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アドバイザーへ 

本書のレッスンは，定員会集会が祭司の年齢にある若い男性の生活の中で，有意義な，興味あ 

ふれる経験をもたらし，学習の一助となるように作成されたものです。教師は祭司，教師，執事 

の各定員会のレッスンで本書を使うこともできますし，3つの定員会の合同のクラスで用いるこ 

ともできます。アドバイザーの責任は，彼らがアロン神権の召しを尊んで大いなるものとする方 

法を学び，神の息子となる真の道を理解できるように援助することです（教義と聖約84:33;ヨ 

ハネ1：12-13参照)。 

本書は50課から成つているので，1年間ですべてを教えることはできません。生徒たちの必要 

に合つたレッスンを祈りの気持ちで選んでください。中には祭司に も適したレッスンもあれば， 

教師や執事に 適なものもあります。本書のレッスンをすべては教えられないでしょうし，初め 

から順番に教えないかも知れませんが，そのような場合でも，年度内にすべての項目を採り上げ 

て，バランスのとれた福音学習ができるようにしてください。 

かぎ 

成功への鍵 本書のレッスンを 大限に活用するために，以下の成功への鍵を心に留めておいてください。 

1.救い主に焦点を絞る。教師は若い男性にキリストの弟子になることを教えています。神権の 

義務や真理の原則を単に教えるだけでは十分ではありません。これはすべて，救い主が弟子 

たちに，主への信仰と愛をもって実行するように望んでおられる事柄ですから，その点を若 

い男性に理解させる必要があるのです。 

2 .御霊を求める。レッスンを準備しt教えるときに，天父に助けを求めてください。主は次の 

ように約束しておられます。「御霊は信仰の祈りによってあなたがたに与えられるであろう。 

そして，御霊を受けなければ，あなたがたは教えてはならない。」（教義と聖約42:14)キリ 

ストについて証するとき，キリストの弟子となるように教えるとき，あるいは主の弟子とし 

て自分が経験したことを証するとき，御霊は も強く働きかけるでしょう。 

3_定員会の会長と協力する。アロン神権定員会の会長は，定員会の会員に神権の職に関する義 

務を教える責任があります（教義と聖約107: 85 — 87参照)。ですから，定員会の会長から， 

どのレッスンをどのような順序で教えたらよいか助言を受けるようにしてください。定員会 

の書記はレッスンの重複を避けるために，予定をカレンダーなどに記録しておきます。 

4.若い男性を愛する。教える若い男性一人一人に対して真心からの愛をはぐくみ，クラスの内 

外を問わず，あらゆる場でその愛を示しましょう。各々の生徒について知り，彼らの興味や 

抱えている問題を理解するようにしてください。 

5 •準備する。教える少なくとも2，3週間前に，レッスンの内容に目を通します。もし前日の 

土曜日まで準備を引き延ばしてしまうと，レッスンは効果の薄いものになるでしょう。各課 

の 初にある「準備」の項目には，特に注意を払ってください。 

物語を用いる場合は，準備のときに何度も読み返し，内容をよく理解して効果的に提示できる 

ようにします。物語や事例は，若い男性がレッスンで学んだ福音の原則を日常生活でどのように 

実践するかを理解できるように助けるためのものです。祈りの気持ちでレッスンを準備し教える 

ときに，自分自身の体験や信頼できる人々の経験談を代わりに用いるように感じることがあるか 

もしれません。そうする場合は，常にレッスンの目的を心に留めるようにしてください。付け加 

える話はすべて，レッスンの目的に明記されている原則に則し，それを教えるものでなければな 

りません。 

適切な場合，レッスンの効果を高めるためにパンフレット『若人のために』（34285 300，34287 

300)を使つてください。若い男性がその中にある標準をよく理解できるように助けてください。 
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またこの小冊子を何度も読んで，説明されている標準を守るように若い男性を励ましてください。 

その他の提案 以下の提案は，生徒を引きつける効果的なレッスンをするうえで役に立つものです。 

1.標準聖典を使う。毎週神権会に各自の標準聖典を持ってくるように促してください。レッス 

ン中に大切な聖句に印を付けるため，色給筆なども用意しておきましょう。 

2.定員会の話し合いを促す。生徒が自発的に答え，質問できるようにします。意見を述べた人 

がこれからも話し合いに参加しようという気持ちになれるように，その功績を皆の前で認め 

てください。 

3.状況に合わせてレッスンを変更する。生徒の興味を引く教授方法を用いてください。彼らの 

生活や彼らが親しくしている人々の生活に起こった出来事や経験に注意を払えば，若い男性 

に関連づけたレッスンをすることができます。時には，地元の実状に即して物語や事例に変 

更を加える必要があるかもしれません。 

若い男性が生ける預言者の言葉を学べるように，総大会で話された説教をレッスンで使う 

とよいでしょう。本書の50課にある指針に従うならば，定員会の若い男性の必要に合ったレ 

ッスンを行うことができます。 

レッスンの中には，教材が多いために1回では教え切れないことがあるかもしれません。 

そのような場合は，生徒が も必要としている教材を選んでください。または，レッスンを 

2回以上に分けて教えることもできます。 

4.本書の視覚資料を使う。本書の巻末にある視覚資料は切り離さずに，該当するレッスンでそ 

のまま使用してください。本書のほとんどの視覚資料は，『福音の視覚資料セット』（34730 
300)の中にも収められています。このセットは教会の配送センターを通して入手するか，教 

会付属図書館から借りることができます。教会付属図書館には，聖文の物語の効果を高めて 

くれる視覚資料があります。 

5.黒板とチョークを使う。レッスンの前に，黒板の も効果的な使い方を考えておきましょう。 

黒板を使うとき，比較的長い文章については鍵になる言葉だけを抜き書きします。 

6.チヤレンジを与え，フォローアップする。具体的なチャレンジを与えてレッスンをまとめて 

ください。そして，生徒がそのチャレンジを達成できるように，フォローアップと励ましを 

忘れないでください。チャレンジを立派に果たした生徒には，それを発表する機会を与えま 

す。 

7.教会の機関誌を活用する。『リアホナ』には，本書のレッスンを充実したものとするうえで役 

立つ，すばらしい物語や記事が数多く掲載されています。特に大会特集号には，総大会での 

中央幹部の説教が収められているので，レッスンに活用できます。 

8.配付資料を使う。レッスンによっては課末に，生徒が福音の原則を学習し覚えるうえで役立 

つ配付資料があります。適切であれば，複写してレッスンで使ってください。 

執事定員会の会長会は，神権を受けられるようにほかの少年たちを備える責任があります。そ 

れらの少年が出席する初等協会のクラスで，会長会が2，3回の短いレッスンをすることができ 

るように援助します。このレッスンには，次の3つの目的があります。 

1.執事定員会会長会に年少者を教える体験をさせる。 

2.神権を受ける準備をしている少年たち力〗，アロン神権者の義務と祝福を理解する。定員会の 

会長会は，奉仕を通して得られる喜びと満足感，そして良い模範を示すことの重要性を強調 

する。 

3 .定員会に歓迎されるということを少年たちが感じられるように助ける。 

執事定員会会長会は，以下に提案されているような2回のレッスンを教えるとよいでしょう。 

「執事は人に仕える」 

執事定員会会長会は20分のレッスンを準備し，神権者としての義務を果たすことによってどの 

ように人に奉仕するか説明し，奉仕によって得られる喜びと満足感について話をします。聖餐の 

初等協会のクラスへ 

の会長会の訪問 
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パスや断食献金を集めることがワードの会員の生活にどのような祝福をもたらすか説明するとよ 

