，知事は援助を拒否してこう言った。「モル
モンと暴徒の間の口論にすぎない」，彼らの間で「雌雄を決すればよい。」（ History of the

Church，第3巻，157）州の支援が得られないため，聖徒はデウィットを去ることにした。70台
の幌馬車に荷物を積んで10月11日に出発した。赤ん坊を産んだばかりの一人の女性は一団が出
発したその日に死亡した。安全な場所に到着するまでに亡くなった人は数人に達していた。
暴徒はデウィットから聖徒の追い出しに成功したこと，知事が介入を拒否したことを喜んで
いた。彼らが次の標的に選んだのはアダム・オンダイ・アーマンだった。教会員であり，ミ
ズーリ市民軍の一員でもあったジョージ・M・ヒンクル大佐は聖徒が自衛組織を作るのを助け
た。ジョセフ・スミスはファーウェストから幾人かの義勇兵を率いてアダム・オンダイ・アー
マンにいる人々を助けに向かった。10月中旬になって到着した彼らが目にしたのは，家々は焼
き打ちに合い，家畜は散らされ，数人の聖徒たちが鞭打たれて縛られた姿だった。
次に，ミズーリ市民軍がファーウェストの攻撃を計画しているとういう警告が聖徒のもとに
寄せられた。そこで聖徒たちは自衛の準備を始めた。サミュエル・ボガート大尉率いる市民軍
の一部がファーウェストに近い聖徒の家屋に攻撃を仕掛けてきた。市民軍は3人を捕虜にして，
残りの教会員に対してミズーリ州からの退去を命じた。ヒンクル大佐は聖徒を集めて，捕虜が
殺される前に彼らを救出するためファーウェストへ向かった。ある日の朝，一行はファーウェ
ストから30キロの地点にあるクルックト川を渡ろうとしていた。彼らはボガート大尉と兵士が
川岸に潜んでいるのに気づかなかった。ボガートの衛兵が発砲したのをきっかけにして，戦闘
が開始された。戦闘はすぐに収まったが，両軍の兵士が負傷した。負傷者の中にいた十二使徒
のデビッド・W・パッテン長老は数時間後に死亡した。さらに2人の教会員が死亡した。
ボッグズ知事，撲滅令に署名する
ボッグズ知事のもとに届いた戦闘の報告は甚だしく誇張されていた。知事は，教会員がボ
ガート大尉の市民軍全員を殺害または捕虜にしたと告げられた。ミズーリ州北部全域で暴徒は
末日聖徒の定住地に攻撃を加え，家屋や穀物に火を放ち，家畜を略奪し，聖徒たちを捕虜にし
ていた。しかし，知事は聖徒の側に騒動の原因があると信じていた。アッチンソン少将はボッ
グズ知事に対して自ら事実を確認するよう強く求めたが，知事は出向こうとせずに，届けられ
た偽りの報告を信じて，州の軍隊に対して聖徒を攻撃する命令を出した。ボッグズは次のよう
に記している。「モルモンは敵として扱わなければならない。撲滅する かまたは州内から追放し
なければならない。」（History of the Church，第3巻，175；強調文字は原文のまま）撲滅 とは
皆殺しにするという意味であることを説明する。1838年10月末にはファーウェストの外れに
2,000人以上の兵士が結集して，知事の「撲滅令」を実行する準備を整えていた。
ハウンズミルの大虐殺
ファーウェストの東20キロの地点に，ジェイコブ・ハウンという名の教会員が築いた小さな
町ハウンズミルがある。町には穀物の製粉所と鍛冶屋がそれぞれ一軒，それに多くの家屋が建
ち並んでいた。クルックト川での戦闘の後，ジョセフ・スミスはすべての聖徒に対して安全の
ためファーウェストまたはアダム・オンダイ・アーマンに移動するよう指示していた。しかし
ジェイコブ・ハウンは財産を残して去りたくはなかった。彼は預言者の言葉を無視し，ほかの
家族にも町に残るように指示した。製粉所と町を守るために警護を置いた。
10月30日にカートランドから9台の幌馬車がハウンズミルに到着した。一行は2日前に暴徒に
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より進路を阻まれ，すべての銃と弾薬を強制的に放棄させられた。彼らはハンウズミルで数日
間休憩を取ってからファーウェストへ向かうことにした。その日の午後240名の男たちがハウン
ズミルを襲った。町の人々の多くは森に逃げ込んだ。しかし何人かが鍛冶屋に逃げ込み，そこ
を砦にして立てこもろうとした。暴徒は鍛冶屋の建物を見つけると，壁と入り口のドアに開い
ていた大きな裂け目に銃を差し込み，何発もの銃弾を発射した。続いて彼らは建物の中へ入る
と隠れていた10歳の少年を故意に殺害し，すでに殺されていた少年の父親の遺体を引きずって
ブーツを脱がせて奪おうとした。この襲撃で17人が殺され，13人以上が負傷した。
数年後にジョセフ・スミスは次のように述べている。「ハウンズミルで，兄弟たちはわたしの
勧めを受け入れなかった。もし受け入れていたら，彼らは命を失うことはなかっただろう。」
（History of the Church，第5巻，137）
ハウンズミルの攻撃があった翌日，ミズーリ市民軍の一部がファーウェストを包囲した。か
つて同僚である聖徒たちを助け，また自身も教会員であったヒンクル大佐は教会に背を向けた。
ヒンクル大佐はサミュエル・D・ルーカス将軍との和平会議を設定するふりをして，ジョセ
フ・スミスと教会指導者を裏切った。ルーカス将軍は和平会議に臨んだ教会指導者を捕虜にし
た。ルーカス将軍は教会指導者を処刑する命令を出したが，聖徒たちの友人であったドニファ
ン准将は処刑への関与を拒否し，ルーカス将軍に処刑の中止を命じた。
聖徒たちはミズーリ州からの退去を命じられたが，最終的に，穀物を植えたり，長期にわ
たって滞在しないことを条件に，冬の間はファーウェストにとどまることを許された。
レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，

話し合いと
応用のための質問

生活に応用するうえで最も役立つと思われる質問を，採り上げる。教室で子供たちと一緒に聖
句を読み話し合えば，聖文に対する子供たち一人一人の理解力を深めるのに役立つ。
●

ミズーリはシオンとなるように奉献されていたのに，なぜ聖徒はミズーリから追放されたの
でしょうか（教義と聖約105：6−10）。シオンが築かれるのは将来のことであることを子供た
ちに思い起こさせる。

●

どのようなことをすると天父の祝福を受けられなくなるでしょうか（教義と聖約105：6）。天
父の祝福を受けるのにふさわしくなるにはどうすればよいでしょうか。

●

ジェイコブ・ハウンとハウンズミルの入植者たちはなぜジョセフ・スミスから言われたこと
を実行しなかったのでしょうか。ジェイコブ・ハウンは預言者が言ったことを知っていたが，
自分にはそれに従わなくてもよい理由があると考えたことを指摘する。ハウンは一生懸命働
いて築いた製粉所と町を放棄したくなかった。彼は製粉所と町を守ることができると考えた。
どうすればハウンズミルの悲劇を防ぐことができたでしょうか。

●

生ける預言者の絵を見せる。この人はだれですか。わたしたちは現在の預言者が語っている
ことをどのようにして知ることができますか。わたしたちは預言者が求めていることをなぜ
実行しなければならないのでしょうか（「レッスンを豊かにする活動」の2を参照）。預言者に
従えばすべての苦難から逃れられるわけではないことを説明する。預言者ジョセフ・スミス
に言われたとおりに実行した人も，ミズーリで迫害を受け，また預言者自身も大きな苦しみ
を受けた。天父はすべての人が自由意志を持ち，選択することを許しておられる。またわた
したちは時々，他人の間違った選択によって苦しみを受けることがある。けれども，預言者
に従っていれば，自分の間違った選択から来る苦しみを避けることができる。

●

あなた（またはあなたの知っている人）は，教会の会員であるために不当な扱いを受けたこ
とがありますか。わたしたちはそのような人に対してどう対応すべきでしょうか。

レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． 以下の文を細長い紙に書く。
みこころ

1． イエス・キリストは御心を預言者に啓示されます。
2． 預言者はイエス・キリストがわたしたちに何をするように望んでおられるかを伝えます。
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3．わたしたちは預言者の言葉に耳を傾けます。
4．わたしたちは預言者に言われたことを実行します。
5．わたしたちはいつか天のお父様とイエス・キリストと一緒に生活するために，天へ戻ります。
文章が記されている方を表にして，紙を輪にし，鎖状の輪を作る。1番から順につないで
いくと，5番の紙は4番と1番の紙につながることになる。子供たちに1番から順に読んで
いって，わたしたちが天父とイエス・キリストと一緒に住むことができるようになるため
に，預言者によって導かれていく過程を話し合う。もし4番を飛ばしたら，5番には行けな
いことを説明する。わたしたちは預言者の言葉に耳を傾けるだけでなく，実行しなければ
ならない。
2． 黒板か大きな紙に，聖文を読む，日記をつける，家族を愛する，神殿に入るためのふさわ
しさを身に付けるなど，預言者がわたしたちに実行するように述べている事柄を書き出す。
これらのことについてどのようにして預言者に従うことができるかについて，また預言者
に従わずこれらのことを実行しないとどうなるかについて，子供たちと話し合う。
3． 聖徒たちは大きな迫害と苦難を受けている間も，主が見守っておられることを知っていた
ことを子供たちに説明する。ある人たちは奇跡を経験した。アマンダ・バーンズ・スミス
と彼女がハウンズミルで経験した事柄を述べた以下の物語を読むか，自分の言葉で話す。
暴徒がハウンズミルへ来たとき，アマンダ・バーンズ・スミスは二人の娘を連れて逃げ
た。3人ともけがはなかった。襲撃が終わってから，スミス姉妹は夫と息子たちがどうなっ
ているか確かめるために戻って来た。彼女は後に，次のように記している。
「鍛冶屋から出て来たのは長男でした。幼い弟のアルマを背負っていました。『まあ，わ
たしのアルマは殺されてしまったのね』わたしは怒りに震えながら叫びました。『いいえ，
お母さん。アルマは死んでいないと思います。でも，お父さんと弟のサーディアスは殺さ
れてしまいました。
』……
息子は銃で撃たれて腰の関節が粉々になっていました。壁の裂け目からライフル銃を差
し込んで子供の腰にねらいを定め，故意に狙撃した銃弾は，肉片と腰骨と関節を辺りに飛
び散らせていました。わたしたちは幼いアルマをテントのベッドに横たえ，傷を調べまし
た。とても直視できるような光景ではありませんでした。わたしはどうしたらよいか分か
りませんでした。今はまだ夜中です。
……わたしは泣きながら叫びました。『天のお父様，どうしたらよいのでしょう。御覧の
ようにかわいそうな息子は大けがをしています。わたしにはこのようなときにどうしたら
よいか分かりません。天のお父様，どうしたらよいか教えてください。』すると，わたしに
指図する一つの声がありました。
灰になったたき火はまだくすぶっていました。シャグバーク・ヒッコリーの木の皮をた
きぎとして使っていました。その声に従って，灰を取り，灰汁を作って，布を浸し，傷口
に付けました。激しい痛みがあったはずですが，アルマは死にかかっていたため，あまり
痛みを感じませんでした。わたしは何度も何度も布を灰汁に浸しては腰の関節が飛び出し
て開いた穴に布を突っ込みました。その度に肉の塊と骨の破片が布に付いて出てきました。
やがて傷口が鶏の肉のように白くなってきました。指示されたように処置してから，わた
しは再び主に祈りました。すると横に医者が立っているかのようにはっきりした声で指示
がありました。近くにスリッペリー・エルム（にれ）の木がありました。この木からス
リッペリー・エルムの湿布を作り，傷口から中へ入れるように言われました。……
翌日，傷ついた子供の体を少し離れた家に移し，昨晩主から指示されたと同じ方法で傷
の手当てをしました。そして夫のトランクの中にバルサム（芳香剤）の瓶が入っているこ
とを思い出しました。これを傷の中に注ぐと，アルマの痛みは大幅に和らいだ様子でした。
『アルマ，主があなたの腰をお造りになったことを信じていますか』とわたしが言うと，ア
ルマ『はい，お母さん』と答えました。『では，主はあなたの腰のところにあるいろいろな
ものをお造りになることができるわけでしょう。そう思わない？ アルマ。』『お母さん，主
はそのようなことができるでしょうか』と息子は素朴な質問をしました。『ええ。できます
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よ』とわたしは答えました。『主はすべてのことを示現によってわたしに見せてくださいま
したから。』そして，わたしはアルマをうつ伏せにさせると，『そのままの姿勢でいてね。
決して動かないで，主があなたに新しい腰を造ってくださるから。
』
アルマは5週間，顔をうつ伏せにしたままでいました。そして，完全に回復しました。関
節があった場所に軟骨ができてきたのです。……アルマは再び歩くことができるようにな
りました。わたしが外へ水をくみに出ているときに，子供たちの叫び声が聞こえました。
わたしは背筋が凍る思いで走って家へ帰りました。家の中に足を踏み入れると，アルマは
床に立って踊っていました。それを見た子供たちが驚きと喜びの叫び声を上げていたので
した。」（ A Living Miracle of the Power of God， Remarkable Stories from the Lives of

Latter-day Saint Women，レオン・R・ハートショーン編，第1巻，164−167）
試練や苦しみを受けて，助けを求めて祈るすべての人が奇跡を経験するわけではないこ
とを子供たちに理解させる。けれども主はいつもわたしたちを見守っておられ，わたした
ちにとって何が最も良いかを御存じである。主はわたしたちの苦しみを取り去るのでなけ
れば，苦しみに耐える力を与えてくださる。
4． 主は生ける預言者を通してわたしたちに語られることを子供たちに思い起こさせる。わた
したちは預言者の言葉に耳を傾けてそれを実行する必要がある。
黒板に以下の言葉を書く。「預言者」「戒め」「聞く/聴く」「耳を傾ける」「学ぶ」「行う」
「従う/従順」。預言者の言葉に耳を傾け従うことに関連するこれらの言葉は，聖典の多くの
箇所に登場する。
子供たちに聖典から，以下の聖句のうちの一つを開くように言う。
教義と聖約1：1
教義と聖約1：14
教義と聖約1：32
教義と聖約19：23
教義と聖約63：1
教義と聖約63：5
教義と聖約82：10
教義と聖約89：18
子供たちに聖句を声を出して読んで，黒板に書かれた言葉を見つけさせる。一人の子供
に，言葉が出てきたら，黒板の言葉に印を付けさせるとよい。
●

主と預言者の声に耳を傾けるにはどうすればよいでしょうか。

●

預言者の言葉を実行することはなぜ大切なのでしょうか。

5．「預言者にしたがう」または「いましめを守る人を」（『子供の歌集』58，68）を歌うか，
歌詞を読む。
あかし

まとめ
証

生ける預言者は神の預言者であることを証する。生ける預言者と預言者の勧告に対するあな
たの感謝の気持ちを述べる。次回の総大会での預言者の言葉に耳を傾け，預言者がわたしたち
に実行するように求める事柄を行うよう奨励する。

読書課題

本課の復習のため，家庭で教義と聖約105：6−10を研究するよう，子供たちに提案する。

家族との分かち合い

物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を家族で一緒に

の提案

読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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不当に投獄されたジョセフ・スミス

目 的

32課

第

わたしたちが主に対して信仰を持つなら，主はわたしたちの遭遇するどのような逆境でも乗
り越えられるように助けてくださることを子供たちに理解させる。

準 備

1． 教義と聖約121：1−8，16−22，26，33，36−37，41−46；122：5−9と本課の歴史記事を
祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文と歴史記事を子供たちにどう
教えるかを決める（本書「レッスンの準備」vi−vii，「聖文と歴史記事に基づいて教える」
vii−viii参照）
。
2． その他の参照箇所──出エジプト20：7
3． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
4． 紙袋の外側に「逆境」と書いて，逆境を連想させる物，例えば経済的困難を連想させるた
めにお金，病気を連想させるために空の薬瓶，飢えを連想させるためにフォークかスプー
ン，学校での問題を連想させるために教科書，怒っている人や意地悪な人を連想させるた
めに怒っている人の絵か写真を袋の中に入れる。
5． 教材
ａ．教義と聖約（人数分）
ｂ．聖書
ｃ．
「ミズーリと周辺地域」の地図（第30課の課末）
ｄ．視覚資料5−30「教会指導者の死刑執行を拒否するドニファン将軍」；5−31「リッチモ
ンドの監獄で看守をたしなめるジョセフ・スミス」；5−32「リバティーの監獄のジョ
セフ・スミス」

レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導 入

外側に「逆境」と書いた紙袋を展示しておく。
●

逆境とはどういう意味ですか。
子供たち一人一人に，袋の中から品物を取って，その品物からどのような逆境を連想するこ

とができるか，その逆境をどのようにして乗り越えたらよいか，だれに助けを求めたらよいか
を説明するように言う。逆境に立たされたときに天父に助けを求めることができるという意見
が子供たちから出るようにする。本課では，ジョセフ・スミスを始めとする教会指導者が過酷
な逆境に立たされたこと，彼らがこの経験を通してどのように強められたかを学ぶ。
聖文と歴史記事

前課で学んだミズーリにおける聖徒の迫害について覚えている事柄を子供たちに発表させる。
ジョセフ・スミスをはじめとする教会指導者はヒンクル大佐に裏切られた後，ルーカス将軍か
ら捕らえられたことを思い出させる。歴史記事中の「逮捕されたジョセフ・スミスと教会指導
者」から，ジョセフ・スミスと教会指導者が不当に投獄されたことについて教える。その後歴
史記事と準備の項に挙げられている聖文から，監獄におけるジョセフ・スミスの経験について
話し合う。適当なときに絵と地図を見せる。
逮捕されたジョセフ・スミスと教会指導者
1838年10月下旬，モルモンに敵対する暴徒たちと市民軍はミズーリ州ファーウェストを攻撃する
準備を整えていた。ファーウェストの聖徒はバリケードを築くなどして町を守ろうとしたが，大した
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効果はなかった。敵の数は聖徒の5倍にもなっていたからである。ミズーリ市民軍でモルモンに敵
対するグループの指導者であったサミュエル・D・ルーカス将軍は，教会員であり市民軍の将校で
もあったヒンクル大佐と密約を交わしていた。ヒンクル大佐は教会を裏切って，ジョセフ・スミスを
はじめとする教会指導者を裁判にかけて懲罰を課すことに同意していた。大佐自身は彼らに対す
る告訴が偽りのものであることを知っていた。ヒンクル大佐は聖徒の敵が聖徒の財産を奪うことを
了承し，聖徒は武器を捨ててミズーリを退去するだろうと述べた。
ヒンクル大佐はファーウェストへ戻って，ジョセフ・スミス，シドニー・リグドン，ライマン・ワイト，
パーリー・P・プラット，ジョージ・W・ロビンソンに，ルーカス将軍が彼らと和平合意について話し
合うために会いたいと言っていることを伝えた。教会指導者が会議の場所に到着すると，ルーカス
将軍は彼らを捕らえた。パーリー・P・プラットは当時の模様を次のように記している。
ごうまん

「傲慢な将軍〔ルーカス〕は馬でやって来ると，わたしたちと一言も言葉を交わさずに，兵士
に対してわたしたちを包囲するように命令した。兵士はわたしたちを非常にぞんざいに扱い，
数千人の野蛮人のような顔をした人々に取り囲まれて野営地まで連れて行かれた。兵士の多く
は服装といい，色を塗りたくった顔といい，まるでアメリカインディアンの戦士だった。そし
て全員が世界で最も奇跡的な勝利を挙げでもしたかのように，鎖を解かれて獲物に飛びかかる
猟犬のような叫び声を上げていた。
」（Autobiography of Parley P. Pratt，186−187）
この叫び声は教会員の耳に達した。彼らは預言者が殺されたのではないかと心配した。ほと
んどの聖徒はその夜，一晩中指導者の安全を願って祈り続けた。
教会指導者は雨の降る中を地面に転がされていた。兵士たちは奇跡を行ってみろなどと言っ
ては，教会指導者をあざけった。ルーカス将軍は真夜中に秘密裏に不法な軍法会議を開き，教
会指導者を翌日の朝，死刑に処する判決を下した。ルーカス将軍はアレクサンダー・W・ドニ
ファン将軍に対して死刑の執行を命じた。彼は教会員ではなかったが，聖徒たちの親しい友人
であった。ドニファン将軍はこの命令を拒否して言った。「これは血も涙もない殺人者のするこ
とだ。わたしはあなたの命令には従えない。」ドニファン将軍は自軍の兵士とともにファーウェ
ストを去るに当たって，もしルーカス将軍が教会指導者の死刑を実行したら，「わたしは国家の
法廷であなたの責任を明らかにする。神はわたしに味方する」と言った（ History of the

Church，第3巻，190−191）。ルーカス将軍はドニファン将軍の言葉に脅えて，結局死刑の執行
を取りやめた。指導者の安全を願う聖徒の祈りはこうしてこたえられた。
教会に敵対する人々はクルクット川の戦い（第31課参照）に関与した末日聖徒を逮捕しよう
としていた。このため関与した人々はファーウェストを離れてアイオワへ行った。ハイラム・
スミスとアマサ・ライマンは逃げ出すことができなかった。二人は逮捕されて，ほかの囚人た
ちと同じ監獄に収監された。
翌朝，ヒンクル大佐は末日聖徒の中隊を率いてファーウェストを出た。その間にミズーリ市
民軍がファーウェストへ入って同地を制圧した。価値のある物を盗み，数人の男性を逮捕する
と，残りの聖徒全員にミズーリを離れるよう命令した。
教会の敵は囚人をインディペンデンスへ連れて行って裁判を行うことにした。囚人たちは出発す
る前に家族と面会する許可を求めた。こうして兵士の監視の下に彼らはファーウェストへ戻った。
ジョセフ・スミスの妻エマと子供たちは，ジョセフがすでに殺されていると思っていたため，彼を見
てたいそう喜んだ。しかし兵士は囚人たちが家族と長い間面会するのを許さなかった。囚人たちが
兵士の監視の下に荷車に乗り込んでいるとき，ジョセフとハイラムの母親ルーシー・マック・スミスが
到着した。母は連行される息子たちの手に触れることしかできなかった。しかし彼女は後に慰めの
啓示を受けた。
「あなたの息子たちについて心を安らかにしなさい。彼らは敵によって危害を加えら
れることはない」
と告げられた
（ルーシー・マック・スミス，History of Joseph Smith，291）。
しっせき

看守を叱責するジョセフ・スミス
ジョセフ・スミスは母親と同様に慰めの啓示を受けていた。彼は囚人となっている同僚に対
して，今回の投獄ではだれも死ぬことはないと語った。「兄弟たち，元気を出そうではないか。
み こと ば

昨晩，主の御言葉が臨んだ。わたしたちの命が奪われることはない。この束縛の間にどれほど
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の苦しみを受けようとも，一人として命を失う者はいない。」（ Autobiography of Parley P.

Pratt，192で引用）囚人たちは裁判が始まるまでの2週間，リッチモンドの町の空き家に監禁さ
れていた。この裁判は公正な裁判ではなかった。教会指導者に敵対する証人たちはうそを並べ
立て，教会指導者を支援する証人たちは証言する前に投獄されたり，法廷から追放されたりし
た。ドニファン将軍は教会指導者を弁護しようとしたが，「たとえ天使の大群が訪れて，〔教会
指導者〕の無罪を宣言したとしても，何の変化も起こらない」
（History of the Church，第3巻，
213）との結論に達した。判事は法廷を開く前にすでに教会指導者を投獄することに決めていた。
このため法廷で何が話されようとも判決には影響しなかった。
13日間にわたる裁判の間中，囚人たちは互いに鎖でつながれ，夜間は床に転がされていた。
彼らと聖徒たちに対する看守の悪口雑言がいやがおうでも耳に入ってきた。ある晩，看守たち
は汚い言葉を使い，時には主の名をみだりに口にして，聖徒たちに加えたむごい仕打ちについ
て話していた。
囚人たちにとって聞くに耐えない話だった。突然，ジョセフ・スミスは立ち上がると命じて
み

な

言った。「黙れ。地獄の穴に落とされた鬼ども。イエス・キリストの御名においておまえたちを
叱責する。静まれと命じる。わたしはそのような言葉を聞きながら1分たりとも生きていること
はできない。そのような話をやめよ。さもないとおまえたちかわたしかのいずれかがこの瞬間
に死ぬのだ。」（Autobiography of Parley P. Pratt，179−180で引用）
ジョセフ・スミスは鎖につながれ，何の武器も持っていなかったが，穏やかにまた威厳を
持って立ち上がった。ジョセフの言葉に脅えた看守たちは謝罪し，勤務の時間が終わるまで部
屋の隅で静かにしていた。
リバティー監獄に連行されたジョセフ・スミスと教会指導者
この裁判が終わると囚人の一部は釈放され，一部はリッチモンドの監獄にそのままつながれ
たが，ジョセフ・スミスと5人の指導者は別の裁判を待つため，ミズーリ州リバティーの監獄へ
連行された。この小さな監獄は冬季であったにもかかわらず暖房がほとんどなく，光もほとん
ど入らない土牢のような監獄だった。また天井は低く，囚人は満足に立つこともできなかった。
食事はさらにひどかった。ジョセフ・スミスとほかの囚人たちはここに4か月間収監された。そ
の間，聖徒たちをミズーリからイリノイへ導いたのはブリガム・ヤング，ヒーバー・C・キン
ボール，ジョン・テーラーである。
ジョセフ・スミスはリバティーの監獄にいる間に聖徒はいつまで苦しまなければならないの
かを主に尋ねた（教義と聖約121：1−6参照）。ジョセフは主からすばらしい慰めとなる答えを
受けた。主はジョセフと教会員を忘れたわけではないことを確認された（教義と聖約121：7−8
参照）。ジョセフは監獄に捕らわれている間にほかにも啓示を受けた。また，これらの啓示につ
いて聖徒たちにあてた長文の手紙をしたためている（教義と聖約121−123章参照）
。
1839年4月，囚人たちはデービス郡に送られ，そして裁判のためにブーン郡に移送された。彼
らがブーン郡に移送される間に，一部の役人は囚人たちを告訴されている罪状で有罪とするこ
とが困難であり，また裁判が時間の無駄になると考えたため，護衛により囚人たちを逃がした。
ジョセフ・スミスと教会指導者はイリノイへ向かい，家族や聖徒たちと合流した。
レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，

話し合いと
応用のための質問

生活に応用するうえで最も役立つと思われる質問を，採り上げる。教室で子供たちと一緒に聖
句を読み話し合えば，聖文に対する子供たち一人一人の理解力を深めるのに役立つ。
●

教会員であるヒンクル大佐はどのようなことをして預言者を裏切ったでしょうか。教会員で
ないドニファン将軍は預言者を助けるためにどのようなことをしたでしょうか。二人がそれ
ぞれ，そのような行動を取ったのはなぜだと思いますか。ドニファン将軍はなぜ正しいこと
のために立ち上がることができなかったのでしょうか。あなたは正しいことのために立ち上
がるのに大変なときがありますか。そのようなときに助けを受けるにはどうすればよいで
しょう。
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●

ジョセフが遠くの監獄へ連れて行かれるとき，主はジョセフ・スミスと母のルーシーにどの
ような慰めをお与えになりましたか。これらの啓示によってジョセフとルーシーはどのよう
に試練に耐えることができたと思いますか。あなたが悲しい目に遭ったり，問題にぶつかっ
たりしたときに，主はどのように慰めを与えてくださいますか。

●

主の名をどのように使うべきでしょうか（出エジプト20：7）。看守が主の名をみだりに口に
したときに，ジョセフはなぜ気持ちを傷つけられたと思いますか（「レッスンを豊かにする活
動」の3を参照）。周囲の人々が主の名をみだりに口にしているときに，わたしたちはどうし
たらよいでしょう（「レッスンを豊かにする活動」の2を参照）
。

●

主はわたしたちが逆境（問題または苦しみ）に遭うときに，なぜそのままにしておかれるのでしょ
うか（教義と聖約121：7−8；122：5−9）。どうして逆境が「〔わたしたちに〕経験を与え，
〔わたし
たちの〕益となる」
（教義と聖約122：7）のでしょうか。わたしたちは遭遇した問題からどのように
学ぶことができるでしょうか。地上にいる間に最大の逆境を経験しなければならなかった人は
だれでしょうか（教義と聖約122：8）。救い主が経験された逆境を知ることにより，わたしたちは
逆境に遭うときにその知識を何かの助けとすることができるでしょうか。あなたが逆境によって
強められた経験を話すか，子供たちにそのような経験があれば話してもらう。

●

真理に対して戦いを挑み，教会についてうそを言う人々はどうなるでしょうか（教義と聖約
121：16−22）。逆境に出会っても忠実な人々に主はどのような祝福を約束しておられるで
しょうか（教義と聖約121：7−8，26，33）
。

レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． 一人の子供に教義と聖約121：7−8を，別の子供に教義と聖約122：7を声に出して読んでも
らう。導入で使った品物を見せ，これらの逆境に出会っても，「〔子供たちに〕経験を与え，
〔子供たちの〕益となる」ように耐え忍ぶことを決意させる。
2． 言葉には力があることを説明する。言葉は心に感動を与え，心の中に絵を描かせることが
できる。子供たちに目を閉じて，あなたが言う単語に耳を傾けさせる。子供たちが単語を
聞いてどのような気持ちを感じるかを話すことができるように，ゆっくりと，単語と単語
の間隔を開けて話す。各単語について何人かの子供に意見を言わせる。
例──
虹
雷

病気

甘い

ねばねばする

笑い声

やみ

泥だらけ

闇

酸っぱい

クリスマス

光

泣く

言葉には力があるので，使うときには注意して選ばなければならないことを説明する。
心に不適切な絵を描かせる言葉や天父，イエス・キリスト，そしてほかの人々をさげすむ
ような言葉を避けなければならない。
予供たちと一緒に「わたしの福音の標準」から以下の引用文を読んで話し合う（『神への
信仰』裏表紙）。
「わたしは天父とイエス・キリストのみ名を尊びます。わたしは神のみ名を汚したり，ら
んぼうな言葉づかいをしたりしません。
」
3． スペンサー・W・キンボール第12代大管長の話を自分の言葉で話しなさい。
「病院でのある日，手術室から車いすに乗せられて病室に戻るときのことでした。車いす
を押していた人が何かにつまずくかしてよろめいた拍子に，怒りを込めた唇から，口汚い
言葉とともに救い主の御名が発せられました。わたしは意識が半分もうろうとしていまし
たが，振り返ってお願いしました。
『ちょっと待ってください。今あなたがののしったのは，わたしの主の御名です。』一瞬，辺
りは静まり返りました。そして，辺りをはばかるような『ごめんなさい』と言う声が聞こえてきま
した。」
（ Profane Not the Name of thy God， Improvemet Era，1953年5月号，320）
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キンボール大管長は天父とイエス・キリストを愛し，尊んでいたため，ほかの人が御二
人の名を愛も尊敬の気持ちもなく，侮辱するように話すのを耐えることができなかったこ
とを説明する。
4． リバティーの監獄のような所で4か月間暮らすということはどのようなことかを子供たちに
想像させる。
●

いちばんなくて寂しいと思うのはどんなことですか。

●

どのように時間を過ごしますか。

●

こうした経験を通して，わたしたちはどのように強められますか。
前もって数人の子供に，リバティーの監獄に捕らわれたジョセフ・スミス，ハイラム・

スミス，そのほかの囚人たちの役を演じるように頼んでおき，ほかの子供たちに監獄での
生活に関して質問させ，彼らに答えさせるとよい。
5． ハイラム・スミスの義理の姉妹であるマーシー・トンプソンの話を自分の言葉で話す。
「1839年2月初旬のころでした。彼女の夫〔ハイラム・スミス〕の頼みで，わたしの姉妹〔当時
病気だったメアリー・フィールディング・スミス〕は幌馬車に持ち込んだベッドに寝かされて，監
獄につながれていた夫に会うために約65キロの旅に出ました。そのとき，息子のジョセフ・F
は生後約11週間でした。厳しい寒さが続いて苦しい旅でした。わたしたちが監獄に着いたの
は夜でした。中に入ることを許されると，扉が閉まりました。決して忘れることのできない，一
睡もできない夜でした。わたしはかわいい赤ん坊たち〔ジョセフ・Fとマーシー自身の生後8か
月の娘〕を一晩中あやしていました。夜が明けると，今度は体調のすぐれない姉妹を家に連れ
て帰る準備しました。わたしは地上で最も気高い人たちを閉じこめたあの扉が閉まるときの，
きしむ音を一生忘れることができないでしょう。わたしたちが帰り道でずっと抱き続けた気持
ちを想像できる人がいるでしょうか。けれどもすばらしい人々と一緒に監獄に閉じ込められた
栄誉はすばらしいものでした。それがお金に換えられるようなものですかって？いいえ，とても
お金に換えられるようなものではありません。」
（ドン・セシル・コーベット，Mary Fielding

Smith：Daughter of Britain，86で引用）
6．ジョセフ・スミスがリバティーの監獄で受けた啓示の一部は神権の行使に関するものだった
ことを説明する。教義と聖約121：41−46を子供たちに順番に読ませ，以下の質問の答えを
見つけさせる。
●

人は神権の力をどのように使うべきでしょうか（教義と聖約121：41−46）
。

●

神権を正しく使うとどのような祝福を受けるでしょうか（教義と聖約121：45−46）
。

●

少年たちは神権を正しく使うためにどのような準備ができるでしょうか。

●

どうすれば神権を尊ぶことができるでしょうか。

7．「おそれずぎをなせ」（『子供の歌集』80）を歌うか，歌詞を読む。
まとめ

ジョセフ・スミスと，ジョセフ・スミスが非常に困難な状況に置かれていても心から主に

あかし

証

従ったことに対する感謝の気持ちを述べる。逆境によって強められることを証し，問題にぶつ
かったときに主に頼るよう子供たちに奨励する。

読書課題

本課の復習のため，家庭で教義と聖約121：1−8，41−46を研究するよう，子供たちに提案する。

家族との分かち合い

物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を家族で一緒に

の提案

読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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美しい町ノーブーを
築いた聖徒たち
目 的
準 備

33課

第

ノーブーを築いた聖徒たちのように，熱心に働く者となるよう子供たちに勧める。
1． 本課の歴史記事と教義と聖約42：40−42；56：17；58：27−29；75：3；88：124を祈りの気持ち
で研究する。それからレッスンを検討し，聖文と歴史記事を子供たちにどう教えるかを決める
（本書「レッスンの準備」vi−vii，
「聖文と歴史記事に基づいて教える」vii−ix参照）
。
2． その他の参照箇所──教義と聖約124：22−24
3． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」と
「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
4． 子供たちがジェスチャーで表現できるオリンピック競技をそれぞれ別の紙に書く。例えば，重
量挙げ，柔道，フィギュアスケート，水泳，円盤投げ，サッカー，バスケットボールなど（ジェス
チャーの仕方を付記してもよい）
。全員に1枚ずつ行きわたる枚数を準備する。
5． 教材
ａ．教義と聖約（人数分）
ｂ．
「ミズーリと周辺地域」の地図（第30課の課末）
ｃ．視覚資料5−33「ノーブー市」
；5−34「幼い子供たちを助けるジョセフ・スミス」
；5−35「選
ばれた女性エマ・スミス」
教師への注意 ──「レッスンを豊かにする活動」の1を「導入」
として行ってもよい。

レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導 入

子供たちに箱の中から紙を選んで，紙に書かれている競技をジェスチャーで表現するように言う。
ほかの子供たちにはどんな競技かを当てさせる。競技を当てたら，その度に，次の質問をする。
●

このオリンピック競技（または，そのほかの競技会）に出場して優勝するにはどのような準備が必
要でしょうか。
勝ちたいと思うだけでは十分ではない。その競技を熱心に練習しなければならないことを強調

する。価値あることを成し遂げるには望むだけでは不十分であり，熱心に努力することと，成し遂
げる決意が必要であることを説明する。
●

熱心に努力して成し遂げたことにはどんなことがありますか（全員に答える機会を与える）。
天父とイエス・キリストはわたしたちに働くように命じられたことを説明する。教義と聖約75：3と

88：124を教師が読むか，一人の子供に読んでもらう。怠惰とは，怠ける，働きたがらない，何もし
ないで時間を無駄に過ごすという意味であることを説明する。
聖文と歴史記事

以下の歴史記事から，ノーブーの建設について話すことにより，労働の価値について子供たちに
教える。また導入の項に挙げられている聖文から，労働に関する主の戒めについて教える。適当
なときに絵と地図を見せる。
ノーブー建設のために働く聖徒たち
ミズーリを追放された聖徒たちはイリノイに集まり，コマースと呼ばれた小さな町にあるミシシッ
ピー川の川岸に定住地を築いた。預言者ジョセフ・スミスはこの町の名をノーブーと改めた。これ
はヘブライ語で「美しい」という意味である。ノーブーは沼地に築かれた。このため家屋や建物を
かんがい

建てるには沼地を灌概し，樹木を伐採しなければならなかった。こうした作業の間，ほとんどの聖
徒は荷車かテントで生活した。ジョセフ・スミスと彼の家族はすでに建てられていた丸太小屋の一
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つに住んだ。また川の向こう岸にあって空き家になっていた軍隊の兵舎には数家族が住んだ。
聖徒はノーブーを繁栄させるために熱心に働いた。男性は土地を耕し，家屋を建て，事業を築
いた。女性は子供を育て，病人を看護し，家事にいそしんだ。女性たちは火をおこして料理を作
り，家族のために衣服を縫い，家畜の世話をし，菜園を作り，石けんやろうそく，布を作り，肉と果
物を乾燥させ，バター，チーズ，ジャム，ゼリーそしてメイプルシロップを作った。男性が伝道に召
されると，残された家族が男性がしていた仕事を代わって果たさなければならなかった。ルイザ・
バーンズ・プラットの夫が伝道に召された。ルイザは夫が不在の間，自分たちの家の建築を監督し
ただけでなく，自らも建築現場で働いた。彼女は家族の食糧と必需品を手に入れるために縫い子
として働いた。ルイザは有能な縫い子で，ジョセフとハイラム・スミスのスーツを仕立てた。翌年に
は彼女は自宅で学校を開いて収入を得ている。
子供たちもノーブーの建設を手伝った。働ける年齢に達すると，彼らは家畜の世話や農作業に携
わり，材木を集め，いちごを摘み，サイダー，石けん，ろうそくを作った。子供たちは学校にも通って
いた。少年たちのグループが珍しい方法で町を助けている。多くの犯罪者がノーブーへ流れ込ん
できた。聖徒たちはこれらの人々がノーブーへやって来るのを望んではいなかったが，暴力に訴え
て追い出すことも望んではいなかった。少年たちのグループは「口笛を吹きながらナイフで木を削
る少年隊」を組織した。少年たちは通りで怪しげな人を見かけると，その人を取り囲んで一緒に歩
いて行った。少年たちは一言も話さずにただ口笛を吹き，ナイフで木を削りながらどこまでもつい
て行った。侵入者にとって少年たちは目障りだったが，一度に少年たち全員と戦うわけにもいかず，
やがて町を去って行くのだった（
「レッスンを豊かにする活動」の2を参照）。
ノーブーは聖徒たちの働きによって短期間のうちに大きく美しい町に成長していった。丸太で
作った家屋が数多く建ち並んだ。2階建ての家を建てた人々もいた。庭を持つ家が整然と並び，町
は清潔だった。預言者が訪問者をもてなすための家としてマンション・ハウスが完成した。後に主
はノーブー館を建てるように命じられた。これはノーブーを訪れる大勢の人々に宿泊を提供できる
よう，多くの部屋を持ったホテルである
（教義と聖約124：22−24参照）。
聖徒たちは熱心に働いたが，遊びと娯楽のための時間も大切にした。劇場へ通い，ダンスを踊
り，様々なプログラムを催し，合唱やバンドのコンサートを開き，パレードを行った。彼らは球技，
レスリング，棒引き競技（二人が向かい合って立ち，棒の端を持って引っ張り合う力比べ）などをし
た。またキルトにビーズを縫いつけたり，小屋や家を建てたり，丸太切り競技などをして，ほかの
人々と一緒に仕事をしながら楽しんだ。
ノーブーを訪れた人々は町の様子に感銘を受けている。ある訪問者は友人にあてて次のような
手紙を書いている。
「ここを訪れたらきっと驚くでしょう。短期間のうちにすばらしい発展を遂げています。……怠惰
な人は見当たりません。勤勉に働く人々の鼻歌と快活な話し声が聞こえるだけです。……たとえ
みたま

聖徒の間でほんの小さな悪が行われたとしても，彼らの間に広がるキリストの御霊と暗黒の霊との
格差が非常に大きいために，それは大きな騒ぎになることでしょう。……しかしほかの社会で同じ
犯罪が行われたとしたらだれにも気づかれないことでしょう。」
（E・セシル・マクガビン，Nauvoo，

the Beautiful，73で引用）
助け合いながら働く聖徒たち
ノーブーの聖徒たちは家屋を建設し，事業を確立するために働くだけでなく，ほかの人々を助け
るために喜んで手を差し伸べた。ドルシラ・ヘンドリックスの夫ジェームズはクルクット川の戦いで
首に被弾して働くことができなかったため，
ドルシラが一家を背負っていた。ヘンドリックス家族は
食べ物がなくて飢えたことが数え切れないほどあったが，その度に隣人たちは聖霊のささやきを聞
き食べ物を持って，ヘンドリックス家を訪れた。ある人はドルシラに，彼が一生懸命に働いている
ときに「ヘンドリックス兄弟の家族が苦しんでいる」という聖霊の声を聞いたため，仕事を中断して
食べ物を持って来た，と述べている
（『時満ちる時代の教会歴史』214−215で引用）。
ドルシラはノーブーで，夫と5人の子供を養うために，旅人を泊め，菜園を作り，牛乳を搾り，家
畜の世話をして働いた。お祭りの時期になるとドルシラはしょうが入り菓子パンと飲み物を作って
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は売った。また手袋とミトンを作って売っていた。しかし，ある年の冬，ほんの少しのひきわりとうも
ろこしを買うだけのお金しかなくなってしまった。夫は彼女に主に助けを求めて祈るように言った。
ドルシラは祈りを終えたとき，必ず食べ物が与えられると感じていた。間もなく一人の男がやって
来て家族に新しい豚肉を売ってくれた。そして，代金は1年後でいいと言った。
預言者ジョセフ・スミスは熱心に働き，人々を助ける模範を示している。ジョセフは教会の預言
者，指導者としての責任のほかに，ノーブー軍（約3,000人の兵士から成る市民軍）の中将，ノーブー
市議会の議員をしていた。ジョセフは多忙を極めていたにもかかわらず，時間を見つけては人々を
助けた（
「レッスンを豊かにする活動」の3を参照）。
預言者は幼い子供たちを愛し，彼らと遊び，彼らを助けるのを喜びとしていた。ある日，預言者
の家の近所に住む二人の子供，マーガレットとワレスは学校へ向かっていた。前日に雨が降ったた
め，道がひどくぬかるんでいた。そして二人の子供はぬかるみにはまってしまい，泣きだした。そ
の声を聞きつけた預言者は二人を助け出すと，靴を拭き，涙をぬぐってあげると，にこやかに学校
へ送りだした。
ジョセフ・スミスは家庭でもよく手伝った。妻のエマも非常に忙しかった。彼らの家を訪れる大
勢の客のために夕食を用意し，また泊まっていく人々のために家を掃除しなければならなかった。
中には何週間も泊まる人もいた。ジョセフは火をおこしたり，暖炉を掃除したり，薪や水を家の中
に運んだり，子供たちの世話をしたりして，できるかぎりエマを手伝った。
ある人はこういった仕事は「女性の仕事」であって，預言者がこのようなことをするのはふさわし
くないと考えていた。この人はジョセフに家の管理の仕方を教えようと思い，このように言った。
「ジョセフ兄弟，わたしの妻はあなたの奥さんよりはるかにたくさんのことをしますよ。」預言者はそ
の人に，妻を愛し，慈しんで，
「妻に対して適切な関心を払いまた助ける義務を果たす」べきである
ことを穏やかに説いた。預言者はさらに，人は妻を正しく扱わないと，次の世で一緒に住むことはで
きないと言った。この人は預言者と話した後，妻を手伝うようになった
（リチャード・ニーチェル・ホル
ザップフェルおよびジェニー・プロバーグ・ホルザップフェル，Women of Nauvoo，28参照）。
主の業を行う聖徒たち
聖徒は人々を助けることによって主の業を行った。主はこれに対してノーブーの人々をお助けに
なった。聖徒たちが初めてノーブーに到着したとき，辺り一帯は沼地だった。沼地に生息する蚊が
マラリヤと呼ばれる恐ろしい病気をまん延させることを聖徒たちは知らなかった。多くの聖徒がこ
の病気に感染して，ひどい寒気を訴え，発熱した。エマ・スミスは多くの人々を看病した。6歳にな
る彼女の息子も病人に水を運ぶなどして母親の手伝いをしていたが，やがてマラリヤに感染した。
いや

預言者もこの病気に感染してしまった。しかし主は預言者に人々を癒す力を与えて人々を祝福され
た。ウィルフォード・ウッドラフはジョセフ・スミスに率いられた神権者の一行が一人の病人を抱え
た家庭を訪れたときのことを次のように報告している。
「彼らが次に訪れたのはエライジャ・フォーダムの家でした。彼はまさに息を引き取ろうとしてい
るところでした。一行が部屋に入ると，神の預言者はひん死の状態にあるフォーダム兄弟に向かっ
て歩いて行き，彼の右手を取って話しかけました。けれどもフォーダム兄弟は話すことができませ
んでした。彼の目は顔にはめ込んだガラス玉のようにまったく動きませんでした。まったく意識がな
くなっているように見えました。ジョセフは彼の手を取り，長い間黙って彼の目をのぞき込んでいま
した。間もなくフォーダム兄弟の表情に変化が現れてきたことにその場にいた全員が気づきました。
目に光がさしてきました。そしてジョセフが，自分を分かるかどうか尋ねると，フォーダム兄弟は低く
ささやくように，
『はい』と答えました。ジョセフは彼に癒される信仰を持っているかと尋ねました。
すると，こう答えました。『もう手遅れだと思います。もう少し早く来てくだされば，癒されたと思い
ます。
』預言者は言いました。
『あなたはイエス・キリストを信じていますか。』
彼はかすかな声で『はい，信じています』と答えました。するとジョセフは少しの間，何も言わず
に彼の手を握ったまま，すっくと立ち上がり，そして耳をつんざくような大声で言いました。『フォー
み

な

ダム兄弟，わたしはイエス・キリストの御名によってあなたに命じます。このベッドから起きて，癒
されなさい。』彼の声は人の声ではなく神の声のようでした。家全体が土台から揺れたように感じ
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ました。フォーダム兄弟はベッドから起き上がると，たちまち元気になりました。彼の両脚は包帯で
ぐるぐる巻きにされていましたが，彼はけ飛ばすように包帯を取り，服を身に着けるとパンを食べ，
ボウルー杯のミルクを飲むと，預言者について通りへ出て行きました。」
（ジョセフ・フィールディン
グ・スミス，Essentials in Church History，223−224で引用）
話し合いと
応用のための質問

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生活
に応用するうえで最も役立つと思われる質問を，採り上げる。教室で子供たちと一緒に聖句を読み
話し合えば，聖文に対する子供たち一人一人の理解力を深めるのに役立つ。
●

ノーブーの聖徒たちは教義と聖約58：27の戒めに，どのような方法で従ったでしょうか。あなた
が努力して成し遂げる「善いこと」にはどのようなことがあるでしょうか。何か新しいことを学ん
だり，務めや仕事を果たしたときにどのような気持ちがしますか。

●

ルイザ・プラットは教義と聖約42：40−42の勧告をどのように実行したでしょうか。わたしたちは
熱心に働いて自分のことは自分ですることを学ばなければならないのはなぜでしょうか。

●

ノーブーの子供たちはどのようなことをして働きましたか。あなたは家族を助けるためにどんな
ことをしていますか。「口笛を吹きながらナイフで木を削る少年隊」はどのようにしで怪しげな人
を町から追い出しましたか。自分で働いてお金や品物を手に入れるのでなく，他人から盗もうと
する人々に対して主は教義と聖約56：17で何と言っておられますか（「災い」とは苦しんで惨めな
状態になることであることを説明する）。

●

ドルシラ・ヘンドリックスは夫がけがをした後，どうしましたか。ドルシラが家族を食べさせるた
めにできるすべてのことをした後，神はどのように彼女をお助けになりましたか。神は時々，ほか
の人を遣わしてわたしたちを助けさせることによって，わたしたちの必要を満たしてくださること
を説明する。ヘンドリックス家を助けた人々は自分たちがしたことについて，どのように感じたと
思いますか。わたしたちはだれかを助けなければならないと思ったときにどうすべきでしょうか。

●

預言者ジョセフ・スミスは働くことについてどのような模範を示しましたか。あなたは家族を手伝
うためにどんな仕事ができますか。なぜ家族の仕事を手伝わなければならないのでしょうか。働
くことによってもっと幸せになるのはなぜでしょうか。

●

わたしたちは自分の仕事をするだけでなく，主の業を助けなければならないことを指摘する。主
の業とは何ですか。ノーブーの聖徒たちはどのように主の業を行いましたか。エマ・スミスと息
子はどのように主の業を行いましたか。ノーブーの聖徒たちは自分の仕事をしてそのうえに助け
合ったために，主からどのような祝福を受けましたか。

レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チャレ
ンジに利用してもよい。
1． 様々な仕事で使う道具を見せる。ペン，本，ネジ回し，はさみ，計量スプーン，温度計，金づち，
巻き尺など。
●

これらの物に共通するのはどんなことですか。
（すべて仕事で使う）

一つずつ品物を手に取って子供たちに見せ，どのような仕事に使うかを考えさせる。
●

仕事のどんなことが好きですか。仕事のどんなことが嫌いですか。

●

楽しく仕事をするにはどうすればよいでしょうか。
（ノーブーの人々は，キルトにビーズを縫い
つけたり，丸太切り競争などをして，ほかの人々と一緒に仕事をしながら楽んだことを思い
起こさせるとよい）

2． 子供たちに「口笛を吹きながらナイフで木を削る少年隊」の話を思い出させる。
「口笛を吹きな
こんにち

がらナイフで木を削る少年隊」は今日の社会では実行できないかもしれないが，家族や地域社
会の役に立つような仕事はたくさんあることを指摘する。
●

あなたができる仕事で，家族や地域社会の役に立つ仕事にはどのようなことがあるでしょうか。
子供たちの答えを黒板に書き出す。今週，家族か地域社会の役に立つために実行すること

を子供たちに選ばせる。
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3． 教室に同じサイズの透明なコップを二つ，コップに入る小さなボールまたは石を一つ（ゴルフ
ボールくらいの大きさ），コップに入るだけの量の乾燥した豆または砂利を持参する。
空のコップを見せる。子供たちに一日どのようなことをしているかを言わせる。その間，あな
たは豆または砂利をゆっくりコップの中に注ぎいっぱいにする
（このコップは揺すらない）。一
日にすることがたくさんありすぎるため，聖文を読む，祈りをささげる，手伝うなど大切なことを
する時間がないと考える人がいることを説明する。
ボール（または石）
を見せる。ボール（または石）
は天父がわたしたちに行うよう命じられた大切
な事柄を表し，豆（または砂利）
は一日の間にしたいと思うほかの事柄を表すことを説明する。
コップに入った豆の上にボールを乗せて，中へ入れるために押してみる。豆がコップの外へ
あふれるだろう。一日にしたいことを全部済ますまで待っていると，大切な戒めが中に入らな
くなることを説明する。ここで，空のコップの底にボールを入れて，次に最初に使ったコップか
ら豆をゆっくり注ぎ，半分くらいで止めて，2番目のコップを振り，豆がすき間なく入るようにす
る。そして残りの豆を注ぐ。今度はボールとすべての豆（またはほとんどの豆）がコップに入っ
たことを指摘する。主が言われたことを最初にしていれば，わたしたちがしたいことや，する必
要があることをする時間を見つけられることを説明する。
子供たちに家庭の夕べでこの活動を紹介するように勧める。
4． 以下の物語を自分の言葉で話す。
ジョセフ・スミスはノーブー市から5キロほど離れた所に農場を持っていた。この農場はコル
ネリウス・ロットが運営していた。コルネリウスは妻のパーメリアと子供たちとともに農場内に住
んでいた。預言者は時間が許すかぎり農場へ来て，コルネリウスと一緒に働いていた。あると
き，ジョセフは暴徒に追われて農場に逃げ込んだ。そしてパーメリア・ロットにかくまってくれる
ように頼んだ。その時ベッドを整えていたパーメリアは，麦わらが入ったマットレスから麦わら
を取り出して，預言者にマットレスの中に入るように言った。そして，彼女は普段と変わりなく
ベッドを整えた。
暴徒がやって来て家中を探した。パーメリアは暴徒にベッドの中も探すように言ったが，暴
徒はためらった後に，必要ないと言った。暴徒たちはほかの部屋も探したが，預言者を見つけ
ることができずに，農場を去って行った（Descendants of Cornelius Peter Lott，1798−1972，
レア・ロット・バンス編，7−10参照）。
●

ロット姉妹はどのようにして預言者を助けましたか。

●

わたしたちは今日の預言者をどのようにして助けることができるでしょうか。

こんにち

5． 子供たちに，両親や先生など自分たちを助けてくれる人々を挙げてもらい，黒板に書き出す。
黒板のリストの中から一人を選んで，その人の働きに対する感謝の手紙を書かせる。
6． 教義と聖約88：124を1枚の紙に書いて，句読点ごとにはさみで切る。子供たちに紙片を渡し，
完全な聖句になるように並べさせる。最初は聖典を使わないで並べてみる。その後，もし必要
であれば，聖典を使わせる。聖句の意味を子供たちと話し合う。
7．「世はよく働く人を求む」
（
『賛美歌』161番）
を歌うか，歌詞を読む。
まとめ
証

最善を尽くして自分の仕事に取り組むことによって達成感を味わうことができること，人々のため
に奉仕するときには人々と自分の生活に祝福をもたらすことができることを証する。今週，自分の務
めを喜んで，早く，最後まで行うよう子供たちにチャレンジする。

読書課題

本課の復習のため，家庭で教義と聖約58：27−28と88：124を研究するよう，子供たちに提案する。

家族との分かち合い

物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を家族で一緒に読ん

の提案

だりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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死者のバプテスマについて
教えるジョセフ・スミス
目 的
準 備
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死者のためのバプテスマの重要性を子供たちに理解させる。
1． ヨハネ3：5；教義と聖約127：1，5−10；128：1，12−13，15−18；138：6−19，28−35．
58−60と本課の歴史記事を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文と
歴史記事を子供たちにどう教えるかを決める（本書「レッスンの準備」vi−vii，「聖文と歴
史記事に基づいて教える」vii−viii参照）。
2． その他の参照箇所── 1コリント15：29；教義と聖約137：1，5−10；信仰箇条1：4；『福音
の原則』20章
3． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
4． 教材
ａ．教義と聖約（人数分）
ｂ．聖書
ｃ．くし
ｄ．視覚資料5−36「神殿のバプテスマフォント」
（『福音の視覚資料セット』504）

レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導 入

一人の子供にくしを渡す。ひじの間接を曲げずに，自分の髪をとかしてもらう。そして，その子供
に質問する。
●

なぜ髪をとかせないのでしょう。
子供たち全員に質問する。

●

もしひじを曲げることができないとしたら，どのようにして髪をときますか。
（だれかにといてもらう）

●

自分ではできないことをだれかにしてもらったことがありますか。そのようにして助けてもらった
とき，どのように感じましたか。
（全員に答える機会を与える）
一人の子供にヨハネ3：5を声を出して読んでもらう。聖句の意味について話し合い，バプテスマ

は天父とイエス・キリストとともに再び生活するための第一段階の一つであることを指摘する。人は
バプテスマを受けなければ神の王国に入ることができない。
バプテスマを受けることができない時代に生きていた人や，真の福音と正しい神権の権能によっ
てバプテスマを受けることについて学ぶことができなかった人は大勢いることを説明する。
●

すべての人がバプテスマを受けなければならないのに，これらの人はどうしたら天父とイエス・
キリストとともに生活することができるようになるでしょうか（だれかが彼らのためにバプテスマ
を受けなければならない）
天父は天父の子供たちを平等に愛し，全員が天父とともに生活する機会を手にするよう望んでお

られることを指摘する。天父は，地上にいる間にバプテスマを受けられなかった人々を教会員が助
けることができるようにしてくださった。わたしたちは自分でできなかったこれらの人々を助けるこ
とができる。
聖文と歴史記事

以下の歴史記事と準備の項に挙げられている聖文から，ジョセフ・スミスとジョセフ・F・スミス
が死者のバプテスマについて受けた啓示について子供たちに教える。適当なときにバプテスマ
フォントの絵を見せる。
1842年5月，ノーブーの聖徒たちはリルバーン・W・ボッグズがミズーリ州インディペンデンスで狙
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撃され重傷を負ったことを知らた。ボッグズは聖徒たちがミズーリ州に住んでいたときの州知事で，
「撲滅令」を公布して聖徒たちを同州から追放した人だった。ボッグズには政治上の敵が多く，彼
らが狙撃したことも考えられたが，ミズーリ州当局はジョセフ・スミスがボッグズの殺害を企てたと
して非難した。ジョセフはこの告訴について自分が無罪であることを知っていたため，新聞社の編
集員に声明文を届けて，この件については以後関知しなかった。
2か月後に預言者と預言者の護衛を務めていたオリン・ポーター・ロックウェルが逮捕された。
ボッグズはポーター・ロックウェルを狙撃犯として，ジョセフ・スミスが狙撃を命じたとして正式に告
訴していた。しかしながら，合衆国の法律の下では預言者とポーター・ロックウェルの逮捕は不当
かつ違法だったため，二人とも釈放された。危険を感じた預言者はそれから数か月間身を隠した。
いんとん

この隠遁生活の間に，ジョセフ・スミスはノーブーの聖徒に対して霊感あふれる手紙を2通書き
送っている。これらの手紙には死者にバプテスマを施す方法について主から受けた指示が記され
ていた。これらの手紙は現在，教義と聖約127章と128章として公にされている。
これより数年前，ジョセフ・スミスはカートランド神殿において日の栄えの王国に関する示現を受
け，
この示現で，
ジョセフが金版を受ける前に亡くなった兄のアルビンを見た
（教義と聖約137参照）。
ジョセフはアルビンが日の栄えの王国にいるのを見て驚いた。アルビンは亡くなる前にバプテスマ
を受けていなかったからである。主はジョセフに，もし機会が与えられていたら福音を受け入れ，
バプテスマを受け，正しい生活を送っていたであろうすべての人々は，日の栄えの王国に入ること
ができることを説明された（教義と聖約137：7参照）。ジョセフは後に，地上の人々を代理人として
死者のためのバプテスマを代わって行うことができることを知った。
黒板に「身代わり」と「代理人」という語を書く。何かを身代わりによって行うとは，人がだれか他
人の立場で何かを行うという意味であることを説明する。その働きまたは活動を行う人は代理人と
呼ばれる。神殿においてわたしたちはバプテスマを受けずに亡くなった人々のためにバプテスマ
を受けることができる。これらの人々の代理人となるのである。わたしたちが降りて行って水に入
り，バプテスマを受けるが，それは彼らのバプテスマとなる。わたしたちは身代わりのバプテスマ
を行っている。
すべての人は日の栄えの王国に入るためにはバプテスマを受けなければならないことを説明す
る。バプテスマはこの世の儀式であるため，地上に住んでいる人だけが行うことができる。わたし
たちは地上にいる間に，バプテスマを受けていない人々のために，身代わりのバプテスマを行うこ
とによって彼らを助けることができる。
死者のための身代わりのバプテスマはイエス・キリストの復活後から
（1コリント15：29参照），キ
リストの教会が背教して神権が地上から取り去られたときまで行われたことを説明する。預言者
ジョセフ・スミスが死者のためのバプテスマに関する知識を得るまで，当時の人はだれも身代わり
のバプテスマがイエス・キリストの福音の一部であることを知らなかった。
ジョセフ・F・スミス第6代大管長は1918年に啓示を受け，バプテスマを受けずに亡くなった人々
がどうなるかについて詳しい説明を受けた。この啓示は教義と聖約第138章となっている。スミス
大管長は霊界にいるイエス・キリストと何人かの弟子たちを見た。イエスは，亡くなる前に福音を
学びバプテスマを受ける機会がなかった人々に福音を教えるために，弟子たちを組織された。
人々はこの教えによって，彼らのために施される身代わりのバプテスマを受け入れる準備をした。
レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生活

話し合いと
応用のための質問

に応用するうえで最も役立つと思われる質問を採り上げる。教室で子供たちと一緒に聖句を読み
話し合えば，聖文に対する子供たち一人一人の理解力を深めるのに役立つ。
●

わたしたちはなぜバプテスマを受ける必要があるのでしょうか（ヨハネ3：5；信仰箇条1：4）。死者
のためのバプテスマとは何ですか。教会員はなぜ死者のためにバプテスマを施すのでしょうか。

●

わたしたちはどのような方法でバプテスマを受けますか。なぜ水に沈めるバプテスマを受けるの
でしょうか（水から上がることは復活において墓から出て来ることを象徴する；教義と聖約128：
12参照）。神殿のバプテスマフォントの絵を見せる。バプテスマフォントは通常，神殿の地階また
は最も下の階に置かれることを説明する。バプテスマフォントはなぜ神殿の最も下の階に設けら
れるのでしょうか（教義と聖約128：13）。
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●

主はなぜ聖徒たちに，死者のために執行したバプテスマを注意深く記録するように指示されたの
でしょうか（教義と聖約127：6−7，9；
「レッスンを豊かにする活動」の2を参照）。

●

どのような人が死者のためにバプテスマを受けることができるでしょうか。
（12歳以上の教会員で，
監督から有効な神殿推薦状を受けている人）

●

ジョセフ・F・スミスは霊界に関する示現で何を見ましたか（教義と聖約138：11−19，28−35）。
福音を教えられずに亡くなった人々はどうなるのでしょうか（教義と聖約138：31−33）。

●

わたしたちの先祖が身代わりのバプテスマの儀式を受けていることを確かめるのは，なぜ大切で
しょうか（教義と聖約128：15）。神殿結婚などほかの儀式も代理人によって死者のために行うこと
ができることを説明する。このようにして家族の全員が永遠に結び固められる。わたしたちの正し
い先祖もすべて，わたしたちの永遠の家族に含まれる
（
「レッスンを豊かにする活動」の4を参照）
。

レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チャレ
ンジに利用してもよい。
1． 自分の言葉で以下の物語を話す。
ブリジットとカーラが出会ったのは，ヨーロッパの小学校で3年生のときでした。カーラはつい
最近バプテスマを受けて，
「唯一まことの教会」の会員になったことをみんなに知ってもらいた
いと思っていました。クラスの友達の中にはそのように言う彼女をからかう人もいましたが，ブ
リジットはカーラの友達になりました。
ブリジットの家族は別の教会の活発な会員でしたが，ほかの宗教を尊重していました。ブリ
ジットはカーラの教会の活動に何回も参加したことがあります。ブリジットとカーラはそれから
何年も学校に通う間ずっと友達でした。そしてブリジットは17歳になったときに亡くなりました。
2か月後，カーラは夜中に目が覚めて，見るとブリジットがベッドの横に立っていました。ブリ
ジットは何も話しませんでした。カーラはなぜ彼女が現れたのか不思議に思っていました。翌
年，ブリジットは再びカーラのもとへ来ました。その翌年も現れました。
カーラは後にアメリカへ移って，ソルトレーク神殿で結婚しました。カーラが神殿に入った後，
ブリジットはしばしば現れるようになりました。そして，カーラが夫と一緒に神殿に行く計画を
していた日の1週間前に，ブリジットは3晩続けて現れました。
3日目の夜，カーラは夫を起こしてブリジットが現れたことを話しました。二人はブリジトが霊
界で福音の計画を教えられ，受け入れたのだと感じました。彼女はバプテスマを受けたかった
のです。カーラは夫とともに祈り，
どうしたら必要な記録を手に入れられるかを主に尋ねました。
二人は調査員と連絡を取るようにとの霊感を受けました。そしてブリジットの死亡記録を手に
入れることができました。こうしてカーラはブリジットの名前を神殿に送って，バプテスマを初
めとする神殿の儀式を行うことができるようにしました。
数週間後，カーラはまた目を覚ましてブリジットを見ました。今度は白いガウンを着て，バプ
テスマの部屋のような所に立っていました。翌日の朝，カーラは神殿からブリジットのバプテス
マが行われたことを告げる手紙を受け取りました
（カーラ・サンソン，From Bevond the Veil，

Ensign，1978年2月号，49−50参照）。
教師への注意 ── 過去95年以内に生まれた死者のために神殿の儀式を執行するには，死者

の最も近い生存中の親戚から承認を得なければならない。
2． 子供たちとともに教義と聖約127：6−7と128：6−8を読み，話し合う。執行された儀式の正確
な記録をつけることがなぜ大切なのかを子供たちに理解させる。教会は各会員について，出
生，バプテスマ，結婚の日付，家族の名前を記録していることを説明する。わたしたちも自分の
記録をつけておくことが大切である。
できれば，出生証明書やバプテスマ証明書などあなたの大切な記録を子供たちに見せる。
子供たちが大切な記録を特別に自分用の記録として保管するために両親の助けを借りるように
勧める。
3． 可能であれば，あなたが子供たちに話すことができる，親戚を含む家族や先祖の写真を展示する。
●
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●

その会にはどのような人が出席していましたか。祖父母は出席していましたか。曾祖父母は
どうでしたか。
あなたが出席した親戚の会または展示した写真の先祖について話をする。正しい生活を送

り，必要なすべての儀式を受ける人々は家族とともに永遠に生活する機会に与ることができる
ことを子供たちに話す。家族の中で亡くなったすべての人のためにバプテスマなどの儀式が行
われたかどうかを確認することによって，彼らが永遠にわたしたちと一緒に生活できるようにす
るための手助けをすることができる。
子供たちから祖父母や先祖について知っていることを話してもらう。
4． あなたの家族の系図を展示する。すべての人はそれぞれの家族の中で子供であり，一人一人の
子供が両親に結び固められていくと，何世代にもわたって家族が結び合わされることを指摘する。
もし先祖がバプテスマや両親への結び固めなどの儀式を受けていなければ，彼らの名前を
神殿へ送って，大切な儀式を執行することができることを説明する。子供たちに，12歳になっ
たときに正しい生活をしていれば，神殿へ行って死者のためのバプテスマに参加する神殿推薦
状を受けられることを話す。
5． 以下の物語を自分の言葉で話す。
マンタイ神殿で記録係を務めていたJ・ハッテン・カーペンター兄弟は，ある日神殿で行われて
いた死者のためのバプテスマを見ていた祝福師のことを話している。
この祝福師は「代理人によってフォントで執行されていた人々の霊を見た。霊たちはそこに
立って，記録係からバプテスマを受ける人の名前が呼ばれる間，自分の番が来るのを待ってい
た。祝福師は名前を呼ばれた霊の顔に喜ばしそうな笑みが広がり，一緒にいた霊たちのグ
ループから離れて記録係の横までやってくるのを見た。そこで代理人によって執行される自分
のバプテスマを見て，うれしそうな顔をして，次に同じ特権にあずかる人に場所を空けるため
にそこを離れた。
」
時間が過ぎて，祝福師は一部の霊が非常に悲しそうにしていることに気づいた。神殿の人々
はその日のバプテスマを終えていた。悲しそうにしている霊たちはその日に自分のバプテスマ
が行われなかった霊たちだった。
「『わたしはこの出来事をしばしば心に思い浮かべます』とカーペンター兄弟は語る。
『という
のは，わたしはよくフォントのわきに座って，死者にとって非常に大切な儀式を執行するために
名前を呼んでいるからです。』」
（ジョセフ・ハイナーマン，Temple Manifestations，101−102で
引用；The Utah Genealogical and Historical Magazine，第11巻，119も参照）
6．「家族は永遠に」
または「家族の歴史は主の教え」
（
『子供の歌集』98，100）
を歌うか，歌詞を読む。
神権の回復によって，天父のもとに戻るために必要なすべての祝福を受けられるようになっ
たことを感謝する。神権の偉大な力を受ける準備をし，その力を使うためにいつもふさわしく
生活するよう，男の子にチャレンジする。女の子には，神権を尊び神権の祝福を受けるふさわ
しさを身に付けるように，チャレンジする。
まとめ
証

あなた自身がバプテスマを受けたことと，地上にかつて住んだすべての人々のためにバプテスマ
を施す助けができる機会，に対する感謝の気持ちを述べる。該当する子供がいれば，先祖のため
にバプテスマを施した家族の経験について話してもらう。

読書課題

本課の復習のため，家庭でヨハネ3：5と教義と聖約128：15；138：29−34を研究するよう，子供
たちに提案する。

家族との分かち合い
の提案

物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を家族で一緒に読ん
だりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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神聖な儀式が執行された
ノーブー神殿
目 的
準 備
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神殿と神殿の儀式を受けるふさわしさを身につける大切さを，子供たちに理解させる。
1． 教義と聖約124：26−47，55（ノーブー神殿を建てるようにという戒め）；教義と聖約97：
15−17；105：12，18；109：20（神殿に参入するふさわしさを身に付ける大切さ）；教義と
聖約109：22−23（エンダウメントに伴う力）；本課の歴史記事を祈りの気持ちで研究する。
それからレッスンを検討し，聖文と歴史記事を子供たちにどう教えるか決める（本書
「レッスンの準備」vi−vii，「聖文と歴史記事に基づいて教える」vii−viii参照）
。
2． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」から選ぶ。
3． 教材
ａ．教義と聖約と高価な真珠（人数分）
ｂ．白または明るい色のタオルか布を2枚，1枚はきれいなもので，もう1枚には泥か汚れを
付けておく。
ｃ．可能であれば，神殿推薦状
ｄ．視覚資料5−36「神殿のバプテスマフォント」（『福音の視覚資料セット』504）；5−37
「ノーブー神殿」（『福音の視覚資料セット』501）

レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導 入

子供たちにきれいなタオルを見せる。
●

石けんと水で手を洗った後で使ったなら，このタオルはどうなりますか。

●

手が汚れた状態でこのタオルを用いたらどうなりますか。
きれいなタオルと汚れたタオルを掲げる。

●

皆さんはどちらのタオルを使いたいですか。それはどうしてですか。
以下のことを説明する。わたしたちの生活もこれらのタオルと似たところがある。戒めに従

い，あるべき生活をしていれば，わたしたちの生活はこのきれいなタオルのようなものである。
霊的に清いからである。しかし，悪い行いをすれば，わたしたちの生活はこの汚れたタオルの
ようなものとなる。つまり，霊的に汚れるのである。
●

この汚れたタオルをもう一度きれいにするにはどんなことができるでしょうか。
わたしたちの生活をタオルにたとえるなら，悔い改めは汚れたタオルをもう一度きれいにす

るために洗うことである，と説明する。子供たちに以下のことを思い起こさせる。最初から罪
を起こさないのが何よりだが，罪を犯した場合のために主は，悔い改めることによって再び霊
的に清くなる道を備えてくださった。
清くないものや人は，主の宮に入ってはならない（教義と聖約109：20参照）。そう命じるこ
とにより，主は霊的に清くあることの大切さを強調された。主は神殿を常に神聖で清いものと
したいと望んでおいでになる。神殿に参入するには神殿推薦状を所持しなければならない。こ
れは監督とステーク会長会の一員との面接で自分のふさわしさを証明する人に与えられる。可
能であれば神殿推薦状を見せる。
子供たちに正しく生活し，神殿推薦状を受けるにふさわしくあるよう努めるべきことを伝え
る。そうすることにより，子供たちは成長したときに推薦状を受けられる。本課を通じて子供
たちは，どのように生活すれば神殿に参入して神聖な神殿の儀式にあずかるにふさわしくなれ
るか，理解を深めることができる。
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聖文と歴史記事

子供たちにノーブー神殿の建設と神殿の儀式を受けるにふさわしくあることの大切さについ
て，以下の歴史記事および，準備の項に挙げられた聖句から教える。適切な箇所で視覚資料を
用いる。
聖徒たちはノーブー神殿を建設するよう命じられた
1841年1月，ジョセフ・スミスはイリノイ州ノーブーに神殿を建てるように命じる啓示を受け
た（教義と聖約124：26−44参照）。預言者はノーブーの町を見渡せる丘の上の敷地を選び，主
から承認を受けた（教義と聖約124：43参照）
。
ノーブー神殿に関する計画は，カートランド神殿の場合と同様，啓示を通してジョセフ・ス
ミスに示された。ジョセフ・スミスは建築家（神殿の設計図を描く人）にどのような作りの神
殿にすべきかを告げた。ジョセフ・スミスはこう言っている。「わたしの考えどおりに建設を進
めてください。わたしは啓示の中でその建物の壮麗な姿を目にしたのです。……ですから，わ
たしに示されたその様式に従って建てるつもりです。
」（Ｅ・セシル・マクガビン，The Nauvoo

Temple，6）
教会員たちは，カートランド神殿の建設のために行ったのと同じように，ノーブー神殿建設
じゅうぶん

を助けるために多くの犠牲を払った。什分の一の献金は建築資材の購入に充てられた。会員た
ちはまた，神殿建設に必要なものを買うためにできる限りの貢献をした。扶助協会で女性たち
は，ガラスや釘を買うために全員が1週間に1セントずつ寄付していき，最終的には5万セント
（500ドル）を集めた。これらの硬貨の重さは156キログラムにも及んだ。ある男性はブリガム・
ヤングに金貨で2,500ドルを渡したが，これは当時にしては莫大な金額であった。男性たちは，
神殿建設用地か外壁用の石の採石場のいずれかで働いた。しばしば什分の一にあたる労働とし
て，10日ごとに神殿で働いた。また女性たちは神殿建設に携わる男性たちのために衣服を縫い，
食事を準備した。
聖徒たちは神殿をできるかぎり最良のものとするため，熱心に働いた。例えば，バプテスマ
フォントの下に据える雄牛の彫刻は，聖徒たちが見いだし得る最も美しい生きた雄牛をモデル
として制作された。また，入手できる最も美しい調度品が神殿の中に置かれた，神殿を主の家
にふさわしい場所とするためである。
神殿は灰色で軽量の石灰岩で作られた。地上から尖塔までの高さは165フィート（約49メート
ル）あり，これはカートランド神殿より16．5メートル高かった。神殿の外壁には3つの段階の
栄えを象徴する，太陽，月，星の模様が彫刻されていた。ドアの上には，金文字で，「主の家，
末日聖徒イエス・キリスト教会建設，1841年4月6日着工」と書かれてあった。完成した神殿は，
地域で最も美しい建物の一つとなった。
死者のバプテスマ，ノーブー神殿で執り行われる
ノーブー神殿が建設される前，神殿の儀式の幾つかは神殿以外の場所で執り行われていた。利
用できる神殿がなかったからである。例えば，死者のためのバプテスマは川で行われていた。し
かし，主が聖徒たちにノーブー神殿を建てるように命じられたとき，主は聖徒たちにある時を境に
して，神殿外で行われる死者のためのバプテスマはもはや主に受け入れられない，と告げられた
（教義と聖約124：29−32参照）。こうして神殿の各部屋は，それらが完成するとすぐに奉献され，用
いられた。バプテスマフォントは神殿の地下にあったため，神殿のほかの部分が完成する前から使
用する用意ができていた。こうして死者のためのバプテスマは，1841年11月に神殿で開始された。
このとき神殿の外壁の工事は，まだ1階の窓の下枠にさえ達していなかった。
聖徒たちが神殿を建設している間，ノーブーの町は繁栄を続けた。ノーブー周辺に住んでい
た，末日聖徒でない一部の人々は，ノーブー市の発展ぶりを目の当たりにし，教会が強大な力
を持つようになることを恐れ始め，教会員を迫害するようになった。ジョセフ・スミスは，神
殿が完成する前に殺害された。そして聖徒たちは間もなく，安らぎと安全を求め，ロッキー山
脈を目指して，西部へ移動しなければならなくなる。しかし彼らはノーブーをたつ前に少しで
も多く神殿の儀式を受けておきたいと願った。聖徒たちは神殿の完成を急いだ。
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エンダウメントと結び固めの儀武がノーブーで執り行われる
神殿の神聖な儀式の一つはエンダウメントと呼ばれている。この儀式はわたしたちに，もっと天父
のようになり，日の栄えの最高の階級に住む備えをさせてくれる。エンダウメントの一部としてわたし
たちは聖約，つまり天父との約束を交わす。教会員のほとんどは，伝道に出る前もしくは結婚する
前にこのエンダウメントを受ける。エンダウメントを受けた後，教会員は，神殿でこの世から永遠に
わたって結婚をすることができる。夫と妻が神殿で結婚した場合，その後生まれてくる子供たちは
自動的にその夫婦に結び固められる。このことを「聖約の下に生まれる」と言う。両親が互いに結
び固められる前に生まれた子供たちも，神殿で両親と結び固めを受けることができる。またわたし
たちは，地上に生きている間にこれらの儀式を受けられなかった人々の身代わりとして，神殿でエ
ンダウメントを受け，結び固められることができる
（第34課参照）。
ノーブー神殿の階上の部屋のいくつかが，1845年の11月の終わりに完成し，エンダウメント
の儀式のために奉献された。そして，最初のエンダウメントの儀式が10日後に行われた。この
ころには迫害の厳しさが増しており，聖徒たちはやがて自分たちがノーブーを去らなければな
らないことを予期していた。そのため彼らはその地を去る前に熱心にエンダウメントを受け，
家族や先祖と結び固められた。ブリガム・ヤングも神殿で儀式を執り行っていた人物の一人で
ある。1846年1月に彼は，儀式を受けるのを切望する聖徒があまりに多いので，「昼も夜も終日，
自らをすべて主の御業に捧げた。平均して1日に4時間も寝ていなかったし，家には週に1度しか
帰らなかった。」（History of the Church，第7巻，567）聖徒たちは敵が神殿を焼き討ちするこ
とを恐れ，武装した男性を神殿の警備に当たらせた。
この時期，教会の敵対者たちは，ブリガム・ヤングとそのほかの十二使徒たちを偽りの罪で
捕らえようとし続けていた。1845年，12月下旬，ブリガム・ヤングはアメリカ合衆国の連邦保
安官が自分を捕まえに町に来ていることを知らされた。そのとき神殿にいたヤング会長は，導
きと守りを求めて，ひざまずき祈った。やがて彼は御者に自分の馬車を取りに行かせ，神殿の
正面玄関に横付けさせた。
ヤング会長は，自分とほぼ同じ体格のウィリアム・ミラー兄弟に助けを求めた。ミラー兄弟
は，ヤング会長の帽子とヤング会長の物に似た上着を身に着け，外の馬車の方に向かった，ミ
ラー兄弟が馬車に乗り込もうとすると，保安官が名前も尋ねずに彼を逮捕してしまった。ミ
ラー兄弟は保安官に，何かの間違いだ，と叫んだが，保安官はミラー兄弟に，裁判にかけるか
らカーセージに来い，と言い張った。
こうしてミラー兄弟はカーセージに連れて行かれたが，一方のブリガム・ヤングはというと，
ノーブーにとどまって，神殿の儀式に協力し，西部への移動の計画を立てていた。ミラー兄弟
と保安官がカーセージに到着すると，そこにいた人々が保安官に，逮捕されてきた人はブリガ
ム・ヤングではないと告げた。保安官はようやくミラー兄弟に彼の名前を尋ねた。自分がブリ
ガム・ヤングを逮捕していなかったことを知ると，保安官は怒りだすと同時に赤面した。そし
て，ミラー兄弟を釈放した。
ブリガム・ヤングは，神殿での儀式を行うことを2月始めに中止することを計画した。敵に捕
らえられる前に無事に西部に旅立てるようにである。しかし，自分たちのエンダウメントを受
けるのを待ち望んでいる聖徒があまりにも大勢いたため，彼はもう2週間とどまった。こうして，
ほぼ6,000人の教会員がノーブー神殿でエンダウメントを受けた。
ノーブー神殿，破壊される
ブリガム・ヤングがノーブーを去った後，ノーブー神殿で神殿の儀式が執り行われることはなかっ
た。しかし聖徒たちは，建物を完成するために働き続けた。彼らは神殿を自分たちの信仰と熱心
な働きに対する記念碑として残していきたかったのである。ノーブー神殿は，1846年4月に完成し，
十二使徒定員会会員のオルソン・ハイド長老によって1846年5月1日に奉献された。1週間後，ノー
ブーにまだ残っていた約3,000人に神殿内で最後の説教をした。この後神殿は閉鎖され，見張りの
ための管理人が雇われた。
1846年9月，教会に敵対する1,500人の暴徒たちが神殿を占拠し，破壊してしまった。彼らは
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神殿内で賭博をし，酒を飲み，たばこを吸った。調度や壁を壊し，神聖な神殿の儀式を嘲弄し
た。暴徒が神殿を占拠して間もなく，稲妻が尖塔を打ち，神殿のてっぺんに天使の像を掲げて
いた軸が折れた。後に教会の敵対者たちはある男に報酬を払って神殿に放火させた。これによ
り，石造りの外壁を残してすべてが焼失した。2年後，竜巻がこの壁の三方を吹き飛ばし，4番
目の壁も後に打ち倒されてしまった。
レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，