いでしょう。また特別な奉仕活動について報告することもできます。 

「正しい模範を示す」 

執事定員会会長会は20分のレッスンを準備し，イエス•キリストを代表する神権者として良い 

模範を示すことの重要性について教えます。聖餐のパスをするときや断食献金を集めるときに， 

服装や振る舞いにおいて良い模範を示すことの大切さについて説明するとよいでしょう。 

執事定員会会長会とアドバイザーは，この発表を計画するために，事前に初等協会の教師と打 

ち合わせをします。クラスへの訪問は，初等協会の会長会と調整したうえで行います。 

障害を持つ生徒を 救い主は，障害を持つ人々に対して憐れみの心を持つよう，模範を示してくださいました。復 

交えて教えるための活後ニーファィ人を訪れた救い主はこう言われました。 

特別な指針 「あなたがたの中に病気の者がいるヵゝ。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 ニーフアイ17 ： 7) 

教会のクラスを教える教師は，憐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生徒たちを理解し，慈し 

み育てることができるのです。閨心を寄せ，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。一 

人一人の状況は違っても，どの生徒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生徒たちを教えるうえで助けとなるでしょう。 

鲁障害だけに目を向けず，その生徒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。 

眷その生徒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，クラスの生徒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生徒を助けることは，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よい経験となる。 

參両親や家族，また適当であれば本人とよく話し合い，その生徒を教えるのに 適な方法を見つ 

ける。 

鲁障害を持つ生徒に祈りを頼んだり，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。一人一人の生徒の持つ能力や才能をよく認めて強 

調し，気持ちよく上手に参加できるような方法を探す。 

參障害を持つ生徒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。 
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神 会 第1課 

目 的 御父とイエス•キリストと聖霊が，どのような意味で別個の御方であり，御心，力，知恵，目 

的において一つであられるかを理解する。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。マタイ3 ：16-17 ；ヨハネI4 ：16-17 ；17章；モーサ 

ヤ 1 5 : 1 - 4 ；エテル3 ： 6 - 1 7 ；教義と聖約130 ： 22 ：131：7 — 8 ；モーセ1：39 ：ジョ 

セフ•スミス一歴史1：11 — 20。 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.聖典に印を付けるための筆記具 

レッスンの展開 神会は3人の別々の御方から成る 

状況設定と話し合い 以下の状況を説明する。二人の宣教師がある宗教の聖職者に末日聖徒イエス•キリスト教会と 

その基本的な教義について教えていた。宣教師が神会について，また天父とイエス•キリストと 

聖霊が別々の御方であることについて話し始めると，この人は『モルモン書』を出して，モーサ 

ヤ15 ：1—4を読むように言った。 

生徒たちにこの節を読ませる。 

その聖職者は，これらの節にはイエス•キリストと天父が同一人物であるかのように書かれて 

いると言った。 

書皆さんならこの疑問にどう答えますか。 

簡単にクラスで話し合う。初期のキリスト教会が背教に至る過程で，この点に関する混乱があ 

ったことを指摘する。ある教会指導者の会議において，天父とイエス•キリストは同一の御方が 

異なった現れ方をするのであると結論づけられた。今日ほとんどのキリスト教会が，神会の本質 

についてまちまちな見解をとっている。本課のレッスンが神会の真の本質を知る助けになること 

を生徒たちに説明する。 

聖句を使った 

話リロし、 

ジョセフ.スミス一歴史1：11—20に書かれている預言者ジョセフ•スミスの示現を読んで詁 

しロつ。 

天父とイエス•キリストと聖霊はそれぞれ別々の御方であるが，目的において一つであること 

を説明する。御三方とも，わたしたちに救いと昇栄を与えようとされている。ヨハネ17:20 —23 
を生徒に読ませ，印を付けさせる。 

參ここでは天父とイエス•キリストの一致について，どのように説明されていますか。 

この概念について話し合う。天父とイエス•キリスと聖霊が目的において一つであること，す 

なわち行っている事柄において一致しておられることを理解させる。天父の御心は，イエス•キ 

リストと聖霊の御心である。ほかの教会は神会の一致に閨する近代の啓示を受け入れないために 

混乱し，天父とイエス•キリストと聖霊が一つの霊であると信じている。 

聖句を使った 

話し合い 

教義と聖約130 ： 22には神会を構成する御三方の体の特質が説明されている。一人の生徒にこ 

の節を読ませ，全員に印を付けさせる。 

•神会を構成する御三方の体は，どのように異なっていますか。（天父とイエス•キリストはそれ 

ぞれ骨肉の体を持っておられる。この聖句には血に関する説明がないので，生徒から質問が出 

るかもしれない。その場合は，血があるのは地上にいる死すべき存在の間だけであることを説 
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明するとよい。聖霊は霊の御方であるので，わたしたちの中に宿ることがおできになる。これ 