話し合いと
応用のための質問

生活に応用するうえで最も役立つと思われる質問を，採り上げる。教室で子供たちと一緒に聖
句を読み話し合えば，聖文に対する子供たち一人一人の理解力を深めるのに役立つ。
●

主はどうして聖徒たちにノーブー神殿を建てるよう命じられたのでしょうか（教義と聖約124：
27−29，40）。ノーブー神殿で執り行われていた儀式にはどのようなものがありますか（死者のた
めのバプテスマ，生者と死者のためのエンダウメントと結び固め）。現在，これらの儀式はどこで
執り行われていますか。なぜこれらの儀式は大切なのですか（教義と聖約124：55）。

●

天父の御業にとって神殿はなぜ大切なのでしょう。わたしたちにとって神殿はなぜ大切なの
でしょう。

●

神殿のための計画をジョセフ・スミスに与えたのは，どなたですか（教義と聖約124：42）。
神殿を建てるに当たって，主はどのような材料を用いるよう望まれましたか（教義と聖約
124：26−27）。教会はどうして入手できる最良の材料で神殿を建てるのだと思いますか。ど
うして神殿は主の宮と呼ばれるのでしょうか。

●

どうして神殿以外の場所で神殿の儀式を行うことが，かつて認められたのでしょうか（教義
と聖約124：29−30）。建物全体が完成する前にノーブー神殿で神殿の儀式が執り行われたの
はなぜですか（教義と聖約124：33，36；「避け所」とは神殿を指すことを伝える。さらに，
聖徒たちはノーブーを立ち退かされる前に自分たちのエンダウメントを急いで受ける必要が
あったことを子供たちに思い出させる）
。

●

聖徒たちはどうして神殿でエンダウメントを受けることを熱心に求めたのだと思いますか。
エンダウメントは霊的な知識と力をもたらしてくれることを説明する（教義と聖約109：22−
23参照）。そのおかげで聖徒たちは，西部への旅と現在のユタに当たる地域に定住するうえで
直面する数々のチャレンジを堪え忍ぶことができたのである。

●

最終的にノーブー神殿にはどのようなことが起きましたか。暴徒たちが占拠したときは主の
みたま

御霊が神殿を去ったことはどのような点からわかりますか（教義と聖約97：17）
。
●

神殿に参入するにふさわしく生活するのはなぜ大切なのでしょうか（教義と聖約97：15−
17；105：12，18；124：46）。神殿参入にふさわしくなることは，わたしたちがさらに幸福な
生活を送るうえでどのような助けになりますか（「レッスンを豊かにする活動」の3を参照）。
神殿に参入するふさわしさをなくしてしまうような過ちや罪を犯してしまったとき，わたし
たちには何ができますか。

レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． ハワード・Ｗ・ハンター第14代大管長の以下の言葉を読むか，一人の子供に読ませる。
「すべての成人会員が有効な神殿推薦状を受けるにふさわしくあり，しかもそれを所持す
るなら，主は喜ばれることでしょう。神殿推薦状を得るためにすべきこととすべきでない
ことは，わたしたちが個人として，また家族として，幸福になるのを約束する事柄でもあ
るのです。」（「尊く，大いなる祝福」『聖徒の道』1995年1月号，9−10）
以下のリストに書かれた事柄は，神殿推薦状を持つふさわしさと同様に，わたしたちが幸福
で主の御霊を受けやすくなるうえでどのように役立つか，子供たちと話し合う（例 ── 家族に
親切にすることにより，家族への愛をもっと深めることができる。知恵の言葉に従うことにより，
健康で強くなれる）
。
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●

天父とイエスと聖霊を信じる。

●

教会が真実であるという証を持つ。

●

預言者に従う。

●

清い思いを持つ。

●

聖文を読む。

●

初等協会と聖餐会に出席する。

●

教会の指導者を支持する。

●

慎しみのある服装をする。

●

正直に生活する。

●

知恵の言葉を守る。

●

什分の一を完全に納める。

●

罪を悔い改める。

●

祈る。

●

正義をいつも選べる友達を選ぶ。

●

両親を敬い，家族に親切にする。

●

人々に仕える。

あかし

せいさん

2． 神殿参入にふさわしくなるためにしなければならない事柄についてのヒントとなるような品物や
絵，カードを，箱に入れておく
（「レッスンを豊かにする活動」の1リストを参照）。例えば，生ける
預言者の写真は預言者に従うことのヒントに，硬貨は什分の一を納めることのヒントになるであ
ろう。子供たち一人一人に箱の中から品物や絵，カードを選んで，それが神殿へのふさわしさ
とどのように関係しているか，ほかの子供たちに対して説明させる。
3． 信仰箇条1：13を子供たちとともに復習し，復唱する。そしてそれが神殿へのふさわしさと
どのように関係するか話し合う。「純潔」「徳高く」とは，慎ましく，道徳的（性的）に清
く，思いと行いにおいて清いことである，と説明する。服装や娯楽，言葉遣い，友達を選
ぶことにおいて，徳高く，純潔であるためにはどうすればよいか，子供たちと話し合う。
4． 初等協会会長の承認を受けて監督会の一員を招き，神殿参入にふさわしくなれるよう生活
することの重要性について，5分ほど子供たちと話し合ってもらう。
5．「神殿に行きたいな」（『子供の歌集』99），「この体は神の宮」（『子供の歌集』73）を歌う
か，歌詞を読む。
まとめ
証

以下のことを子供たちが理解できるように助ける。神殿は，美しく，神聖な場所であり，そ
こでは，わたしたちが再び天父とイエス・キリストとともに住めるよう備えさせてくれる大切
な儀式が執り行われている。神殿はふさわしい人だけに参入を許可することで神聖に保たれて
いる。子供たちに，神聖な神殿の儀式にあずかるに十分な年齢に達したとき，神殿に参入する
用意ができているよう，今ふさわしく生活するように励ます。

読書課題

本課の復習のため，家庭で教義と聖約124：26−29，40−45を研究するよう，子供たちに提案する。

家族との分かち合い

物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を家族で一緒に

の提案

読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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信仰箇条を記すジョセフ・スミス

目 的
準 備

36課

第

信仰箇条を理解し，暗唱しようという子供たちの望みを強める。
1． 高価な真珠の最後の部分にある「信仰箇条」と本課の歴史記事を祈りの気持ちで研究する。
それからレッスンを検討し，聖文と歴史記事を子供たちにどう教えるか決める（本書
「レッスンの準備」vi−vii，「聖文と歴史記事に基づいて教える」vii−viii参照）
。
2． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」から選ぶ。
3． 教材
ａ．高価な真珠（人数分）
ｂ．
『信仰箇条のポスター』（64370 300）を集会所付属図書館などから入手する。

レッスン
導 入

一人の子供に開会の祈りをさせる。
●

学校の算数の時間，今どんなことを習っていますか。
子供たちが答えたら，以下の算数の問題を黒板に書く。
a2+b2=25

●

どうしてこの問題は皆さんにとって難しく見えるのでしょう。

●

算数の問題を解けるようになる前，最初に何を学ぶ必要がありますか。
算数の問題の解き方を学ぶ前に，子供たちは基本的な算数の原則を学ぶ必要があることを説

明する。同様に，福音を学び理解するには，わたしたちはまず福音の基本原則を学ばなければ
ならない。
以下のことを説明する。ジョセフ・スミスは，末日聖徒イエス・キリスト教会の原則と信条
の幾つかを簡潔にまとめた13の声明文を記した。教会員をはじめ，教会について学んでいる
人々は，これらの声明文を研究することにより，教会の基本的信条を理解し，覚える助けとす
ることができる。
●

「導入」の代替活動

これらの13の声明文はなんと呼ばれていますか。
（信仰箇条）
黒板に以下の文字を書く。

いにさしごろなはくじじじ
●

この次に来る文字は何だと思いますか。
子供たちがいくつかのアイデアを出した後，この文字列は「いち」「に」「さん」などの言葉

の最初のひらがなを「じゅうに」まで並べたものである。したがって，この文字列の次に来る
文字は，「じゅうさん」の「じ」である。
以下のことを説明する。ジョセフ・スミスは，末日聖徒イエス・キリスト教会の原則と信条
のいくつかを簡潔にまとめた13の声明文を記した。教会員をはじめ，教会について学んでいる
人々は，これらの声明文を研究することにより，教会の基本的信条を理解し，覚える助けとす
ることができる。
●

これらの13の声明文はなんと呼ばれていますか。
（信仰箇条）
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聖文と歴史記事

子供たちにジョセフ・スミスの記した『ウェントワース書簡』について教える。この中には，
以下の歴史記事に述べられているように，信仰箇条が含まれている。次に『信仰箇条のポス
ター』を見せ，信仰箇条に説明されている，末日聖徒の教義のいくつかについて子供たちとと
もに話し合う。
1842年，ジョージ・バーストーという男性が，ニューハンプシャー州の歴史を記していた。彼はそ
の記録にニューハンプシャー州に住む当教会の会員たちについての章を収めたいと思った。バー
ストー氏は教会についてあまり知らなかった。そして，末日聖徒がどんなことを信じているのか知
りたくなった。当時，教会本部はイリノイ州ノーブーにあったので，バーストー氏は，イリノイ州シカ
ゴの新聞社で編集者をしていた友人のジョン・ウェントワースと連絡を取った。
ウェントワース氏はジョセフ・スミスに末日聖徒イエス・キリスト教会の信条と歴史につい
て尋ねた。預言者は後にウェントワース書簡として知られるようになる手紙を，返事として出
した。その中でジョセフは，最初の示現といかにして金版を手にして翻訳したかを告げた。さ
らに，教会の組織と聖徒たちの受けた迫害，たどってきた歴史も記した。この重要な手紙の最
後の部分で預言者は，教会の基本的な信条のいくつかを列挙した。このリストが信仰箇条とし
て知られるようになったのである。
ジョセフ・スミスは，教会員でない人々が末日聖徒イエス・キリスト教会とほかの教会との
違いを理解できるように信仰箇条を書いた。信仰箇条には教会のすべての教えと信条が含まれ
ているわけではないが，教会の最も重要な信条のいくつかが説明されている。それらは，信仰
あかし

と理解，福音への証 を築くのに役立ち，人々に福音を分かち合うためのすばらしい基盤とも
なっている。
結局，信仰箇条はバーストー氏のニューハンプシャー史にも，ウェントワース氏の新聞にも掲載さ
れることはなかった。しかし，それらは教会の新聞紙上で，1842年に掲載された。そして，1880年
10月の総大会の席上，教会員たちは右手の挙手により，全会一致で信仰箇条を聖文の一部として受
け入れたのである。それらは現在，高価な真珠の中に聖文として収められている。
話し合いと
応用のための質問

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，
生活に応用するうえで最も役立つと思われる質問を，採り上げる。教室で子供たちと一緒に聖
句を読み話し合えば，聖文に対する子供たち一人一人の理解力を深めるのに役立つ。
●

信仰箇条とはどういうものですか。ジョセフ・スミスはなぜそれらを記したのでしょう。

●

教会員にとって信仰箇条に親しむのはなぜ重要なのでしょうか。信仰箇条は，わたしたちが
福音を理解し，それに従ううえでどのように役立ちますか（「レッスンを豊かにする活動」の
1を参照）。

●

信仰箇条を覚えることは，どうして役に立つのでしょう（子供たちと一緒に信仰箇条を一つ
以上復習するとよい）。

●

信仰箇条について知ることは，人々に福音を分かち合ううえでどのように役に立ちますか

（「レッスンを豊かにする活動」の4を参照）。これまで教会員でない人に信仰箇条について紹
介したことはありますか。もしあれば，どんな経験でもよいので話させる。
レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． レッスンの前に，以下の文をそれぞれ別の紙に書いておく。
1．わたしは神会を構成するのはどなたか知っています。
2．わたしには自分の行いに対して責任があります。
3．わたしは神の子供たちに対する天父の計画を理解しています。
4．わたしは福音の第一の原則と儀式に従うことにより，天父のみもとに帰ることができます。
5．わたしは教会の指導者が神権の権能を通して神により召されていることを知っています。
6．わたしは，末日聖徒イエス・キリスト教会はイエス・キリストが地上におられたときに
組織されたのと同じ教会であることを知っています。
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7．わたしは聖霊を通して多くの賜物と祝福を受けることができます。
8．わたしは聖文は神の言葉であることを知っています。
9．わたしは啓示が神によりもたらされることを知っています。
10．わたしはイエス・キリストが再び来られることを知っています。
11．わたしは自由に神を礼拝することができます。
12．わたしは国の法律に従わなければなりません。
13．わたしは，福音に従うのに役立ち，幸福につながるよい特質を伸ばすことができます。
大きな紙か黒板に，「あかしへの道」と書く。このタイトルの下に，証と書かれた到着地
点につながっていて，13の標識のある道を描く。子供たちに，信仰箇条は福音を理解し，
証を強めるのに役立つことを説明する。
一人の子供に，立って，信仰第1条を聖典から読むか，暗唱するように言う。続いて準備した
文の1を読ませる。その信仰箇条の意味を簡単に話し合った後，その紙を最初の標識のそば
に置かせる。そのほかの信仰箇条とそれに対応する文についても順番に同様のことを行う。
子供たち全員に少なくとも一度順番が回り，すべての信仰箇条とそれに対応する文が読まれる
まで続ける。証を強めるうえで信仰箇条がどれほど役立つか，子供たちと話し合う。
かぎ

2． 本課の最後にある「信仰箇条の鍵の言葉」を子供の人数分コピーして配るか，黒板に1から13ま
での数字と対応する鍵の言葉を書く。それぞれの鍵の言葉が，関連する信仰箇条を記憶する
のにどのように役立つか子供たちと話し合う。信仰箇条を暗唱するのに用いることのできるほ
かの方法を，子供たちに提案させる
（「子供たちが聖句を覚えるのを助ける」xi参照）。
3． 組み合わせゲームをして，子供たちが各信仰箇条の主題を覚えられるようにする。1から13
までの数字を別々のカードまたは紙片に書き，本課の最後にある配付資料上に記された鍵
の言葉を一つずつ書く。次にカードを混ぜ，テーブルか床の上に伏せて碁盤目状に並べる。
子供たちに順番に2枚ずつカードをめくらせ，鍵となる言葉とそれに対応する信仰箇条の番
号を合わさせる。
4． トーマス・Ｓ・モンソン副管長が語った以下の話を教師自身の言葉で話す。
ある男性がバスで合衆国を横断してカリフォルニアまで旅していました。バスがソルト
レーク・シティーで停車したとき，幼い女の子が乗り込んで来て，その男性の隣りに座り
ました。二人は話し始めました。彼は女の子に，「君，モルモンかい」と尋ねました。彼女
が「はい，そうです」と答えると，男性は，「モルモンってどんなことを信じているの」と
聞いてきました。女の子は信仰箇条の第1条を暗唱し，その意味を男性に説明しました。続
いて残りの信仰箇条もすべて暗唱し，説明しました。男性は女の子の深い知識にとても感
動しました。そして，女の子がバスを降りてからも彼は彼女が語ったことについて考え続
けました。彼はカリフォルニアに着くと，最寄りの伝道部長に連絡を取りました。伝道部
長はその男性に福音を教えるために宣教師を送りました。最終的に，彼の家族全員がバプ
テスマを受けました。これも，あの幼い女の子が信仰箇条をよく理解し，紹介してくれた
おかげなのです（ Primary Days， Ensign，1994年4月号，67−68）。
5．『信仰箇条のカード』（33240 300。教会配送センターを通じて購入できる）を入手する（で
きれば，生徒の人数分購入するとよい）。初等協会会長の承認を得た後，宣教師または帰還
宣教師を招き，信仰箇条を分かち合うことで得られた経験について話してもらうとよい。
6． 子供たちを床の上に丸く座らせる。円の真ん中にペットボトル（またはそれに類似した，
回して人を指し示せる物）信仰箇条の番号を声に出して言い，ボトルを回す。ボトルの回
転が止まったら，ボトルの先が指し示した子供に，前述の番号に当たる信仰箇条の主題ま
たはそれに関連する鍵となる言葉を言わせる。その子供が主題を思い出せなかったら，そ
の子供の右に座っている子供に答えさせる。次に主題または鍵となる言葉を言った子供に
別の信仰箇条の番号を言わせ，ボトルを回転させる。すべての信仰箇条が少なくとも一度
用いられるまでゲームを続ける。クラスの子供たちが信仰箇条を覚えている場合は，ただ
主題の言葉を言わせる代わりに，信仰箇条全体を暗唱させるとよい。
代替活動──大きな紙に線を引いて13に区分する。1区分ずつに数字を一つずつ1から13
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まで書いていく。その紙を床に置き，一人の子供にボタンや小石などの小さな物を紙の上
に投げさせる。次に，ボタンが落ちた区分の番号に対応する信仰箇条の主題を言うか，暗
唱させる。少なくとも，全員に一度順番が回るまで繰り返す。
7． 子供たちに信仰箇条のいずれかを暗唱させる（子供たちが暗唱しやすいように，『信仰箇条
のポスター』を用いるとよい）
。
まとめ
証

信仰箇条が与えられているおかげで，教会の基本的な信条の幾つかを理解し，心に留められ
ることへの感謝を伝える。これまでに信仰箇条が役立った経験や，自分にとって大切なものと
なった経験を分かち合う。

読書課題

本課の復習のため，家庭で高価な真珠に収められた信仰箇条を研究するよう，子供たちに提
案する。

家族との分かち合い
の提案

物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を家族で一緒に
読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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信仰箇条の鍵となる言葉
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37課

第

ジョセフ・スミスと
ハイラム・スミスの殉教
あかし

目 的
準 備

預言者ジョセフ・スミスに対する子供たち一人一人の証を強める。
1． 本課の歴史記事，教義と聖約135章を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，
聖文と歴史記事を子供たちにどう教えるかを決める（本書「レッスンの準備」vi−vii，「聖
文と歴史記事に基づいて教える」vii−viii参照）
。
2． その他の参照箇所──教義と聖約124：91，94−96
3． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
4． 以下のような小さなカードを作る。
祈 り

聖 文

真 理

聖 霊

学 習

従 順

教 師

預言者

証を述べる

5． 教材
ａ．教義と聖約（人数分）
ｂ．同じサイズのボウル3個（料理用）
ｃ．ボタンまたは小石
ｄ．
「ミズーリと周辺地域」の地図（第30課の課末）
ｅ．視覚資料5−1「預言者ジョセフ・スミス」（『福音の視覚資料セット』401），または5−
2「ジョセフ・スミス」（『福音の視覚資料セット』400）；5−38「ハイラム・スミス」；
5−39「カーセージの監獄」；5−40「ジョセフ・スミスとハイラム・スミスの殉教」
レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導 入

3つのボールを床の上に1列に置く，あるいはまとめて置く。それぞれのボウルに3枚のカード
を入れる。子供に一人1回ずつボタンか小石を，ボウルの一つに投げ入れさせる。入ったらその
ボールからカードを1枚取らせる。そして，カードの言葉が証を強めるうえでどのように役立つ
か答えさせる。カードは必要に応じて2度以上用いてもよい。
福音に対する証を持つことの一つは，ジョセフ・スミスが神の真の預言者であると知ること
である。この点を子供たちに思い起こさせる。本課で子供たちは，ジョセフ・スミスと兄ハイ
ラムの死について学ぶ。

聖文と歴史記事

以下の歴史記事と教義と聖約135章をもとに，ジョセフ・スミスとハイラム・スミスの受けた
迫害と殉教について教える。適当な箇所で視覚資料と地図を用いる。
ノーブーの聖徒への迫害
1844年までに，聖徒たちはノーブーの町を，イリノイ州の繁栄した大都市にまで発展させた。
さらに多くの教会員たちが，毎日ノーブーに流入していた。末日聖徒でない人々の多くが，大
勢の教会員が持つ経済的，政治的な力に恐れを感じていた。こうして彼らは聖徒たちを迫害し
始めた。
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教会の敵対者たちは，もしジョセフ・スミスを退けられれば，教会は崩壊するであろうと信じてい
た。これらの人々は新聞を発行し，その中でジョセフ・スミスについて多くの邪悪な偽りを掲載し
た。教会の会員たちは，これらの偽りに対し怒った。当時ノーブー市の市長をしていたジョセフ・
スミスは，市の議会を召集した。この議会は教会員と教会員でない人々の両方によって構成されて
いた。同議会は，この新聞を不法妨害であると断定し，市の警察に対して，この新聞の印刷に使用
された印刷機を破壊するよう命じた。
教会の敵対者たちは，この出来事を聖徒と預言者をさらに迫害するための口実として用いた。イ
リノイ州知事のトーマス・フォードは，ジョセフ・スミスと市議会のほかの議員をイリノイ州カーセージに
召還した。印刷機破壊に関する裁判を行うためである。知事はジョセフたちに，身の安全を保障し
た。しかし，ジョセフは知事に，もし自分たちがカーセージに赴けば，自分たちの命が危険にさらされ
る，と感じていることを手紙で書き送った。ジョセフ・スミスは公平な裁判が行われるであろうとは思
わなかったし，知事が約束どおり自分たちを保護してくれることに対し，疑いを抱いていた。
教会の敵対者が捕らえようとしているのは，自分たちだけであると確信したジョセフとハイラムは，
身を隠し，家族とともに西部に移る計画を立てた。しかし，カーセージから派遣された警察隊は，
ノーブーに来ると，
「もし，ジョセフとハイラムが見つからなければ，町全体を占領する」
と脅した。す
おくびょう

ると一部の聖徒らがこの警官隊を恐れ，ノーブーを去ろうとしているジョセフとハイラムを臆病 者呼ば
わりした。ジョセフはこれを聞いて悲しみ，次のように言った。「もしわたしの命がわたしの友にとっ
て何の価値もないのなら，わたしにとっても何の価値もない。」ジョセフは，ハイラムに「わたしたちは
どうすべきだろうか」
と尋ねた。するとハイラムは答えて言った。「出て行って，身を引き渡そう。そし
て，どうなるか物事を最後まで見届けようではないか。」
（History of the Church，第6巻，549）
ジョセフはもし自分たちが戻ったならば殺されるであろうことを知っていた。しかし，かれはほか
の教会の指導者に次のように告げた。
「わたしはほふり場に引かれて行く小羊のように行く。しかし，
わたしは夏の朝のように心穏やかである。わたしの良心は，神に対してもすべての人に対しても，
責められることがない。もし彼らがわたしの命を奪うなら，わたしは罪のないまま死ぬのであり，わ
たしの血は，報復を求めて地の下から叫ぶことであろう。やがて『彼は冷酷に殺害された』と言わ
れるようになるだろう。」
（History of the Church，第6巻，555；教義と聖約135：4も参照）
ジョセフ・スミスとハイラム・スミスの殉教
ジョセフとハイラムは，カーセージに赴いた。そして，1844年6月25日，二人は暴動と反逆罪
（政府に反抗する働き）という偽った訴えを受けた。ジョセフとハイラムとその友人の何人かは，
こうしてカーセージの監獄に入れられた。そこで暴徒たちは，彼らを脅し，ののしった。監獄
の中で兄弟たちは祈りを捧げ，モルモン書を読んだ。預言者は，看守に福音の真実性について
証を述べた。ダン・ジョーンズは，預言者とともに監獄にいた一人であった。1844年6月27日の
朝，監獄の看守の一人が彼に，次のように言った。
「ジョセフをここに連れて来るには，随分と手こずったんだ。生きて脱獄させるなんてできな
いな。ジョセフと一緒に死にたくなきゃ，日没までに立ち去ることだ。……そうすりゃ，おま
えも，おれにはジョセフより立派な預言ができるってことがわかるだろうよ。なぜなら，ジョ
きょう

セフもその兄貴も，二人と一緒にいるやつはだれ一人として今日の日没を生きて見られないか
らさ。」
（History of the Church，第6巻，602）
ダン・ジョーンズはこの脅迫をフォード知事に報告した。しかし，知事はこう答えた。
「あなたは，
ご友人の身の安全に対して大げさな警告を受けただけですよ。人々は，そんなことをするほど残酷
じゃない。」こうして知事は，カーセージを去った。預言者にとって最悪の敵対者たちに監獄の責
任を任せてである。この日，預言者の友人たちの大半は，監獄を去るように命じられた。
カーセージの監獄には，わずかに4人の男性だけが残された。つまり，預言者ジョセフ・スミ
スと兄ハイラム・スミス，そして二人の使徒，ジョン・テーラーとウィラード・リチャーズで
ある。これらの4人は，彼らを訪れた友人たちから受け取った2丁の銃を持っていた。テーラー
つえ

長老とリチャーズ長老はともに杖を持っていた。
知事がカーセージを去り，暴徒の何人かに監獄の責任を任せて行ったため，4人は自分たちの
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命が危険にさらされていることを悟った。その日の朝，ジョセフは家族に手紙を書き，彼が家
族を愛していることと自分が無実であることを告げた。手紙の中でジョセフはまた，家族と友
人たちに祝福を与えた。午後になるとジョン・テーラーが『悩める旅人』（『賛美歌』15番）を
歌った。救い主についてのこの美しい歌は，4人の心を大いに慰めた。そして預言者はテーラー
長老にその歌をもう一度歌ってくれるように頼んだ。
午後5時ごろ，約100人の暴徒たちが監獄を襲撃してきた。暴徒の多くは，自分たちの顔を泥
や火薬で黒く塗っていた。自分たちの正体が分からないようにするためである。監獄の看守は
暴徒の友人であり，攻撃をやめさせようとする真剣な手だてを何も講じなかった。暴徒の何人
かは，監獄の窓に発砲した。そしてほかの者は階段を駆け上がり，教会の指導者たちのいる部
屋に銃火を浴びせた。
兄弟たちはドアにかんぬきをしてドアを閉めようとした。そしてわずかな武器を用いて暴徒
たちを追い払おうとした。ジョセフ・スミスはピストルで応戦し，ジョン・テーラーは，重い
杖で，ドアを突き破って入ろうとする暴徒たちの銃をたたき落とそうと試みた。しかし兄弟た
ちが防御するには，暴徒の数は多すぎた。
ハイラム・スミスは，
ドア越しに発射された銃弾によって顔を打たれた。彼は床に倒れながらこう
叫んだ。
「わたしは死ぬ」と。彼は倒れるときに，ほかの3発の銃弾にも撃たれている。ジョセフ・ス
ミスは叫んだ。
「おお，愛するハイラム兄さん。」
（History of the Church，第6巻，618）
ハイラムとジョン・テーラーが撃たれた後，預言者は窓際に移った。ジョセフは，廊下側か
ら撃ち込まれた2発の銃弾に当たり，続いて3発目に監獄の外から発射された銃弾を受けた。
ジョセフは叫んだ。「おお，わたしの神，主よ」そして，窓の外に落ちた（ History of the

Church，第6巻，618）。
監獄の中にいた暴徒は，預言者の死体を確認するために飛び出して行った。そしてウィラー
ド・リチャーズは窓の方に急いだ。死体を確認するとリチャーズ長老はドアの方に走った。し
かし，彼はジョン・テーラーがベッドの下から叫ぶのを聞いて立ち止まった。リチャーズ長老
は，テーラー長老を今すぐには運べないだろうことを知った。そこで彼は，テーラー長老を古
きょう

いマットレスの下に隠して言った。「もし傷が致命的なものでなかったら，生き長らえて今日の
事件について人々に伝えてください。」（History of the Church，第6巻，621）リチャーズ長老
は監獄を出るときに撃たれる覚悟をしていた。しかし，暴徒が4人全員の死亡を確認する前に，
だれかが何かに誤解して叫んだ。「モルモンの連中がやって来るぞ。」こうして暴徒たちは森の
中に逃げ込んだ。
リチャーズ長老は暴徒の攻撃で負傷しなかった。この奇跡は，ジョセフ・スミスによって1年
も前になされた預言を成就することとなった。ジョセフ・スミスはリチャーズ長老にこう告げ
たのである。「弾丸が周りを雨あられのように飛び交い，友が右に左に倒れるのを見るときが
やってくる。しかし，リチャーズ長老は傷を負わない。
」（History of the Church，6：619）
預言者の弟サミュエルは，兄たちを助けるためにカーセージに向かっている途中であった。
彼は途中で暴徒に追われ，疲労困ぱいしてカーセージに到着し，そこで兄たちが殺害されたこ
とを知らされた。彼は兄たちの遺体をカーセージの宿屋に運ぶのを手伝った。カーセージへの
旅で疲れ果て衰弱していたため，サミュエルは高熱を発し，翌月亡くなった。
ジョセフとハイラムの遺体は荷車でノーブーに運ばれた。そして，マンションハウス（訳注
──ジョセフ・スミスとその家族が当時住んでいた家）に安置された。翌日，1万人の聖徒たち
ひつぎ

が列をなして，弔問に訪れ，棺の前にたたずみ，敬意を表した。聖徒たちは，預言者とその兄
を亡くしたことを悼み悲しんだ。
ルーシー・マック・スミスは，殉教した息子たちを目にしたときのことを次のように記している。
「長い間わたしは，しっかりしなければと自分を励まし，あらゆる精力を奮い起こして神に力
を与えてくださるように願い求めていました。しかし，あの部屋に入って，殺された二人の息
子が冷たく横たわっているのを目の前にし，家族がすすり泣き，……うめき泣き叫ぶのを聞い
たとき，わたしにはもう耐えられませんでした。体中から力が抜ける思いで，気も狂わんばか
りに心の中で叫んでいました。『おお神よ，この家族をなぜ見捨てられたのですか。』すると，
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答える声が聞こえてきたのです。『わたしは，彼らが休息を得られるように，わたしのもとに迎
え入れた』と。」（ルーシー・マック・スミス，History of Joseph Smith，324）
教義と聖約には，ジョン・テーラー長老の記した殉教に関する記事が収められている。ジョン・
テーラー長老は，ジョセフとハイラムの殺害された暴徒の攻撃により，負傷を追った人である。
テーラー長老はジョセフ・スミスについて次のように語っている。「彼は神とその民の目に偉
大な者として生き，偉大な者として死んだ。そして，昔の，主の油注がれた者のほとんどがそ
うであったように，彼は，自らの血をもって自分の使命と業を証明したのである。彼の兄ハイ
ラムも同様であった。彼らは生前に分かたれることはなく，また死後も離れることはなかった。
」
（教義と聖約135：3）
預言者の父は亡くなる前，ジョセフに祝福を与え，次のように述べた。「あなたは自らの仕事
を完成するまで生きるであろう。……あなたは生きて，神があなたに果たすように授けられた
すべての業の計画を明らかにするであろう。」（Smith，309−310に引用）ジョセフ・スミスは
雄々しく自分の使命を果たした。神から行うように命じられたすべてのことを行ったのである。
レッスンの準備にあたって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，

話し合いと
応用のための質問

生活に応用するうえで最も役立つと思われる質問を，採り上げる。教室で子供たちと一緒に聖
句を読み話し合えば，聖文に対する子供たち一人一人の理解力を深めるのに役立つ。
●

子供たちに，ジョセフ・スミスはカーセージに向かうときにどのように言ったか思い起こさ
せる（教義と聖約135：4参照）。「わたしの良心は，神に対してもすべての人に対しても，責
せいれん

められることがない。」とはどういう意味だろうか。このような状態を「清廉潔白」と言う。
ジョセフとハイラムは死んだとき，清廉潔白であった。わたしたちは清廉潔白な状態でいる
ために何をしなければならないでしょうか。
●

殉教者とは何ですか（自分たちの信じていることを否定または拒絶するよりも，むしろ死を
選んだ人のことを言う）。なぜジョセフ・スミスとハイラム・スミスは殉教者と考えられてい
るのでしょうか（二人がイエス・キリストと福音に対する証を拒むよりも，死を選んだから）
。

●

ジョセフとハイラムの生涯について考えると，二人は死後，イエスとお会いしたとき，どの
ような気持ちを感じたと思いますか。暴徒はイエスにお会いしたとき，どのような気持ちを
きょう

感じると思いますか。あなたは今日イエスにお会いするとしたら，どのような気持ちになる
でしょうか。
●

テーラー長老が「悩める旅人」を歌ったとき，なぜカーセージの監獄にいた兄弟たちは慰め
を感じることができたのでしょう。この兄弟たちは慰めを感じるためにほかにどのようなこ
とをしたと思いますか。皆さんが恐れや不安を感じているとき，どのようにすれば慰めを感
じられますか。

●

ジョセフ・スミスが監獄の看守に証を述べたことから，彼のどのような性質がうかがえます
か。これまでだれかに証を述べるのを恐れたことがありますか。どうすればこのような恐れ
を克服できるでしょうか。

●

暴徒たちはどうして自分の顔を黒く塗ったのだと思いますか。人は悪いことをするとき，ほかの
人に見られたくないと思うものであることを説明する。自分たちの行いを人に見られて恥ずかし
いと思わなくてよいように，わたしたちはどのような行いをする必要があるでしょうか。
一部の暴徒たちは，ジョセフ・スミスを殺害することによって教会全体を滅ぼせる，と考
えていたことを子供たちに思い起こさせる。預言者が殺された後も教会が滅びなかったのは
なぜでしょうか。

●

ジョセフ・スミスが神の預言者であるという証を持つことはどうして必要ですか。ジョセ
フ・スミスが預言者であると信じていなければ，わたしたちはモルモン書が真実であり，イ
エス・キリストの福音が地上に回復されたことを信じることはできない。わたしたちはジョ
セフ・スミスに対する証をどのように得ることができるでしょうか（「レッスンを豊かにする
活動」の3を参照）。
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レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
よげんしゃ

かんごく

むじつ

あかし

うた

ぼうと

つえ

かいちゅう ど け い

じゅんきょう

1． 別々の紙に以下の言葉を書く。預言者，監獄，無実，証，歌，暴徒，杖，懐中 時計，殉教，
りょうしん

良心 。子供たちに1枚ずつ紙を取らせ，ほかの子供が自分の持っている紙の言葉を推測でき
るようなヒントを与えさせる。例えば，無実という言葉の紙を選んだ子供は以下のように
言うことができる。「罪のない人のこと，あるいはあなたが何かのことで責められたとして
もあなたが何もしていなければ，あなたは

です」。子供たちがその言葉を答えたら，

その言葉が預言者ジョセフ・スミスと兄ハイラムの生涯や殉教とどのように関係している
かについて，子供たちが学んだことを話させる。
2． 初等協会会長の承認を得て，ひとりの男性教会員を招待して，ジョン・テーラーの役を演
じてもらう。そして，子供たちに殉教の出来事について話してもらう。その際テキストと
して，教義と聖約135章および本課の歴史記事の項を用いてもらう。演じてもらう教会員に
は，少なくともレッスンの1週間前には依頼する。
3． 子供の人数分，以下の文を複写する。あるいは黒板にその文を書く。そして，下記のリス
トから空欄に該当する言葉を子供たちに入れさせる。
1．証を得る最初の段階は，それを

ことである。

2．わたしたちは証を得られるように，天父に祈りを通じて
3．わたしたちは，強い望みを持って，証を得るために
4．わたしたちは真理に関する知識を増やすために
5．わたしたちは証を保つために戒めに

なければならない。
しなければならない。

しなければならない。

なければならない

ａ．尋ね求め
ｂ．望む
ｃ．従わ
ｄ．努力
ｅ．勉強
（答え：1−ｂ；2−ａ；3−ｄ；4−ｅ；5−ｃ）
4． 一人の子供に教義と聖約135：3の最初の文を読ませる。
●

ジョン・テーラーはこの文で何を言いたかったのでしょう。ジョセフ・スミスの偉大な
業績として，どのような事柄が挙げられますか。
教師が教義と聖約135：3の残りの部分を読み，子供たちに後について読ませる。教師は

読みながら，この節に列挙されているジョセフ・スミスの業績を黒板に書いていく。ジョ
セフ・スミスがこれらのことをしてくれなければ，子供たちの生活はどのように異なって
いたか子供たちと話し合う。
5． カーセージの監獄から脱出した後のジョン・テーラーの以下の経験について子供たちに話す。
ジョン・テーラーは，重傷を負っていたため，すぐにノーブーに戻ることはできなかった。数
日後，彼は，ベッドから担架に移された。しかし，彼を運ぶ人々の歩き方が不安定であったた
め，非常な痛みを引き起こした。そこで，彼のためにそりに載せたベッドが用意され，荷車の
後ろにつないで，プレーリー（アメリカ，ミシシッピ川流域の大草原）
を引いて行くことになった。
テーラー長老の妻は彼とともに乗り込み，彼の傷口に冷水を当て続けた。そりは背の高い草の
上を緩やかに進んだため，テーラー長老に余計な痛みを感じさせずに済んだ。テーラー長老
がノーブーに近づくと，多くの友人が彼に会いに来た。一行がプレーリーの低湿地帯に来ると，
友人たちがそりを持ち上げて，水の上を運んだ。そして道がぬかるんでいる町の一角を通る
ときには，柵を壊して畑の上を通って運んだ。テーラー長老に少しでも痛みを与えないためで
ある。長老は18マイル（約30キロ）
もの道のりをそりで旅し，非常に痛い思いをしたにも関わら
ず，ノーブーの町にたどり着いたことを非常に喜んだ（Ｂ・Ｈ・ロバーツ，A Comprehensive

History of the Church，第7巻，117−119参照；

Alying Ice Water to My Wounds，

Classic Stories from the Lives of Our Prophet，レオン・ハートショーン編，96−97も参照）
。
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6． 以下のことを子供たちに伝える。ジョセフとハイラムの葬儀で弔辞を述べたウィリアム・
Ｗ・ヘルプスは，預言者について美しい詩を記している。この詩は後に，皆に親しまれる
賛美歌「たたえよ，主の召したまいし」となった。「たたえよ，主の召したまいし」（『賛美
歌』16番）を歌うか，歌詞を朗読する。
まとめ
証

以下のことを証する。ジョセフ・スミスはまことに神の預言者であった。彼は天父とイエ
ス・キリストにまみえた。そして彼を通して，イエス・キリストのまことの福音が地上に回復
された。子供たちに聖文を研究し，祈り，戒めを守ることによって，イエス・キリストとジョ
セフ・スミスに対する証を強めるように励ます。

読書課題

本課の復習のため，家庭で教義と聖約135：1−4を研究するよう，子供たちに提案する。

家族との分かち合い

物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を家族で一緒に

の提案

読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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教会を導くブリガム・ヤング

目 的
準 備

38課

第

生ける預言者は神によって召されることを子供たちに理解させる。
1． 本課の歴史記事，教義と聖約107：23，33，35；112：21，30−32；124：127−8を祈りの気持ち
で研究する。それからレッスンを検討し，聖文と歴史記事を子供たちにどう教えるかを決める
本書「レッスンの準備」vi−vii，
「聖文と歴史記事に基づいて教える」vii−viii参照）
。
2． その他の参照箇所──教義と聖約124：108−10
3． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
4． 以下のような職業をそれぞれ別の紙に書く。
医者
学校の先生
警官
消防士
切符の改札係
上記の職業名を書いた紙を少なくとも生徒一人につき1枚行きわたるよう用意し，紙袋か
容器の中へ入れておく。次に，それぞれの職業の人々が持っている主な機能を説明する文
章を別の紙に書く。これらの紙は別のバッグか容器の中に入れておく。
どういう薬を調合するかの指示を与える権能
通信簿の成績を決める権能
犯罪をやめさせる権能
消防器具を使用する権能
映画，コンサート，スポーツの試合に入場させる権能
5． 教材
ａ．教義と聖約（人数分）
ｂ．視覚資料5−41「1846年2月から5月までのノーブー脱出」（『福音の視覚資料セット』
410）；「生ける預言者の絵」（教会付属図書館または教会機関誌から）

レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導入

一人の子供に「職業」の容器から，別の子供に「権能」の容器から，それぞれ紙を一枚取ら
せる（職業と権能を一致させようとする必要はない）。そしてそれぞれの紙に書いてある言葉を
読ませる。2枚の言葉を組み合わせて出来上がった状況について話し合う。例えば，学校の先生
が薬を調合する指示を与える，切符の改札係が通信簿の成績を決める，など。子供たちに順に
紙をとって，すべての紙を読み上げるまで続ける。そして，子供たちに職業と権能を一致させ
るように言う。
●

何かの仕事をする人は，その仕事の正しい権能を持っていることがなぜ大切ですか。
本課では，ジョセフ・スミスが亡くなった後，聖徒たちは教会を導く権能を持つ人をどのよ

うに知ったかを学ぶことを子供たちに伝える。
聖文と歴史記事

以下の歴史記事と準備の項に挙げられている聖文の説明に従って，ブリガム・ヤングが教会
の指導者になったこと，また聖徒たちを率いてノーブーから脱出させたことについて教える。
適当な箇所で視覚資料「ノーブーからの脱出」を用いる。
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教会の指導者となったブリガム・ヤング
ジョセフ・スミスが殺された後，ノーブーの聖徒は非常に悲しみ，また悩んだ。預言者と祝
福師（ハイラム・スミス）が亡くなり，十二使徒定員会のほとんどの会員は伝道に出ていた。
ジョセフ・スミスは1844年6月に使徒たちに手紙を書いてノーブーへ戻るよう要請していたが，
使徒たちが手紙を受け取った時にはすでに預言者は殺されていた。使徒たちは預言者の死を知
らされると直ちに全員がノーブーへ戻った。ノーブー市議会は市民に対して，使徒たちが戻っ
てさらに指示を与えるまで，「義を行い，平和で静かな民でいるように」指示した（History of

the Church，第7巻，152）。市議会議員であり，また教会の編集者，預言者の筆記者でもあった
ウィリアム・Ｗ・フェルプスは市民の動きを抑えていた。
大管長会においてジョセフ・スミスの第一副管長であったシドニー・リグドンは教会に対し
て不満を抱き，主の意向にさからってペンシルベニアへ移っていた（教義と聖約124：108−10
参照）。しかしながらシドニーは預言者の死を耳にすると，ノーブーに戻ってきた。彼は大管長
会にいたため，次に教会の指導者になるのは自分だと考えていた。使徒たちの全員がノーブー
へ戻る前に，シドニーは自分が教会を導かなければならないことについて一部の人々を説得す
ることに成功していた。十二使徒定員会は全員がノーブーに戻ると，シドニー・リグドンに
会って話をした。シドニーは自分が教会の指導者になる理由を彼らに説明した。当時十二使徒
定員会会長だったブリガム・ヤングは次のように述べて，主が彼らに何をお望みかを知りたい
と言った。
「だれが教会を導こうとわたしはかまいませんが，……その前に一つだけ知っておかなければ
ならないことがあります。それは神がこの件について何とおっしゃるかです。わたしは本件に
みこころ

かぎ

関して神の御心を知る鍵と手段を持っています。……
ジョセフは亡くなる前に，自分が持っていた使徒職に属するすべての鍵と力をわたしたちの頭に
授けました。この世においても次の世においてもジョセフと十二使徒の間に割って入ることのでき
る人はいませんし，そのような組織もありません。」
（History of the Church，第7巻，230）
1844年8月8日に開かれた教会の集会において，シドニー・リグドンはなぜ自分が教会の指導
者になるべきかについて1時間半にわたってとうとうと話をした。続いてブリガム・ヤングが短
い話をした。彼が話している間に奇跡が起こった。ブリガム・ヤングは聴衆を前にして，突然
ジョセフ・スミスのような顔立ちと声に変わったのである。この場に居合わせたジーナ・ハン
ティントンは次のように述べている。「ヤング会長が話していましたが，その声はジョセフ・ス
ミスでした。ブリガム・ヤングの声ではありませんでした。ヤング会長そのものが変えられて
いました。……わたしは目を閉じました。わたしはジョセフ・スミスの声をよく知っていたの
で，思わず叫び声をあげるところでした。なぜなら彼は次の世へ行ってしまったことをわたし
はよく知っていたからです。」ジョージ・Ｑ・キャノンはこのように述べた。「ジョセフの声そ
のものでした。ジョセフ・スミス自身が前に立っているように人々の目に映ったことでしょう。
」
ウィルフォード・ウッドラフは，「もし，わたしが自分の目で彼を見ていなかったら，話してい
たのはジョセフ・スミスではないと言ってわたしを納得させることができた人はいないでしょ
う。
」
（
『時満ちる時代の教会歴史』291−292で引用）
ノーブー郊外でジョセフ・スミスの農場を運営し，預言者としばしば顔を合わせていたコル
ネリウスとパーメリア・ロットは子供たちを連れてその集会に出席していた。ブリガム・ヤン
グが説教壇に立ったとき，11歳の娘のアルジーナ・ロットは彼をジョセフ・スミスだと思い，
母のパーメリアを振り返って言った。
「ママ，ジョセフ・スミスは亡くなったんじゃなかったの。
」
「そうよ，アルジーナ。天のお父様はこのような方法でわたしたちの次の指導者と預言者にだれ
がなるのかを教えて下さっているのよ。
」
（Decendants of Cornelius Peter Lott，10−11で引用）
その日の午後，教会員は別の集会を開いた。ブリガム・ヤングはその会で次のように述べた。
「もし皆さんがリグドン副管長を指導者として選ぶのであれば，そうすればよいでしょう。しか
し，皆さんに申し上げます。十二使徒定員会は全地における神の王国の鍵を持っているのです。
」
（History of the Church，7：233）これらの鍵すなわち神権の権能を行使する権利は，ジョセ
フ・スミスが亡くなる前に十二使徒定員会の一人一人に授けたものである。教会員は全会一致
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で十二使徒を自分たちの指導者として支持した。
シドニー・リグドンは自分よりも十二使徒の方が大きな権能をもっていることを認めようと
せず，引き続き教会の指導者としての地位を得ようと画策したが，1844年9月に破門された。シ
ドニー・リグドンは自分の教会を組織したが，数年間で破綻した。
聖徒たちはブリガム・ヤングの変貌の奇跡によって，預言者の死後，教会を導く力と権能は
十二使徒定員会に与えられていることを知った。3年半後に，十二使徒定員会の先任使徒であり
こんにち

会長であるブリガム・ヤングは大管長として任命された。今日，預言者が亡くなると，十二使
徒定員会が教会を導く。そして先任使徒（最も長く使徒職にある人）が新しい大管長として任
命される。
西部への移動に備える聖徒たち
ジョセフ・スミスは1842年に聖徒たちに向かってこのように述べた。「あなたがたの中の一部
の人々は生きながらえて，ロッキー山脈のただ中へ行き，定住地を築き，聖徒が力強い民とな
るのを目にするでしょう。」（History of the Church，第5巻，85）聖徒は1844年の春に西部へ移
動するための準備を始めた。十二使徒は教会の管理役員としての支持を受けると直ちにこの計
画の具体化に向けて動き始めた。十二使徒は当初，1846年4月に聖徒たちを出発させることを計
画していた。そのころにはノーブー神殿が完成し，会員たちが出発する前にエンダウメントと
結び固めを行うことができると考えたからである。しかしながら，ブリガム・ヤングほか8人の
使徒が硬貨を偽造した罪の濡れ衣を着せられ，また一部の聖徒は連邦の軍隊が聖徒の西部への
移動を認めず，皆殺しにするという偽りのうわさを耳にしていた。これらが重なって，聖徒た
ちは一刻も早くイリノイを去りたいと考えるようになった。
最初のグループがノーブーを発ったのは1846年2月の初旬だった。使徒たちは2月の中旬に出
発した。教会指導者は冬の終わりと春にほかのグループを出発させる計画だったが，多くの聖
徒は，使徒たちが去った後もノーブーに残ることを嫌って予定よりも早く，よく準備できてい
ないまま出発してしまった。
最初のグループに加わらなかった教会員は，西部への移動に必要な物を買うために，持って
いた財産をノーブーで売ろうとしていた。周辺の地域からやってきた人々は非常に安い値段で
資産を買いたたいていた。ある女性は20エーカー（約8万平方メートル，2万4,500坪）の土地付
きの家を10ドルなら買うと言われた。彼女はとても安すぎると考えたが，買い手は彼女が売り
たがっているのを知っていたため，それ以上は払おうとしなかった。多くの聖徒は土地や家具
を馬，荷車，家畜に換えた。家畜を買うために，ノーブーから160キロも離れた地方へ行った人
もいる。
ノーブーのすべての家は荷車を作る作業場になった。最初のグループでは，5人家族が出発す
るために頑丈な荷車を1台，荷役用の牛を2頭か3頭，小麦粉を450キロ，男性一人につきマス
ケット銃またはライフル銃を一丁，塩11キロ，石けん9キロ，釣り針と釣り糸を4組か5組が必要
だった。5人以上の家族ではさらに多くの物資が必要とされた。
最初に出発した開拓者グループはソルトレーク盆地までの旅路の前半で非常な苦労をした。
アイオワ州を横断するための約500キロを進むのに131日を要した。1年後に出発したグループは
アイオワからグレートソルトレーク盆地までの全行程1,700キロをわずか111日で踏破している。
ノーブーの戦いとうずらの奇跡
一部の教会員は夏が過ぎてもまだノーブーにいた。作物を収穫し，財産を売却したかった
人々や，東部から着いたばかりで開拓者隊の出発に間に合わなかった移住者であった。これら
の移住者のほとんどはノーブーまで到着するのにほとんどのお金を使い果たしていた。
1846年9月，約800名のモルモン敵対者は6門の大砲を手にして，ノーブーに残っていた人々を
攻撃し始めた。数日間にわたる戦闘の末，モルモン敵対者は聖徒たちを力ずくでノーブーから
追放した。5人の男性とその家族だけは教会員の財産を売却するために残るのを許された。その
ほかの人々は衣類も物資も持たずに一斉に放り出された。ほとんどの人はミシシッピ川を渡っ
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て，アイオワ側で野営した。多くは貧しかったために移動するための物資を買うことができな
かった。病気で動けない人々もいた。雨露をしのぐための毛布か木の枝を手にし，食べ物はと
うもろこししか手に持っていない人がほとんどだった。
ある日のこと，奇跡が起きた。数千羽のうずらと呼ばれる小さな鳥が野営地に飛んできた。
うずらは至る所にいた。飢えや病気で弱っている人でさえも容易にうずらを捕らえることがで
きた。こうして飢えた聖徒たちはおいしいうずらの肉を口にすることができたのである。
ブリガム・ヤングはこれらの野営地にいる人々のことを知ったとき，救援隊に荷車と物資を
持たせて，冬の間をアイオワで過ごすために全域に散らばっていた野営地に彼らを移した。
レッスンの準備にあたって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，

話し合いと
応用のための質問

生活に応用するうえで最も役立つと思われる質問を，採り上げる。教室で子供たちと一緒に聖
句を読み話し合えば，聖文に対する子供たち一人一人の理解力を深めるのに役立つ。
●

ジョセフ・スミスが亡くなった後，教会を導く神権の鍵と権能を持っていた人はだれですか
こんにち

（教義と聖約112：30−32；124：128）。今日，教会の大管長が亡くなった後，鍵を持つのはだ
れでしょうか。現在の預言者が亡くなると，だれが新しい大管長になるでしょうか（十二使
徒定員会の先任会員）。シドニー・リグドンが望んだように，人は自分で自分を教会の指導者
にすることができないのはなぜでしょうか。
●

ジョセフ・スミスが殉教した後，主はどのようにしてノーブーの人々に教会を導く人をお知
らせになったでしょうか。現在の預言者の絵を見せる。あなたは現在の預言者が主によって
選ばれたことをどのようにして知ることができますか。主はだれが次の預言者になるかを御
存じだということを知ると，あなたはどのような気持ちがしますか。

●

使徒にはどのような責任があるでしょうか（教義と聖約107：23，33，35；112：21；124：
こんにち

128）
。今日の使徒はこれらの責任をどのように果たしているでしょうか。
聖徒たちはなぜノーブーを離れなければならなかったのでしょうか。聖徒たちは西部に旅
きょう

立つとき，何を持って行きましたか。今日，もしあなたが同じような旅をするとしたら，何
を持って行きたいと思いますか。多くの聖徒は土地や財産を非常に安く売るか，そのまま捨
てて行かなければならなかったことを子供たちに思い起こさせる。彼らはノーブーを出ると
きに多くの物を持って出ることができなかった。聖徒たちは西部へ行くためにこのような犠
牲を払うことについてどのように感じていたと思いますか。あなたは福音と教会のために何
を喜んで犠牲にしますか。
●

川の近くに野営していた聖徒はうずらからどのような助けを受けましたか。なぜうずらを捕
まえるのが簡単だったのでしょうか。あなたが助けを必要としているときに，天父はどのよ
うに助けてくださいましたか。

レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． 現在の大管長会と十二使徒の写真を準備する（教会機関誌または教会付属図書館から）。子
供たちに彼らの名前と，一人一人について知っていることを発表させる。例えば，出身地
はどこか，子供は何人いるか，使徒になる前の職業は何だったか，など。
先任使徒（大管長に次いで，最も長く使徒職にある人）がだれかを指摘する。この人が
現在の十二使徒定員会の会長であることを説明する。十二使徒定員会会長は，現在の預言
者が亡くなると，次の大管長になる。この使徒が前回の総大会で行った話から一部を紹介
し，その勧告を実行する方法について子供たちに考えさせる（先任使徒は大管長会の副管
長を務めている場合もあるので注意する。この場合は，ほかの使徒が定員会会長代理を務
めるが，彼は依然として十二使徒定員会の会長である）
。
2．子供たちに紙と鉛筆を配る。子供たちが家を離れて，荷車か手車で長い距離を旅行しなけれ
ばならない場合に，持って行く物を書き出させる。書き終わったら，子供たちに，リスト
を読み上げ，選んだ品物について話し合わせる。
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子供たちに荷車または手車の大きさを教える（長さ約150センチ，幅約110センチ）。床の
上にテープか糸で囲って大きさを示すとよい。子供たちにもう一度リストを見て，どの品
物が荷車に入るか，どれをおいて行かなければならないかを考えさせる。
このリストを家族に見せ，話し合うように勧める。
3． 子供たちを円になって座らせ，以下の記憶ゲームをする。
一人の子供に「わたしはこれからロッキー山脈へ行くので，

を持って行きま

す」と，空白部分に持って行く物の名前を入れて言わせる。次に別の子供は持って行く物
の名前以外は，前の子供と全く同じ言葉を使う。
4． 子供たちに信仰箇条第5条を暗記させるか，復唱させる。
5．「たたえよ，主の召したまいし」（『賛美歌』16番）または「感謝を神に捧げん」（『賛美歌』
11番）を歌うか，歌詞を読む。
まとめ
あかし

証

ブリガム・ヤングはジョセフ・スミスの死後，教会を導くよう主から選ばれたこと，現在の
こんにち

預言者は今日の教会を導くように主から選ばれていることを証する。救い主が，常に適任者が
預言者に選ばれるように教会を組織されたことについてあなたの感謝の気持ちを述べる。十二
使徒と，イエス・キリストの特別の証人としての十二使徒の責任についてあなたがどれほど感
謝しているかを述べる。使徒と個人的に話したこと，あるいは大会で使徒の話を聞いたことな
どの経験を分かち合うとよい。

読書課題

本課の復習のため，家庭で教義と聖約112：30−32を研究するよう，子供たちに提案する。

家族との分かち合い

物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を家族で一緒に

の提案

読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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ウィンタークォーターズを
建設する聖徒たち
目 的

39課

第

人々は協力し，互いに仕えることによって，大きなことを成し遂げることを子供たちに理解
させる。

準 備

1． モーサヤ2：17；本課の歴史記事；教義と聖約136：1−11を祈りの気持ちで研究する。それ
からレッスンを検討し，聖文と歴史記事を子供たちにどう教えるかを決める（本書「レッ
スンの準備」vi−vii，「聖文と歴史記事に基づいて教える」vii−viii参照）
。
2． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
3． 以下の参照聖句の箇所をそれぞれ別のカードか紙に書く（クラスの子供の人数の半分の数
だけ用意する）。
モーサヤ2：19（訳注──英語版ではモーサヤ2：18となっているが，本課の活動に合わ
せるためモーサヤ2：19に変更）
モーサヤ2：21
アルマ30：8
モロナイ6：3
教義と聖約4：2
教義と聖約4：3
教義と聖約42：29
教義と聖約76：5
教義と聖約100：16
次にカードを書名と，章句を境にして二つに切る（図参照）。ジグソーパズルで組み合わ
せるように，カードごとに様々な線にハサミを入れる。

モーサヤ 2：19
4． 教材
ａ．教義と聖約とモルモン書（人数分）
ｂ．本課の最後にある「聖徒たちが西部に向かったルート」の地図
ｃ．視覚資料5−42「ウィンタークォーターズ」
レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導入

子供たちに二つに切ったカードを配り，全員が少なくとも一枚のカード（半券）を手にする
ようにする。それぞれ聖典を開いてカードの聖句を探すように言う。
●

どうしてカードに書いてある聖句を探すことができないのでしょう。
聖句を見つけるには協力し，助け合わなければならないことを説明する。子供たちに協力して

カードを合わさせ，次にカードに書かれている聖句を二人で探させる。各組から一人に聖句を声
を出して読ませる。すべての聖句に共通して出てくる一つの言葉を注意して聞くように言う。
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●

すべての聖句に出てきた言葉は何でしたか。
黒板に「仕える」と書く。

●

わたしたちはだれに仕えなければなりませんか。

●

神に仕えるにはどうすればよいでしょうか。
一人の子供にモーサヤ2：17を声を出して読ませる。この聖句の意味について子供たちと話し合う。
本課では，ノーブーを追われた聖徒たちが互いに助け合い，仕えることによってどのように

神に仕えたかを学ぶことを子供たちに伝える。
聖文と歴史記事

以下の歴史記事並びに教義と聖約131：1−11から，ウィンタークォーターズまでの聖徒の旅
と，そこで聖徒が経験した事柄について子供たちに教える。適当な箇所でウィンタークォー
ターズの地図と絵を用いる。
聖徒たちは熱心に働いてノーブー神殿を完成させ，ノーブーを豊かな町に築き上げた後，
ノーブーを追放されたことを子供たちに思い起こさせる。再び彼らは敵から逃れるために家を
離れなければならなかった。
アイオワを横断するイスラエルの陣営
自らをイスラエルの陣営と呼んだ聖徒の主力グループは1846年4月になっても，アイオワを横
断する道のりの半分までしか来ていなかった。一部の人は夏までにロッキー山脈までの全行程
を踏破する計画でいたが，果たしてそれが可能かどうか危ぶまれる状態になっていた。悪天候
が続き，グループ内の食糧と物資は不足し，さらに多くの聖徒はまだノーブーの近くにいた。
教会指導者は西部までの道中に一時的な駐留地を築き，作物を植えることにした。これらの駐
留地はイスラエルの聖徒の陣営にとって休憩地となり，また後から来る聖徒たちに食物と避難
所を提供することになった。最初に築かれた駐留地の二つが，アイオワ州のガーデングローブ
とマウントピスガ定住地である。
教会員がガーデングローブとマウントピスガの建設に従事していたほぼ同時期に，アメリカ
合衆国はメキシコに対して宣戦を布告した。合衆国政府は教会指導者に対して，戦争を支援す
るために軍隊を提供するように要請した。聖徒たちにとってこの要請に応えることは大変なこ
とだったが，応じることにした。政府との間によい関係を築きたいと考えていたことと，兵役
に応じた人々が受ける報酬によって西部への旅に必要な物資を買うことができると考えたため
である。500人の男性が家族を離れて，カリフォルニアで繰り広げられていた戦争に出征した。
ブリガム・ヤングは，モルモン大隊と呼ばれたこれらの人々が出征している間，家族の世話を
することを約束した。また，彼らが義を行い従順であるならば，戦場で戦わずに済むことを約
束した。
モルモン大隊が出発すると，残った教会員は彼らの家族の世話をした。ある日，一人の女性
がマウントピスガの教会指導者であるチャールズ・Ｃ・リッチのもとへ来て，夫がモルモン大
隊の一員として出征したために残された自分と子供たちには食べる物がないと涙ながらに訴え
た。リッチ兄弟は妻に対して，その女性に小麦粉を分けてあげるように言った。リッチ姉妹は
家には少しの小麦粉しかなく，小麦粉を買うお金もないと言ったが，リッチ兄弟は妻にこう
言った。「家の中にあるすべての小麦粉を彼女に差し上げなさい。わたしたちのためには主が用
意してくださるから。」リッチ姉妹は自分たちの家族の食べ物はどうなるのかを心配しながら，
夫から言われたとおりにした。その日，遅くなって，数台の荷車がリッチ家の前に停まった。
みたま

そして一人の男がリッチ兄弟に50ドルを渡して，主の御霊からこの家族にお金がないと告げら
れたと言った。リッチ兄弟は妻にお金を渡してこう言った。
「これで主がわたしたちに小麦粉を買うための道を開かれたことが分かったでしょう。」その
男はまた，小麦粉をいっぱいに積んだ一台の荷車がマウントピスガに向かっているので，小麦
粉を買うことができるだろうと，リッチ兄弟姉妹に言った。リッチ兄弟姉妹は二人がわずかな
量の小麦粉を分かち合ったことに対して主が祝福してくださったことを知り，むせび泣いた。
マウントピスガに小麦粉を満載した荷車が到着したとき，リッチ兄弟は家族のためと，また定
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住地内の病人や貧しい人々のために小麦粉を買って分け与えた（サラ・ペア・リッチ， The
Spirit Tells Me You Are Out of Money， Remarkable Stories from the Lives of Latter-day

Saint Women，145−46参照）。
1846年6月の初めに，十二使徒定員会の会員数名を含む聖徒たちは少人数でマウントピスガを
出発して，聖徒たちが冬を過ごすことができる場所を探しに出かけた。彼らが歩いていた地域
に住むアメリカン・インディアンと交渉したうえで，一行はミシシッピ川の西側に場所を見つ
けることにした。そして，9月に現在ネブラスカ州となっている地域に流れ込む川を渡って，川
を見渡すことができる高台を選んだ。家畜のえさとなる植物が豊富な広大な場所だった。彼ら
はそこをウィンタークォーターズと名づけ，直ちに定住地を建設する計画に着手した。
ウィンタークォーターズを建設する聖徒たち
多くの聖徒がウィンタークォーターズまで移動してきた。その年の終わりまでにこの定住地
には700の住居が完成し，4,000人近くの聖徒たちがいた。家屋は様々で，丸太作りの家から，
丘の斜面に穴を掘っただけの住居まであった。定住地全体はインディアンの襲撃から守るため
に防御柵（高い塀）が巡らされていた。
ウィンタークォーターズに定住地を築くために全員が熱心に働いた。家屋を建てる人がいれ
ば，土地を耕し，作物の種まきをする人，大きな家畜の群の世話をする人，冬に向けて干し草
を集める人など様々だった。女性たちは糸を紡ぎ，編み物をし，衣服を縫い，鹿の皮からすね
当てを作った。ブリガム・ヤングはある人々に川の横に小麦粉を作るための製粉所を建設する
ように，別の人々には「かごと洗濯板」を作って売るように指示している。聖徒は懸命に働い
たが，ウィンタークォーターズの建設には困難が伴った。このため，聖徒たちは主の助けと互
いの協力に頼らざるを得なかった。
聖徒は自分たちが生きていくためには一緒に働き，助け合うしかないことを知った。オーソ
ン・スペンサーと彼の家族はほかの聖徒と同様，ノーブーを追い出された。そして，ウィン
タークォーターズを目指した。しかし，到着する前にスペンサー兄弟はイギリスへ伝道に行く
召しを受けた。彼は6人の子供たちを残して行きたくはなかった。長女のエレンが14歳，オーレ
リアが12歳，キャサリンが10歳，ハワードが8歳，ジョージが6歳，そしてルーシーは4歳だった。
子供たちの母親はノーブーを脱出してすぐに病死していた。したがって子供たちの面倒を見る
人がいなかった。けれどもスペンサー兄弟は伝道の召しを受けた。彼は旅を続けてウィンター
クォーターズまで子供たちを連れていくと，家を建て，近所の人たちに子供たちの世話を頼ん
だ。近所の人々は快く引き受けてくれた。スペンサー家の年かさの子供たちは幼い弟と妹の世
話をし，子供たち全員が互いに助け合うことを学んだ。冬の間中，スペンサー家の子供たちは
学校に通い，家を清掃し，衣服を縫い，近所の子供たちと一緒に書き方の練習をしたり，謎解
きをしたり，物語を話したり，遊んだりと忙しい毎日を送っていた。
聖徒たちが互いの世話をよくできるようにウィンタークォーターズは22の区（ワード）に分
割された。各区の指導者は区内の人々が霊的ならびに物質的に必要としている状態を見届ける
ように指示された。彼らは区内の会員の信仰を強めるために日曜日の集会を開き，子供たちの
ために学校を設立した。授業は家の中で行われたり，天気が良い日には野外で行われたりした。
ウィンタークォーターズでの大きな問題は病気だった。病気の多くは川の草原から蚊が運ん
でくるマラリヤと，栄養価に富んだ新鮮な野菜と果物の不足が原因となっていた。この年の秋
と冬にウィンタークォーターズで600人以上が死亡し，葬られている。ウィンタークォーターズ
ではほとんどの人が病気になった。病気にならなかったわずかな数の人々は病人の看護にあ
たった。使徒ヒーバー・Ｃ・キンボールの妻ビレイト・キンボールは定住地全域を巡って食料
を配り，病人の世話をした。彼女は忙しくて，食事をとる時間や自分のことをする時間がない
こともしばしばあった。多くの人々は断食と祈りによって，またほかの人に仕え世話をする
いや

人々のおかげで癒された。
聖徒たちはウィンタークォーターズで教会員でない人々も助けている。1846年12月にアメリ
カンインディアンでビッグヘッドという名の酋長が家族や友人と共にウィンタークォーターズ
181

の近くで野営していた。ある夜，彼らは別のインディアンの部族から襲撃を受け，ビッグヘッ
ドら数人が大けがを負った。ウィンタークォーターズの人々は部族の仲間が迎えに来るまで，
彼らを定住地の中に入れて，世話をした。
あらゆる種類の苦難に遭遇したにもかかわらず，聖徒たちは一緒に働いただけでなく，一緒
に遊び，ダンスに興じ，家族の集いを開き，彼らの祝い事のために集まりを開くなどして楽し
んだ。ウィンタークォーターズには笑い声と音楽にあふれていた。
ウィンタークォーターズを去る準備をする聖徒たち
1847年1月，ブリガム・ヤングはイスラエルの陣営と西部への旅を続けることに関する啓示
（教義と聖約136）を受けた。彼らはウィンタークォーターズにいる間に，部隊を編成して，大
平原と山脈を越える旅の準備をすることになった。また，翌年の春までウィンタークォーター
ズに残る聖徒のために引き続き家屋を建て，作物を植えた。開拓者隊と呼ばれたブリガム・ヤ
ングが率いる先発部隊は1847年4月にウィンタークォーターズを出発してソルトレーク盆地を目
指した。ほかの部隊はその年の遅くと翌年に出発した。1848年の年末の時点で，ウィンター
クォーターズにはだれもいなくなった。
レッスンの準備にあたって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，

話し合いと
応用のための質問

生活に応用するうえで最も役立つと思われる質問を，採り上げる。教室で子供たちと一緒に聖
句を読み話し合えば，聖文に対する子供たち一人一人の理解力を深めるのに役立つ。
●

カリフォルニアでの戦争を支援するためにモルモン大隊を派遣することが聖徒たちにとって
困難だったのはなぜだと思いますか。彼らが出征することに合意したのはなぜだと思います
か。これら500人の男性が出発した後に，残された聖徒たちが一層困難な状態におかれたのは
なぜでしょうか。

●

リッチ家族はどのようにほかの人々を助けましたか。チャールズ・リッチは妻に，主を信頼
するように言ったことを子供たちに思い起こさせる。主はリッチ家族をどのように助けられ
ましたか。主は普通，ほかの人々を遣わして助けを必要としている人をお助けになることを
指摘する。ほかの人々が必要としている事柄に関心を持ち，進んで助けることはなぜわたし
たちにとって大切なのでしょうか。助けを必要としている人を助けたことがありますか。ほ
かの人を助けるとどのような気持ちがしますか。

●

聖徒たちはウィンタークォーターズを建設する間なぜ互いに助け合ったのでしょうか。各家
族が自分たちのことをすべて自分たちでしなければならなかったとしたら（自分の家は自分
で建てる，自分の食べる作物は自分で耕作する，自分の服は自分で紡いで縫う，など），どう
なっていたでしょうか（「レッスンを豊かにする活動」の1を参照）
。

●

スペンサー兄弟が伝道に行けるように隣人たちはスペンサー家族をどのように助けましたか。
スペンサー家の子供たちはどのように助け合いましたか。あなたは隣人をどのようにして助
けることができますか。あなたが自分の家族を助けるためにどのようなことができますか

（
「レッスンを豊かにする活動」の2を参照）
。
●

ウィンタークォーターズの聖徒たちは困難な状態に置かれていたにもかかわらず，なぜ一緒
に遊ぶ時間を作ったと思いますか。一緒に遊ぶことが何かの役に立ったと思いますか。家族
やワード（支部）の中で，一緒に礼拝し，一緒に遊ぶことはなぜ大切なのでしょうか。

●

主はウィンタークォーターズにいる聖徒たちにどんなことをするように指示されましたか

（西部へ移動するための準備をする；教義と聖約136：1−2，5）。主は聖徒にどのようなこと
をしてほかの人々を助けるように言われましたか（教義と聖約136：8−9）。主は聖徒たちが
準備を整え，互いに助け合うならば，どのような祝福を与えると約束されましたか（教義と
聖約136：11）。
●

聖徒たちはウィンタークォーターズでどのような大切な教訓を学んだと思いますか。わたし
たちは彼らの経験から何を学ぶことができますか。
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レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． 子供たちにウィンタークォーターズに着いたばかりの開拓者になったと想定させる。
●

ウィンタークォーターズの建設を手伝うには何をすればよいでしょうか。
子供たちの答えをすべて黒板に書き出す。（家を建てる，土地を耕す，作物を植える，家

畜の世話をする，干し草を集める，粉をひくために製粉所を作る，糸を紡ぐ，衣類を作る
防御柵を築く，などの答えが考えられる）
全員に紙と鉛筆を配る。子供たちに1分間で黒板に書き出したすべてのことを絵に描くよ
うに言う。あなたが「始め」と言ってから始めさせる。1分後に「やめ」と言って，どれほ
ど描けたかを見る。
紙を裏返しにさせて，一人一人に描くものを一つ割り当てる。もう一度1分の時間を与え，
協力した作業の結果を見る。
2． 質問する。
●

だれかがあなたを助けるために何かをしてくれたら，あなたはどのような気持ちがしま
すか。あなたがだれかを助けるために何かをしたら，どう感じますか。
奉仕に関して子供たちが経験したことを発表してもらう。
黒板に「隣人」と「家族」と書く。子供たちが隣人と家族を助けるためにできる事柄を

提案させ，それらの事柄を隣人と家族に区別する。全員に紙と鉛筆を配り，今週実行する
ことを一つ以上，リストの中から選んで紙に書いてもらう。
3． 子供たちがクラスとしてワード，支部または地域社会のだれかのために小さな奉仕活動を
行うことについて，初等協会会長と神権指導者に相談する。子供たちが奉仕活動を計画し，
実行するのを助ける。
4． モーサヤ2：17を暗記させる。天父はわたしたちがほかの人々に仕えることによって天父に
仕えることをお喜びになることを教える。
5． 信仰箇条第13条を復習する。「慈善を行う」ことと「すべての人に善を行う」ことは奉仕の
原則であることを指摘する。
6．「イエス様のように」（『子供の歌集』40）か「主の恵み，人にも分かたん」（『讃美歌』138
番）を歌うか，歌詞を読む。
まとめ

わたしたちは人々に仕えることによってキリストに近づくことができ，ほんとうの幸せを得

あかし

証

られることについて証する。ほかの人からしてもらったことについて，またほかの人に奉仕す
る機会があることについて感謝の気持ちを述べる。子供たちに家族や友だちを助ける方法を見
つけるように奨励する。

読書課題
家族との分かち合い
の提案

本課の復習のため，家庭でモーサヤ2：17を研究するよう，子供たちに提案する。
物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を家族で一緒に
読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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第

ソルトレーク盆地に到着するために最初の開拓者が払った努力に対して子供たちが感謝の気
持ちを持つように奨励する。

準 備

1． 教義と聖約136：1−18，28−33と本課の歴史記事を祈りの気持ちで研究する。それから
レッスンを検討し，聖文と歴史記事を子供たちにどう教えるかを決める（本書「レッスン
の準備」vi−vii，
「聖文と歴史記事に基づいて教える」vii−viii参照）
。
2． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
3． 幌付きの荷車の絵（本課の最後のページを参照）を16枚コピーするか描き，1番から16番ま
での番号をふる。それぞれの紙の裏に，歴史記事から，番号に相当する質問または文章を
書く（例えば，1番の荷車の裏には，
「最初の開拓者隊はどのような構成でしたか」と書く）
。
教室内にこれらの絵を番号順に展示しておく。
4． 教材
ａ．教義と聖約（人数分）
ｂ．目隠し用の布
ｃ．
「聖徒たちが西部に向かったルート」の地図（第39課の課末）
ｄ．視覚資料5−43「開拓者の荷車」；5−44「走行距離計」；5−45「プラット川を渡る」；
5−46「大平原の伝言板」

レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導 入

一人の子供に志願をさせる。その子供に目隠しをして，数回その場で回してから，教室のド
アまで行くように言う。何人かの子供たちにドアまで間に障害物として立たせる。目隠しをさ
れた子供が何回か障害物にぶつかったら，出発点まで戻す。そして，ドアまで行く良い方法が
あることを説明する。
ほかの子供たちに2列に並んで立ってもらい，ドアまでの道を作る。目隠しをした子供を子供
たちが作った道に沿ってドアまで歩かせる。ドアに着いたら，目隠しを取り，全員に席に戻る
ように言う。
（子供の名前）さんは最初にドアのところまで行こうとしたときに，どのような問題に出会い
ましたか。
どのようにして（子供の名前）さんをドアまで導くことができましたか。
以下のことを説明する。聖徒たちがロッキー山脈を目指して西へ向かったとき，多くの問題
や障害に出会うことを，主は御存じだったことを説明する。以前にこの地方へ行ったことのあ
る聖徒は一人もいなかった。主はブリガム・ヤングに，先遣隊を組織して後から来る多くの聖
徒たちのために道を準備するように言われた。この最初の開拓者グループは西部へ行くルート
に道標を築いてから，戻って来てほかの人々を導いた。

聖文と歴史記事

教義と聖約136：1−18，28−30から，聖徒を組織して西部に移動する方法について主がブリ
ガム・ヤングに与えられた指示に関して子供たちに教える。
次に，以下の歴史記事から，最初の開拓者隊がソルトレーク盆地までどのように旅をしたか
を教える。適切な箇所で視覚資料を用いる。
子供たちに，ブリガム・ヤングと最初の開拓者隊とともに西部へ向かって大平原を横断して
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いると想像させる。ソルトレーク盆地までの旅は約16週間かかったこと，16台の荷車はこの16
週間を表していることを説明する。一人の子供に1番の荷車の裏に書いてある質問を読んでもら
い，歴史記事の同じ番号の記事からその質問に答える。歴史記事を紹介する前にその子供に自
分で答えさせてもよい。番号順にすべての荷車の質問に答える。
1．最初の開拓者隊はどのような構成でしたか。
最初の開拓者隊はブリガム・ヤングに率いられて1847年4月にウィンタークォーターズを出発し
た。このグループには143人の男性と3人の女性，2人の子供がいた。73台の荷車，93頭の馬，
66頭の荷役用の牛，52頭のろば，19頭の畜牛，17匹の犬，それに数羽の鶏が一緒だった。荷役
用の牛は幌が付いた荷車を引いて大平原を横断した。荷役用の牛は大きくて力が強かったが，
歩く速度は非常に遅かった。開拓者はそのほかにボート1隻と大砲1門を持っていった。
2．開拓者隊にはどのような規則がありましたか。
ブリガム・ヤングは出発前に以下の規則を隊員に与えた。
ａ．起床ラッパは午前5時に鳴らす。全員が起床して，祈り，朝食をとり，家畜に餌と水を
やり，午前7時には出発の準備を整えていなければならない。
ｂ．荷車は一緒になって進まなければならない。
ｃ．全員が荷車から離れてはならず，また銃を必ず持っていなければならない。
ｄ．夜の間，荷車は円形に並べてとめる。就寝ラッパは午後8時半に鳴らす。全員が祈り，
午後9時にはベッドに入っていなければならない。
3．開拓者は毎日どのうようなことをしていましたか。
最初の開拓者隊は後から来る多くの聖徒のために道を備えることを目的とした。彼らは
旅の途中で，道を作り，川や小川に橋を架けるか，そのほかの方法で川を渡ることができ
るようにした。進むルートの地図を作って，野営や家畜に餌を与えるのに適した場所など
後から来る開拓者隊に役立つ情報を書き込んだ。彼らはまた，食料を得るために狩りをし
たり，荷車や機器を修理したり，家畜の世話をしたりした。
4．開拓者は夜をどのように過ごしましたか。
開拓者は夜になると，荷車の後ろを外に向けて円陣を作った。馬や荷役用の牛は円陣の
内側につないだ。楽器を持ってきた人もいて，彼らは楽器の演奏に合わせて歌を歌ったり，
ダンスを踊ったりして楽しんだ。ウィリアム・クレイトンはウィンタークォーターズへ向
かう苦しい旅の間に「恐れず来たれ，聖徒」（『賛美歌』第17番）を作詞した。開拓者はこ
の賛美歌を歌って問題に立ち向かう勇気を得た。開拓者はまた，チェッカーなどのゲーム
をしたり，おもしろい話をするのが好きだった。
子供たちに開拓者が楽しんだ以下のようななぞなぞの問題を出す。
ブリガム・ヤングはウィンタークォーターズを出発するとき，右手を見ました。何が見
えたでしょう。（5本の指）
家よりも高くジャンプできる動物は何でしょう。
（すべての動物。家はジャンプできない）
卵の殻は何に使われるでしょう。
（黄身と白身を入れておく）
5．開拓者はどのようなルートを通りましたか。
開拓者が西部へ移動したときすでにロッキー山脈に通じるよい道があった。この道はオレゴ
ン街道と呼ばれていて，商人，毛皮をとる猟師，探検家など大勢の人々が使っていた。オレゴ
ン街道はプラット川の南側にあった。しかし，西部に向かうほかの人々とのいざこざを避ける
ため，ブリガム・ヤングと開拓者たちはプラット川の北側に道を作った。この新しい道はオレゴ
ン街道よりも平坦だったため歩きやすかった。この道はモルモン街道と呼ばれた。
6．開拓者が最初にウィンタークォーターズを出発して西部へ向かったとき，ウィリアム・ク
レイトンは自分の荷車の横を歩いて，一日中あるものを数えていました。ある日，彼は
4,070まで数えました。何を数えていたのでしょうか。
開拓者たちは毎日どれくらいの距離を進んだかを記録したいと考えていた。ウィリア
ム・クレイトンは荷車の車輪に赤い旗を縛りつけて旗が一周する回数を数えていた。彼は
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車輪が1回転する距離と旗の回転数を使って荷車が進む距離を計算することができた。これ
は非常に退屈な作業だった。このためクレイトン兄弟は回転数を数える機械を発明した。
何人かの人々の協力を得て完成したこの機械は走行距離計と呼ばれ，荷車の車輪と連動す
るようになっていた。荷車の車輪が回転すると，機械の中の小さな輪が回転して，一日に
開拓者が進んだ距離を測る装置だった（
「レッスンを豊かにする活動」の1を参照）
。
7．開拓者は大平原でどのような動物に出会いましたか。
開拓者は草に覆われた大平原を横断するときに，カモシカ，鹿，狼など多くの野生動物に出
会った。また無数のバッファローにも出会っている。バッファローの群れは大草原の草を食料
としていて，ときには開拓者の家畜に食べさせる草がなくなるほど食べた。荷役用の牛と馬が
食料とする草がないと，開拓者は一日に長い距離を進むことができなかった。開拓者はバッ
ファローを殺して食料にしたが，必要なだけしか殺さないように指示されていた。
8．開拓者はアメリカンインディアンに出会ったとき，どのようにしていたのでしょうか。
開拓者はインディアンの攻撃から自分たちを守るために常に警戒していた。あるイン
ディアンは夜中に野営地に忍び込んできて，家畜を盗んだりした。また別のインディアン
は自分たちの土地を通過することを許す代わりに贈り物を要求した。しかし，ほとんどの
インディアンは友好的で，聖徒たちは彼らを友として扱った。
9．開拓者は安息日をどのようにして守りましたか。
ブリガム・ヤングは大平原を旅していた聖徒たちに日曜日は自分たちだけでなく家畜も休ま
せるように指示した。日曜日には，魚釣りや狩猟などを含むすべての労働が禁止された。開拓
せいさん