は聖霊のきわめて重要な任務であって，聖霊は霊が霊に語りかける方法でわたしたちと交わる 

ことがおできになるのである。） 

教義と聖約131：7-8を読ませる。 

聖霊は霊の御方であって骨肉の体を持っておられないことを理解させる。霊は肉体のような形 

を持ち，物質から成ることを説明する。 

エテル3 ： 6—17を読む。 

イエス•キリストは地上にお生まれになる前は霊しか持っておられなかった。主はこの世に誕 

生される以前にヤレドの兄弟に御姿を現された。ヤレドの兄弟は救い主を目の当たりにできたの 

で驚嘆した。イエス•キリストは御自身の霊を示されたが，それは地上で生を受けるときの肉体 

のような姿であった。 

聖句を使った 

5Sしロレ、 

イエス•キリストのパプテスマの記録には，神会を構成する御方がそれぞれ別の存在であられ 

ることが明確に示されている。一人の生徒にマタイ3 ：16—17を読ませる。 

•神会のそれぞれの御方は，どのように描かれていますか。（イエス•キリストは川の中に立って 

おられ，天父は天から声をかけられ，聖霊は鳩のようにイエス•キリストの上に降られた。） 

イエス•キリストは，「父と子と聖霊との名によって」パプテスマを施すよう，弟子たちに教え 

られた。一人の生徒にマタイ28 ：19を読ませる。 

黒板を使った 

5舌しOし、 

•これまで読んだ聖句から，神会についてどのようなことが分かりましたか。 

生徒の答えを黒板に書く。次のような答えが出ればよい。 

1.神会には3人の別々の御方がおられる。 

2.この方々は目的において一致しておられる。 

3.天父とイエス•キリストは骨肉の体を持っておられる。 

4 .聖霊は霊の御方であられる。 

5.聖霊は人の中に宿ることがおできになる。 

神会の任務と一致 

聖句と黒板を使った 全員にモーセ1：39を黙読させる。 

話し合い 參神会を構成するそれぞれの御方のおもな目的は何でしょうか。 

神会の御三方は，わたしたちが永遠の命を得られるように協力して働かれる。この点を強調す 

る。御三方は一致協力して働くが，それぞれ異なった役割を持っておられる。 

黒板に「父なる神」「イエス•キリスト」「聖霊」と書く。各々の下に書き込みができるように 

余白を取る。 

眷天父の役割は，神会のほかの御方とどのような点で異なっているでしょうか。 

以下の事柄について話し合い，黒板の「父なる神」の下にその要点を記入する。 

1.わたしたちの霊の永遠の御父。 

2.わたしたちは御父に向かって祈る。 

イエス•キリストは，天父に対してしばしば祈る模範を示された。もし天父とイエス•キ 

リスが同一の御方であったなら，イエス•キリストは御父に向かって祈ることはされなかっ 

たであろう。 

一人の生徒にマタイ26 ： 39からゲツセマネの園におけるイエスの祈りを読ませる。天父と 

イエス•キリストが別々の御方であることを，この聖句はどのように示しているか話し合う。 

3 • 「エロヒム」の名で呼ばれる。 

もう一人の生徒にマルコ15: 34から十字架上で苦しまれたときのイエス•キリストの祈り 

を読ませる。ここでもイエス•キリストは天父に祈っておられる。天父の名は「エロヒム」 

である。 

4 •神々の中の神であられる。 
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次の引用文を読む。 

「エロヒム……という言葉はさらに，昇栄された永遠の父なる神の称号として，また至高 

者であり全能者である神，すなわち神々の中の神を表す言葉としても使われる。」（ブルース• 

R •マッコンキー，Monnon DoctTirw『モルモンの教義』第2版，p.224) 
參黒板の「イエス•キリスト」の下には何を書き込んだらよいでしょうか。 

イエス•キリストについて以下の点を挙げる。 

1.霊における天父の長子 

2.肉における天父の独り子 

3.天父の指示によって働かれる天地の創造主 

4 .人類の救い主，贖い主 

•イエス.キリストは御自分と御父との閨係をどのように見ておられたでしょうか。 

答えとして，ヨハネ14 ： 28を一人の生徒に読ませる。 

この聖句は天父とイエス•キリストの間に密接な関係があることを示しているが，イエス•キ 

リストは天父が御自分よりも偉大な御方であることを承知しておられた。この点を理解させる。 

イエス•キリストはあらゆる栄光を進んで天父にささげようとされたのである。 

ヨハネ14 ：16 —17と15 ： 26を読ませ，印を付けさせる。 

參聖霊の任務は何でしょうか。 

聖霊について以下の点を必ず指摘し，黒板に書く。 

1.慰め主 

2 .証する御方 

3 .教える御方 

4 .思い起こさせる御方 

以上のことは神会のほかの御二方にもできるが，それらを行う責任はおもに聖霊にある。 

イエス•キリストが天父にささげられた偉大な祈りをヨハネ17章から読み，話し合う。イエス-

キリストはこの聖句で，天父と御自分のように，わたしたちが愛の中にあって一つとなるよう祈 

っておられる。そのことを生徒に理解させる。 

まとめ 

証 神会の御三方が実在されることを証する。また，この方々が一人一人の生徒を愛していること 

と，彼らに永遠の命を得てほしいと望んでおられることを証する。天父とイエス•キリストが抱 

いておられるような愛で，人類が互いに愛し合うなら，どれほどすばらしいことになるだろうか。 

教師が感じていることを述べる。 

チャレンジ イエス•キリストの名によって祈るとき，天父の存在を感じるようにチャレンジする。また， 

聖霊を常に伴侶とするにふさわしくなるために，努力するようにチャレンジする。 
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第2思 救いの計画 

目 的 天父が人の栄光と昇栄のために設けられた救いの計画について理解する。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。ヨブ38: 7 ：教義と聖約14: 7 :27:15 — 18; 138: 

12 — 14，20-21,27，30;モーセ1：39 ；アブラハム 3 ： 24 — 28。 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b .鉛筆（人数分） 

c .聖典に印を付けるための筆記具 

3.本課の終わりにある配付資料「救いの計画」の表を人数分複写する。 

4.入手できれば，ビデオ『天父の計画』（53031 300。『福音のメッセージ』〔53196 300〕中に収 

録）を見せる。 

アド八イザ一へ 本課のレッスンは何回かに分けて行ってもよい。 

レッスンの展開 

5もしロ‘レ〜 

計画は成功するための基本条件 

參家を建てようとする場合，実際の建築に取りかかる前に必要なもので も大切なのは何でしょ 

うか。（青写真や設計図） 

參青写真も設計図もないとしたらどうなるでしょうか。 

家を建てるのに設計図が必要なように，わたしたちが人生を歩むうえでも計画が必要なことを 

説明する。計画を立てることは非常に大切なので，天父は地球が創造される前に具体的な計画を 

わたしたちに提示された。 

參天父がわたしたちに示された計画は何と呼ばれているでしょうか。（救いの計画） 

引 用 スペンサー.W.キンボール大管長の次の言葉を読む。 

「ちょうどいかなる偉大な建造者も建築に取りかかる前にするように，主はこの地球を創造さ 

れる前に青写真を作られた。図面を引き，明細を記入し，提出された。主はその概要を説明され， 

わたしたちは神に協力することになった。……人類は皆その場に居合わせたのである。」(The 
Teachings of Spencer W. Kimball『スペンサー• W •キンボールの教え』エドワード• L •キ 

ンボール編，p.29) 

救いの計画の構成要素 

配付資料 配付資料「救いの計画」の写しと給筆を各生徒に渡す。天父の計画の青写真とは，ちょうどこ 

のようなものであったことを説明する。話し合いを進めながら，生徒たちに計画の各部分の正し 

い名称を挙げさせ，図表の中の適当な番号の隣に答えを記入させる。 

答えは以下のとおりである。 

1.前世 

2 .誕生（忘却の幕） 

3 .現世 

4 .死 

5 .パラダイス 

6 .獄 
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7.復活と裁き 

8.日の栄えの栄光 

9.月の栄えの栄光 

10.星の栄えの栄光 

11.滅びの子 

聖句を使った 以下の話し合いを進めながら，図表中の該当する部分を説明する。 

話し合いと引用 生徒たちにヨブ38: 7を読ませ，印を付けさせる。前世において天父がこの計画を提示された 

とき，わたしたちは喜び呼ばわったと告げられていることを指摘する。 

•なぜわたしたちはそれほど喜びを感じたのだと思いますか。 

參次はどのような段階が待っていたのでしょうカゝ。（誕生と，それによって前世の記憶を失うこと） 

スペンサーキンボール犬管長の次の言葉を読み，この地上でのわたしたちの生活の目的 

について生徒たちに聞かせる。 

「わたしたちは現世に来る以前に，そこには悲しみや失望，労苦，流血，苦役，悲哀があるだ 

ろうことを十分に理解していた。しかしこれらすベてにもかかわらず，わたしたちのために備え 

られたこの地球を見下ろし眺めて，実際次のように語ったのである。『はい，父よ。これらすベて 

のことにもかかわらず，わたしは自分の得られる偉大な祝福が分かります。……肉体を得ること 

によって， 終的にはあなた様のように不死不滅となり，罪の結果を克服して完全になれること 

が分かります。ですから機会さえあれば，わたしは地球へ行くことを望んでいます。』そしてわた 

したちはやって来た。この地球が造られ人間が創造されたことには目的がある。人が住んで自ら 

を完成する場所を持つため，人が完全な者となり……御父の助けを借りて，神々となるためであ 

る。」（『スペンサー.W•キンボールの教え』p.31) 

聖句を使った アブラハム3 ： 24 —28を読んで話し合う。 

話し合い 眷なぜわたしたちは地上に来たのでしょうか。（肉体を得，必要な儀式を受け，学び，完成を目指 

して努め，戒めを守り，試練を受けて試されるため） 

參人が死ぬと，どのようになりますか。（肉体は地中に埋葬され，その霊は霊界へ行く。） 

一人の生徒に教義と聖約138 ：12 — 14を読ませる。 

參死んだ後に，どのような霊がパラダイスへ行きますか。 

生徒の一人に教義と聖約138 ： 20 — 22を読ませる。 

眷霊の獄に行くのは，どのような霊ですか。 

參獄にいる霊たちには，福音を受け入れる機会があるでしょう力、。 

この質問の答えとして，教義と聖約138: 20，27，30を読む。 

參福音を受け入れ，これに従う機会があらゆる人々に与えられた後，何が起こりますか。（復活と 

裁き） 

弓 I 用 スペンサー•キンボール大管長の次の言葉を読んで聞かせ，生徒たちに「復活」と「裁き」 

の意味を説明させる。 

「ある期間が過ぎると，文字どおり復活が起こる。そのときこの生きて自覚ある霊は，地上で 

の も完成した 盛期の状態で，元どおり復活した肉体をまとって地上に戻り，復活した肉体と 

永遠の霊からなる人は，次に来るべき経験に向けて備えられる。そしてあらゆる人が， 終的な 

永遠の住み家を受けるために大いなる裁きの前に出で来たる。現在この世に生を受けているすべ 

ての人も，肉体にあって贖われ，『数々の書物に書かれていることに基づき，彼らの行いに応じて 

裁かれ』る（教義と聖約128 ： 7)ために，その造り主の前に復活して出で来たるであろう。」（『ス 

ペンサー• W.キンボールの教え』p.46) 
鲁復活では何が起こりますか。（霊と肉体が再び結合し，もはや決して離れない。） 

•「裁き」とは，どのような意味でしょうか。（わたしたちの行いの記録に従って，わたしたちの 

終的な行く末が永遠に決まること） 
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グループによる 裁きの後の生活の状態について話し合うために，生徒たちを4つのグループに分ける。「救いの 