者は聖餐式を開き，祈り，聖文を研究した。ときには残してきた家族に手紙を書いた。
10．開拓者の旅の中間地点にはどのような目印がありますか。
現在のネブラスカ州とワイオミング州との州境近くにあるチムニーロックがウィンター
クォーターズからソルトレーク盆地までの旅の中間地点になる。聖徒たちは煙突の形に似
たこの大きな岩を遠くから見ることができたに違いない。聖徒たちは1847年5月26日にここ
へ到着して，近くのフォートララミーで荷車と道具を修理するために休憩した。
11．開拓者はプラット川をどのようにして渡ったのですか。
フォートララミーを出発した開拓者はプラット川を渡らなければならなかった。持参し
た革製のボートで所持品と日用品を運び，軽量のいかだをつくって荷車を対岸に渡した。
プラット川を渡りたい人々がほかにいたため，聖徒は彼らの荷物を運んで謝礼として小麦
粉，食料品，ベーコンを受け取った。聖徒たちが持っていた食料は少なかったため，この
食料品は大歓迎だった。ウィルフォード・ウッドラフは次のように述べている。「わたした
ちの小麦粉と食料を入れる袋が次第にふくらんでいく様子は，わたしにとって奇跡を見る
思いでした。……主は確かにこの旅をするわたしたちと共におられて，すばらしい祝福を
与えてわたしたちを守ってくださいました。」（ジョセフ・フィールディング・スミス，

Essentials in Church History，365で引用）
12．開拓者は旅の途中でどのようにしてメッセージを残したのでしょうか。
開拓者は毎日進んだ距離を記録して，後に来る開拓者が通りかかったときに見ることが
できるようにと，しばしば情報を残していった。樹木に刻んだり，木の杭に刻んで地面に
突き刺しておいたりした。また道の傍らに転がっているバッファローの頭蓋骨に情報を刻
んだりもした。これらは「大平原の伝言板」として知られるようになった。ブリガム・ヤ
ングはあるとき頭蓋骨に次のように刻んだ。
開拓者たちは
ここで野営した
1847年6月3日
本日の踏破距離15マイル
すべてはよし
ブリガム・ヤング
（教師への注意 ──Ｂ・Ｈ・ロバーツはこの日付は間違っており，正しくは6月23日であったは
ずだとしている。
〔A Comprehensive History of the Church，第3巻，177−178参照〕）
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13．ジム・ブリッジャーとはだれですか。彼はソルトレーク盆地について聖徒たちに何と言い
ましたか。
開拓者はソルトレーク盆地に向かってスイート川付近を進んでいるとき，何人かの猟師
に出会った。ある日，西部で最も有名な猟師であるジム・ブリッジャーに会った。ブリッ
ジャーはブリガム・ヤングに，ソルトレーク盆地で作物は育たないと思う，もし開拓者が1
ブッシェル（36リットル）でも小麦を収穫したら，1,000ドルを払うと言った。
ブリガム・ヤングはカリフォルニアやオレゴンは土壌が肥沃で作物が容易に収穫できる
美しい場所であることを聞いていた。しかし，教会の敵を含めた多くの人々がすでにこれ
らの地域に移り住んでいることを知っていた。聖徒たちは再び迫害されることのない場所
に定住する必要があった。ブリガム・ヤングは天父の助けによって，聖徒たちがソルト
レーク盆地を美しい場所にすることができることを知っていた。
14．旅の間で最も大変な時期はいつでしたか。
開拓者がロッキー山脈に到着したとき，馬と荷役用の牛は容易に前進することができな
かった。山腹は非常に険しく，多くの小川や川が縦横に走っていてそれらを渡らなければ
ならなかった。夜の気温は極端に下がり，日中は暑かった。人間にとってもこの地域は大
変だった。多くの人が高山熱にかかった。このため隊は三つのグループに分かれて，小グ
ループが最初に行って荷車が通るための道路を造り，次に大きなグループが続き，最後に
病人のグループが進んだ。
15．ソルトレーク盆地に最初に入った開拓者はだれですか。
1847年7月20日，偵察隊がソルトレーク盆地の真上にあたるイーストキャニオンに到着し
た。翌日，オーソン・プラットとエラスタス・スノーは荷車隊よりも先に馬で盆地に入っ
た。こうして二人がソルトレーク盆地に入った最初の人となった。最初の荷車が盆地に到
着したのは2日後である。開拓者は全員が集まってこの地を主に奉献した。その後，作物を
植える作業に取りかかった。彼らは近くの小川をせき止めて水をあふれさせ，種をまくた
めに土地を潤した。
16．まさにこの土地です。
ブリガム・ヤングとほかの開拓者は1847年7月24日にソルトレーク盆地に入った。ブリガ
ム・ヤングは病状が重かったため，ウィルフォード・ウッドラフの馬車に乗せられていた。
ウッドラフ兄弟は馬車の後ろを前に向けて，ヤング会長が盆地を見られるようにした。主
はすでにヤング会長に対して聖徒たちが定住する場所を示現によって見せておられた。ブ
リガム・ヤングは長い間盆地を見つめた後，こう言った。
「結構です。まさにこの土地です。
さあ，行きましょう。」（Ｂ・Ｈ・ロバーツ，A Comprehensive History of the Church，第
3巻，224で引用）
開拓者たちはこの新しい土地に着くまでの間，主の祝福があったことを感謝した。困難
な旅であったにもかかわらず命を落とした人は一人もいなかった。彼らの熱心な働きと勇
気によって，ソルトレーク盆地へやってくる数千人の聖徒たちのために道が備えられた。
開拓者は，自分たちがジョセフ・スミスの預言を成就して，「ロッキー山脈のただ中で力強
い民になる」であろうと，感じていた（History of the Church，第5巻，85）。
話し合いと
応用のための質問

レッスンの準備にあたって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，
生活に応用するうえで最も役立つと思われる質問を，採り上げる。教室で子供たちと一緒に聖
句を読んで話し合えば，聖文に対する子供たち一人一人の理解力を深めるのに役立つ。
●

開拓者たちは西部へ向かって旅立つにあたって，どのように組織されましたか（教義と聖約
136：2−3）。彼らはなぜこのように組織されたと思いますか。それぞれの隊は何を持って行
くことになりましたか（教義と聖約136：5，7）
。最初の開拓者隊の目的は何でしたか。

●

開拓者たちは旅の間，何をすると約束しましたか（教義と聖約136：2，4）。なぜすべての戒
めを守ることが大切だったのでしょうか。わたしたちにとってすべての戒めを守ることはな
ぜ大切なのでしょうか。
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●

開拓者たちは自分たちが幸せなときに何をするよう命じられましたか（教義と聖約136：28）。
主をたたえ，主に感謝することはなぜ大切なのでしょうか。開拓者たちは悲しいときにどう
するように命じられましたか（教義と聖約136：29）。わたしたちは悲しいときにどうしたら
よいでしょう。

●

開拓者たちの最終的な目的地はどこでしたか。彼らは西部に向かって旅をする間にどのよう
な障害や問題に出会いましたか。これらの問題をどのようにして克服しましたか。主は彼ら
をどのように助けられましたか。開拓者はこれらの問題に遭遇して何を学んだでしょうか）

（教義と聖約136：31−32）。
●

わたしたちにとって最も大切な目標は何ですか（日の栄えの王国で天父とイエス・キリスト
と共に住むこと）。この目標を達成しようとするときにどのような障害に出会いますか。子供
たちの答えを黒板に書き出す。どうしたらこれらの障害を克服できるでしょうか。主はどの
ように助けてくださいますか。

●

あなたはほかにどのような目標を持っていますか。その目標を達成するには何をしなければ
なりませんか。

●

最初の開拓者は後に続いて来る人々のためにどのような準備をしましたか。あなたは，ほか
の人々が目標を達成できるように助けるために，どのようなことができますか。あなたは幼
い子供たちにとって開拓者のようになるためにはどのようにすればよいでしょうか。

レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． 厚紙かボール紙で大きな円盤を作る。その中心に穴を開けて，鉛筆か棒を通す。子供たち
にウィリアム・クレイトンになって，これが荷車の車輪だと考えるように言い，車輪の横
を歩かせる。
子供たちが回転した回数を数えられるように車輪に印を付けさせる。次に巻き尺で円周
を測らせる。この数値を黒板に書いておく。一人か二人の子供に，車輪の中心に刺してあ
る鉛筆を持って車輪を転がしながら，教室の壁に沿って歩かせる。ほかの子供たちは車輪
の近くを歩いて回転した数を数える（子供たちの数が多ければ，クラスを二つに分けてこ
の活動を2回行うとよい）。
黒板の数値に回転数を掛けて，教室の内周の距離を出す。ウィリアム・クレイトンがし
たように，一日中車輪の回転数を数えることがどういうことかを想像させる。
2． 厚紙かボール紙で大きな円盤を作る（「レッスンを豊かにする活動」の1で使用したもので
もよい）。円に何本かの線をひいて，幾つかの「パイ」の形になるようにする。その一つ一
つに子供たちが目標にする以下のような事柄を書く。
●

自分の部屋をきれいにする。

●

知恵の言葉を守る。

●

学校で良い生徒になる。

●

楽器を演奏できるようになる。

●

家族を親切にする。

●

正直になる。

●

スポーツを上達させる。

●

毎日聖文を読む。

●

信仰箇条を暗記する。
円盤の中心に鉛筆を入れて，円盤が回転するようにする。一人の子供に円盤を回させ，

回転が止まったときに天井を指している「パイ」に記されている目標を読ませる。その目
標に向かって努力するときに出会うと思われる障害と，その障害を克服する方法について
子供たちに尋ねる。子供たち全員に少なくとも1回は円盤を回す機会を与える。
この活動を終えたら，黒板に「日の栄えの王国で天父とイエス・キリストとともに住む」
と書く。この目標を達成しようとするときにどのような障害に出会うと思うかについて話
し合う。それらの障害を克服する方法について子供たちから意見を聞く。
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3． 数人の子供たちに，ブリガム・ヤング，ウィリアム・クレイトン，オーソン・プラット，
エラスタス・スノーを含む最初の開拓者の役をさせる。一人の子供に，彼らにインタ
ビューを行わせ，川を渡ったり，食料を見つけたり，距離を測ったり，ほかの開拓者のた
めに情報を残したりしたときなど，旅の間に経験した問題について彼らに質問して，答え
させる。「開拓者たち」に目的地に到着するためにこれらの問題をどのように克服したかを
説明させる。
1週間前に割り当てを与えて，子供たちが簡単な小道具と衣装を持ってこられるようにす
るとよい。
4． 子供たちに，開拓者が遭遇した困難な状態を理解させるために，1847年4月23日に開拓者が
プラット川のループフォークを渡ろうとしたときの出来事を，ウィルフォード・ウッドラ
フの記録から紹介する。
「わたしたち12人は馬に乗って，プラット川流域の危険でやっかいな地点であるループ
フォークを渡るために浅瀬を探しに出かけました。……
そこは川床全体の砂が浮いたようになっていて，もし馬や荷車が立ち止まったら沈んでしま
うことが分かりました。中州まで行くルートは二つありました。川のいちばん深いところは90セ
ンチから120センチ，流れは速く，対岸までは約270メートルでした。所々に人や動物が足を踏
み入れたらたちまち引き込まれてしまう場所がありました。もがけばもがくほど沈んでいきます。
もちろん，わたしたちはそのような場所をできるだけ避けました。……
……わたしは2頭の牛と自分が乗っていた馬に荷車を引かせていました。荷車には約450
キロの荷物が積まれていました。出発し途端，わたしはまずいことに気づきました。牛の
歩く速度が遅かったのです。やがて，沈み始めました。わたしは荷台から飛び降りると，
川の水は腰の高さまでありました。10人ぐらいの人々がロープを持って助けに来てくれま
した。ロープを牛につないで引っ張り，やっとの思いで最初の流れを渡りました。中州に
着きましたが，馬と荷車が沈み始めました。
」
そこで，ウッドラフ長老は荷車から荷物をボートに移して，人々と馬の力を借りて荷車
を引っ張り，ようやく川を渡ることができた。ほかの荷車は別の場所から渡らざるを得な
かった。その夜，ウッドラフ長老は夜明けまでの半分の時間を野営地の見張りに立つ責任
を与えられた。彼はこのように言っている。
「わたしはその日の午後はずっと水の中でした。
そして夜の半分は濡れた服のままで見張りに立ち，そして残る半分は濡れた服のままで眠
りました。」（マサイアス・Ｆ・カウリー， Wilford Woodruff：History of His Life and

Labors，268−70で引用）
5．「恐れず来たれ，聖徒」（『賛美歌』第17番）を歌うか，歌詞を読む。聖徒たちが大平原を
横断するときにこの歌詞がどれほどの励ましとなったかについて話し合う。開拓者の旅は
困難であったが，彼らは福音を愛し，福音に従って安らかに生活することを望んでいたた
め，喜びにあふれて旅をしたことを指摘する。
まとめ
証

開拓者たちと，ソルトレーク盆地に教会を確立するために彼らが払った努力に対して感謝の
気持ちを表す。開拓者のように，自分の目標を成し遂げ，人々を助けるために一生懸命に努力
するよう子供たちを励ます。

読書課題
家族との分かち合い
の提案

本課の復習のため，家庭で教義と聖約136：1−5，7，28−29を研究するよう，子供たちに提案する。
物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を家族で一緒に
読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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ソルトレーク盆地に
定着する聖徒たち
目 的

41課

第

安息日を聖なる日とすることは，わたしたちが天父とイエス・キリストから受けている祝福
に対して感謝を表す一つの方法であることを子供たちに理解させる。

準 備

1． モーサヤ18：23；教義と聖約59：7−21；46：32；78：19；本課の歴史記事とを祈りの気持ちで
研究する。それからレッスンを検討し，聖文と歴史記事を子供たちにどう教えるかを決める
（本書「レッスンの準備」vi−vii，
「聖文と歴史記事に基づいて教える」vii−ix参照）
。
2． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
3． 教材
ａ．教義と聖約とモルモン書（人数分）
ｂ．視覚資料5−47「かもめの奇跡」
（『福音の視覚資料セット』413）

レッスン
導入

一人の子供に開会の祈りをさせる。
ゲーム「わたしは何かを考えています」をする。子供たちにそれぞれが感謝している物を心
の中で考えさせる。次に一人の子供に教室の前の方に来させ，考えた物に関する質問に答えさ
せる。あなたは必要に応じて質問に答える子供を助けられるように，答えをそっと聞いておく。
ほかの子供たちは「はい」か「いいえ」で答えられる質問をして，その子供が考えた物を当
てる。（次のような質問の仕方をする。「それは生きていますか。」「それはテーブルよりも大き
いですか。」「それは家の中にありますか。
」「それは金属でできていますか。
」）
考えた物を当てることができたら，ほかの子供を前に立たせて2，3回繰り返す。
わたしたちは受けている祝福に感謝するよう命じられていることを説明する。一人の子供に
教義と聖約59：7を声を出して読んでもらう。
わたしたちは天父とイエス・キリストから受けている祝福についてどのように感謝の気持ち
を表すことができるでしょうか。
子供たちが答えたら，一人の子供にモーサヤ18：23を声を出して読ませる。安息日を聖なる
日とすることも，わたしたちが天父とイエス・キリストに感謝を表す一つの方法であることを
説明する。わたしたちは安息日に天父とイエス・キリストを礼拝することによって感謝を表す。

聖文と歴史記事

最初の開拓者隊が大平原を横断してソルトレーク盆地に入った様子を簡単に復習する（第40
課参照）。そして，ソルトレーク盆地で定住地を築いたことを以下の歴史記事から教える。開拓
者はまだ乗り越えなければならないチャレンジがたくさんあっても，平和と安全の地に導かれ
たことを心から感謝した。彼らは天父とイエス・キリストに対する感謝を表すために，安息日
を聖なる日として保ったことを強調する。
盆地での最初の1週間
開拓者がソルトレーク盆地に到着して最初にしたことは作物を植えることだった。時はすで
に夏の終わりに差しかかっており，作物の生育期は終わっていた。来春のために種を収穫し，
到着した人々の冬の間の食料と冬に入る前に到着が予定されている人々の食料を確保するには，
急がなければならなかった。10の隊に分かれた1,500名の開拓者たちがソルトレーク盆地を目指
して向かっていた。彼らは秋の初めには到着する予定だった。
開拓者は直ちにじゃがいもを植えた。盆地に到着して1度も食事を摂らずに農作業を始めた
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人々もいた。地面はすきが折れるほど固かった。このため，彼らは地面を潤し，柔らかくする
ために谷あいにダムを築き，水をあふれさせた。そして溝を掘って，山の小川の水を畑まで引
かんがい

いた。これは近代の灌漑法を実施した最古の例と言われている。ジム・ブリッジャーなどの猟
師や山男たちは，ソルトレーク盆地に作物は育たないと言っていたが，開拓者は水を引くこと
によって収穫を挙げることができた。
開拓者の主力隊が到着して，種まきを始めたのは土曜日だった。翌日は日曜日だった。しなけれ
ばならない作業はたくさんあったが，開拓者たちは仕事を休んで，礼拝を行い，彼らを盆地に導い
てくださった天父に感謝を捧げた。彼らは平和に暮らすことができる場所を遂に持つことができた
ことを感謝した。その日曜日，ブリガム・ヤングは聖徒たちに説教で，安息日を聖なる日とすることの
大切さを再確認した。ウィルフォード・ウッドラフはこのように記録している。
「決して日曜日に働いて
はならない。
〔もし働けば，〕それによって得たものの5倍を失うと彼は兄弟たちに言った。」
（カー
ター・Ｅ・グラント，The Kingdom of God Restored，430で引用）
翌日は猛烈な忙しさだった。ブリガム・ヤングと数人の兄弟たちは住むのに最も適した場所を決
めるために，地域内をくまなく歩いた。ヤング会長は同僚の兄弟たちに次のように言った。「出発前
から結果は分かってます。周囲の至る所で……良い場所がたくさん見つかるでしょう。皆さんはこ
こが最高に良い所であると満足して戻って来るでしょう。……ここはわたしたちの町を築く所なの
です。」
（エラスタス・スノー，This is the Place，41−42で引用）探検に出かけた兄弟たちは戻って
くるとヤング会長の言葉に賛成した。水曜日までに使徒たちは，広い道路を持ち，大きな正方形の
街区ごとに分けることを中心にした市の開発計画を決定した。これは預言者ジョセフ・スミスがミ
ズーリにシオンの町を計画する際に啓示された方法に倣ったものである。水曜日の夜にヤング大管
長は人々を連れて大きな川が二つに分岐して，二つの流れに囲まれた場所へ行き，そこにステッキ
を立てると，
「ここに神の神殿が建てられるでしょう」と言った（グラント，432で引用）。
開拓者は7月31日の土曜日に最初の建物を建てた。それは，壁はなく，柱と柱の間に雑木と小
枝をわたして屋根を作っただけの小屋だった。この小屋は神殿用地付近に建てられ，礼拝と集
会の場所として使用された。
開拓者たちは灌漑を続けて土地を増やし，さらに多くの作物を植えた。2週目にはとうもろこ
しとじゃがいもの芽が出始めた。
ブリガム・ヤングは盆地に到着してから3週間後に，ほかの開拓者グループをソルトレークへ
連れてくるためにウィンタークォーターズへ引き返した。ヤング会長は最初の開拓者グループ
に属していた多くの男性を伴っていった。彼らが家族と一緒に旅を続けられるようにするため
であった。十二使徒定員会はウィンタークォーターズ付近で，新しい大管長会について話し合
うために特別な集会を開いた。そして，ジョセフ・スミスが亡くなってから3年半後にあたる
1847年12月27日に，ブリガム・ヤングは大管長として支持され，第一副管長としてヒーバー・
Ｃ・キンボール，第二副管長としてウィラード・リチャーズが支持された。
ソルトレーク盆地における生活
盆地内の開拓者は8月と9月の間に10エーカー（約4万平方メートル）の街区に防御柵を巡らした。
この防御柵の完成によって人々は簡易住宅を建てることができただけでなく，インディアンの襲撃と
冬の間の厳しい風から身を守ることができた。秋に2番目の大きな開拓者隊が到着してから，この
柵は広げられた。柵の中に立てられた丸太造りの家は，柱と柱の間に雑木と泥でつくった平坦な
屋根しかなかった。この屋根は秋と冬の間は何の問題もなかったが，春になって雨が降り始めると，
天井から泥水がしたたり落ちてきた。オーソン・ホイットニーはこのように記している。
「傘の需要が
急に増えてきました。ベッドの中でも傘が必要でした。調理場に立つ主婦が左手に傘を持って泥水
をしのぎ，右手でビーフステーキを裏返したり，とうもろこしがゆの鍋をかき回している姿は至る所
で見ることができました。」
（グラント，439で引用）ネズミも屋根の泥と小枝を好んで巣にしていた。
エライザ・Ｒ・スノーは天井からネズミと泥が一緒になって落ちてくるを見て，笑いながらベッドの上
で傘をさして一晩を過ごしたそうである。開拓者は春の雨がやんだときは大喜びだった。濡れたも
のを干すことができたからである。
193

盆地における最初の学校は，1847年10月に17歳の少女メアリー・ジェーン・ディルワースによって
始められた。学校は防御柵内中央のテントで開かれた。いずれもいすも机も黒板もなく，生徒は丸
太の上に座って授業を受けた。一人の少女が学校の初日の模様を次のように記している。
「わたし
たちはテントの中に入り，円陣になって丸太の上に腰掛けました。幹部の兄弟の一人がお祈りをし
ました。……聖書の詩篇の一節を勉強して，歌を歌いました。」
（グラント，439で引用）子供たちは
持っていた教科書を使って，読み書き，歌，文字，算数を勉強した。冬に入ると，学校は防御柵の
片隅に建てられた丸太小屋に移った。荷車の部品を使って学校机が作られた。窓にはガラスがな
かったため，子供たちはグリースを塗った布を窓枠に張り付けた。布を通して入ってくる光はほと
んどなかったため，寒くてもドアは開けたままにしておくのが普通だった。それでも，子供たちは学
校へ行って勉強できることを感謝した。
盆地における最初の冬が終わろうとするころ，聖徒たちの物資は底をついていた。多くの人
は満足な状態の靴や衣類を持っていなかった。このため動物の皮で新しい靴や服を作っていた。
やがて，春に種として使うために残しておかなければならない小麦ととうもろこし以外に食料
がなくなった。ある少年は次のように言っている。「もう何か月もパンを口にしたことがありま
せん。牛の肉，牛乳，ピッグウィード（雑草），セゴユリの球根，あざみなどを食べました。ぼ
くは家畜の世話をしていましたので，家畜を見張っている間，おなかがいっぱいになるまで牛
のようにあざみの茎を食べました。」この少年の家族は最終的にひからびた古い荷役用の牛のな
めし皮を使って，スープを作ったという（グラント，443−444で引用）。春が来て，作物は再び
成長を始めた。開拓者は盆地での最初の冬を越すことができたことを感謝した。
クリケットの大群とかもめ
開拓者は春の作物の収穫を楽しみにしていた。けれども春の終わりに霜が降りて一部の作物
がだめになり，干ばつが襲ってさらに被害は大きくなった。その後，クリケット（訳注──い
なごのような田畑を食い荒らす，当時大量発生した新種の黒い大型の昆虫。「モルモンクリケッ
ト」）が来て，残った作物を食い荒らし始めた。開拓者は考えつくあらゆる手だてを使ってこの
昆虫と戦った。ある人たちは大きな音を立ててクリケットを驚かそうとした。またある人々は
作物を揺すってクリケットを追い払った。クリケットを麦わらの中へ追い込んで火をつけて焼
いた人もいた。溝に追い込んでクリケットをおぼれさせた人もいた。しかし，開拓者たちがど
んなことをしても，クリケットは次から次に飛んできた。木や塀の上，家の中，ベッドや衣類
の中と，クリケットは至る所にいた。
開拓者たちの悩みは深刻だった。もし，クリケットがすべての作物を食い尽くしてしまった
ら，人々の食べる物がなくなり，餓死するしかなかった。人々は2週間にわたってクリケットと
戦い，天父に助けを求めて祈った。ステーク会長はついに，特別の断食と祈りの日を定めて，
聖徒たちに参加するよう求めた。当時16歳だったスーザン・ノーブル・グラントはその後に起
きたことを記している（ここで「かもめの奇跡」の絵を展示する）
。
「わたしたちの断食と祈りの答えが与えられたのは，夏の晴れた日の午後でした。
突然，畑……の上空を円を描いて，鳴き声を上げながら飛んでいるかもめの大群を見つけまし
た。わたしたちは恐ろしげに空を見ていました。最初に心に浮かんだのは『また別の災難が降りか
かってきた』
という思いでした。灰色と白の模様をつけた鳥が何百羽と舞い降りてきました。そして
何千羽となって鋭い鳴き声を発しながら，クリケットに襲いかかりました。……すると不思議なこと
が起こりました。かもめはクリケットをおなかいっぱいに詰め込むと，近くの小川へ飛んでいって水
を一口飲み，クリケットを吐き出すと，また仲間の所へ戻っていったのです。人々はこの光景に驚い
て立ち尽くしていました。わたしたちの祈りが答えられたのです。
」
（グラント，446で引用）
かもめは約3週間にわたって毎日やって来た。そしてクリケットがいなくなるまで食べ続けた。
聖徒は奇跡的な方法で祈りが答えられたことを知った。そして，作物と彼らの命が助けられた
ことを感謝した。
1848年8月，聖徒たちは収穫を祝う祭典を開いて，作物を展示し，話を聞き，音楽を演奏し，ダン
スを踊った。彼らはすばらしい作物を収穫できるように助けてくださった天父に感謝を捧げた。
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1848年の年末時点で，ソルトレーク盆地には3,000人近い人々が住んでいた。これはノーブー
に住んでいた人々の約4分の1に相当する。ブリガム・ヤングはまだアイオワにいた人々に手紙
を書いて，教会はついに，平和で安全に暮らすことができる場所を見つけた，と伝えた。
盆地における最初の年は多くの苦難に出会ったが，それでも聖徒たちは大きな祝福を受けた
と感じていた。彼らはチャレンジを克服して，砂漠を平和な暮らしと天父の礼拝ができる定住
地に変えた。彼らは引き続き安息日を聖なる日として守ることによって，多くの祝福を与えて
くださった天父とイエス・キリストに感謝を表した。
レッスンの準備にあたって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，

話し合いと
応用のための質問

生活に応用するうえで最も役立つと思われる質問を，採り上げる。教室で子供たちと一緒に聖
句を読み，話し合えば，子供たち一人一人の聖文に対する理解力を深めるのに役立つ。
●

感謝することについて主はどのような戒めを与えられましたか（教義と聖約59：7；46：2）。
わたしたちは天父とイエス・キリストに感謝を表すことによってどのような祝福を受けるで
しょうか（教義と聖約59：15−19；78：19）
。

●

聖徒たちはソルトレーク盆地に住むことができたことをなぜ感謝したと思いますか。彼らは
感謝の気持ちをどのように表したでしょうか。あなたはどのような祝福に感謝していますか

（「レッスンを豊かにする活動」の2，3，4を参照）。わたしたちは天父とイエス・キリストに
対してどのように感謝を表すことができますか。
●

聖徒たちは安息日を聖なる日として保つことによってどのように祝福されたでしょうか（教
義と聖約59：15−19）。安息日を聖なる日とすることがなぜ感謝を表すことになるのでしょう
か（「レッスンを豊かにする活動」の2を参照）。あなたは安息日を聖なる日とすることによっ
てどのように祝福を受けていますか。

●

聖徒たちはソルトレーク盆地での最初の年にどのようなチャレンジと苦難に耐えたでしょう
か。聖徒たちは苦難を受けているときにも感謝をすることによってどのような助けを受けた
と思いますか。わたしたちは物事がうまくいっていないときでも感謝しなければならないの
はなぜでしょうか。祝福を与えてくださった天父とイエス・キリストに感謝することによっ
て，これまで受けてきた多くの祝福を思い出せることを子供たちに理解させる。それによっ
て落胆する気持ちを抑えることができる（
「レッスンを豊かにする活動」の4を参照）
。

●

開拓者はクリケットを退治するためにどうしようとしましたか。開拓者はなぜクリケットの
大群がきたためにがっかりしたのでしょうか。クリケットを退治できなかったらどうなって
いたでしょうか。開拓者はかもめが来たことをなぜ奇跡だと考えたのでしょうか。

●

開拓者はクリケットの問題について助けを求めるために断食と祈りをしたのはなぜでしょう
か。断食とはどういうことですか。天父は開拓者の断食と祈りに対してどのようにこたえら
れましたか。わたしたちは問題に出会ったときに断食と祈りによってどのように助けを受け
るでしょうか（わたしたちは断食と祈りによって霊的な強さを得る。この霊的な力によって，
問題を解決できるように天父の助けを求める信仰が増す）
。

レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． 以下のエズラ・タフト・ベンソン第13代大管長の話からの引用文を使って，安息日にふさ
わしい活動と安息日にふさわしくない活動を，それぞれ別の紙に書き出す。紙を箱の中に
入れておく。
ａ．「安息日を守ることをやめてしまった人々がたくさんいます。いや，たくさんいすぎま
す。今や安息日は労働の日となっているばかりでなく，……娯楽とレクリエーション
の日となっています。ゴルフ，スキー，スケート，狩猟，魚釣り，ピクニック，レー
ス，映画，劇場，球技，ダンス，そのほかの娯楽がほとんど当たり前になっています。
… … し か し ， 神 は 安 息 日 を 聖 な る 日 と し て 保 つ よ う 命 じ て お ら れ ま す 。」（ T h e

Teachings of Ezra Taft Benson〔ソルトレーク・シティー：Bookcraft，1988年〕，438）
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ｂ．「安息日にふさわしいこととは何でしょうか。幾つかを提案してみましょう。霊性を高
める活動，……祈りの家における教会の集会，聖文，教会の歴史と伝記，中央幹部の
霊感あふれる言葉を読んで霊的な知識を得る，肉体を休めながら家族と親しくなる事
あかし

柄を行う，聖文からの物語を読む，…… 証 を述べる，家族の一致を強める，病人や年
輩者を訪問する，……シオンの歌を歌い，霊的な音楽を聴く，……個人と家族の祈り
をささげる，断食を行う，家族を管理する，父親の祝福を与える，真心を込めて食事
を準備する，すなわち土曜日のうちにほとんどを準備して簡単な調理を行う，などで
す。」（The Teachings of Ezra Taft Benson，439）
子供たちに安息日を聖なる日として保つことを理解させるために，黒板に次の標題を書
く。「安息日にふさわしい活動」「安息日にふさわしくない活動」。子供たちに箱の中から順
番に紙を取り出し，声を出して読ませる。そして，どちらに分類できるかを判断して，そ
れを各標題の下に書かせる。すべての紙を読み終えたら，二人の子供にベンソン大管長の
引用文を読ませる。
教師への注意 ── 安息日にふさわしい活動について話し合う際，クラスの子供たちの家

族の状況に配慮する。教会活動にあまり活発でない両親や教会員でないの両親（または家
族のだれか）を持つ子供たちは安息日にふさわしくない活動に参加するよう誘われるかも
しれない。両親を軽蔑したり，両親に逆らったりしないで，子供たちに導きを求めて祈り，
安息日を聖なる日とするために最善を尽くすよう励ます。
2． 以下のスペンサー・Ｗ・キンボール第12代大管長の話からの引用文を一人の子供に読んで
もらう。
「心を尽くし，全身全霊を尽くして主を愛する人が……7日のうちの1日を感謝のために費やす
ことができないなどとは考えられない。……安息日を守ることは，わたしたちが天父をどれほど
愛しているかを測るはかりの目盛りである。」
（The Teachings of Spencer W. Kimball

エド

ワード・L・キンボール編〔ソルトレーク・シティー：Bookcraft，1982年〕，218）
安息日を聖なる日とすることがどうして天父とイエス・キリストへの愛を表すことにな
るのかを子供たちと話し合う。その後，子供たちを円形に座らせる。円の中を手渡しで回
すための小さなボールかお手玉を用意する。ボールを受け取った子供は感謝している物を
一つ言って，隣の子供にボールを渡す。7番目にボールを受け取った子供はものの名前を言
う代わりに「わたしは安息日を聖なる日にします」と言う。ここですべての子供たちを立
たせて，席を入れ替える。そしてこのゲームをまた始める。
3． 子供たちが天父からどれほど祝福されているかを理解させるために，以下のゲームを行う。
子供たちを円形に座らせる。順番に「あ」で始まる祝福を言わせる（例えば，「わたしは足
を持っていることを感謝します。」，「わたしは安息日を感謝します。」など）。思いつかなく
なるまで続けたら，次に「い」で始まる祝福に移る（例えば，「わたしは命に感謝します。」
など）。子供たちの興味が持続するかぎり，または時間が許すかぎり五十音を先へ追って行
く（恐らく五十音すべてはできないであろう）
。
4． 以下のＮ・エルドン・タナー元副管長の話からの引用文を教師が読むか，一人の子供に読
んでもらう。
「わたしたちは多くの祝福に感謝するときに，主がこれまでに何をしてくださったかとい
うことを考えるようになります。そして，さらに感謝の気持ちを強くします。」（Conference
Report，1967年10月，54）
「み恵み数えあげ」
（『賛美歌』153番）
を歌うか，歌詞を読む。その後，全員に紙と鉛筆を配
り，3分以内にできるだけ多くの祝福を紙に書かせる
（子供たちが集中できる時間に合わせて
調整する）。子供たちに書き出した祝福を発表してもらう。お互いにリストを比べて，重複して
いる祝福に線を引いて消すように言うとよい。ほかの子供が書いていない祝福がどれほどある
かを指摘し，わたしたちは数え切れないほどの祝福を受けていることを強調する。
5． 子供たちに教義と聖約59：7を暗記させる。
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6．「開拓者の子供」
（『子供の歌集』137），
「土曜日」
（『子供の歌集』105），
「わたしのような小さな
子でも」
（『子供の歌集』14），
「神様ありがとう」
（『子供の歌集』9）のうち，1曲か2曲を歌うか，歌
詞を読む。
まとめ
証

ソルトレーク盆地に教会を築くために犠牲をささげた人々に対する感謝の気持ちを表す。安
息日を聖なる日とすることは，天父とイエス・キリストに対して感謝を表す一つの方法である
ことを子供たちに理解させる。あなたは安息日を聖なる日とすることによって，自分がどれほ
ど祝福されてきたかを話す。
どのようにすれば安息日を聖なる日とすることができるかについて，子供たちに家族と話す
ように奨励する。

読書課題
家族との分かち合い
の提案

本課の復習のため，家庭で教義と聖約59：7−19と78：19を研究するよう，子供たちに提案する。
物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を家族で一緒に
読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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イエス・キリストへの
信仰を表す開拓者
目 的

42課

第

開拓者が持っていた信仰について教えることにより，子供たちのイエス・キリストに対する
信仰を強める。

準 備

1． 本課の歴史記事；モロナイ7：33；教義と聖約8：10，20：29；信仰箇条1：4を祈りの気持ちで研
究する。それからレッスンを検討し，聖文と歴史記事を子供たちにどう教えるかを決める
（本
書「レッスンの準備」vi−vii，
「聖文と歴史記事に基づいて教える」vii−viii参照）
。
2． その他の参照箇所──『福音の原則』第18章
3． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
4． 開拓者または現代の開拓者（地域または家族で最初に教会員になった人）の物語を話せる
ように準備する。
5． 教材
ａ．教義と聖約（人数分）
ｂ．モルモン書
ｃ．視覚資料5−48「キリスト・イエス」（『福音の視覚資料セット』240）；5−49「荒れ野
を渡るメアリー・フィールディング・スミスとジョセフ・Ｆ・スミス」（『福音の視覚
資料セット』412）；5−50「スイートウォーターでの小休止」
教師への注意 ── 本課には多くの歴史記事が掲載されているため，レッスンの時間内ですべてを

採り上げることはできない。クラスの子供たちにとって最も意味のある記事を選んで使用する。
レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導 入

以下の開拓者ゲームを行う。
一人の子供に教室から出させる（または目を閉じさせる），その間に裁縫用の指ぬき，石，ま
たは小さな物を教室のどこかに隠す。それから子供を教室に入れて（または目を開けさせて），
隠した物を探させる。子供が隠している場所に近づいたら，ほかの子供たちは「熱い」と言い，
離れたら「冷たい」と言って助ける。
子供が隠してあった物を探し出したら，本課では開拓者の信仰について学ぶことを伝える。
黒板に「信仰」と書く。
●

信仰とはどういう意味ですか。
信仰を持つとは，わたしたちが自分の目で見ていなくても実在する何ものかを信じ，信頼す

ることであることを説明する。隠した物を探していた子供は，見ることができなくてもそれが
教室の中にあるという信仰を持っていたことを指摘する。
●

わたしたちはだれに対して信仰を持たなければなりませんか。
イエス・キリストの絵を展示する。子供たちに信仰箇条第4条を復唱させる。この信仰箇条は

イエス・キリストを信じる信仰は福音の第一原則であると言っていることを指摘する。
●

イエス・キリストを信じる信仰を持つことはなぜ大切ですか。
以下のことを説明する。わたしたちは自分の罪を悔い改めることができることと，天父とイ
あがな

エス・キリストと共に再び住むことができることを信じるには，まずイエス・キリストが贖い
主である，と信じなければならない。
たとえ難しくても心から戒めを守ろうとしているとき，それはイエス・キリストへの信仰を
表していることを指摘する。戒めを守ることによってわたしたちの信仰は強められる。教会へ
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通うことによっても，正しい選択をすることによっても，イエス・キリストへの信仰を強める
ことができることを子供たちに理解させる。
歴史記事

以下の歴史記事から，開拓者の信仰について子供たちに教える。時間の許すかぎりできるだ
け多くの歴史記事を紹介し，「話し合いと応用のための質問」から記事に対応する質問をする。
それぞれの場面で，イエス・キリストへの信仰が人々の選択にどのような影響を与えたかを子
供たちに理解させる。適切な箇所で視覚資料を用いる。
最初の開拓者隊がソルトレーク盆地に到着すると，ブリガム・ヤングはほかの聖徒たちが大
平原を横断する旅のために準備を始めた。それから数ヶ月のうちに幾つかの隊が到着し始めた。
長年にわたって（1847−1869年）聖徒たちの隊は荷車か手車を使って平原を横断してソルト
レーク盆地まで来ていた。また外国から船で海を渡り，その後に大平原を横断して来た人々も
いた。楽な旅をした開拓者は一人もいなかった。道中で命を落とした人々，大変な苦労をした
人々が大勢いた。開拓者たちはイエス・キリストと回復された福音が真実であることに信仰を
持っていたために，家を捨てて西部に向かって旅をした。彼らはこうした信仰によって困難な
時期を乗り切ることができた。
メアリー・フィールディング・スミスの牛が盗まれる
ジョセフ・スミスと兄のハイラム・スミスが殉教した後，ハイラムの妻メアリー・フィール
ディング・スミスは，ノーブーを離れて，ウィンタークォーターズへ旅立った。子供たちとそ
れにスミス夫婦とともに生活していた数人の人々が一緒だった。
ウィンタークォーターズにとどまっている間に，メアリーは家族の数人と一緒に西部への旅
に必要な日用品を手に入れるために南下してミズーリへ向かった。悪天候のために旅ははかど
らず，荷役用の牛も荷物をいっぱいに積んだ重い荷車を引くのが容易ではなかった。ミズーリ
へ向かう旅は1週間だったが，ウィンタークォーターズへの帰り道はそれ以上の日数がかかった。
メアリーと家族は帰りにミズーリ川のほとりで野営した。市場で売るために畜牛の群れを連
れて来た数人の男性が，近くで野営していた。メアリーの息子ジョセフ・Ｆと叔父は普通，荷
役用の牛が草を食べ，よく休めるように夜の間はくびきを外していた。しかしその日は近くに
畜牛の群れがいたため，荷役用の牛からくびきを外さないでおいた。ほかの牛と混じってし
まっても，簡単に探せるようにするためだった。
翌朝，何頭かの荷役用の牛がいなくなっていた。ジョセフ・Ｆと叔父は午前中いっぱい探し
たが，見つからなかった。ジョセフ・Ｆが疲れてがっかりしながら野営地へ戻ってくると，ひ
ざまずいて祈っている母の姿が目に入った。ジョセフ・Ｆと叔父がいなくなった荷役用の牛を
探し出して，全員が無事に旅を続けられるようにと祈っている母の声が聞こえた。
メアリーは祈りを終えると，顔に笑みを浮かべていた。メアリーの兄弟は荷役用の牛はどこ
かへ行ってしまったのだと告げたが，メアリーは辺りを探してくると言って出て行ってしまっ
た。メアリーの兄弟はジョセフ・Ｆと二人であらゆる所を探したから，行っても無駄だと言っ
たが，メアリーは探しに行ってしまった。
メアリーが野営地を出て歩いていると，牛を市場へ連れて行く途中の男が声を掛けてきた。
「奥さん，おたくの牛が夜明け頃あっちの方角に歩いていくのを見かけましたよ。」その男はメ
アリーが向かっていた川の方角とは反対の方角を指していたが，メアリーは構わず川に向かっ
て歩いて行った。ジョセフ・Ｆは母の後からついて来ていた。そして母に気づかれたので走っ
て行った。母に近づくと，荷役用の牛が柳の林の中につながれているのが目に入った。恐らく
だれかが盗もうとして隠しておいたのだった。荷役用の牛を見つけたメアリー・フィールディ
ング・スミスと家族は旅を続けることができた。」（ドン・セシル・コーベット，Mary Fielding

Smith：Daughter of Britain，209−213参照）
大平原を横断するメアリー・フィールディング・スミスと家族
メアリー・フィールディング・スミスのグループがいよいよ西部に向かって出発する段に
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なって，メアリーの家畜の多くは厳しい冬の寒さのために死んでしまった。メアリーはできる
限りの準備をしたが，荷役用の牛が不足し，御者もいなかったため，2台の荷車をつないでいか
なければならなかった。さらに頑強な荷役用の牛がいなかったため，子牛と畜牛と若い荷役用
の牛で幾つかの荷車を引かなければならなかった。これらの牛は協力して働く訓練を受けてい
なかったため，思うように動かすことが難しかった。
開拓者隊の隊長はメアリーに対して次のように言った。準備が満足にできていない彼女が西部
に行こうとするなんてばかげている。彼女はソルトレーク盆地まで行くことはできないし，隊のほか
の人々のお荷物になる。ウィンタークォーターズへ戻って，ほかの人々の助けが受けられるようにな
るまでソルトレーク盆地へ行くのは待つように言った。メアリーは穏やかに，隊長の助けは要らな
いと言った。さらに，メアリーは隊長よりも先に盆地に着いて見せると言った。
友人たちが数頭の荷役用の牛を用意してくれた。これはメアリーと家族にとって大きな助け
になった。また大平原を進んで行くうちに訓練されていない荷役用の牛もほかの牛と力を合わ
せることができるようになった。子供たちも全員が旅を助けた。一番小さいマーサはたき火用
の木や雑木を集めたり，畜牛（荷車を引いていない畜牛）を集めるのを手伝ったりした。9歳
だったジョセフ・Ｆは兄のジョンと同様，荷役用の牛の御者を務めた。ジェルシャとサラは家
事と畜牛の世話をした。すべての子供は旅のほとんどを裸足で歩いた。
隊がワイオミングを横断していたある日，メアリーの荷役用の牛の一頭が，毒を飲んだよう
にして突然倒れた。今にも死にそうだった。メアリーには予備の荷役用の牛がいなかった。荷
役用の牛が硬直を始めると，隊長が大声で言った。「もう死んでるよ。手遅れだね。ご主人に先
立たれたこちらのご婦人〔メアリー〕も何とかして連れて行ってやらないとね。隊のお荷物に
なるからとあれほど言ったのに。
」
メアリーは何も言わなかった。荷車から灌油の瓶を取り出すと，兄弟のジョセフ・フィール
ディングともう一人の男性に，荷役用の牛に灌油の儀式を施してくれるように頼んだ。「それは
大空の下で行われた厳粛なひとときでした。辺りが一瞬のうちに静かになりました。男性は帽
子をとり，全員が頭を下げる中，ジョセフ・フィールディング……は死にかけている荷役用の
牛の頭に手を置いて祈りました。大柄な荷役用の牛は脚を伸ばしたまま横たわって身動き一つ
しませんでした。ガラス玉のような目はうつろでした。灌油の儀式が終わって一瞬の後に，荷
役用の牛は動き始めました。巨大な後ろ足を体の下に丸めました。うずくまって立ち上がる準
備を始めました。前足がすっと伸びました。そしてせきたてもしないのに，すっくと立ち上が
ると，何事もなかったように歩き始めたのです。」その後間もなくして，もう一頭の荷役用の牛
が病気で倒れたが，灌油の儀式を受けて，回復した。
隊がソルトレーク盆地に入る日の前日，メアリーの荷役用の牛が何頭かまたもや行方不明に
なった。メアリーはひざまずいて，見つけることができるように天父に助けを求めて祈った。
彼女には天父が助けてくださることを確信していた。
メアリーと家族が荷役用の牛を探している間に，隊長と隊の一行は出発してしまった。する
と突然，嵐の雲が現れ，雷が鳴り，稲妻が走り，大雨が降ってきた。行進を中断せざるを得な
かった。嵐の間に16歳のジョンはいなくなった荷役用の牛を探し出して，荷車につなぎ，天候
が回復したときには出発できるようにしていた。メアリーの家族はほかの人々が荷役用の牛の
編成を立て直している間に出発した。そして，隊長と隊の一行よりも数時間前に盆地に入った
（コーベット，223−249参照）
。
家族の大平原横断を助けたマーガレット・マクニール
マーガレット・マクニールは家族と共にスコットランドで教会に入った。家族がユタへ移民
したのはマーガレットが10歳のときだった。マーガレットは大平原を徒歩で横断した。それも，
しばしば4歳の弟を背負いながら。マーガレットの母親は旅の途中で病気になったため，できる
かぎり母を助けようとしたのである。
マーガレットは家族の朝晩の食事を作るほかに，牛の世話をした。家族に必要な量の牛乳を搾
るには，牛に十分な餌を与えなければならなかった。毎朝，マーガレットは隊が出発する前に先へ
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行って，隊の全員が追い越すまで牛に草を食べさせた。そして隊に追いつくように急いで後を追っ
た。川を渡るときには，マーガレットは牛の長い尾を手に巻き付けて牛と一緒に泳いだ。
マクニール家が持ってきた食糧は旅の途中で底をついてしまった。そのため，家族は牛乳と野生
のバラいちごで飢えをしのいだ。こうして彼らはついにユタに到着した。そして，無事に到着できる
よう助けてくださった天父に感謝した
（マーガレット・マクニール・バラード，I Walked Every Step of

the Way，10−11参照；スーザン・アリントン・マドセン，I Walked to Zion，125−126も参照）。
慰めを受けたジェデダイア・Ｍ・グラント
ジェデダイア・Ｍ・グラントは七十人第一評議会の会員であり，開拓者隊の隊長でもあった。
彼は第7代大管長になったヒーバー・Ｊ・グラントの父親でもある。グラント家族が大平原を横
断する途中で，妻と生まれたばかりの子供がコレラにかかった。ソルトレークへの旅の間に多
くの人々が感染した病気である。彼女は死を前にして，亡くなったら二人をソルトレーク盆地
に埋めてくれるように頼んだ。しかし，赤ん坊が先に亡くなり，ワイオミングで浅い墓穴を
掘って埋めなければならなかった。妻は旅の終わりを目の前にして亡くなり，ソルトレーク盆
地に葬られた。後にジェデダィアはワイオミングへ戻る旅の途中に，赤ん坊の墓を訪れたが，
目にしたのは狼が掘り返した墓穴の跡だけだった。
グラント兄弟は妻と子供を失ってつらかったに違いないが，引き続き教会の指導者に従った。
数年後に，彼は霊界の示現を見ることを許された。その示現で幼い女の子を抱いている妻を見
た。妻はグラント兄弟に子供を見せて，こう言った。「これがかわいいマーガレットですよ。」
グラント兄弟は，娘は大平原で亡くなり，墓も狼によって荒らされていたが，霊界で母親と共
に無事でいることを知った（『時満ちる時代の教会歴史』337−338参照）
。
大平原を横断する人々を助けたリディア・ナイト
ジョセフとハイラム・スミスが殉教した後，ニューエルとリディア・ナイトはほかの聖徒た
ちと共に西部への移動を始めた。しかし，ある冬の夜，ニューエルは重病にかかって死んでし
まった。リディアは7人の子供と間もなく生まれる8番目の子供とともに残された。彼女には助
けてくれる人も保護してくれる人もいなかった。このためリディアはウィンタークォーターズ
へ戻ることにした。ウィンタークォーターズへ戻ると，ブリガム・ヤング会長は生まれたばか
りの赤ん坊を抱えてソルトレーク盆地までの苦しい旅は無理だからやめるようにと助言した。
さらにヤング会長はほかの人々が旅に参加できるように，彼女の荷役用の牛と荷車を貸してく
れないかと尋ねた。リディアはためらわずにそれらを与えた。2年後に，リディアは以前よりも
多くの機材を集めることができた。そして子供たちと一緒にソルトレーク盆地まで旅をした
（スーザ・ヤング・ゲイツ，Lydia Knight s History，64−76，84−89）。
牛車隊を駆って大平原を横断したルイザ・ウェルズ
22歳のルイザ・ウェルズが家族と共に大平原を横断したとき，彼女は父親の牛車隊のうちの
一台を操縦する責任と弟と妹の世話をする責任が与えられた。
荷物を積むとルイザは勇敢にも荷車をスタートさせた。頭に大きな日除け帽をかぶり，片手
に日傘を持ち，もう一つの手には荷役用の牛を操縦するための鞭を持っていた。ルイザはそれ
まで一度も牛車の御者などしたことがなく，しばらくの間はうまくいっていたが，間もなく雨
が降り出した。日除け帽と日傘は雨を吸って使いものにならなくなり，夕方までには全身泥だ
らけでずぶぬれになった。
このように散々のスタートだったが，ルイザは自分に与えられた仕事を一生懸命に果たした。
一行がスイートウォーター川に着いたとき，ルイザの荷車を引いていたうちで最も良い荷役用
の牛が水にあたって2頭が死んでしまった。このため，代わりに2頭の畜牛を使わなければなら
なかった。畜牛は荷車を引くのに慣れていなかったため，ルイザはその後ずっと畜牛をなだめ
ながら引いて行かなければならなかった。開拓者隊の一人の女性が病気になったとき，ルイザ
は看護をするように頼まれた。ルイザは3週間にわたって1日中，荷車の横を歩き，夜は病気の
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女性の看護をした。幸いにもルイザは健康を維持して，自分の牛車を導いて，開拓者隊の一行
とともに無事，盆地に到着した。
ルイザは旅の間に3足の靴を履きつぶしたため，ぼろ布で靴に代わる物を作って履いたが，数
時間でだめになってしまった。ルイザの切れた足から流れた血が点々と道に残されていた（エ
ドワード・Ｗ・トゥリッジ，The Women of Mormondom，336−337参照）。
励ましをうけたジェーン・オールグッド
15歳のジェーン・オールグッドは1864年に両親と共にイギリスからやってきて，大平原を横断して
ソルトレーク盆地に到着した。ジェーンは後に，旅がどれほど大変だったかを孫娘に話している。
開拓者隊の中で若い人々は全行程を歩かなければならなかった。彼らの食物は小麦粉，豆類，乾
燥させた桃しかなかった。ある日，ジェーンと友達のエマはすっかり疲れてしまって道端に座り込
んでしまった。荷車が追い越して行ったが，二人の足はひどく皮がむけて痛かったため，置き去り
にされても構わないと思っていた。いずれにしてももう歩くことができる気がしなかった。ジェーン
はこのように述べている。
「わたしたちが疲れ果ててそこに座っていると，一人の若い男の人が馬に
乗ってやって来ました。わたしたちはその人がどこから来たかも知りませんでしたし，わたしたち
に話しかけた後，どこへ行ったのかも分かりません。彼はわたしたちに親切な言葉をかけ，立ち上
がって旅を続けるように励ましました。努力すれば旅を続けられるし，危ない目に遭うこともないと
約束しました。」ジェーンはその時とても疲れていたので，
「生きようと死のうと構いません」と言っ
た。しかし，その男性は親切な言葉をかけ，また旅を続けるように励ました。二人の少女は気分が
良くなり，力がわいてくるのを感じて，立ち上がり，歩き始めた。そして辺りが暗くなったころ，開拓
者の一行に追いついた。」
（ジュリー・Ａ・ドックステイダー，Children Entered Valleu with Hearts
All Aglow， 8−9参照）
教会を築いた現代の開拓者たち
開拓者とは後から来る人々のために道を備える人のことを言うことを確認する。多くの教会
員は現代の開拓者であることを説明する。あなたの家族の歴史からの話をするか，家族または
地域で最初に教会に加わった現代の開拓者の話をする。新しく教会に入った人は教会に入ると
きに，イエス・キリストに対する信仰をはっきりと表明しなければならないことを強調する。
レッスンの準備にあたって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，

話し合いと
応用のための質問

生活に応用するうえで最も役立つと思われる質問を，採り上げる。教室で子供たちと一緒に聖
句を読んで話し合えば，聖文に対する子供たち一人一人の理解力を深めるのに役立つ。
●

メアリー・フィールディング・スミスがいなくなった荷役用の牛を探すときに，彼女のイエ
ス・キリストへの信仰はどのように助けになりましたか。天父とイエス・キリストはすべて
を御存じであること，わたしたちは信仰をもって祈るときに導きを受けることができること
を説明する（教義と聖約8：10参照）。メアリーは助けを求めて祈った後，メアリーと家族が
牛を探すために全力を尽くしたことを指摘する。

●

メアリー・フィールディング・スミスが神権の力に対して信仰を持っていたことが彼女と家
族にとってどのように祝福となったでしょうか。神権は神の名によって行動する力と権能で
あることを子供たちに思い起こさせる。神権の力に信仰を表すとき，それはイエス・キリス
トに対する信仰を表していることになる。

●

10歳の少女がマーガレット・マクニールのように行動する力をどうすれば得ることができる
と思いますか（モロナイ7：33）。あなたがマーガレットのような立場に立たされたら，どん
なことが大変だと思いますか。

●

ジェデダイア・Ｍ・グラントの信仰はどのように報われたでしょうか。預言者や教会の指導
者に従うことは，イエス・キリストに対する信仰を表すことになるでしょうか。

●

リディア・ナイトにとって荷役用の牛と荷車を手放すことはなぜ大変なことだったのでしょ
うか。リディアはこれを行うことによってどのように信仰を表したでしょうか。
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●

ルイザ・ウェルズは困難なときにも旅を続けたのはなぜだと思いますか。福音のために問題
や不都合なことを耐え忍ばなければならなかった教師自身の経験を話す。

●

天父はジェーン・オールグッドと友だちのエマが旅を続けるために必要な力をどのようにし
てお与えになりましたか。わたしたちが疲れたり，がっかりしたときもあきらめずに努力す
ることはなぜ大切なのでしょうか。そのようなときにイエス・キリストへの信仰はどのよう
に助けとなるでしょうか（「レッスンを豊かにする活動」の3を参照）
。

●

これらの開拓者はなぜ大平原を横断するために大きな犠牲を払ったのでしょうか（教会員た
ちから離れないようにするため，迫害を逃れるため，教会の指導者に従うため，などの答え
が考えられる）。初期の時代に，全世界に散在していた教会員は，教会指導者やほかの教会員
との交流がほとんどあるいは全くなかったことを説明する。彼らはほかの教会員と交わり，
こんにち

指導者から教えを受けるためにソルトレーク盆地へやって来た。今日，意志を伝達する手段
は改善されている。世界にはいまだに少人数の教会員しかいない地域も多くあるが，わたし
たちは自分の国にとどまって，自分が住んでいる所に教会を築くよう奨励されている。
●

これらの開拓者はイエス・キリストと回復された福音に対する信仰をどのようにして強めた
でしょうか。わたしたちは信仰を強めるために何をしなければならないでしょうか（「レッス
ンを豊かにする活動の」の4を参照）
。

●

もしあなたが開拓者だったとしたら，どのようなことが困難だと思いますか。それらの状況
をどのように処理したと思いますか。あなたが出会う問題で，開拓者が経験しなかった問題
にはどのようなものがあるでしょうか。それらの状況に置かれた場合に，イエス・キリスト
への信仰はどのように助けとなるでしょうか（
「レッスンを豊かにする活動」の3を参照）
。

●

ほかの教会員と交わり，天父とイエス・キリストを礼拝するために，あなたはどのような苦
難であれは，耐えようと思いますか。福音のために苦難を耐え忍ばなければならない時が来
るとしたら，それはどのようなときでしょうか（宣教師として働くとき，ほかの人が伝道に
出られるように犠牲を払うとき，学校や地域社会に教会員が少ししかいないとき，などの意
見が考えられる）。そのようなときにイエス・キリストに対する信仰はどのように助けとなる
でしょうか（モロナイ7：33）
。

●

たとえ難しくても正しいことを行おうとしたことがありますか。あなたはなぜ正しいことを
行おうとしたのですか。戒めに従おうとするとき，それはイエス・キリストへの信仰を表し
ていることを説明する。イエス・キリストに対して信仰を持つことは主が命じられることを
何でも行うという信頼を主に寄せることである。

●

イエス・キリストに対して信仰を持っていると，毎日の生活はどのように変わりますか。

●

悲しいときや問題があるときに，イエス・キリストに対する信仰はどのように助けになりま
すか（「レッスンを豊かにする活動」の3を参照）

レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． 黒板かカードに，
「信仰」と書き，その下に以下の参照聖句を書く。一人一人の子供に（クラス
が大きい場合には二人一組になって）聖典から聖句を探して，声を出して読んでもらう。
クラス全体でそれぞれの聖句が信仰についてどのようなことを教えているかを話し合っ
た後，黒板の参照聖句の箇所の下に信仰について教えている聖句の説明を書く（または
カードをはる）。
アルマ32：21

信仰はまだ見ることのできない真実のことを望む。

アルマ37：33

イエス・キリストを信じる信仰は誘惑に立ち向かう助けとなる。

モロナイ7：33

イエス・キリストへの信仰を持つことによって，主が命じられるあ
らゆることを行う力を受ける。
あかし

モロナイ10：4

証 を得るにはイエス・キリストを信じる信仰を持っていなければな
らない。

教義と聖約20：29 終わりまで堪え忍んで永遠の命を得るにはイエス・キリストへの信
仰を持たなければならない。
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教義と聖約29：6

祈ることは，天父が祈りを聞き，こたえてくださるという信仰を持
つことである。

信仰箇条1：4

イエス・キリストを信じる信仰は福音の第一原則である。

2． 本課の最後のページにあるワークシートを子供の人数分コピーする。左の欄の問題に対する
解決方法を右の欄から探して線で結ばせる
（正解：1−ｂ；2−ｇ；3−ａ；4−ｅ；5−ｄ；6−ｃ；7−
ｆ）。もしコピーができなければ，カードに書いて，カード合わせをしてもよい。イエス・キリスト
に対する信仰はなぜこれらの状況を改善するうえで役立つのかを話し合う。
3． イエス・キリストに対する信仰をもっていると，重病にかかったり，愛する人が亡くなっ
たり，新しいワードや学校に移ったり，無視されたり，問題を抱えて落胆したりする状況
を解決するうえでどのように助けになるかを話し合う。信仰を持つとは，祈る，答えを見
つけるために聖文を研究する，戒めに従うなど自分のできる限りのことをすること，主の
みこころ

助けを求めること，あらゆる場合に主の御心を受け入れること，が含まれることを子供た
ちに思い起こさせる。
4． 子供たちに苗木か発芽した種を見せる。信仰は種にたとえられることを説明する。信仰は
種を同じように小さな物から出発して，食物を与え，栄養を与えると成長する。
●

植物が成長し，強くなるには何が必要ですか。

●

信仰は何によって成長し，強くなりますか。
（戒めを守る）
子供たちにイエス・キリストへの信仰を強めるための具体的な戒めを考えさせる。例え

ば，祈る，教会の集会に出席する，など。
5． 簡単な衣装と小道具を使って本課の物語を一つか二つ劇化する。
6． 信仰箇条第4条を暗記または復唱させる。イエス・キリストを信じる信仰の大切さについて
話し合う。
7．「開拓者の子供」（『子供の歌集』137）を歌うか，歌詞を読む。開拓者は救い主を信じる信
仰を持っていたために，苦しい旅の間も歌を歌い，陽気でいることができたことを指摘す
る。開拓者は救い主と教会の指導者に従うことによって，この世か来世で祝福を受けるこ
とを知っていた。
まとめ
証

イエス・キリストを信じる信仰を持つことの大切さについて証する。救い主に対する信仰を
持ち，戒めに従うことによってあなたが祝福を受けたときのことを話すとよい。戒めに従い，
福音をもっと勉強することによって，信仰を強めるように子供たちを励ます。

読書課題
家族との分かち合い
の提案

本課の復習のため，家庭で教義と聖約8：10と20：29を研究するよう，子供たちに提案する。
物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を家族で一緒に
読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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イエス・キリストを信じる信仰
もしわたしが ──
1．何か悪いことをして，そのことについてうそをつこうとする誘惑を受けたとしたら，
2．家で普通より手伝いをたくさんするように言われたら，
3．だれかに怒りの気持ちを感じたら，
4．悲しかったり，心配だったら，
5．初等協会でお話しするのが恥ずかしかったら，
6．日曜日にスポーツに参加するように誘われたら，
7．友だちを必要としている子供に出会ったら，

イエス・キリストを信じる信仰によって──
ゆる

a．赦すことができます。
b．正直になることができます。
c．安息日を聖なる日とすることができます。
d．助けを求めて祈った後，話の準備をして，話すことができます。
e．慰めと助けを求めて祈ることができます。
f．ほかの人に愛を示すことができます。
g．喜んで手伝うことができます。
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3．だれかに怒りの気持ちを感じたら，
4．悲しかったり，心配だったら，
5．初等協会でお話しするのが恥ずかしかったら，
6．日曜日にスポーツに参加するように誘われたら，
7．友だちを必要としている子供に出会ったら，

イエス・キリストを信じる信仰によって──
ゆる

a．赦すことができます。
b．正直になることができます。
c．安息日を聖なる日とすることができます。
d．助けを求めて祈った後，話の準備をして，話すことができます。
e．慰めと助けを求めて祈ることができます。
f．ほかの人に愛を示すことができます。
g．喜んで手伝うことができます。
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ソルトレーク盆地へ
向かった手車隊
目 的
準 備
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手車隊の開拓者のように雄々しく終わりまで堪え忍ぶよう子供たちを励ます。
1． 本課の歴史記事と教義と聖約14：7；24：8；76：5；121：7−8，29を祈りの気持ちで研究
する。それからレッスンを検討し，聖文と歴史記事を子供たちにどう教えるかを決める
（本書「レッスンの準備」vi−vii，「聖文と歴史記事に基づいて教える」vii−ix参照）
。
2． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
3． 教材
ａ．教義と聖約（人数分）
ｂ．秒針付きの時計
ｃ．視覚資料5−51「1856年，ワイオミングビタークリークでのマーティン手車隊」（『福音
の視覚資料セット』414）；5−52「マーティン手車隊を救う3人の若者」（『福音の視覚
資料セット』415）

レッスン
導 入

一人の子供に開会の祈りをさせる。
時間に関係する二つの活動を行うことを告げる。一人の子供に教室の前に出てきてもらう。
時計を見ないで，1分を過ぎたと思うときに合図をするように言う。「スタート」の合図をする。
教師は時計を見ながら，その子供に話しかけたり，クラスの子供たちにその子供が集中しにく
くなるようなことをさせたりする。その子供が1分を過ぎたと言ったら，実際にはどれほどの時
間が経過したかを知らせる。
次に子供たち全員に立ち上って，1分間彫刻のように何も言わず，まったく動かないで立ち続
けるように言う。始める合図をして，1分たったら「ストップ」と言う。
どれほど時間が経過したかを判断するのは難しいことを指摘する。非常に早く過ぎてしまう
ように感じることもあれば，ゆっくりと過ぎていくように感じることもある。
わたしたちがこの地上でどれだけの間生活するかはだれも知らないが，人生の長さに関係なく
終わりまで堪え忍ぶように命じられていることを説明する。
「終わりまで堪え忍ぶ」とは，正しい生活
を送り，悪いことをしたら悔い改めて，人生がどれほど大変であっても決してあきらめないという意
味である。天父とイエス・キリストと再び一緒に生活したいと思うならば，わたしたちは雄々しく最
後まで堪え忍ばなければならない。雄々しい人とは，イエス・キリストの福音に従って強く，従順に，
勇気を持って，正直に生活する人を言うことを説明する。本課では，人生の最後まで雄々しく堪え
忍んだ初期の聖徒たちについて学ぶことを子供たちに伝える。

歴史記事

以下の歴史記事から，手車隊について紹介し，イエス・キリストの福音に雄々しく従って生
活し，終わりまで堪え忍ぶことの大切さを子供たちに教える。適切な箇所で視覚資料を用いる。
ブリガム・ヤングの計画
多くの聖徒は幌がついた荷車を荷役用の牛に引かせてソルトレーク盆地までやって来た。こ
れらの聖徒の中には荷車や物資を買うために教会からお金を借りた人々がいた。盆地に到着す
ると彼らは借りたお金を返すために働いた。教会は返してもらったお金を，大平原を横断する
ほかの聖徒に貸し付けた。これは永代移住基金と呼ばれた。
この基金は優れた制度だったが，貧しいために借りたお金をすべて返すことができない聖徒もい
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た。また，これまで以上に多くの教会員がソルトレーク盆地に移住することを望んでいた。このため，
教会指導者は人々を盆地まで連れてくるのにお金がかからない方法を探さなければならなかった。
ブリガム・ヤング大管長は1855年にこのように記している。
「もうこれまでのように荷車と荷役用の牛を
買うことはできません。したがって，昔の計画に戻ることにしました。それは手車を作って荷物を載せ，
人々は歩いて横断する方法です。……非常に早くとは言えないまでも，彼らは早くしかも大幅に安い
費用で来ることができます。」
（ Foreign Correspondence， 813；
『時満ちる時代の教会歴史』358も
参照）手車を使う場合の費用は荷車の3分の1から半分に減らすことができると考えられた。
手車は，荷役用の牛ではなく人が押したり，引いたりして動かす幌がついていない小型の荷
車だった。手車のほかに，各開拓者隊は10人につき2頭か3頭の畜牛と，歩くことができない
人々を乗せるためにわずかな台数の荷車と荷役用の牛を用意した。手車には荷車よりも優れた
点があった。道中には荷車で通るには困難であるが，歩いて通る分にはやさしい箇所がいくつ
かあり，また手車は荷車よりも小さくて軽かったため，早く進むことができた。また多くの荷
役用の牛を抱えていたときのように，家畜の世話に苦労する必要がなかった。しかし，手車に
は不便な点もあった。食糧や物資を積む面積が狭く，風雨を遮るものが何もなかった。
最初の手車隊
ヨーロッパから海を渡ってやってきた聖徒の一部はアイオワ州アイオワシティーまで列車を
利用し，そこで用意されていた手車に荷物を載せて大平原を横断する旅に出発した。最初の手
車隊が出発したのは1856年6月9日だった。
手車隊は多くの試練に遭遇した。最初の手車隊に連れられていった6歳のアーサー・パーカー
はある日，気分が悪くなって道ばたに座り込んでしまった。手車隊はこのことにだれも気づか
ず，その日も遅くなって野営地に着いてからようやくアーサーのいないことに気づいた。一行
は手分けして探し始めたが，2日後には野営地を出発しなければならなかった。アーサーの父親
は残ることにした。彼の妻は夫に赤いショールを渡して，もしアーサーが死んでいたらくるん
でくるように，生きていたら，ショールを大きく振って合図をしてくれるように頼んだ。
父親が探しに出かけてから3日間，手車隊は全員でアーサーのことを気づかいアーサーのため
に祈った。そして3日目に，アーサーの母アン・パーカーは歩いてきた道を振り返ると，夫が赤
いショールを振っているのに気づいた。アーサーの母親の喜びはこの上ないものだった。そし
てその夜彼女はアーサーが行方不明になってから初めてゆっくり眠ることができた。
ウィリー手車隊とマーティン手車隊が遭遇した問題
3隊で構成された最初の手車隊は多少の問題に出会うこともあったが，無事に大平原を横断す
ることができた。しかし，次の2隊は不運だった（「レッスンを豊かにする活動」の1を参照）。
ウィリー手車隊とマーティン手車隊の人々がイギリスから到着したのは初夏だった。だが，彼
らがアイオワシティーに到着したときに手車は1台も残っていなかった。そのため，できあがる
までしばらくの間待たなければならなかった。そして出発したのは1856年7月の下旬だった。彼
らの手車は急いで作ったために木が十分に乾いていなかった。このため，乾燥すると板が割れ
て使いものにならなくなった。こうしてさらに遅れを生じた。そのうえ，インディアンの襲撃
に遭って多くの家畜が盗まれてしまった。ウィリー手車隊とマーティン手車隊は出発が遅れた
ことによって，それからも次々と問題に遭遇することになる。厳しい冬の嵐が平年よりも早く
やって来た。彼らは荷物を軽くして先を急ごうとして，余分な衣類と寝具を捨ててしまった。
このため，嵐がやって来たときに体を守るものがなかった。嵐と極端に寒い天候により多くの
死者が出た。これらの遺体は道ばたに浅い墓穴を掘って埋葬するしかなかった。
ウィリー手車隊とマーティン手車隊の救出
ブリガム・ヤングは1856年10月の総大会を控えて準備をしているときに，ウィリー手車隊と
マーティン手車隊が苦境に立たされているという報告を受け取った。大会期間中に救助隊が組
織されることになった。
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エフライム・Ｋ・ハンクスは魚釣りの旅を終えてソルトレーク戻る途中だった。ソルトレークへ到着
する前の晩，エフライムは友人の家に泊まった。眠りかけたときに，彼の名前を呼ぶ声が聞こえた。
その声はこう言った。
「手車隊の人々が困っています。あなたに助けてもらいたいのです。その人
たちの所へ行って，助けてくれませんか。」ハンクス兄弟はこう答えた。「ええ，もちろんです。わた
しが必要とされているのならば喜んで行きます。」この会話が3度繰り返された。
ブリガム・ヤングはソルトレークに向かっているウィリー手車隊とマーティン手車隊を助けに行く
人々を募っていた。数日あれば準備ができるという人たちもいたが，エフライム・ハンクスは「今すぐ
にでも行けます」と答えた。そしていち早く手車隊のもとへ向かった。道中，彼はかつて経験した
ことがないほどの猛烈な吹雪に出会った。雪がひどく積もって，荷車を先に進めることができなく
なった。そこで彼は荷車で行くことをあきらめ，2頭の馬をひいて，1頭に自分が乗り，もう1頭に物資
を乗せて先を急いだ。夜になって彼は寝る場所を用意しながら，バッファローの毛皮を敷いて寝
ることができて，夕食にバッファローの肉があったらどんなにすばらしいだろうかと考えた。そこで
天父にバッファローを1頭遣わしてくださるように祈った。祈りを終えて，見ると彼のテントに向かっ
てバッファローがやって来た。ハンクス兄弟は一発でそのバッファローを仕留めた。翌朝，彼はもう
1頭のバッファローを仕留めて，肉を馬に乗せると，再び東へ向かった。
エフライム・ハンクスがマーティン隊に到着したのは，彼らが夜の準備をしているときだっ
た。彼らはハンクス兄弟を見つけ，また持参した新鮮なバッファローの肉を見て大喜びした。
隊の中の一人が以前に，物資がなくなったときにバッファローのごちそうを食べることができ
ると預言していた。エフライム・ハンクスはその預言を成就しただけでなく，旅の間さらに何
頭かのバッファローを仕留めて人々にごちそうを提供している。
マーティン隊の人々はスイートウォーター川に到着したとき，疲れ果てていた。水深が深く，
川幅が広く，そのうえひどく冷たかったため，どう考えても川を渡れそうになかった。彼らに
できることは祈ることしかなかった。すると，そこへ救援隊の3人の18歳の少年が到着した。
ジョージ・Ｗ・グラント，デビッド・Ｐ・キンボール，Ｃ・アレン・ハンティントンの3人は氷
のような水中に飛び込むと，人々を抱えて川を渡り始めた。彼らは川岸の間を何回も往復して，
ほとんど全員を対岸へ運んだ。少年たちはこの冷たい水に長い間浸かっていたのがたたり，健
康を害してしまった。数年後に3人はこれが原因で命を落とした。ブリガム・ヤング大管長はこ
の3人の若者がどのような働きをしたかを知らされたとき，涙を流した。ヤング大管長は後に，
3人の若者はこの働きだけでも日の栄えの王国へ行くだろうと語った。
ウィリー隊とマーティン隊の多くの人々は凍り付くような雪嵐のために命を落とし，またそのほか
にも足が凍傷にかかった人々が大勢いた。メアリー・ゴーブルはマーティン隊の一員だった。隊に
水がなくなり，何日間も雪を溶かして飲み水にする生活が続いていたときに，病床にあったメアリー
の母親は10キロ近く離れた泉から新鮮な水を持ってきてくれるように頼んだ。メアリーはもう一人の
女性と泉に向かったが，途中，雪の中に倒れている老人を見つけた。老人は凍え死ぬ寸前だった。
二人は手を貸してあげなければこの老人は死んでしまうことがわかっていた。そこでメアリーがそ
のまま水をくみに行って，もう一人の女性が野営地に助けを求めに行くことにした。
メアリーは一人になると，恐ろしいインディアンのいる所へ迷い込んでしまうのではないかと心配
になってきた。インディアンを気にしながら歩いているうちに，彼女は迷子になってしまい，ひざま
で雪にうもれながら何時間も歩き回った。捜索隊が彼女を発見したのは真夜中近かった。捜索隊
はメアリーを野営地まで連れてくると，雪でマッサージし，水の入ったバケツに足を突っ込んで彼
女の凍った両脚と両足を暖めようとした。この治療は激痛が伴うものだった。こうしてメアリーの両
脚は回復したが，足のつま先は手遅れだった。
メアリーの母親は一行がソルトレーク・シティーに到着した日に亡くなった。翌日，ブリガム・ヤン
グと医師がメアリーを見舞いに来た。メアリーは次のように記している。「ヤング兄弟がやって来て
わたしたち全員と握手をしました。彼はわたしたちの足が凍傷にかかり，母が亡くなったことを知
ると，涙で頬を濡らしていました。」医師はメアリーの両つま先を切除した。ブリガム・ヤングはつ
ま先から上は回復するとメアリーに預言を残していった。しかし，両足は次第に悪化していった。
医師はくるぶしから先を切除したいと言ったが，メアリーは預言者から約束を受けているため手術
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を拒否した。看護婦が毎日，足の包帯を取り替えにやってきた。数ヶ月後，メアリーが医師と顔を
合わせると，医師は言った。「ところで，メアリー……あなたの足はひざの辺りまで腐っているので
はないかな。」メアリーは足はもう良くなっていると言ったが，医師は信じようとしなかった。メア
リーは靴下を脱いで，足を見せた。すると医師は彼女の足が直るなんて奇跡だと言った（ Mary
Goble Pay， 144−145参照）。
代価を支払う特権
予期しなかった遅れとその他不運な状況のためにウィリー隊とマーティン隊に属していた200名
以上の隊員はソルトレーク盆地を見ることなく他界した。両隊の以前にも以降にもこれほど多くの
問題に遭遇した手車隊はなかった。
マーティン隊がソルトレーク・シティーに到着してから数年後，教会のあるクラスで，教師はマー
ティン隊があのような時期に大平原を横断したことはばかげたことだったと意見を述べた。また，
物資も自分たちを守る物もない状態のマーティン隊に旅を許可した教会指導者を非難した。
すると，クラスでしばらく黙って聞いていた一人の老人が立ち上がって，そのような非難の
言葉はやめて欲しいと言った。そして，このように話し始めた。「遅い時期に手車隊の出発を許
可したのは間違いだったですって。確かにそのとおりかもしれません。しかしわたしはその隊
にいました。妻もいました。……わたしたちはあなたの想像を絶する苦しみを経験しました。
また多くの人が寒さと飢えで亡くなりました。けれどもあなたは生き残った隊員が一人でも非
難めいた言葉を口にしたのを聞いたことがありますか。隊員の中で背教したり，教会を去った人
は一人もいません。全員が苦しみの極限状態の中で神を知ることができ，神が生きておられること
を，否定することができない知識として胸に抱きながら堪え忍んだからです。

わたしは病気と食料不足のために体が衰弱し，疲れているときに，もう一歩も足が前に進ま
ないときに，手車を引きました。前方に砂地や丘を見つけて，あそこまでなら何とか行ける，
あそこまで行ったらもうあきらめるに違いないと思いました。砂地や丘を通過するだけの力が
残っていなかったからです。……砂地まで引っ張っていって到達すると，手車が押されるので
す。何度も後ろを振り返って，だれが押してくれているのかを探しましたが，わたしの目には
だれも見えませんでした。神の使いがおられたのだと思います。
手車で来たのは間違いだったでしょうか。いいえ。わたしはこれまでの人生で一度たりとも
間違っていると思ったことはありません。神を知るためにわたしたちが代価を払ったことは，む
しろ特権でした。マーティン手車隊の一員としてここに来る特権に浴することができたことを感謝
しています。」
（デビッド・Ｏ・マッケイ

話し合いと
応用のための質問

Pioneer Women， 8で引用；強調文字は原文のまま）

レッスンの準備にあたって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，
生活に応用するうえで最も役立つと思われる質問を，採り上げる。教室で子供たちと一緒に聖
句を読んで話し合えば，聖文に対する子供たち一人一人の理解力を深めるのに役立つ。
大平原を横断するのに手車を使う利点にはどのようなことがありますか。この方法で旅をす
るとどのようなことが困難だと思いますか。聖徒たちは大平原を徒歩で横断することになぜ快
く応じたのでしょうか。
●

わたしたちは何か困難なことを頼まれたとき，どのようにエフライム・ハンクスの模範に従
うことができるでしょうか。家族や友だちのために奉仕するにはどうすればよいでしょうか。
終わりまで正しく仕える人を神はどうされるでしょうか（教義と聖約76：5）
。

●

3人の18歳の少年はマーティン手車隊を助けるためにどのような勇敢なことをしましたか。彼
らはなぜそのようなことをしたと思いますか。ブリガム・ヤングはこれら3人の若者が示した
利己的でない行いに対してどのような報いがあると言いましたか。

●

メアリー・ゴーブルはどのようにして信仰を表しましたか。主は逆境に置かれている人々に
どのような慰めをお与えになりますか（教義と聖約121：7−8）。あなたはどのような逆境に
出会うことがありますか。どのようにして逆境に備えることができるでしょうか。イエス・
キリストに対して信仰を持ち，福音に従って生活することによって，将来の人生にどのよう
なことが起こってもそれに備えることができることを説明する。
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●