聖句の報告 計画」の図表の下にある聖句に注目させ，それぞれのグループに，4つある聖句の組の一つを割 

り当てる。生徒たちが聖句を読み，各々の栄光を受け継ぐ人々の特質について簡単な報告を準備 

できるように十分な時間を取る。（1)滅びの子，（2)星の栄えの栄光，（3)月の栄えの栄光，（4)曰の 

栄えの栄光の順で報告させる。大切な聖句に印を付けるよう生徒たちに言う。 

救いの計画は，わたしたちの栄光と昇栄のためにある 

聖句と引用を使った眷救いの計画の目的は何でしょうか。 

話し合い 一人の生徒にモーセ1：39を読ませる。 

•「不死不滅と永遠の命」とは，どのような意味でしょうヵゝ。（「不死不滅」とは永遠に生きるこ 

とであり，「永遠の命」とは天父のようになって天父とともに永遠に生きることである。） 

スペンサーキンボール大管長の次の言葉を読んで聞かせ，生徒たちに自分自身の可能性 

について考えるように言う。 

「皆さんは偉大な思考力と，計画し，組織し，愛する能力を持っている。皆さんに与えられて 

いるこれらの力は，いつか皆さんが天の父のごとくなるために付与されている。これは可能性で 

ある。したがって，もし天父のようになれないとすれば，それはまったく皆さんの落ち度という 

ことになる。 

皆さんは，オランダの女王や帝政ロシアの皇帝，あるいは日本の天皇のようになれるかもしれ 

ない。この世界のいかなる偉大な人物にもなれるかもしれないが，皆さんすべてがこの教会で到 

達することのできるものに比べたら，それも取るに足りないものとなるであろう。皆さんすベて 

が……死後に，その地位を示す笏を失うことのない王になれるのである。単に頭の良い人々だけ 

ではなく，一人残らず王，女王となり，皆さん自身の王子，王女を持つことができるのである。 

それはすべて皆さんの行いにかかっている。 

皆さんは，この世においてこれまでに味わった喜びの中から も大きなものを思い出せると思 

う。ところが次の世の生活はこの世の生活の延長であり，この世に増して大きく，倍加された， 

しかももっと望ましい意味の深い事柄を伴うのである。この世の交わりすべてを通じて，皆さん 

は進歩と成長と幸福を得ている。しかしこの世の生涯を閉じた後，わたしたちの状態は現世に似 

たものとなる。ただ現世と異なる点は，制限が少なく，もっと栄光ある，大きな喜びがあるとい 

うことである。」（『スペンサー•キンボールの教え』p.52) 

聖句を使った 教義と聖約14 ： 7を読んで話し合う。 

話し合い 參永遠の命を得るには，何をしなければなりませんか。 

•わたしたちが行うように命じられていることには，何がありますか。 

教義と聖約27 ：15 —18を読んで話し合う。 

參戒めを守り誘惑に負けないために，わたしたちにできることは何ですか。 

•戒めに従うならば，今どのような祝福を受けるでしょうか。（主はわたしたちを永遠の世におい 

てだけでなく，今の世でも祝福したいと願っておられることを強調する。） 

まとめ 

証とチヤレンジ 救いの計画の目的と昇栄の祝福について証を述べる。生徒一人一人は，天父が持っておられる 

すべてにあずかり，天父のようになることができる。それにふさわしい生活を送るようにチヤレ 

ンジする。 

6 



第13課 

救 い の 計 画 

曰の栄えの栄光 

1コリント15 ： 40 — 41；教義と聖約76 ： 50 — 70， 
92-96 ； 88 ： 25-26 ；131：1-2 

月の栄えの栄光 

1コリント15 ： 40-41；教義と聖約76 ： 71 —80， 
91，97 

星の栄えの栄光 

1コリント15 ： 40-41；教義と聖約76 ： 81 — 89， 
98 —106，109-112 

滅びの子 

教義と聖約76 ： 30 — 49 

丨 

2 

3 

4 

5 
i 6 

7 

8 

9 

I I � 
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第3嫌 

目 的 天父の性格と属性について理解を深め，さらに天父に似た者になりたいという望みを持つ。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。申命32: 4 ；詩篇103: 6 — 8 ；ヨハネ17: 3 ；使徒 

10 ： 34-35 ；17 ： 24，26，28 — 30 ； ローマ 8 ：16 — 17 ；へブル1：10 —12 ；12 ： 9 ；1ヨハ 

ネ4 ： 8，16 ； 2 ニーファイ9 ： 20 ；アルマ26 ： 35 ； 3 ニーファイ12 ： 48 ；エテル3 ：11-

12 ；教義と聖約35 ：1。 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.視覚資料1「父親らしぃ男性」 

c.聖典に印を付けるための筆記具 

アドバイザーへ 本課のレッスンは性急に教えようとしてはならない。聖句はひととおり見るだけではなく，入 

念に調べるようにする。必要であれば，2回に分けて教える。 

レッスンの展開 天父を敬う 

視覚資料を使った 視覚資料1「父親らしぃ男性」を見せる。人は生来，父親を敬ぃ大切にしようとする気持ちを 

話し合い 持っていることを指摘する。 

書父親を敬うことはなぜ大切なのでしょうか。 

聖句と引用を使った 一人の生徒にへブル12: 9を読ませ，全員にこの箇所に印を付けさせる。肉親の父親を敬うこ 

話し合い とは確かに大切である力《，天父を敬うということはそれよりはるかに重要であることを指摘する< 

正しい礼拝を行い信仰を行使するには，天父がどのような御方であるかを理解しなければならな 

い。 

預言者ジョセフ•スミスの次の言葉を読む。 

「神に属性があることを悟らなければ，人は永遠の命を得るために神への信仰を行使する力を 

持つことはできない。」{Lectures on Faith『信仰講話』4:2) 

•天父がどのような御方であるかを理解することは，なぜ重大なのでしょうか。 

そのような知識がなければ，天父に信頼を寄せるのが難しいことを強調する。ヨハネ17: 3を 

読んで話し合い，天父とイエス•キリストを真に知ることがいかに大切なことであるカゝ，生徒に 

理解させる。この聖句に印を付けておくように言う。 

天父の性格と属性 

黒板と聖句を使った 以下に挙げる天父の特質にっいて説明する。各特質にっいて書かれている聖句を別々の生徒に 

話し合い 読ませる。聖句の中にはイエス•キリストについて述べたものもある力^それは同時に天父の特 

質でもあることを指摘する。黒板には，太字の部分だけを書き出す。 

各々の特質について説明しながら，天父とイエス•キリストについて知ることによっていかに 

信仰が強められるか尋ねる。黒板に余白があれば，生徒たちの答えを短くまとめて書く。 

神の性格 

1.天地創造の以前から神である(へブル1：10 — 12参照）。 

黒板に「全知」と書いて，天父はあらゆる事柄を御存じであることを説明する。全知とは，あ 

生ける神の息子たち 
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らゆる事柄を理解しているという意味である。 