老紳士はなぜマーティン手車隊にいたことが特権だったと考えたのでしょうか。手車を押し
て手伝ってくれたのはだれでしょうか。わたしたちが忠実で堪え忍んでいれば，苦しんでい
るときにだれが助けてくれますか（教義と聖約24：8）
。

●

もしあなたがウィリー手車隊かマーティン手車隊の一員だったとしたら，どんなことが最も
つらかったと思いますか。終わりまで雄々しく堪え忍ぶすべての人に対して主はどのような
ことを約束しておられますか（教義と聖約14：7；121：29）
。

●

雄々しく堪え忍んでいる人を知っていますか。雄々しく生活するにはどのような資質が必要
でしょうか。あなたはどのような面で雄々しくなりたいと思いますか。これらの特質を得て，
それを維持するにはどうすればよいでしょうか（
「レッスンを豊かにする活動」の2を参照）
。

レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． 本課の最後のページにある「大平原の旅」のコピーをとる。コマとして使うために色紙か
小さな物を用意する。
「大平原の旅」を子供たちに見せ，これはウィリー手車隊とマーティン手車隊が経験した
苦難のいくつかを表していることを説明する。以下の質問をする（以下のすべての質問を
復習としてレッスンの最後に使ってもよいし，物語の途中で子供たちに質問して答えさせ
てもよい）。駒をスタートの位置に置いて，質問に正しく答えたら，コマを進める。ソルト
レーク盆地に到着できるように，必要であれば同じ質問を2度使ってもよい。
●

これらの開拓者は荷役用の牛が引く荷車でなく手車を使ったのはなぜですか。（手車はお
金がかからないし，荷車よりも速く進むことができる）

●

手車の不便なことはどのようなことですか。（人が引かなければならない；荷台に多くの
荷物を積めない；嵐が来ると荷物がぬれる）

●

パーカー兄弟は息子が生きていたらどのような合図を送ることになっていましたか。（赤
いショールを振る）

●

ウィリー手車隊とマーティン手車隊はどうして遅れたのですか。（イギリスから着いたの
が遅かった；手車ができあがるのを待たなければならなかった；インディアンが家畜を
盗んだ；手車が壊れた；冬の嵐が早くやってきた）

●

マーティン隊の人々はどのようにしてスイートウォーター川を渡りましたか。（3人の18
歳の少年が運んでくれた）

●

エフライム・ハンクスはどのようにして手車隊が困っているのを知りましたか。（3度に
わたって声を聞いた）

●

エフライムはその声にどのようにこたえましたか。（「ええ，もちろんです。わたしが必
要とされているのならば喜んで行きます」と答えた）

●

メアリ・ゴーブルはどうして迷子になったのですか。（水を探しているときにインディア
ンのことを考えていた。インディアンがいないかどうか気をとられているうちに，雪の
中で道がわからなくなった）
いや

●

ブリガム・ヤングはメアリーの足について何と約束しましたか。（足は癒されるので，全
部を切る必要はない）

●

老人は力がなくなったときに手車を押してくれたのはだれだったと言いましたか。
（神のみ使い）

●

あなたはどのような面で雄々しくなりたいと思いますか。

2． 子供たちに雄々しい人を説明する言葉を考えさせる。答えを黒板に書き出す。
勇気がある，従順，
愛がある，親切，
忠実，力強い，
真実，信仰深い，
正直，利己的でない，
ゆる

忍耐強い，義を行う，赦すなど
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3． レッスンが始まる前に，以下の名前をそれぞれ別の紙に書いて，子供たちのいすの裏側に
テープではっておく。
パーカー兄弟
3人の18歳の若者たち（ジョージ，デビッド，Ｃ・アレン）
エフライム・ハンクス
メアリー・ゴーブル
教会のクラスに出席した老人
レッスンの最後に，いすの裏に名前を書いた紙がはってあるかどうかを尋ねる。子供た
ちにそれぞれの名前の人が，雄々しく堪え忍ぶという面からどのような特質を持っていた
かについて話してもらう。
4． 教義と聖約14：7を暗記する。
5．「勇者になろう」（『子供の歌集』85）を歌うか，歌詞を読む。子供たちに今週中，雄々し
くなるためにすることを一つ挙げててもらう。
6．「開拓者の子供」（『子供の歌集137』または「手車の歌」（『子供の歌集』136）を歌うか，
歌詞を読む。
まとめ

毎日の生活で福音に雄々しく生活することによって，苦難を克服することができ，また次の

あかし

証

世で天父とイエス・キリストの前に帰ることができることを証する。

読書課題

本課の復習のため，家庭で教義と聖約14：7と24：8を研究するよう，子供たちに提案する。

家族との分かち合い

物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を家族で一緒に

の提案

読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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8．食料がなくなる

2．手車がこわれる

6．水がなくなる

アイオワシティー出発

1．遅いじきにアイオワシティー
に到着する

7．冬のあらしが早く来る

5．病気

ソルトレーク盆地

大平原の旅

3．しもが早くおりる

4．かちくが悪いインディアン
に盗まれる

9．死

ソルトレーク神殿の建設と奉献

44課

第

目 的

純潔の律法を守り，神殿で結婚するのにふさわしくなるように生活する望みを子供たちに抱かせる。

準 備

1． 本課の歴史記事；教義と聖約46：33；109：20；131：1−4；132：15−21；モーセ2：27−
28を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文と歴史記事を子供たちに
どう教えるかを決める（本書「レッスンの準備」vi−vii，「聖文と歴史記事に基づいて教え
る」vii−viii参照）
。
2． その他の参照箇所──ヒラマン5：12；『福音の原則』第38章，第39章
3． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
4． 建物の基礎に使用するブロックに見立てた長方形の紙9枚を用意するか，木製の本物のブ
ロックを用意する。それぞれのブロックに以下の文章をはる。
●

天父とイエス・キリストと聖霊を信じる。

●

預言者と教会の指導者に従う。

●

純潔の律法を守る。

●

正直にする。

●

家族に尊敬と愛を示す。
せいさん

●

聖餐会と教会のほかの集会に出席する。
じゅうぶん

●

什分 の一を完全に納める。

●

知恵の言葉を守る。

●

過去の罪を悔い改める。

5． 教材
ａ．教義と聖約（人数分）
ｂ．高価な真珠とモルモン書
ｃ．視覚資料5−7「ソルトレーク神殿の頂に立つ天使モロナイ」；5−53「神殿へ花崗岩の
ブロックを運ぶ牛車隊」；5−54「テンプルスクエアに積み上げられた花崗岩のブロッ
ク」；5−55「ソルトレーク神殿」（『福音の視覚資料セット』502）；5−56「アダムとエ
バ」（『福音の視覚資料セット』101）
；5−57「神殿に向かう若い男女」
教師への注意 ── ハワード・Ｗ・ハンター第14代大管長は次にように述べている。
「子供たち

に対して，これまでの時代よりも早い時期に，道徳について教える必要があります。そのため
には，子供たちが理解できる言葉ではっきりと純潔の戒めを教え，子供たちが守るべき標準を
確立しなければなりません。教会の成人会員は徳と慎みを表すような服装と振る舞いによって
模範を示すことで，この教えを補強できます。子供たちは成長して，主が彼らに対して抱いて
おられる愛を理解できるようになると，慎みと純潔に関する主の教えに従うことによって，主
に対する愛を自分の行いに反映させるようになるものです。」（「初等協会中央会長会へのメッ
セージ」1994年8月27日付け）
レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。
ソルトレーク神殿の絵を見せる。神殿の美しさと荘厳さについて子供たちと簡単に話し合う。

導 入
●

この建物がまっすぐにそびえ，力強く建っているのはなぜでしょうか。
この建物の地中深くに2．4メートル以上の大きな石のブロックが基礎として埋められていることを
説明する。神殿の建設に携わった人々は神殿の壁が垂直に支えられるようにこれらの石を正し
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く配置した。こうして神殿は頑丈で，ひびが入ったり，倒れることもない建物になった。
黒板に神殿の輪郭を簡単に書く（下の図を参考にする）
。

ソルトレーク神殿がしっかりとした基礎の上に建てられたように，天父はわたしたちが固い
基礎の上に生活を築いていつまでも正しく，強く，また神殿に入るのにふさわしくなるよう望
んでおられることを説明する。わたしたちは神殿に入るのにふさわしくなるような事柄を行う
ことによって，しっかりした基礎を築くことができる。準備したブロックを使って，神殿に入
るためのふさわしさの条件について検討する（本課では後に純潔の律法について学ぶことを指
摘するとよい）。一つ一つの条件を説明する度に，該当するブロックを黒板にはった神殿の輪郭
図の下に積み上げて，ブロックが神殿の基礎になるようにする（本物のブロックを使う場合は，
机か床の上に置いて，輪郭図の下に基礎を築くことができるようにする）
。
●

ソルトレーク神殿の基礎となっているブロックを一つか二つ外し，壊れたりしたらどうなり
ますか（基礎が弱くなり，神殿にひびが入るか，倒れる）
。
展示した基礎のブロックを指さす。

●

わたしたちの生活の基礎となっているこれらのブロックが一つか二つなくなったらどうなる
でしょうか（わたしたちの正義の基礎は弱くなり，神殿に入るためのふさわしさがなくなる）
。
本課ではソルトレーク神殿がどのようにして建設されたかについて，また聖徒たちはどのよ
うにして生活の中で正義の基礎を築いたかを勉強することを子供たちに説明する。

聖文と歴史記事

以下の歴史記事から，ソルトレーク神殿の建設と奉献について教える。次いで本課の「純潔
の律法」の項と「準備」の項に挙げられている聖文から，子供たちがふさわしく神殿結婚をし
て，そこで約束されている永遠の祝福を受けるために，純潔の律法を守ることが大切であるこ
とを教える。適切な箇所で視覚資料を用いる。
神殿の基礎が置かれる
最初の聖徒たちがソルトレーク盆地に入ってから5年半後の1853年2月，ブリガム・ヤングを
始めとする中央幹部はソルトレーク神殿の建築を開始するための鍬入れ式を行った。そして，
2ヶ月後に彼らは神殿の隅石を置く式典を行った。この日，ヤング大管長は神殿用地を見る度に
神殿に関する示現を見る，と教会員に語った。
ヤング大管長は示現で見た神殿の輪郭図を描き，設計士のトルーマン・Ｏ・エンジェルがど
のように建設するかを示した詳しい設計図を書いた。ヤング大管長は美しく頑丈な神殿を建て
るために，エンジェル兄弟をイギリスへ派遣してイギリスの壮大な建築物を研究させた。ヤン
グ大管長は「福千年の間まで持ちこたえることができる」強い神殿を建てたいと述べた（リ
チャード・ニーツェル・ホルザッフェル，Every Stone a Sermon，21で引用）。
職人は大きな砂岩のブロックを積み重ねて神殿の基礎を築き始めた。2．4メートル以上の深
さを持つ基礎を築くために，5年の工事期間を要した。1858年5月に，合衆国政府との問題によ
り工事は一時中断された。合衆国大統領は教会員が法律を守っていないとの偽りの話を聞いて，
秩序を回復するために軍隊を派遣したのである。ブリガム・ヤングは軍隊によって神殿の敷地
が荒らされることを恐れて，基礎を土で覆って普通の土地のように見せかけた。
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政府との問題が解決すると，ヤング大管長は覆った土を取り除くように命じた。土を取り除
いてみると，大きな基礎ブロックの間に使用されたモルタルと小さな岩石の一部が割れて，移
動していることが分かった。これが原因となって大きなブロックにひびが入り，不安定な状態
になっていた。この基礎では神殿を支えることはできなかった。職人たちは小さな岩石とモル
タルを取り，砂岩のブロックをいちばん下の段まですべて取り除いた。そして固い花崗岩のブ
ロックに取り替えた。これらの花崗岩のブロックは間にすき間ができないように，また荒石や
モルタルを使わずに水平になるように切断された。神殿の建築が始まってから14年後に基礎の
取り替えが完成して，次に神殿の外壁工事が始まった。
花崗岩の採石
神殿用の巨大な花崗岩のブロックは神殿の敷地から30キロ離れた峡谷の採石所で切り出され
た。ブロックは一つの重量が数トンもあるため，荷車に積んで荷役用の牛が引いて運ばなけれ
ばならなかった。峡谷から神殿の敷地まで一つのブロックを運ぶのに4日間もかかることがあっ
た。荷車が壊れたり，重いブロックが荷車から落ちて欠けたり割れたりすることがしばしば
あった。1869年にユタに鉄道が入ってきたときに，採石所と神殿の間に線路が敷設された。蒸
気エンジンの力によって一日に多くのブロックを運ぶことができるようになったため，神殿の
建築作業が大幅にはかどることになった。
ブロックが神殿の敷地に運び込まれると，今度は熟練した石切職人が形を整える作業に当
たった。太陽，月，星など，神殿の儀式で明らかにされる福音の大切な原則を思い起こさせる
象徴が刻まれる岩石もあった。これらの岩石の形を整え，彫刻を施すのに数日間，時には数週
間もかかることがあった。神殿用地の近所に住む子供たちは，建築資材として敷地内に置かれ
た岩石の間で鬼ごっこをして遊んでいた。
ジョン・モイルは神殿で働く石工だった。彼は毎週月曜日の朝，自宅を出て30キロの道のり
を歩いて神殿へ行った。そして週日をすべて神殿で働いて過ごすと，金曜日にまた30キロ歩い
て自宅に戻り，農作業をした。モイル兄弟は事故に遭って，片脚を切断しなければならなかっ
た。しかし彼は木で義足を作り，歩く練習をして痛みを耐えられるまでになった。そして，義
足でソルトレーク・シティまで歩いて行き，神殿での作業を続けた。彼は神殿の東側の壁に刻
まれている「聖きを主に捧ぐ」の言葉を彫刻した。
完成し奉献された神殿

せんとう

39年後に神殿の笠石（最も高い尖塔 の頂に据えられる丸い石）が置かれた。テンプルスク
ウェア内の5万人の人々と，付近の道路や建物に詰めかけたさらに数千人の人々が見守る中，
ウィルフォード・ウッドラフ第4代大管長が電気のスイッチを入れると，笠石が降りてきて所定
の位置に納まった。この日からしばらくして天使モロナイの像が笠石の上に据え付けられた。
神殿の内部は翌年，大工，しっくい職人，画家，熟練した職人たちが仕上げを行った。天井
と木工部分はすばらしい彫刻が施された。ヨーロッパで訓練を受けてきた芸術家たちが儀式の
部屋の壁に美しい壁画を描いた。驚くべきことに，神殿のすべての内装は1年間で仕上げられた。
神殿が献堂されたのは1893年4月である。奉献の最初の部会は4月6日に行われた。教会が組織
されてちょうど63年目に当たる。神殿の建築が始まって40年以上が過ぎていた。この日は天候が荒
れ模様の寒い日で，外は雨と雪が混じった強風が吹き荒れていたが，神殿の中は平和で穏やか
だった。ウッドラフ大管長がひざまずいて，奉献の祈りをささげた。以前に行われた神殿の奉献式
に倣って（第26課と第35課を参照），会衆はホサナを叫び，
「主のみたまは火のごと燃え」を歌った。
奉献式に出席した多くの人々は天使たちを見，天の歌声を聞いた。ウッドラフ大管長は後に，次
のように述べた。
「（最初の）奉献（式）に天の軍勢が出席していました。もし会衆の目が開かれてい
たら，ジョセフとハイラム・
（スミス），ブリガム・ヤング，ジョン・テーラーそしてこの神権時代に生き
たすべての善良な人々が，また末日の御業について預言した（イザヤ）
をはじめとするすべての聖な
る預言者と使徒がわたしたちとともに出席しているのを見たことでしょう。」
（ラリーン・ゴーント，
The Power of God Was with Us，29で引用；
「レッスンを豊かにする活動」の1を参照）
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ソルトレーク神殿の奉献式で起きた神聖な出来事によって，人々は神が生きておられること
を実感じ，また神殿と神殿の儀式に対して深い尊敬の気持ちを持つようになった。わたしたち
こんにち

は今日，神殿を見ると，天父とイエス・キリストがわたしたちを愛しておられ，わたしたちと
また一緒に住むことを望んでおられることを思い起こすことができる。
純潔の律法
日の栄えの王国の最高の階級で天父とイエス・キリストとわたしたちの家族と一緒に住むために
は，神殿で結婚し，そこで交わす約束を守らなければならない（教義と聖約131：1−4参照）。
導入で示した基礎の中から，「純潔の律法を守る」のブロックに注目させる。わたしたちが神
殿に入るのにふさわしくなるには，純潔の律法が守らなければならない律法の一つであること
を説明する。これから，純潔の律法とはどのような教えで，なぜ守ることが大切かを学ぶ。
アダムとエバの絵を見せる。子供たちにだれを描いた絵かを尋ねる。そして一人の子供に
モーセ2：27−28の「地を従わせよ」までを声を出して読んでもらう。
●

天父はアダムとエバに，二人が結婚した後に何をするように命じられましたか（「増えよ，地
に満ちよ」とは子供を持つという意味であることを説明するとよい）
。

●

アダムとエバはなぜ子供を持つことが大切だったのでしょうか。
わたしたちが地球に来た目的の一つは骨肉の体を持つことであることを説明する。天父はわ

たしたちに幸福を得させるための計画の中で，わたしたちが子供をもうけて，ほかの霊たちが
地上に来るときに肉体を準備するという特権をお与えになった。少年少女が成長して，神殿で
結婚し，父親と母親になることは，天父が人々に幸福を得させるための計画の一部である。
子供を持つ力はこのように神聖な特権であるため，天父はこの力を使うことについて特別な指示
を与えられた。この指示が純潔の律法と呼ばれる。純潔の律法とは，性的に清く純粋な状態を維
持するようにとの戒めである。夫または妻以外のだれとも性的な関係を持ってはならないという意
味である。純潔の律法には言葉と思いと行いを清くすることも含まれる。わたしたちは天父から与
えられたこの偉大な力を侮辱するようなことを言ったり，考えたり，行ったりしてはならない。
わたしたちは聖霊によって正しい行いかどうかを知ることができることを子供たちに説明す
る。子供たちがもし純潔の律法について何か質問があれば両親か信頼できる大人の人に相談す
るように言う。
純潔の律法に従って生活することは非常に大切なことであるため，サタンはわたしたちにこ
の律法に背かせようとしていることを子供たちに理解させる。子供たちは成長すると，純潔の
律法を破らせようとする誘惑を受けることだろう。しかし，正義という基礎をしっかりと築き，
純潔の律法に従うことを今から決心するならば，それらの誘惑を退けることができる。
レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，

話し合いと
応用のための質問

生活に応用するうえで最も役立つと思われる質問を，採り上げる。教室で子供たちと一緒に聖
句を読んで話し合えば，聖文に対する子供たち一人一人の理解力を深めるのに役立つ。
●

聖徒たちはソルトレーク神殿を建設するときにどのような問題に出会いましたか。神殿がつ
いに完成したとき，人々はどのような思いを胸に抱いたと思いますか。神殿はなぜそれほど
大切なのでしょうか。

●

ブリガム・ヤングが望んだように，神殿が福千年まで建ち続けるようにするために，建設に
従事した人々はどうしなければなりませんでしたか。なぜ固い基礎の上に神殿を建てなけれ
ばならなかったのでしょうか。わたしたちはなぜ正義という基礎の上に生活を築く必要があ
るのでしょうか（ヒラマン5：12）。わたしたちはこの基礎を築くにはどうすればよいでしょ
うか（「レッスンを豊かにする活動」の2と3を参照）
。

●

神殿で結婚することはなぜ大切ですか。天父は，神殿で結婚して，その聖約を守る人々にど
のような祝福を約束しておられますか（教義と聖約131：1−4；132：19−21）。神殿で結婚し
て，その聖約を守る人々は日の栄えの王国の最高の階級で天父とイエス・キリストと家族の
中の正しい人々と共に住むことができることを子供たちに教える。
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●

神殿で結び固めを受け，誓約を守る人々はいつまで結婚した状態でいられるでしょうか（教
義と聖約132：19；「レッスンを豊かにする活動」の4と5を参照）。この世と永遠にわたって
結婚する，つまり永遠に結婚した状態を続けることを説明する。

●

神殿で結び固めを受けない人々はいつまで結婚した状態でいられるのでしょうか（死ぬまで；教
義と聖約132：15参照）。この人たちはどうなりますか（教義と聖約132：16）。家族が神殿で結び
固めを受けていない子供たちに対して，落胆する必要はないことを教える。そのような子供たち
は祈り，良い模範を示し，家族が神殿で結び固めを受けることについてどのように考えているか
を両親に話すことができる。やがて両親に結び固められる機会がもたらされるであろう。

●

純潔の律法に従うことはなぜ大切なのですか。純潔の律法を破ると，
（その後，悔い改めない），
神殿に入って神殿の儀式に参加するのにふさわしくない状態となり，このため日の栄えの王
国において天父とイエス・キリストと共に住むことができなくなることを説明する。

●

一人の子供に教義と聖約46：33を声を出して読んでもらう。徳高く聖くなければならないとはど
ういう意味ですか。徳高くあるとは，心と体を純粋に清くするという意味であることを説明する。
いつも徳高くあるためにはどうしたらよいでしょう
（
「レッスンを豊かにする活動」の2を参照）。

●

なぜ卑しい言葉を使わないようにしなければならないのでしょうか。卑しい言葉には体を軽
蔑する表現が含まれる場合が多いことを説明する。純潔の律法には行いだけでなく，思いと
言葉も含まれることを子供たちに確認する。わたしたちが体とその機能について話す場合は
尊敬の気持ちを持って話すよう天父は望んでおられる。

レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． ユタにおけるソルトレーク神殿の建設は，イエス・キリストが生まれる数百年前にイザヤ
が述べた預言の成就であることを説明する。イザヤ2：2を教師が読むか，一人の子供に読
んでもらう。ソルトレーク・シティーはアメリカ合衆国西部のワサッチ山脈の中にあるこ
とを指摘する。
2． 以下のカードを準備する。カードの長さはすべて同じにする。
慎みのある服装をする。
きれいな言葉を使う。
健全な映画，テレビ番組，ビデオだけを鑑賞する。
健全な書物と雑誌だけを読む。
良い音楽を聴く。
肉体を神聖にまた清く保つ。
慎みのある服装をする。
知恵の言葉を守る。
清い思いを抱く。
16歳になるまでデートはしない。
良い友達を選ぶ。
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黒板に基礎として使うための大きな荒削りの岩を書く（すべてのカードが入る大きさに
する）。そして岩の真ん中に「純潔」と書く（下図を参照）。子供たちは石工になったつも
りで，基礎の中にきちんとおさまるようにこの岩を削らなければならない。

CHASTITY
純 潔

子供たちに一枚ずつカードを渡す。子供たちにカードの言葉を声を出して読んでから，岩の
中に長方形になるようにはっていかせる。そして，長方形からはみだした線を消すと，基礎に
使うことができる長方形の石になる。カードに書かれていることを実行すると，純潔の律法に
従って生活するための強い基礎を築くことができることを子供たちに理解させる。
ソルトレーク神殿の最初の基礎に使われたモルタルと小さな石はひびがはいり，ずれて，そ
のために大きな基礎の石にひびが入ったことを子供たちに思い起こさせる。卑しい言葉を使
う，ポルノ雑誌を読んだり見たりする，慎みのない服装をするなど，純潔の基礎の石にひびを
入らせる行いについて子供たちから聞く。そのような行いを避けるよう子供たちを励ます。
3． スペンサー・Ｗ・キンボール第12代大管長は，若人は人生の早い時期に，やがて神殿で結
婚することを決心しなければならないと語った。以下の引用文を教師が読むか，一人の子
供に読ませる。
「〔決意すること〕には2種類あって，一つは，『わたしがすること』，もう一つは『わたし
がしないこと』である。……ごく早い時期から，若人は計画に従って生活すべきである。
はんりょ

〔彼らは〕教育や伝道，純粋で清潔な生涯の伴侶を見出すこと，神殿結婚，教会で奉仕する
ことについて，自分の進路を設定〔すべきである〕。そのように進路を設定し，目標が決
まっていれば，多くの誘惑に逆らい，初めてのたばこに『いいえ』と言うのも，初めての
酒に『いいえ』と言うのも，……不道徳な〔徳を下げる〕行為に陥ってしまいそうなこと
ゆる

に『いいえ』と言うのも容易なことである。
」（『赦しの奇跡』235−236）
キンボール大管長の提案に従って，ふさわしい状態で神殿結婚ができるようになるため
に，毎日の生活で実行したいと思う事柄を子供たちに目標として設定させる。全員に紙と
鉛筆を配り，「神殿結婚のための計画」と書かせる。その下に，「すること」と「しないこ
と」と書いて，該当する事柄を書き出す。例えば，「すること──毎週の安息日に教会へ行
く，両親の言うことを聞く，良い友だちを持つ，神殿に入れるようにふさわしい生活をす
みたま

る」，「しないこと──御霊を遠ざけるような音楽を聴かない，不道徳なテレビ番組や映画
を見ない，卑しい言葉を口にしない」などがある。
毎日の生活でどのような選択をするかによって，将来どのような人になるかが決まることを子供
たちに理解させる。神殿結婚を目標とすることにより，正しい判断を下すことができるようになる。
4． 神殿で結婚する日は，人生で最も大切な日であることを説明する。
●

あなたにとって神殿で結婚する日はなぜそれほど大切なのでしょうか（日の栄えの王国
の最高の階級で天父とイエス・キリストと共に住むための大切な一段階だから）
。
もし教師が神殿で結婚しているか，または結婚後に神殿で結び固めを受けていれば，そ

の日にどのような気持ちを感じたかを述べる。もしあれば，神殿結婚の日の写真を見せる
とよい。教師がまだ神殿で結び固めを受けていなければ，初等協会会長の許可を得たうえ
で，すでに結び固めを受けている人に経験したことを子供たちに話してもらうとよい。
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5． ヒーバー・Ｊ・グラント第7代大管長の以下の話を紹介する。
ソルトレーク・シティーに住んでいた教会員は，ソルトレーク神殿が完成するまで，神
殿の儀式に参加するために約460キロ離れたユタのセントジョージにある神殿まで行かなけ
ればならなかった。グラント大管長は次のように説明している。
「わたしはこの世を去るときまで，感謝し続けるでしょう。それはわたしが21歳の時でしたか
ら若い男性とは言い難いかもしれませんが，友人たちの言葉に耳を傾けないで，セントジョー
ジ神殿で結婚するために，ユタ郡からセントジョージまで大変な旅をしました。……当時，片
道だけでも数日かけてでこぼこ道を旅して行くのは長くまた困難なことでした。
多くの人が，結婚するために遠いセントジョージまで行くようなことはやめたほうがい
いと忠告しました。ステーク会長か監督の司式によって結婚して，ソルトレーク神殿が完
成したら，妻と子供たちと一緒に神殿に入って妻と結び固めを受け，そして子供たちと永
遠に結び固められればいいではないかとさとしてくれたのです。
なぜ彼らの忠告に従わなかったかと言えば，わたしはこの世と永遠にわたって結婚した
かったからです。結婚生活を正しく始めたかったからです。後にわたしは，都合のよいと
思われるときまで時期を待つのでなく，あの時に神殿で結婚したことを大きな喜びとして
感じるようになりました。……
わたしはあるステークの大会に出席しました。同行していたわたしの娘が話の責任を受け
て，……このように言いました。
『わたしは正しく生まれたこと，聖約のもとで生まれ，主の神殿
で正しく結婚し結び固めを受けた両親のもとに生まれたことを主に感謝しています。
』
わたしの目には涙があふれてきました。彼女の母親はソルトレーク神殿が完成する前に
亡くなってしまったからです。わたしは結婚するためにセントジョージまで行かないよう
に説得しようとした友人たちの言葉に従わなかったことを感謝しました。わたしは結婚生
活を正しく出発しなければならないという霊感を受け，そのように決心したことを心から
感謝しています。」（Gospel Standards，G・ホーマー・ダラム編，359−60）
6． 子供たちに信仰箇条第13条を暗記させる。この聖文が純潔の律法とどのような関係がある
かを話し合う。
7．「このからだは神の宮」（『子供の歌集』73），「家族は永遠に」（『子供の歌集』98），「神殿
に行きたいな」（『子供の歌集』99），「おそれずぎをなせ」（『子供の歌集』80）または「主
の計画にしたがう」（『子供の歌集』86）のうち1曲かそれ以上を歌うか，歌詞を読む。
まとめ

純潔の律法に従うことと，神殿に入るためにふさわしく生活することの大切さについて証す

あかし

証

る。子供たちが神殿に入るにふさわしい状態を続けるならば，真の幸福を見出し，日の栄えの
王国の最高の階級で天父とイエス・キリストと家族とともに永遠に住めることを伝える。

読書課題

本課の復習のため，家庭で教義と聖約131：1−4と132：15−21を研究するよう，子供たちに
提案する。

家族との分かち合い
の提案

物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を家族で一緒に
読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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什分の一に関して啓示を受ける
ロレンゾ・スノー

45課

第

じゅうぶん

目 的
準 備

子供たちに完全な什分の一を納めたいという気持ちを持たせる。
1． 本課の歴史記事；マラキ3：8−12；教義と聖約64：23；119：4を祈りの気持ちで研究する。
それからレッスンを検討し，聖文と歴史記事を子供たちにどう教えるかを決める（本書
「レッスンの準備」vi−vii，「聖文と歴史記事に基づいて教える」vii−viii参照）
。
2． その他の参照箇所──『福音の原則』第32章
3． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
4． 全員に配布できるように，色紙に贈り物の箱を書いておく（下図を参照）。またはレッスン
が始まる前に教室の黒板に贈り物の箱を幾つか描いておく。

5． 教材
ａ．聖書と教義と聖約（人数分）
ｂ．紙と鉛筆（人数分）
ｃ．視覚資料5−58「ロレンゾ・スノー」
レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導 入

贈り物の箱を描いた色紙を全員に配る（または黒板に描いた贈り物の箱を示す）。それぞれの
箱には天父からの祝福が入っていると想像させる。
●

どのような祝福が箱の中に入っていると思いますか。
全員に鉛筆を配って，天父から受けている祝福を一つ贈り物の箱の上に書かせる。子供たち

が書いた祝福を発表した後，紙を黒板，机または床に展示する（贈り物の箱を黒板に描いた場
合は，子供たちから祝福を聞く。発表している間に，箱の上に祝福を書く）
。
●

天父の祝福を受けるためには何をしなければなりませんか。
子供たちの答えを聞いてから，わたしたちがしなければならないことの一つがマラキ3：10に

記されていることを説明する。一人の子供にマラキ3：10の前半（「倉に携えてきなさい」まで）
を声を出して読ませる。ほかの子供たちは聖書を黙読する。本課では什分の一と，完全な什分
の一を納めることによって受ける祝福について学ぶことを子供たちに伝える。
聖文と歴史記事

以下の歴史記事から，ブリガム・ヤングの指示のもとにユタ準州の開拓が行われたことにつ
いて教える。次に，ひどい干ばつに襲われたセントジョージの人々が什分の一を納めることに
よってどのように祝福を受けたかについて，そして教会は什分の一資金によって主のみ業を推
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進することができることについて子供たちに理解させる。教会員は完全な什分の一を納めるこ
とによって，個人としても教会全体としても祝福を受けていることを強調する。
新しい定住地が組織される
ユタにおける最初の10年間に，ブリガム・ヤングはユタ準州全域に約100の居留地（新しい定
住地）を組織した。毎年数千人の教会員が到着し，全員が住む場所を必要とした。ヤング大管
長はソルトレーク・シティーから人々を東西南北とあらゆる方角に派遣して，十分な水があり，
肥沃な土地があり，そのほか必要な資源があり，人々がインディアンから襲撃される恐れのな
い場所を探し，住まわせた。
ブリガム・ヤングはこれらの居留地の指導者として，賢く，能力のある人々を選んだ。監督，
管理長老，ステーク会長はワードと支部の発展させるだけでなく，町の建設をも監督した。新
しい居留地が創設される場合，居留地を確立するために召される家族は，その召しを，総大会
でブリガム・ヤング大管長が発表したときに初めて知るというようなこともしばしばあった。
そうでない場合は，ヤング大管長が居留地の指導者を選び，その指導者が新しい居留地へ喜ん
で行く家族を探した。教会員は東部からユタへ到着すると，通常は新しい定住地に行く割り当
てを受けた。持っている技術に応じて行き先が決められることもあった。各定住地には農夫，
大工，れんが職人，肉屋，パン屋，学校の教員など様々な職業の人が必要とされた。
新しい居留地へ移ることを全員が喜んだわけではなかったが，ほとんどの聖徒は預言者の指
示に従って移住した。ある時，ヤング大管長を始めとする教会指導者がユタのニーファイの定
住地を訪問することになり，町を挙げて彼らを歓迎した。楽隊をくり出し，通りに歓迎の横断
幕を掲げ，沿道を杉の葉と花で飾った。町の若い女性たちは全員が白のドレスを着て預言者を
迎えた。この若い女性の中にエリザベス・クラリッジという名の15歳の少女がいた。
ヤング大管長と教会指導者は地元の住民の家で食事の歓待を受けた後，ニーファイの全聖徒の
ために午後の集会を開いた。集会が終わりにさしかかった頃，ヤング大管長は，ニーファイから遠
く南にある「ぬかるんだ地」と呼ばれた地域に定住する家族の名前を読み上げた。人々はヤング大
管長が読み上げるまで，だれが行くことになるかをだれも知らなかった。エリザベスの父，サムエ
ル・クラリッジの名前が呼ばれた。エリザベスは父親の名前を聞いて泣き出した。
家を移りたくなかったからである。エリザベスの横に座っていた少女の父親の名前も呼ばれた。
するとその少女はエリザベスに言った。「どうして泣いたりするの。わたしのお父さんも召された
のよ。でも見て，わたしは泣いていないでしょう。お父さんは絶対に行かないと思うから。
」
「それはわたしのお父さんとは大違いだわ」とエリザベスは答えた。「お父さんは召されたの
だから，必ず行くわ。だれも止められないのよ。お父さんは召しを受けたらどんなことでもす
るのよ。もしお父さんが行かなかったら，わたしは恥ずかしくて泣くと思うわ。」エリザベスに
とって家を離れ，友だちと別れることはつらいことだったが，父が主に従い，新しい定住地を
築くこの召しを受け入れたら，家族は祝福されることを彼女は知っていた（S・ジョージ・エル
ズワース，Samuel Claridge：Pioneering the Outposts of Zion，80−81）。
什分の一の家を建設した聖徒たち
ヤング大管長は定住地の聖徒たちが自立することを望んでいたため，各定住地に什分の一の
家すなわち監督の倉庫を建てるように指示した。当時，ほとんどの什分の一は「物品」によっ
て納められていたため，什分の一を保管する倉庫が必要だった。これは，人々はお金で納める
代わりに，生産した物で什分の一を納めたという意味である。例えば，鶏を飼っている人は，
鶏が卵を10個産むたびに，什分の一として卵1個を倉庫へ持って行った。このように，人々は生
産した食物，繁殖させた家畜，家庭で作った品物を什分の一の家へ持って行った。多くの人々
は労働によって什分の一を納めた。10日ごとに1日を自分の仕事をする代わりに教会の各種事業
で働いたのである。各定住地で集められた什分の一の約3分の1は定住地で聖徒が必要とする物
品を支給するために使用し，残りは教会全体の必要を満たすためにソルトレーク・シティーの
中央什分の一管理事務所に送られた。
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ハイラム・スミスに先立たれたメアリー・フィールディング・スミス婦人はある日，収穫し
たじゃがいもの中から最も良いものをいっぱいに持って，什分の一を納めるためにソルトレー
ク・シティーの什分の一管理事務所へ行った。すると，什分の一管理事務所の係員は彼女をし
かるようにして言った。「スミス未亡人，あなたが什分の一を納めなければならないなんてあん
まりです。」するとメアリーはこう答えた。「ウィリアム，何を言っているのですか。わたしか
ら祝福を奪うのですか。什分の一を納めなければ，主から祝福をいただけないのですよ。わた
しが什分の一を納めるのは，それが主の律法だからだけでなく，什分の一を納めることによっ
て祝福が頂けることを期待しているからなのです。わたしはこの律法だけでなくすべての律法
を守ることによって，家族を養うために繁栄することを期待しているのです。
」
メアリーの息子ジョセフ・Ｆ・スミスはメアリーが神の戒めに従うことによって繁栄したこ
あかし

とを記録している。家族には常に食物があり，また証を強めていた。ジョセフ・Ｆ・スミスは
次のように記している。「ウィリアム・トンプソンが母に什分の一を納めるべきでないと言っと
き，わたしは彼をこの世で最も素晴らしい人だと思った。……わたしは働いて，土を掘って苦
労しなければならなかった。わたしは土地を耕し，じゃがいもを植え，鍬を入れ，またじゃが
いもを掘り出すなど，いろんな労働をしなければならなかった。そして，大きな荷馬車の箱に
いちばん良い物をいっぱい積み，それを什分の一管理事務所へ運ばなければならなかった。わ
たしは子供心に少しおかしいと思った。特に遊び友だち……が馬に乗ったり，楽しく遊びま
わったりしており，ほとんど仕事をしないでいるのを……見るときにそう感じた。……わたし
は数年の経験を経て，考え方を変えた。わたしは，母が正しくてウィリアム・トンプソンが間
違っていることを知った。……（什分の一を納めることは）わたしが享受している特権である。
わたしからこの楽しみを取り上げてもらいたくない。
」（Gospel Doctrine，228−230）
什分の一に関してロレンゾ・スノーが受けた啓示
長年にわたってユタの定住地は進歩を続けた。電報の発明によって，人々は遠隔地の人々と
容易に連絡を取ることができるようになった。合衆国全域に建設された鉄道によって，人々の
旅行は容易になった。ユタの人々は先進地域からの物資を入手しやすくなった。教会は合衆国
政府との間で，またユタ地域のアメリカンインディアンとの間で問題があったが，これらすべ
てが最終的には解決した。ブリガム・ヤングが亡くなった後，ジョン・テーラーが大管長と
なった。その後，ウィルフォード・ウッドラフ大管長が引き継ぎ，続いてロレンゾ・スノーが
大管長となった（ロレンゾ・スノーの絵を見せる）
。
ロレンゾ・スノーが第5代大管長となったとき，教会は多額の借金を抱えていた。教会は政府
との問題を解決するために多額の費用を支払ったため，教会が必要とするすべての事柄に支出
するだけの資金がなくなった。スノー大管長はこの重大な問題をどのようにして解決すべきか
を知るために熱心に祈った。大管長の祈りはすぐにはこたえられなかったが，セントジョージ
とユタ州南部の町を訪れるように，という気持ちを覚えた。彼はなぜユタ州南部へ行くのかを
分からなかったが，聖霊の勧めに従わなければならないことを知っていた。大管長はほかの教
会指導者とともに，汽車と馬車を乗り継いでセントジョージへ行った。
スノー大管長が訪問した頃のユタ州南部は何ヶ月もの間，雨がまったく降っていなかった。
南下するにつれて，地面が乾き，植物も動物も渇いている様子をスノー大管長は見て取った。
ユタ州南部に住む人々は雨が降らないために，作物をどのようにして育て，彼らが生きていく
ための食料をどのように手当したらよいのかがわからず，途方に暮れていた。
1899年5月17日，スノー大管長はユタのセントジョージで大会を開き，話をした。大管長は説
教の途中で突然，絶句してしまった。会場は水を打ったように静まり返り，かたずを飲んで次
の言葉を待った。再び話し始めたときに大管長の声には張りがあり，人々は大管長が主の霊感
を受けて話していることが分かった。スノー大管長はこう言った。「主の御言葉はこれです。今
みこころ