一人の生徒に2 ニーファイ9 :20を読ませる。 

天父がすべてのことを御存じであることを強調する。このことを理解すれば，天父に完全な信 

頼を寄せることがもっと容易になる。 

2. 「あわれみに富み，めぐみふかく，怒ること遅く，いつくしみ豊か」である（詩篇103 ： 6 — 

8参照)。 

天父は慈悲深く理解があり，わたしたちの罪や不完全さに忍耐強くあられる。そしてわたした 

ちに，悔い改めて赦しを得，天父のようになれるという希望を与えてくださる。 

3.変わることなく，その道は永遠に続く（教義と聖約35:1参照)。 

わたしたちは天父に完全な信頼を寄せることができる。なぜなら天父は決して変わることなく， 

常に同じだからである。 

4.真実の神であり，偽りを語らない（エテル3 :11—12参照)。 

神が語られたことは必ず成就するので，わたしたちはその言葉に完全な信頼を置くことができ 

5 .人を偏り見ない(使徒10 ： 34— 35参照)。 

天父はわたしたちを愛しておられ，すべての人を公平に扱われる。 

6.神は愛である(1ヨハネ4 ： 8，16参照)。 

神はわたしたちを愛し，わたしたちにとって も良いものを望んでおられる。神のなさるあら 

ゆる事柄は人の益となる。 

7 .あらゆる力を持つ(アルマ26 ： 35参照）。 

黒板に「全能」と書く。これは，あらゆる能力を備えているという意味である。天父は，御自 

分がなされたすべての約束を成就する力を持っておられる。また，サタンやほかのいかなる力に 

も勝る偉大な力を持っておられる。 

8 •完全な正義を有している(申命32 ： 4参照)。 

天父は完全に公正な方であって，従順には正当な報いを，不従順には相応の罰を与えられる。 

わたしたちと天父との関係 

聖句を使った 生徒たちに使徒17 ： 24，26，28 —30を読ませる。 

話し合い 人は文字どおり神の子孫であることを，生徒たちが理解できるように助ける。子孫すなわち子 

供たちが成長して両親や先祖に似た者になるのと同じように，わたしたちは神に似ており，神は 

わたしたちと同じような姿形をしておられる。わたしたちは神の子であって，神のようになる可 

能性を持っている。 

引 用 ジョージ•Q•キャノン長老の次の説明を読む。 

「わたしたちはこの御父の子孫である。わたしたちは神の子供である。わたしたちは神の特質 

を持っている。これらの特質が現在まだ伸ばされていないことは事実であるが，持っているので 

ある。そして神はわたしたちが神のようになるまで導こうと望んでおられる。これが福音の目的 

である。」{Gospel Truth『福音の真理』ジェレルド• L •ニュークイスト編，1：131) 

聖句と引用を使った 使徒パウロも，わたしたちが神の子であることを教えた。一人の生徒にローマ8 ：16 —17を読 

話し合い ませる。 

參相続人とは何でしょうヵゝ。（財産，地位，称号，役職などを受け継ぐ人，または受け継ぐ資格の 

ある人） 

わたしたちは神の相続人となり，キリストと共同の相続人となることができるので，主のよう 

になる可能性を授かっていることを強調する。わたしたちは一人一人が天父から神のようになる 

特質を受け継いでいる。また神権者として，これらの特質をいっそう伸ばすという聖約を交わし 

ている。 

ブリガム•ヤング大管長の次の言葉を読む。 

9 



「あなたがたは父なる神のことをよく知っている……と申し上げたい。それはあなたがた一人 

一人が何年間も神の家に住み，神と生活したからである。…… 

わたしたちは天に住む御方の息子，娘であり，神となる可能性をその内に秘めている。」(Dis-
courses of Brigham Young『ブリガム•ヤング説教集』ジョン• A •ウイッツオー編，p.50) 
一人の生徒に3 ニーフアイ12 ： 48を読ませる。 

參この聖句は，神から授かったわたしたちの可能性について何と言っていますか。 

黒板を使つた •神から授かった可能性を伸ばして天父のようになるために，今わたしたちにできることは何で 

話し合い すか。生徒たちの答えを黒板に書き出す。 

まとめ 

引用と証 ロバート• L •シンプソン長老の次の言葉を読む。 

「『人は何者なので，これをみ心にとめられるのですか……。』（詩篇8 ： 4)子供の福利を気遣っ 

ておられる慈悲深い天の父は，恐らくこう答えられるであろう。『おまえはわたしの息子ではない 

力、……わたしは心からおまえのことを愛している。おまえの願いを聞こうとして，毎日耳を傾 

けている。そして，いつの曰か故郷に戻って来てほしいと思っている。』」[Conference ReporH 
会報告』1970年4月，ロ.89;/挑/^卯^^ボ£>^『インプルーブメント《エラ�1970年6月号，p.83) 
わたしたちは天父から愛され，その子供であるので，天父の属性を受け継いでいる。そして天 

父は，わたしたちが御霊の力によってそれらの属性を十二分に発揮するよう望んでおられる。以 

上のことについて証する。 

チヤレンジ 祈るときに，自分が文字どおり天の父に話しかけていることを思い出すようにチャレンジする。 

また，今週1週間，毎日朝と晩に一人でひざまずいて祈るようにチャレンジする。来週の日曜日 

に，そのとき感じた気持ちを報告させる。 
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S択する能力と自由 第4腰 

目 的 自分が霊における神の息子であること，前世で選択の自由を賢明に行使し，その責任を負うこ 

とに同意したこと，そして神権に予任されたことについて理解を深める。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。創世1：26—27;マラキ2 ：10;マタイ11:28-30; 

使徒17 ： 28-29 ；黙示12 ： 7 — 9 ； 2 ニーフアイ 2 ： 25 — 30 ；アルマ13 ： 3 ； 30 章：41： 

10 ；ヒラマン14 ： 30-31；教義と聖約29 ： 36-38 ； 93 ： 2，30—31；モーセ 4 ： 1—3 ；ア 

ブラハム3 ： 22 — 23。 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.聖典に印を付けるための筆記具 

3.入手できれば，ビデオ『幸福の探求』（『教会ビデオ基礎編』〔53779 300〕中に収録）を見せ 

o 

選択の自由 

黒板に「選択の自由とは」と書く。この後に続く言葉を考えるよう生徒たちに言う。 

少しの間生徒の意見を聞いた後，ブルース•R•マッコンキー長老が二つの大切な面に触れて 

この原則を定義していることを教える。黒板に次の文を書き加える。「善悪を選ぶ能力と自由であ 

る。」^Mormon Doc&im『モルモンの教義』第2版，p.26参照） 

拳マッコンキー長老の指摘した二つの面とは何ですか。（選ぶ能力と，選ぶ自由） 

黒板の「能力」と「自由」の二つの言葉に下線を引く。 

眷能力とはどのような意味ですか。（物事をなし得ること。これには，物事を行うための十分な力 

と知識が必要である。） 

一人の生徒に教義と聖約93 ： 2を読ませる。選ぶ能力には，相対立する二つのもの，例えば善 

と悪，正しいことと間違っていることに関するある程度の知識が必要である。この世に来た人は 

皆「キリストの光」を授かり，それによって善悪を見分けることができる。善悪を見分けて選択 

する能力は，天父の律法に対する知識を増すことで増大する。これらの点を説明する。 

參マッコンキ一長老の定義に見られる「自由」とは，何を意味していますか。（強制や抑圧なしに 

選べること） 

ヒラマン14 ： 30 — 31と黒板に書く。この聖句の箇所を開けて印を付けさせ，教師の後について 

読ませる。選ぶ能力には知識が含まれることと，神がわたしたちに選ぶ自由を与えられたことを 

強調する。 

選択の自由は救いの計画の根本的な要素である 

聖句を使った 一人の生徒にモーセ4 ：1 一3を読ませる。この箇所にまだ印を付けていない生徒がいたら， 

話し合い 付けるように言う。⑴サタンが実際に御父の計画に反対したこと，（2)御父の計画の要点は選択 

の自由にあったことの2点を理解させる。 

•この選択の自由という原則をめぐって，対立や戦いがあったのはなぜだと思いますか。（サタン 

は人々を支配し，崇敬と栄光を得ようとした。選び取ることなくして真の義と幸福はあり得な 

いので，天父とイエス•キリストは人類が選択の自由を得られるよう望まれた。） 

サタンは現在も，できるだけ多くの天父の子供たちを支配しようとしていることを説明する。 

レッスンの展開 

黒板と引用を使った 

話し合い 

聖句を使った 

5舌しロし、 
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こうして前世で始まった戦いは，今なおその激しさを失わず，戦場は天から地に移されたのであ 

るO 

聖句の朗読 生徒たちに教義と聖約93 ： 30 — 31を読ませ，印を付けさせる。選択の自由が前世で救いの計画 

に不可欠な要素としてわたしたちに与えられたことと，それがなければ何物も存在し得ないこと 

を強調する。 

行いの結果に責任を持つ 

聖句と黒板を使った 黒板に2 ニーフアイ2 :25 — 30と書く。この箇所を黙読させ，大切な語句に印を付けさせる。 

話し合い •わたしたちの選択の 終的な報ぃにつぃて，ニーフアイは何と告げていますか。（わたしたちの 

選択により，喜びと自由と命か，あるぃは惨めな思ぃ，束縛と死を受ける。） 

黒板に「自由と永遠の命」および「束縛と死」と書く。どちらを得たぃと思うか生徒に尋ねる。 

生徒たちが考えている間に，下図のように疑問符と矢印を黒板に記入する。 

自由と永遠の命 束縛と死 

以下の説明をする。今日の世の中の多くの人々は，悪は存在しないから悪の結果などはないと 

考えている。サタンによって，悪など存在しない，天父などいないという思いを吹き込まれた人々 

は，道徳や正義を求める必要はないと考えるようになるであろう。 

コリホルという人物を知っているか尋ねる。コリホルについて知っていることを生徒たちに話 

させる。必要に応じて生徒を助ける（アルマ30章参照)。コリホルがキリストの反対者としてどの 

ような結末に至ったかを生徒が思い出せなければ，アルマ30 ： 59 —60を読ませる。 

コリホルが，悪は存在しないので邪悪な行いの報いはないと教えた点を必ず指摘する。 

參自分を欺いて善悪の存在を否定する人々には，どのような結果が待ち受けているでしょうか。 

( 終的にはサタンに打ち捨てられて，悲惨な目に遭う。） 

世の中で一般に信じられているもう一つの考え方は，人間は自分の力を超えた環境に支配され 

ているので，この世でした行いに責任はないというものである。多くの環境はわたしたちの力で 

どうすることもできない力^それでもなお環境に対する態度は自分で決められることを強調する。 

時としてわたしたちは自分の過ちを友達や社会，あるいはサタンのせいにしがちである。 

物 語 以下の物語を紹介する。 

ロンはひどく不安な気持ちで，家庭裁判所の決定を待つ席に着いていた。ロンは過去数回，非 

行で以前にも同じ裁判所に連れて来られた力んその度に軽い処分で済んでいた。しかし今回，裁 

判長はかなりの時間をかけ，その表情にも険しいものがあった。ロンは今度はいつもより厳しい 

決定が下されるだろうと覚悟はしていた。 

しばらくして，裁判長は事件を引き起こすに至った彼の卑劣な選択について述べ，ロンにはあ 

まりにも厳しいと思われる決定を言い渡した。 

ロンは心の中でつぶやいた。「これはひどい。今までのおれの生活にはろくなことがなかった。 

家はおもしろくない，学校の先生だっておれのことを分かってくれない，友達も昔みたいに声を 

聖句を使った 

話し合い 
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第13課 

かけてくれなかった。苦しいことばかり我慢してきたし，世間も冷たかった。なぜ判事にはそれ 

が分からないんだ。」 

話し合い 人を裁くのは難しいことではある力れ話し合いの内容を一般化するために以下の質問について 

考える。 

• ロンの抱えている問題を，環境のせいにすることができますか。 

眷ロンは一度でも選択の自由を失ったことがあるでしょう力、 

參わたしたちは逆境に対して，どのような態度をとるべきでしょうか。 

參難しい境遇にあっても幸福でいるために，わたしたちは選択の自由をどのように行使すること 

ができるでしょうか。 

引用と話し合い いかなる環境にあっても，わたしたちにはなすべきことを行う自由があることを強調する。自 

分の置かれている環境のせいで良くない選択をしてしまったと思いたくなるときや，自分の過ち 

を神やサタンや人の責任にしたくなるときがあるかもしれない。 

しかしジョセフ•スミスは，もし天父やサタンが人を強制して善や悪を行わせていたとしたら， 

わたしたちに選択の自由はなかったであろうと述べている。この説明をした後，1841年5月16日 

に話されたジョセフ•スミスの以下の説教を読む。 

「天父の示される親切に対し，わたしたちは心からの感謝をもってこたえる必要があることを 

述べて，彼は話を始めた。次に彼はこう語った。一般にサタンは人間のなした悪事に責任がある 

力ぐ，もしサタンがわたしたちのなすあらゆる悪事の原因であるとすれば，人間に罪はないことに 

なる。悪魔はわたしたち人間に悪を強要することはできなかった。すべてが自発的に行われたの 

である。神の御霊に背いた人々は誘惑に乗りやすく，その結果大いなる栄光にあずかることを拒 

んだ人々から天との交わりが断たれてしまった。神は決して強制的な手段をとられることがな 

かったし，悪魔もそうすることはできなかった。」{History of the Church『教会歴史』4 ： 358) 

•サタンはなぜ，わたしたちがしたいと思わないことをさせる能力がないのでしょうか。 

眷天父はなぜ，わたしたちがしたいと思わないことを強制されないのでしょうか。 

サタンはわたしたちに何かを強制することができないし，神は強制することをなさらない。こ 

の点を強調する。人生におけるわたしたちの試しは，いかなる環境の中にあっても悪を退け善を 

選ぶ点にあることを常に忘れてはならない。実に，わたしたちは絶えず善を探し求めなければな 

らないのである。 

忠実な人々は神権を受けるように予任された 

アブラハムは示現の中で，第一の位にいる数多くの霊を見た。一人の生徒にアブラハム3 ： 22— 

23を読ませる。 

參アブラハムが「生まれる前に選ばれた」とはどのような意味でしょうカゝ。（アブラハムは地上 

で，ある使命を果たすように予任または任命されていた。主は彼にその能力があることを御存 

じであった。） 

參ほかにどのようなことが分かりますか。（ほかにも多くの霊たちが，預言者や霊的な指導者とな 

るよう予任された。） 

•選択の自由と予任の間には，どのような関係がありますか。 

人がある職務に予任されると，様々な標準を守ることによって主に仕える機会が与えられる。 

本人にそのような標準に従う能力があることを主は御存じである。それでもなお，その人には選 

択の自由があり，予任された召しを忠実に果たすかどうかを選択することができる。この点を生 

徒に理解させる。 

一人の生徒にアルマ13: 3を読ませる。 

參どのような人が地上で神権を受けるのでしょうか。 

地上で神権を授かるのは，前世から召され備えられていた人々である（神の先見の明によって 

聖句を使った 

5占しOし、 

聖句を使った 

話し合い 
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予任されていた）ことを生徒が理解できるように助ける。地上において神権を授かったのは，わ 