やすべての末日聖徒は……主の御心を行い，什分の一を完全に納めなければなりません。これ
が皆さんに対する主の御言葉であると同時に，シオンの地のすべての定住地に対する主の御言
葉です。」（リロイ・Ｃ・スノー，The Lord s Way Out of Bondage，439で引用）
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スノー大管長は，主は聖徒が什分の一を納めていないことを怒っておられることを聖徒たち
に告げた。そして，人々が什分の一を納めるならば，雨が降って，人々は作物を植えて良い収
穫を得られることを大管長は約束した。
スノー大管長はセントジョージでの説教を終えた後，この啓示を全教会員に知ってもらいた
いと思った。そこでソルトレーク・シティーへ帰る途中で，多くの定住地に立ち寄り，人々に
什分の一の律法を説いた。そして，ソルトレーク・シティーに戻ると，大管長は神殿で大切な
集会を開き，神権指導者に対して什分の一について話した。ある集会で大管長は次のように述
べている。「貧しい者たちのうちで最も貧しい者であっても什分の一を納めることができます。
主はすべての人にそれを求めておられます。……すべての人は什分の一を納めなければなりま
せん。……律法は遵守されなければなりません。……そうすれば，わたしたちは負債を支払う
ことができるようになるでしょう。……神の祝福がありますように。」（カーター・Ｅ・グラン
ト，The Kingdom of God Restored，546で引用）各地の聖徒たちはスノー大管長の言葉を受け
入れ，什分の一を納め始めた。
スノー大管長はユタ州南部からの天候の報告を心配しながら待っていた。1か月が過ぎ，2か
月が過ぎても，雨は降らなかった。セントジョージの人々は什分の一だけでなく，それ以上を
主に対する捧げ物として納めた。預言者は主が人々を祝福されるよう熱心に祈った。預言者は
彼らが什分の一を納めるならば，雨が降ることを約束していた。ついに，1899年8月2日，電報
が届いた。そこには「セントジョージに雨」と記されていた。聖徒たちは祝福を受けた。この
年の秋に彼らは作物を収穫することができた。
スノー大管長が啓示を受けた翌年，聖徒は過去2年間の2倍にあたる什分の一を納めた。祝福
されたのはセントジョージの聖徒たちだけでなく，教会は8年間のうちにすべての負債を返すこ
こんにち

とができた。それ以来今日に至るまで，教会は，忠実な教会員が什分の一を納めているため，
主の業を推進するための資金を充分に有している。
レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，

話し合いと
応用のための質問

生活に応用するうえで最も役立つと思われる質問を，採り上げる。教室で子供たちと一緒に聖
句を読んで話し合えば，聖文に対する子供たち一人一人の理解力を深めるのに役立つ。
●

教会員はユタ準州内で新しい居留地に住むようにという召しをどのようにして受けましたか。
彼らは新しい居留地に移るにあたってどのように信仰を表したでしょうか。

●

メアリー・フィールディング・スミスはお金も持っている物も少なかったのにどうして什分
の一を納めたのでしょうか。子供たちまたは子供たちの家族が什分の一を納めることによっ
て祝福された経験があれば話してもらう。

●

スノー大管長はなぜセントジョージへ行ったのですか（聖霊から行くように勧められたから）
。
スノー大管長は聖霊の勧めに従ったためにどのような祝福を受けましたか。わたしたちは聖
霊の勧めに従うことによって，どのように祝福されるでしょうか。

●

スノー大管長はセントジョージへ向かったとき，どのような問題で悩んでいましたか（教会
の負債）。セントジョージの会員たちはどのような問題で悩んでいましたか（干ばつ）。聖徒
がこれら二つの問題を解決するために，主は何をするように言われましたか。

●

わたしたちはなぜ什分の一を納めるのでしょうか。わたしたちが完全な什分の一を納めない
としたら，それはどのようなことをしているのでしょうか（マラキ3：8）。什分の一はなぜ主
のお金なのでしょうか。地上のすべてのものは天父の指示によってイエス・キリストが創造
されたことを子供たちに思い起こさせる。わたしたちが地上で受けるすべてのものは御二方
からの贈り物である。

●

完全な什分の一を納める人に主はどのようなことを約束しておられますか（マラキ3：10−
12；教義と聖約64：23）。完全な什分の一とはどういうことですか（教義と聖約119：4；

「レッスンを豊かにする活動」の1を参照）。完全な什分の一を納めるとは，わたしたちの収入
の十分の一を主に納めることを意味する。
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●

セントジョージの聖徒たちは什分の一を納めることによってどのような祝福を受けましたか。
彼らは雨が降るまで何か月間待ちましたか。彼らは雨が降るのを待っている間，どのように
信仰を表しましたか。

●

教会は会員たちが完全な什分の一を納め始めたとき，どのように祝福されましたか。会員た
こんにち

ちが什分の一を納めているために，教会は今日までどのように祝福を受けてきましたか。什
分の一のお金はどのように使われるのでしょうか（
「レッスンを豊かにする活動」の3を参照）
。
レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． 完全な什分の一とは収入の十分一であることを子供たちに思い起こさせる。黒板にいくつ
かの金額を書いて，それぞれどのように十分の一を計算するかを示す。全員に紙と鉛筆を
配り，いくつかの金額について什分の一の金額を計算させる（年少の子供たちのために，
硬貨や果物を持参して，実際の物で什分の一を計算させるとよい）。収入の正確な10％を什
分の一として納めることの大切さを強調する。10パーセントに満たないと主に対して正直
でなくなる。
全員に「什分の一・献金票」を配り，正しい記入方法を説明するとよい。
2． 什分の一を納めることによって受ける祝福は，必ずしも経済的な祝福ではないことを子供
たちに理解させるために，以下の祝福をそれぞれ別の紙に書いて，容器に入れておく（「導
入」で行ったように，紙を贈り物の箱の形にしてもよい）
。
●

イエス・キリストの福音を理解する。

●

証が強くなる。

●

天父を身近に感じる。

●

福音に従って生活する力を得る。

●

家族に良い模範を示す。

●

平安と喜びを得る。

●

自分のことを考えずに，人々に奉仕することができるようになる。

●

永遠の命を得る。

●

必要なだけのお金が与えられる。
十二使徒定員会の会員だったメルビン・Ｊ・バラード長老の以下の話を教師が読むか，

一人の子供に読ませる。
「主は什分の一を正直に納める男女に必要な物が与えられると約束しておられますが，金
持ちになるとは約束しておられません。物質的な物ではないのです。主の最も偉大な祝福
は霊的な祝福であって，物ではありません。
」（The Teachings of Ezra Taft Benson，472−
473で引用）
次に，子供たちに一人ずつ順に紙を一枚とって，声を出して読ませる。これらの祝福の
価値と，什分の一を納めることがどのようにしてこれらの祝福を受ける助けとなるかにつ
いて話し合う。
3． 什分の一のお金がどのように使われるかについて述べた以下の文をそれぞれ別の紙に書い
て，子供たちに配る（必要に応じて内容を説明する）
。
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●

集会所，神殿，そのほかの教会の建物を建てる。

●

ワードとステークの活動費，レッスンの手引きをそろえるために使う。

●

集会所の光熱費，管理費を支払う。

●

宣教師の旅費，宣教師が使う資料の代金を支払う。

●

中央幹部の旅費，その他の費用を支払う。

●

神殿と家族の歴史事業で使うコンピュータをそろえる。

●

教会の機関誌を出版する。

●

教会の衛星放送を行う。

●

聖典を翻訳し，出版する。
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一人の子供に，紙に書いてある什分の一の用途を黒板に絵で表すように言う。そしてほ
かの子供たちにその絵が何を表しているかを当てさせる。全員に絵を描く機会を与えてか
ら，この活動を終える。
4． ヒーバー・Ｊ・グラント第7代大管長の以下の話を読んで話し合う。
「什分の一は神の律法であって，什分の一を納める末日聖徒は平安と喜びを受けます。主
に対して完全に正直な人は心に満足感を覚えることができます。……
今わたしが什分の一について話すことができるのは，子供の頃から収入を得て，什分の
一を納めてきたからです。わたしはこれまで主に対して正直でした。これまでの生涯を通
じて続けてきて，これからも続けたいことがあります。それは，まず第一に，主に対して
正直であるということです。」（Gospel Standards，G・ホーマー・ダラム編，60，63）
毎年，年末にわたしたちは経済的な事柄について主に完全に正直であったことを表明する
機会があることを説明する。これは什分の一年末面接と呼ばれており，この面接においてわた
したちは監督（または支部長）
に自分が什分の一を完全に納めたかどうかを申告する。
子供たちにロールプレーで什分の一年末面接を行わせる。一人の子供が監督になり，ほ
かの子供たちは完全な什分の一を納めた家族になる。「監督」が家族の一人一人に完全な什
分の一を納めたかどうかを尋ね，一人一人が答える。
5． 以下の物語を自分の言葉で話す。
「
（1929年の）クリスマスが近づくにつれて，多くの人々が仕事をなくしていました。
わたしたちの家族は幸運でした。……夫はまだ仕事に就いていたからです。
けれども，クリスマスの一週間前に突然，解雇されてしまいました。最後の給料の小切
手には63ドルと書かれていました。まず心に浮かんだのは『どう使ったらよいか』という
ことでした。
わたしたちは果物と野菜の缶詰をたくさん作っていましたし，わが家には牛と鶏がいて，
牛乳とバターと卵は手に入ります。食料は十分にあったので，6歳と4歳と1歳の幼い子供た
ちのためにクリスマスプレゼントを買うことにしました。
そうしているうちに，来週の週末から什分の一年末面接を行うという発表が監督からあ
りました。わたしたちは毎月いくらかの什分の一を納めていましたが，完全ではありませ
んでした。わたしたちはいつも，家計が楽になるように，楽になれば不足分を納めたいと
思っていました。
計算してみると，年末の時点で完全な什分の一の納入者になるには，監督にちょうど60
ドルを納める必要がある，と分かりました。それまでに，60ドルがそんなに大金だと思っ
たことはありませんでした。わたしたちは人生で最も大切な教訓をそこで学びました。『毎
月の給料をもらう日に主に対して正直になりなさい』ということです。
……わたしたちは幾らかでも使ってしまいたいという誘惑を受ける前に，監督の家へ
行って60ドルを支払うことにしました。
……まだ手元に3ドルありますから，クリスマスの買い物ができます。翌日，わたしたち
は……黒の塗料の缶と赤の塗料の缶を買いました。子供たちが寝静まってから，わたしは
夫と共に長い時間をかけて，廃材から木のおもちゃを作って塗料を塗りました。わたしは
動物のぬいぐるみと「ぼろを着たアン」の人形を縫いました。
こうして，お金はありませんでしたが，楽しいクリスマスを過ごせました。
1月の半ば頃に，夫に電話があり，月150ドルで就職しないかという誘いを受けました。
ほんとうに幸運でした。それ以来，夫が亡くなるまで，失業したことはありませんでした。
わたしたちは霊的にも経済的にも恵まれました。
マラキ3：10には次のように記されています。『わたしの宮に食物のあるように，十分の
一全部をわたしの倉に携えてきなさい。これをもってわたしを試み，わたしが天の窓を開
いて，あふるる恵みを，あなたがたに注ぐか否かを見なさいと，万軍の主は言われる。
』
わたしたちはチャレンジを受け入れました。すると，ほんとうに祝福が来ました。」
（ジェ
ニー・N・アーンストロム， Tithing Came before Presents， Ensign，1988年12月号，41）
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6． ビデオカセット「主の導き1」
（53670 300）から「天の窓」（32分）の一部を上映する。初等
協会会長の許可を得たうえで，分かち合いの時間に勇者のクラス全員に見せるとよい（ビ
デオは16分ずつの2部に分けることができる）
。
7． 子供たちにマラキ3：10を暗記させる。
8．「什分の一を主に」（『子供の歌集』139）を歌うか，歌詩を読む。
まとめ
証
読書課題
家族との分かち合い
の提案

子供たちが什分の一の律法を守るとき，霊的にも物質的にも祝福を受けることを証する。あ
なたが什分の一を納めることによって祝福を受けたときのことを話すとよい。
本課の復習のため，家庭でマラキ3：8−12を研究するよう，子供たちに提案する。
物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を家族で一緒に
読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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第

回復された福音に対する
証を強める
目 的

イエス・キリストは預言者ジョセフ・スミスを通して真の教会を回復されたこと，イエス・
こんにち

あかし

キリストは今日の教会を導いておられることについて子供たちの証を強める。
準 備

1． 2ニーファイ28：30；エテル4：11と証を構成する基本要素を説明した以下の聖句を祈りの
気持ちで研究する。
ａ．教義と聖約19：16−19；46：13；76：22−23；ジョセフ・スミス−歴史1：17（イエ
ス・キリストは天父の御子であり，わたしたちの救い主である）
ｂ．教義と聖約21：1−3；135：3；ジョセフ・スミス−歴史1：33（ジョセフ・スミスはイ
エス・キリストが御自身の教会を地上に回復するためにお使いになった預言者である）
ｃ．モロナイ10：3−5；教義と聖約17：6（モルモン書は真実の書物である）
ｄ．教義と聖約1：30；115：4；ジョセフ・スミス−歴史1：10−19（末日聖徒イエス・キ
リスト教会は唯一真の教会である）
ｅ．教義と聖約1：38；21：1，4；28：6−7（わたしたちは今日，生ける預言者によって導
かれている）
それからレッスンを検討し，聖文と歴史記事を子供たちにどう教えるかを決める（本書
「レッスンの準備」vi−vii，「聖文と歴史記事に基づいて教える」vii−viii参照）
。
2． その他の参照箇所──『福音の原則』第16章，第17章
3． 子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに最も役立つ「話し合いのための質問」
と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
4． 以下のカードを準備する。
わたしは以下のことについて証を強めることができます。
イエス・キリストは天父の御子であり，わたしたちの救い主です。
ジョセフ・スミスはイエス・キリストが御自身の教会を
地上に回復するためにお使いになった預言者です。
モルモン書は真実の書物です。
末日聖徒イエス・キリスト教会は唯一真の教会です。
わたしたちは今日，生ける預言者によって導かれています。
5．教材
ａ．モルモン書，教義と聖約，高価な真珠（人数分）
ｂ．辞書または百科事典，教会機関誌，あるいは初等協会で見せるにふさわしい学校の教
科書などの参考書
ｃ．現在の預言者の絵（教会付属図書館または教会の機関誌から）；聖文に関する記事を教
える際に，過去のレッスンで採り上げた出来事を復習するために用いる視覚資料
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レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導 入

黒板に「知識」と書く。
●

あなたはどのようにして新しいことを学んだり，知識を得たりしますか。
参考書，雑誌または教科書を子供たちに渡して，すばやく新しい事実を見つけさせる（子供

たちの人数が多くて，書籍が足らなければ，グループで考えさせる）。子供たちに見つけた新し
い事実を簡単に発表させる。様々な知識を得ることは大切であるが，イエス・キリストの福音
が真実であることを知ることが最も大切な知識であることを説明する。この知識は証と呼ばれ
る。黒板の「知識」の下に「証」と書く。
●

証を得るにはどうしたらよいでしょうか。
2ニーファイ28：30を読み，この聖句の意味について話し合う。わたしたちは少しずつ福音の

証を得ることを説明する。福音について少しずつ学んでは実行することにより，さらに学ぶこ
とができる。また，すでに学んでいることについて信仰を強める。わたしたちは福音の原則に
従って生活すると，聖霊の助けによってそれらの原則が正しいことを知ることができる。子供
たちに以下の引用文によく耳を傾けて，ジョセフ・Ｆ・スミス第6代大管長がどのようにして証
を得たかを学ぶように言う。引用文を教師が読むか，一人の子供に読んでもらう。
「わたしはよく外に出て行って，証が得られるように何か驚くようなことを示してくださいと
主にお願いしたものでした。しかし主はわたしに特別なことを示されませんでした。むしろ教
訓に教訓，規則に規則を加え，ここにも少し，そこにも少し，といった方法でわたしに真理を
示してくださいました。……主はそのために天使を遣わしたりはされませんでした。生ける神
のみたまの静かな細い声のささやきによって，神はわたしに今の証を授けてくださいました。」
（Conference Report，1900年4月，40−41）
預言者になったジョセフ・Ｆ・スミスでさえ驚くような経験をして証を得たわけではなく，
少しずつ証を得ていったことを指摘する。
本課では福音の証を構成する基本的な要素について話し合い，子供たちが既に知っているこれ
らの事柄を復習し，福音に対する証をどのようにしたら強めることができるかを学ぶ，と伝える。
聖文に関する記事

「わたしは以下のことについて証を強めることができます」のカードを見せる。証とは何か
について子供たちと話し合う。証とは，ある事柄が真実であることを聖霊によって確認された
知識であることを説明する。福音を勉強して，学んだことについて祈るときに，聖霊はイエ
ス・キリストの福音が真実であることを知らせてくださることを子供たちに理解させる。
残っているカードを一枚ずつはる。その際，「準備」の項の聖句と該当する「話し合いと応用
のための質問」を使って，イエス・キリストの福音の証を構成する基本要素を教える。子供た
ちに証の基本要素を理解させるために，過去のレッスンで取り上げた出来事を視覚資料を使い
ながら復習するとよい。
カードの内容について話し合ったら，子供たちがこれらのこと（つまり，イエス・キリスト
は天父の御子であり，わたしたちの救い主です。ジョセフ・スミスはイエス・キリストが御自
身の教会を地上に回復するためにお使いになった預言者です。モルモン書は真実の書物です。
末日聖徒イエス・キリスト教会は唯一真の教会です。わたしたちは今日，生ける預言者によっ
て導かれています）を聞いて良い気持ちがしたのは，これらが真実である，と聖霊によって確
認を受けたからであることを子供たちに理解させる。
子供たちはすでに証の最初の段階に来ていることを理解させる。その証を強めるために，福
音を勉強し，そのことについて祈り，天父の戒めに従い，ほかの人々とその証を分かち合うこ
とができる（「レッスンを豊かにする活動」の1，2，3，5を参照）。人々に証を述べるときには，
証の基本要素を証の中に入れなければならないことを説明する。

話し合いと
応用のための質問

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，
生活に応用するうえで最も役立つと思われる質問を，採り上げる。教室で子供たちと一緒に聖
句を読んで話し合えば，聖文に対する子供たち一人一人の理解力を深めるのに役立つ。
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●

イエス・キリストはどのような御方ですか（ジョセフ・スミス−歴史1：17）。イエスはなぜ
わたしたちの救い主なのですか（教義と聖約19：16−19；46：13）。イエス・キリストがわた
したちの救い主であることをどのようにして知ることができますか。
みすがた

●

最初の示現と，カートランド神殿でイエス・キリストが御姿を現されたことを学んで，あなたはイ
エス・キリストについてどのようなことを知りましたか。これらのことは，イエス・キリストが神の
御子であり救い主であることについての証を強めるために，どのように役立つでしょうか。

●

ジョセフ・スミスはどの教会に入るべきかをどのようにして知りましたか（ジョセフ・スミ
ス−歴史1：10−19）。わたしたちはジョセフ・スミスの模範に従うことによって，どのよう
に福音に対する証を強めることができるでしょうか。

●

イエス・キリストはジョセフ・スミスを通して地上に何を回復されましたか。ジョセフ・スミスは，
イエス・キリストが御自分の教会を回復するためにお使いになった預言者であることをわたした
ちはどのようにして知ることができますか（
「レッスンを豊かにする活動」の4を参照）
。

●

ジョセフ・スミスは，救い主が地上に真の教会を回復するのをどのように手伝ったでしょうか（教
義と聖約135：3；イエス・キリストの教会を回復するために貢献した様々な出来事を子供たちに
質問して，次のような答えを引き出すとよい。モロナイがジョセフ・スミスに現れた，ジョセフは金
版を受けた，ジョセフは金版を翻訳した，ジョセフは教会を組織した，など）。

●

イエス・キリストの教会はなぜ回復される必要があったのですか（ジョセフ・スミス−歴史
1：19；教義と聖約1：30）。末日聖徒イエス・キリスト教会がイエス・キリストの真の教会で
あることをどのようにして知ることができますか。

●

教会の正式な名前は何と言いますか（教義と聖約115：4）。このように名付けたのはどなたで
すか。教会の名称はイエス・キリスト御自身によってジョセフ・スミスに示されたことを説
明する。教会の名称は，今日，地上にあるイエス・キリストの真の教会であることを示して
いることを子供たちに確認する。

●

今日，この教会の頭はどなたですか（イエス・キリスト）。地上で教会を導くのはだれですか

（生ける預言者）。ゴードン・Ｂ・ヒンクレー第15代大管長の話から以下の引用文を教師が読
むか，一人の子供に読ませる。「この教会は大管長のものではありません。主イエス・キリス
み

な

トが頭として立っておられ，主の御名をわたしたち一人一人が身に引き受けているのです。」
（Conference Report，1995年4月，94）
●

現在の預言者の絵を見せる。この人はだれですか。この人についてどのようなことを知って
いますか（子供たちが預言者について知っていることを発表させる）。預言者は何をする人で
すか（預言者は天父とイエス・キリストがわたしたちに知って，行うよう望んでおられるこ
とをわたしたちに教える；教義と聖約1：38；21：1，4参照）
。

●

わたしたちは現在，生ける預言者によって導かれていることをどのようにして知ることがで
きるでしょうか。

●

イエス・キリストの福音に対する証はどのような要素から成り立っていますか。わたしたち
はどのようにして証を得るのでしょうか（聖霊による；エテル4：11参照）
。

●

福音について自分の証を持つことはなぜ大切ですか。どうしたら証を強めることができます
か（
「レッスンを豊かにする活動」の1，2，3，5を参照）
。

●

今年，初等協会で教義と聖約と教会歴史を学んだことがあなたの福音に対する証を強めるの
にどのように役立ったでしょうか。

レッスンを
豊かにする活動

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，
チャレンジに利用してもよい。
1． 教会員はイエス・キリストの福音についてそれぞれ自分の証を持つことが大切であること
を強調する。ハロルド・Ｂ・リー第11代大管長の話から以下の引用文を教師が読むか，一
人の子供に読ませる。
「あなたは自分自身の内にある光（自分の証）によって導かれなければならなくなるで
しょう。それがないと，耐えきれなくなるでしょう。
」（Stand Ye in Holy Places，95）
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わたしたちは自分の証が成長する過程で，ほかの人々の証から助けを得ることができる
ことを説明する。例えば，わたしたちの両親，監督，生ける預言者は，モルモン書が真実
であることを知っている。わたしたちは彼らが確信しているから，モルモン書が真実の書
物であることを信じることができる。しかしながら，自分自身で証を得て，その証を強め
る努力をしなければならない。
子供たちに一人ずつ順番に証を強める方法を絵にして黒板に描かせる。例えば，預言者
に耳を傾ける，祈る，聖文を読む，伝道する，教会へ行く，家庭の夕べに参加する，初等
協会で話をする責任を果たす，初等協会で歌を歌うときに自分も歌う，知恵の言葉を守る，
正しい選択をするなど（証を強める方法を前もってそれぞれ別の紙に書いておいて子供た
ちに選ばせてもよいし，子供たちに自分で考えさせてもよい）。ほかの子供たちはその絵が
何を表しているかを当てる。
この活動を終えたら，次のように質問する。
●

これらの事柄は証を強めるうえでどのように助けとなるでしょうか。これらの事柄をし
なければ，証にどのような影響を及ぼすでしょうか。

2． ふくらます前の風船に「証」と書いておく。祈る，聖文を読む，ほかの人々と証を分かち
合うなど，証を成長させる事柄を子供たちに提案させる（「レッスンを豊かにする活動」の
1を提案を参照）。子供たちが提案する度に少しずつ風船をふくらませる。風船がこうして
ふくらんでいくように，子供たちの証は彼らが提案した事柄を実行する度に大きくなって
いくことを話し合う。
●

これらのことをしないと，わたしたちの証はどうなるでしょうか。
風船の空気をゆっくりと抜いて，大きくさせるための努力をしないと証は風船のように

しぼんでいくことを説明する。
3． 証を得ることは，種を植えることに似ていることを説明する。アルマ32：36−39を読んで話し合う。
4． ゴードン・Ｂ・ヒンクレー大管長が12歳のときに神権会で経験したことを紹介する。
「ホールは大人の男性でいっぱいでした。……そして人々は声をそろえて，偉大な賛美歌
を歌い始めました。『たたえよ，主の召したまいし
る

主と語りし預言者を

末の時を始めた

業を世，皆崇めよ』（『賛美歌』第16番参照）……彼らが歌っている人〔ジョセフ・ス

ミス〕は本当に神の預言者であるという確信がわたしの心に入り込んできました。わたし
は聖霊の力によって与えられたと信じるその確信が，心の中から失われずに持ち続けてい
ると申し上げられることに感謝しています。
」（Gordon B. Hinckley：Man of Integrity，第
15代大管長〔ビデオカセット〕
）
聖霊の力によって福音（または福音のなんらかの原則）が真実であるという強い気持ち
が与えられた経験について子供たちに話してもらう。教師自身の経験も分かち合うとよい。
5． 十二使徒定員会会員であったブルース・Ｒ・マッコンキー長老の話から以下の引用文を一
人の子供に読ませる。
「個人の啓示〔証〕を得るための公式を一つ紹介しましょう。……わたしの公式は以下の
ような簡単なものです。
1．聖文を研究する。
2．戒めを守る。
3．信仰をもって尋ね求める。」
（ How yo Get Personal Revelations， 1980年6月号，50）
ジョセフ・スミスはこの公式をどのように実行したでしょうか。あなたはどのように実
行できるでしょうか。
子供たちにこの公式をカードに書かせて，家に持って帰り，証を強めることをいつも覚
えていられるように家の中にはっておくようにさせるとよい。
6． レッスン中にはったカードに書かれていた文章についてどのように感じたかを子供たちに
尋ねる。教会と教会の教えについて良い気持ちを感じたら，それは証の始まりであること
を子供たちに理解させる。
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7．「イエス・キリストの教会」（『子供の歌集』48）または「主は生けりと知る」（『賛美歌第』
75番）を歌うか，歌詞を読む。
まとめ
証

すべての教会員はイエス・キリストの福音について自分の証を持つことがどれほど大切かを
強調する。子供たちはすでに証を持ち始めており，研究と祈りによってその証を強めることが
できることを告げる。あなたが，イエス・キリスト，預言者ジョセフ・スミス，モルモン書，
教会，生ける預言者に感謝していることを述べる。あなたが証を得た経験を分かち合い，また
子供たちが福音についてどのように感じているかを述べさせる。
子供たちに自分の証を家族と分かち合うように奨励する。

読書課題

本課の復習のため，家庭でモロナイ10：3−5と教義と聖約1：30；76：22−23を研究するよう，
子供たちに提案する。

家族との分かち合い
の提案

物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を家族で一緒に
読んだりするよう，子供たちを励ます。
一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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第

神権はわたしたちの生活に祝福をもたらす
（神権準備レッスン）
目 的

このレッスンは11歳男子に神権の祝福と責任を理解させることを目的として作成されている。
クラスの中で年長の子供が12歳の誕生日を迎える前にレッスンする。

準 備

1． モルモン書の序文または「ジョセフ・スミス−歴史」1：29−54，59，66−72に記されてい
あかし

る「預言者ジョセフ・スミスの証」；教義と聖約13章および前書き；教義と聖約121：34−
46を祈りの気持ちで研究する。
2． レッスンを研究して，どのように「聖文に関する記事」を子供たちに教えるかを決める
（「レッス
ンの準備」vi−vii，
「聖文と歴史記事に基づいて教える」vii−viii参照）。レッスンの目的を達成
するのに最も役立つ「話し合いのための質問」と
「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。
3． 教材
ａ．モルモン書（人数分）
ｂ．教義と聖約
ｃ．懐中電灯，電球，カンテラなどの光源
ｄ，視覚資料5−48「キリスト・イエス」（『福音の視覚資料セット』240）；5−15「アロン
神権を授けるバプテスマのヨハネ」（『福音の視覚資料セット』407）；5−16「メルキゼ
デク神権の回復」（『福音の視覚資料セット』408）
レッスン

一人の子供に開会の祈りをさせる。

導 入

光源となる物を提示する。
●

これが光を出すためには何が必要ですか。
（懐中電灯を準備しているのであれば，電池，電球，
スイッチがそれぞれ正しい働きをしなければ，光を出さないことを説明する。電球を準備し
ているのであれば，電球には品質の良いフィラメントが必要であり，電源とつながっている
ソケットに電球をはめ込むことが必要である。また電気を流すためにスイッチを入れなけれ
ばならない）
クラスの男の子に席から立つように言う。男の子は将来，神権を受けることができる。神
み

な

権は電気よりも大きな力を持っている。なぜならば神権は神の御名によって行動する力と権
能だからである。この力によって天父の子供たちはバプテスマを受け，教会のそのほかの儀
みこころ

式を受けることができる。しかし，少年たちがこの力を受け，神の御心にかなった方法で行
使するためには，神権者にふさわしい人物になり，また正しく準備をしなければならない。
聖文に関する記事

適切な箇所で視覚資料を用いながら，
「預言者ジョセフ・スミスの証」または「ジョセフ・スミス−
歴史」1：29−54，59，66−72からジョセフ・スミスが金版を受け，アロン神権に聖任された出来事
を教える。ジョセフが金版を受けるまでに経験した事柄をクラスで簡単に復習するとよい。

話し合いと
応用のための質問

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，
生活の中で原則を応用するために最も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に
参照聖句を読み，話し合うのは，聖文に対する子供たちの洞察力を高めるのに役立つ。
●

ジョセフ・スミスは最初の示現を受けてすぐに，金版を翻訳したり，神権を受けたり，教会
を組織したりすることができなかったのはなぜですか。（ジョセフはこれらの準備ができてい
なかった。知恵と知識において成長する必要があった）
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●

主がジョセフ・スミスにお与えになった最初の大きな仕事は何でしたか。（わたしたちがモル
モン書を手にすることができるように金版を翻訳すること）

●

天使モロナイの最初の訪れを受けたとき，ジョセフは何をしていましたか（ジョセフ・スミ
ス−歴史1：29−30）。ジョセフ・スミスは初めて金版を目にするまでに，モロナイの訪れを
何度受けましたか（ジョセフ・スミス−歴史1：30，44−49；4回）。モロナイは最初のメッ
セージをその後3回繰り返して述べたのはなぜだと思いますか。

●

ジョセフは金版を翻訳する前に，ほかにどのような指示を受けましたか（ジョセフ・スミ
ス−歴史1：53−54）。この指示によってジョセフは，その後行うことになったほかの偉大な
事柄のために，どのように準備することができましたか。あなたは将来のためにどのような
準備をしていますか。

●

末日聖徒のほとんどの若い男性は，12歳になると引き受ける特別な義務がありますが，それ
は何ですか。（アロン神権を受け，執事に聖任される）

●

ジョセフ・スミスはどのようにしてアロン神権を受けましたか（ジョセフ・スミス−歴史1：
68−70）。現代の若い男性はどのような順序でアロン神権を受けますか。（ふさわしいかどう
かについての面接を受け，聖任する権能を持つ人から按手によって聖任される）

●

男の子は神権を受けるためにどのような準備をしなければなりませんか。女の子は神権の祝
福を受けるためにどのような準備をしなければなりませんか。（男の子も女の子も同じように
準備する。祈る，信仰を持つ，両親や教師から福音を学ぶ，ふさわしい生活をする，戒めを
守る，ほかの人々に奉仕する，お互いを尊敬する，正直になる）（「レッスンを豊かにする活
動」の4を参照）

●

執事には教会でどのような責任がありますか（教義と聖約20：59）。執事はこれらの責任をど
せいさん

のようにして果たしますか。（聖餐をパスする，断食献金を集める，聖餐会で監督のメッセン
ジャーとして働く，良い模範を示す）
●

聖餐を最初にパスした人はだれですか（イエス・キリスト）。聖餐はなぜ神聖なのでしょうか（イエ
ス・キリストがわたしたち一人一人のためにささげてくださった犠牲を象徴する儀式だから）
。
以下のジェフリー・R・ホランド長老の話を教師が読むか，一人の生徒に読ませる。「若いア
けいけん

ロン神権者の皆さんに，救い主の犠牲の象徴をふさわしい状態で，また敬虔な気持ちで準備し，
祝福し，パスするようにお願いいたします。このような驚くほど若い年代に，何とすばらしい
特権と神聖な信頼が与えられていることでしょう。天から皆さんに与えられる最高の賛辞だと
言えましょう。わたしたちは皆さんを心から愛しています。最善を尽くして生活し，主の晩餐
である聖餐の儀式に携わるときは，できるかぎり身だしなみを整えてください。」（「わたしを記
念するため，このように行いなさい」
『聖徒の道』1996年1月号，73）
●

わたしたちは皆，どのようにして神権を尊び，支持することができますか。（神権指導者から
の召しを受け入れる。人々に奉仕する。教会指導者に対して尊敬の気持ちを込めて話す。父
親，兄弟，家族，そのほか神権者のために祈る）（「レッスンを豊かにする活動」の3を参照）
あなたがこれらのことをすることによって，父親や兄弟が彼らの神権を尊ぶのをどのように
助けることができるでしょうか。彼らはあなたがたが神権を受けるときまたは神権の祝福を
受けるときの準備をどのように手伝うことができるでしょうか。

レッスンを
豊かにする活動

以下の活動をレッスン中にいつでも行うことができる。あるいは復習，まとめ，チャレンジ
として行ってもよい。
1． 神権を通じてもたらされる以下の祝福をそれぞれカードまたは紙に書いておく。
命名と祝福を受ける
バプテスマを受ける
たまもの

聖霊の賜物を受ける
病気のときに祝福を受ける
聖餐を受ける
伝道に出る
神殿で結婚する
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クラスを幾つかのグループに分けて，各グループにカードを一枚ずつ配る。カードに記
されている祝福について，個人としてまたは家族で経験した事柄をグループ内で分かち
合うよう子供たちに勧める。
2． 子供たちに，非常に暗い場所にいる様子を心に思い浮かべるように言う。深くて暗い洞く
つを訪れた旅行者グループの話をする。グループのガイドは洞くつの奥へ一行を案内する
と，電灯を消して，数分間待ってから，出口の方向を指さすように言った。そして電灯を
ともすと，人々は様々な方角を指していた。
ロバート・D・ヘイルズ長老の以下の話をする。「神権の力がこの地上になければ，悪魔
ははばかることなく世界を席巻することでしょう。聖霊の賜物がわたしたちに導きと悟り
を与えてくれることはありません。主の御名により語る預言者もいません。神聖な永遠の
いや

聖約を交わす神殿もありません。祝福を授けたり，バプテスマや癒しを与えたり，人に慰
くらやみ

めを与えたりする権能もないのです。……光もなく，望みもなく，あるのは暗闇だけです。」
（
「神権がもたらす祝福」『聖徒の道』1996年1月号，35）
3． ある家族が神権の召しを受けた父親をどのように支持したかを述べた以下の話を読むか，自
分の言葉で話す。
「（もう何年も前に，総大会で）わたしは，エズラ・タフト・ベンソン長老の6人
のお子さんたちと並んで席に着きました。一人がわたしの大学のルームメートだったからです。
マッケイ大管長が席を立って次の話し手を発表したとき，わたしの関心はますます募りました。
マイクに向かうベンソン長老を，わたしは尊敬のまなざしで見守りました。
わたしはそれまでに一度もベンソン長老にお会いしたことがありませんでした。長老は
180センチは軽く超す背丈の高い方でした。博士号を持ち，合衆国農務長官として国際的に
知られており，主の特別な証人で，確信に満ち，落ち着いて見えました。世界中の人々に
演説をしてきた方です。そのとき突然，だれかの手がわたしの腕に触れました。小さな女
の子が体をもたれてわたしに言うのです。
『パパのためにお祈りして。』
わたしはちょっと驚いて考えました。『この列に伝わっているのだわ。それならわたしも隣に
伝えなくちゃ。
「ベンソン長老のためにお祈りして」と言うのかな。それとも「お父さんのために
お祈りしてって言ってるわよ」と言うのかな。』ぐずぐずしていられないと思ったので，わたしは
ただ，
『パパのためにお祈りして』と耳うちしました。見ていると，そのささやきは列を伝わって
ベンソン姉妹の席まで届きました。姉妹はすでに頭を垂れていました。
わたしはあの日から，パパのためにお祈りして，家族の族長である父親のためにお祈り
をして，というあの言葉を幾度も思い出してきました。地方部長として，あるいはホーム
ティーチャーとして働くお父さんのために祈ってください。市民グループの責任者になっ
たときや，仕事が順調なとき，サラリーがカットになったとき，お父さんのためにお祈り
してください。家庭の夕べでお父さんが教えるとき，祈ってください。息子が伝道に行け
るように，娘が大学に行けるように遅くまで働くお父さんのためにお祈りをしてください。
お父さんが聖餐会で話をするときや，病気のお母さんがよくなるように祝福をするとき，
お父さんのために祈ってください。……夜になってお父さんが疲れたり落胆したりして
帰って来たら，父さんのために祈ってください。小さなことでも大きなことでも，なすこ
と全部についてお父さんのために祈ってあげてください。
あれから歳月が過ぎる間に総大会は何度も巡ってきました。わたしはベンソン長老が
立って話される度にいつも，『アメリカの各地に住むようになったお子さんたちは，今も一
つになってお父さんのために祈っているに違いない』と考えるのです。
そしてわたしは，21年前に大会のあの席でささやき伝えられたあの言葉が，家族にとって最
も大切なことなのだと考えるようになりました。どこにいても
『パパのためにお祈りして』とささ
やく娘や息子を持つお父さんは，毎日のチャレンジと取り組んでいる間も，どれほど大きな力と
信仰が持てることでしょう。」）
「パパのためにお祈りして」
「聖徒の道」1976年4月号，196）
4． 福音に添って生活しているならば，わたしたちは責任を受け入れ，神権の祝福にあずかる
ための準備を整えることができる。「わたしの福音の標準」（小冊子『神への信仰
〔36812 300〕，『神への信仰
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少年用』

少女用』〔36813 300〕）の裏表紙を，一つ一つの項目について
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子供たちがどれほど標準に従って生活しているかを少しの間考えさせながら読む。全項目
かぎ

を読み終えたら，絵または鍵の言葉を使ってレッスンを復習するとよい。
わたしの福音の標準
わたしは，天父がわたしのためにたててくださった計画に従います。
わたしはバプテスマの聖約をおぼえ，聖霊のささやきに耳を傾けます。
わたしは正しいことを選びます。わたしは過ちを犯したときも，悔い改められることを
知っています。
わたしは天父，人々，自分自身に対して，正直になります。
わたしは天父とイエス・キリストのみ名を尊びます。わたしは神のみ名を汚したり，ら
んぼうな言葉づかいをしたりしません。
わたしは安息日に，天父を身近に感じられることを行います。
わたしは両親をうやまいます。わたしは家族を強めるために自分のできることをします。
わたしは心と体を清く神聖に保ち，害になるものを取りません。
わたしはつつしみ深い服を着て，天父と自分自身をうやまいます。
わたしは天父によろこばれるものだけを読み，見ます。
わたしは天父によろこばれる音楽だけを聞きます。
わたしはよい友達を見つけ，人に親切にします。
わたしは今，神殿に参入するためにふさわしく生活します。わたしは永遠の家族を持つ
ために自分のできることをします。
5

．ゴードン・B・ヒンクレー第15代大管長の以下の話を紹介する。「この教会は大管長のも
のではありません。この教会の頭は主イエス・キリストです。わたしたちは一人一人が
〔バプテスマのときに〕，その御名を受けています。わたしたちは皆，この偉大な御業にと
もに携わっています。わたしたちは，天父の業と栄光である『人の不死不滅と永遠の命を
もたらす』（モーセ1：39）ための働きの中で，天父の助け手となるために召されているの
です。皆さんの受けている責任も，わたしの受けている責任も，その重要性に変わりはあ
りません。この教会に，小さな召しとか，つまらない召しなどはありません。わたしたち
は皆，責任を果たしていく中で，人々の生活に影響を及ぼすのです。」（「主の御業」『聖徒
の道』1995年7月号，76）

6．「愛の言葉」（
『子供の歌集』102）を歌うか，歌詞を読む。
まとめ
証

神権が回復されたこと，神権は神に代わって行動するための権能であることについて証を述
べるとよい。男の子たちは今から，神権を受けるためにふさわしくなるように生活し，生徒全
員が神権のすべての祝福を受けるのにふさわしく生活するよう励ます。

読書課題

物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，「読書課題」を家族で一緒
に読んだりするよう，子供たちを励ます。

家族との分かち合い

このレッスンの復習のため，家庭で教義と聖約121：34−46を研究するよう，子供たちに提案する。

の提案

一人の子供に閉会の祈りをさせる。
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