たしたちが忠実でふさわしいためであった。 

証 天父は遠い昔からアロン神権者一人一人について知っておられることを証する。生徒たちは皆 

天父によって神の業を助けるように選ばれている。その中には伝道に出ることやそのほかの数多 

くの神権の召しが含まれる。家庭の父親となり，族長となることは，その中で も大切な召しで 

ある。 

引 用 預言者ジョセフ•スミスの次の言葉を読んで話し合う。 

「世の人々に導きと恵みを施す召しを持つすべての者は，この世界のできる以前，天上の会議 

でまさにその目的のために聖任された。わたしは，自分がその会議で，実にこの役職に聖任され 

たのだと思う。」（Teachings of the Prophet Joseph Smz•从『預言者ジヨセフ•スミスの教え』p. 365) 

まとめ 

チヤレンジと証 神権の召しを忠実に果たし，メルキゼデク神権やほかの責任に備えることによって，予任され 

た召しを全うするようにチャレンジする。 

生徒たちが並の青年ではなく，この地上で神権者となるように予任された神の息子であること 

を証する。しかしこれは，天父が生徒たちをほかの子供たちよりも優れた者と考えておられる， 

という意味ではなく，彼らが指導者となり，天父を助けてほかの子供たちを救う業に携わるよう 

期待しておられる，という意味である。生徒たちは，義において人々を導き，福音を携えていく 

という責任を果たすために選ばれているのである。何かにつまずいて予任された務めを果たせな 

かったとしたら，何と悲劇的なことだろうか。 

引 用 ボーン• J •フヱザーストーン長老はわたしたちの生活を競走にたとえている。次の詩を読む。 

「並の走者は苦しくなると歩いてしまうが， 

チャンピオンは鉄の意志を持って走り続ける。 

並の走者は筋肉が引きつると休もうとする力《， 

チャンピオンは棒のような足を引きずって走り続ける。 

彼の勇気がそうさせるのだ。 

並の選手は優勝するために 善を尽くして満足するが， 

チャンピオンは死力を尽くしてそれ以上のことを成し遂げる。」 

( f h e champion quoted in A Generation oj Excellence「ナヤンヒ才ン」『優れ7こ世代』にラI 
用，p.52) 

チヤレンジ 生徒に信頼を寄せていることを述べ，彼らが前世で勇気を示して選ばれたことについて教師の 

確信を伝える。この世にあっても勇敢な者となり，御霊を求め，いかなる障害にも打ち勝って神 

のもとにたどりつくようにチャレンジする。 
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第5課 

目 的 サタンが実在することを理解し，人を欺くサタンの方法を知る。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。イザヤ14 ：12-16 ；マタイ4 ：1—11(ジョセフ•ス 

ミス訳マタイ4 ：1，5 - 6，8 — 9も参照）；1コリント10 ：13 ；ヤコブの手紙4 ： 7 ；黙 

示12 ： 4，7 — 9 ； 2 ニーフアイ 28 ：15 — 16，20 — 22 ；ヒラマン14 ： 30 ； 3 ニーフアイ18 ： 

15 ；モロナイ7 ：16-17 ；教義と聖約76 ： 25 — 27。 

2 .教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.聖典に印を付けるための筆記具 

レツスンの展開 サタンとはだれか 

引用を使った •皆さんはサタンについて，どのようなことを知っていますか。 

話し合い サタンについて知っておくべきことは幾つかあるが，知る必要のない事柄も多いことを説明す 

る。サタンがどのような存在であり，なぜわたしたちの敵であるのか理解することは有益である 

力^サタンについて必要以上に考えたり話したりすることには危険性がある。 

フランシス• M •ギボンズ長老の次の助言を読み，それからレッスンを進める。 

「救い主の戒めに従い，お互いに愛を持って優しい言葉をかけ合い，また，わたしたちの共通 

の敵であるサタンの策略によって常にかき乱されているこの世の混乱から家庭を守り，安らぎを 

得る場所にしていくなら，家庭はどんなにすばらしいものとなることでしょう。欠点や悪い点に 

目を向けるのではなく，良い点に目を向けそれを強調していくこともとても大切です。こうして 

互いに高め合い，支え合って，サタンの影響が生活に入り込む余地を 小限にとどめるよう努め 

ていきましょう。」（「祈りの持っ二っの側面」『聖徒の道』1992年1月号，p.88) 
スペンサー•W•キンボール大管長はサタンについて以下のように説明している。 

「サタンは間違いなく一個の存在である。しかし，わたしたちと同じような肉体は持っていな 

い。わたしたちを自分の側に引きずりこもうとしているサタンのよこしまな熱意は，天父がわた 

したちを永遠の天国へ引き寄せようとされている熱意に劣らないのである。…… 

悪魔は巧妙であるし，訓練も積んでいる。何千年もの経験によって，悪魔は非常に力を増し， 

しかも物事を断固実行するようになってきた。」（『赦しの奇跡』pp.25 —26) 

聖句を使った イザヤ14 ：12 —16と教義と聖約76 ： 25 — 27を読ませる。聖句に印を付けさせてもよい。 

話し合い 參堕落する前にサタンはどのような人でしたか。 

サタンは前世の黎明期に生まれた神の霊の子供であることを生徒に理解させる。彼は初めから 

悪を選び（教義と聖約93: 25参照)，大きな権力と影響力を得た。聖文の中では「神の前で権威を 

持っていた神の一天使」（教義と聖約76: 25)と呼ばれている。 後に謀反を起こして天より落と 

されたことが，あまりに悲惨で徹底していたため，救いの望みはみじんも残されていなかった。 

天の群衆が泣き悲しんだのはそのためであった（教義と聖約76 ： 26参照)。 

參ルシフエルが天から落ちた原因は何でしたか。 

サタンがつまずいた原因は，彼自身と高慢の罪にあったことを理解させる。サタンは自分の「王 

座を高く神の星の上におき」「雲のいただきにのぼ」ろうとした（イザヤ14 ：13—14)。利己心と 

権力欲に動かされて，いと高き者のようになろうとしたのである。邪悪な求め方をして野望をす 

ベてくじかれたとき，反乱を起こしてあらゆる偽りの父となった。 
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•なぜサタンはすべてのアロン神権者の敵であり，わたしたちを罪の奴隸にしようとしているの 

でしようか。 

アドバイザーの提示 サタンは正義を憎んでいる。サタンとその手下たちは救いを失っているので，あらゆる人を自 

分と同じ惨めな状態にしようとしている（2 ニーファイ2 ：18, 27参照)。また，愛，慈愛，清 

さ，誠実，謙虚さ，勇気，希望など，義に基づく感情を奪い，憎しみ，怒り，絶望，ねたみ，高 

慢といった感情だけをわたしたちの胸に植え付けようとしている。わたしたちが救いを失うこと 

が彼の望みなのである。サタンの目標とするところは，わたしたちから天父のようになって永遠 

の王国を築く機会を奪うことにある。これがサタンの本質である。 

ほかの人の善い点に我慢できず，あらゆる手を尽くして立派な評判を台なしにし，周りの人を 

自分と同じように不幸にしようとしている人が時々いる。そのような人は悪魔的と言えるかもし 

れない。 

聖 句 ルシフエルがどのようにしてサタンとなったか，さらによく理解できるように，黙示12: 7— 

9 ；12: 4を読ませる。サタンは3分の1の霊の兄弟姉妹をその影響力によって引き入れ，天父 

に反抗させた。この点を指摘する。 

サタンの手段 

聖句と黒板を使った 2 ニーフアイ28 ：15 —16，20 —22をクラスで読み，サタンが人を欺こうとするときの手段を挙 

話し合い げる。サタンの用いる策を生徒に挙げさせ，黒板に書き出していく。その後で悪魔がこれらの手 

段を現代の社会の中でどのように用いているか，それぞれの項目について具体的な例を挙げさせ 

る。以下のような例が考えられる。 

1.心の中に誇ること（傲慢，自己中心，自慢） 

2.偽りの教義（偽りの教師，偽りの宗教） 

3.みだらな行い（不道徳，慎みのなさ，肉欲，情欲） 

4.善をののしること（神や宗教，純潔，結婚をあざ笑う） 

5.善い事を怒ること（正しい人々に対する迫害） 

6.肉欲っまり世俗的な欲を欲しいままにすること（過度の金銭欲あるいは物欲） 

7.へっらい（うわべだけの称賛） 

8.うそや偽り（神や悪魔はいない，罪や地獄は存在しないと主張する） 

聖句と引用 マタイ4 ：1—11またはジョセフ•スミス訳マタイ4 ：1—11を全員に黙読させ，重要な言葉 

に印を付けさせる。 

デビッド• 0 •マッケイ大管長の次の説明によれば，サタンは大体において，キリストを誘惑 

したときと同じ3つの方法でわたしたちを誘惑する。 

「イエスがお受けになった誘惑を分類してみなさい。そうすれば，その3つの誘惑の一つ一つ 

について，あなたがたやわたしを汚れさせるあらゆる誘惑を見いだすであろう。それはイエスが 

お受けになった誘惑に比較すればまことにささいなことかもしれない。まず第一に空腹または肉 

欲という誘惑であり，第二はプライドや流行，虚栄心など，人を神にっける事柄から離れさせる 

ものであり，第三にこの世の富や権力への願望である。」{Gospel Ideals『福音の理想』p.154) 
ハワード•ハンター長老は，サタンがわたしたちを誘惑するためにこれらの方法をどのよ 

うに使うか説明している。 

「この40日の断食を全うして神と交わられたイエスは，空腹で，肉体的に弱い状態にあった。 

そして悪魔の誘惑に身をさらされたのである。情緒的に，また肉体的に消耗し切っている時，疲 

労が重なっていて防備が薄く，悪魔の狡猾な誘いをはねつける備えがほとんどできていない時， 

誘惑者が縦横無尽に活動するのはそのような時である。このような時こそ，多くの人々が悪魔の 

ちょっとした誘いに乗り，屈服してしまう危険な時なのである。」（「キリストが受けられた誘惑」 

『聖徒の道』1977年2月号，p.50) 
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第13課 

聖句と引用を使った 

話し合い 

わたしたちはサタンの誘惑に抵抗することができる 

以下に挙げる聖句と引用を読んで話し合う。ここには，サタンの力から自分を守る方法が指摘 

されており，悪魔の誘いに強制的に屈服させられることはありえないことが述べられている。各 

聖句を読みながら，その引用箇所を黒板に書いていく。 

1.モロナイ 7 ：16 — 17 
2 . 1コリント 1 0 ：13 
3 .ヒラマン14 ： 30 
4 . 3 ニーファィ 1 8 ：15 

5 .ヤコブの手紙4 ： 7 
預言者ジョセフ•スミスはサタンの力について次のように説明している。 

「肉体を持っている人はすべて，肉体のない者を支配する力を持っている。悪魔はわたしたち 

がそれを許さないかぎり，わたしたちを支配することができない。わたしたちが神よりもたらさ 

れるものに背いた瞬間，悪魔は力を得るのである。」(Teachings of the Prophet Joseph SmithJ預 

言者ジョセフ•スミスの教え』ジョセフ•フィールディング•スミス編，P.181) 
天父はわたしたちがサタンを克服するのをどのように助けてくださるカゝ，スペンサー• W •キ 

ンボール大管長は以下のように説明している。 

「ルシフエルよりも大いなる力を持ち，わたしたちのとりでであり，力である主は大きな誘惑 

に遭っているときにわたしたちを助けてくださる。主は強制的にわたしたちを罪や誘惑者の手か 

ら救い出すようなことは決してなさらないが，しかし罪人が罪から逃れるように御霊を遣わして 

おられる。そして，御霊の影響力と勧めに従い，全力を尽くして悔い改めた状態にとどまる人は 

守りと力と自由と喜びが約束されているのである。」（『赦しの奇跡』P.186) 

ハロルド•B•リ一大管長はこの点を次のように語っている。 

「一度たき火をしてみるとよい。その明るい光に誘われて蛾や昆虫が飛んでくる。火の周りを 

旋回しながら次第に近づき，ついには致命的な過ちを犯し，燃えさかる魅惑的な炎の中に羽をバ 

夕つかせながら落ちていくのである。わたしは美しい若人力ん罪という魅力的な炎と戯れている 

のを見た。彼らは家から遠く離れ，罪の渦巻く大都市の華やかな場所をひと目見たいとあこがれ 

ている。……そしていかがわしい外見と，卑しい会話によって誘いをかけ，邪悪をはびこらせて 

いる。彼らは，罪や悪を経験するのは，それらから身を守るために必要な準備であると自分に言 

い聞かせている。『殺人，窃盗，偽証』といった罪と『楽しむ程度の罪』との間に線を引いて，後 

者はさほど重大なことではないと考えている。また，『罪に対する知識はその実行を促す』と語っ 

た賢者の警告や，罪との接触はいかなる形であれ，ある程度心の高潔さを失わせるということを 

忘れている。また，次のことにまったく気づいていない。 

『悪徳はものすごい形相の怪物だから，憎むにはその顔を見ればよいわけだが，あまり見なれ 

て親しみが湧き， 初の我慢が憐れみに，やがて抱擁するようになる。』（アレクサンダー•ポー 

プ，及^;洲Mm『人間論』書簡，「世界名詩集大成9—ィギリス1�平凡社刊，p.162より引用） 

天に向けて飛び立つ羽を付けた人間という美しいちようたち力ん禁じられたものへの好奇心の 

ために，羽を焦げつかせ，バタつかせながら数多く落ちていったのである。」{Decisions for Suc-
cessful Living『立派な生活を送るための決断』pp.87_88) 

黒板を使った 

話し合い 

•サタンは皆さんに何を仕掛けようとしていますか。 

眷サタンが若人に対して使う も力のある誘惑は何でしよう力、 

生徒たちの意見を黒板にまとめる。 

聖句を使った 

話し合い 

モーセ1：12 — 22を全員で読む。 

•サタンはどのようにしてモーセを欺こうとしましたか。モーセはどのようにしてこれらの誘惑 

を克服しましたか。 

眷サタンが 後にモーセの前から立ち去ったのはなぜでしょうか。モーセが4度目にサタンに与 
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えた命令は，それ以前の命令とどこが違うでしょうか。 

イエス•キリストはサタンよりもはるかに強い力を持っておられることを強調する。主の助け 

があれば，わたしたちは常にサタンに打ち勝つことができる。 

まとめ 

証 サタンの実在について，またサタンの惑わしを避けるために，その策略を理解することの大切 

さについて証する。サタンは一部の人々が書くような漫画の登場人物ではなく，キリストに反対 

する者であり，狡猾な敵対者である。もしわたしたちが霊的な力を活用して賢明に対処するなら， 

サタンに打ち勝つことができる。この霊的な力は，キリストに従い，聖霊のささやきに耳を傾け， 

神権を尊ぶことによってもたらされるのである。 

チヤレンジ 聖霊の導きを求めてそれに従い，悪へと誘うすべての誘惑を避けるために，力を求めて祈るよ 

うにチヤレンジする。みだらな言葉，態度，行い，環境など，どのような形をとっていようとす 

ベての悪を避けるように生徒にチャレンジする。 
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アダムの堕落 第6課 

目 的 アダムの堕落とその結果に対する聖文の教えにさらによく精通する。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。2 ニーファイ2 ：15-18, 22-25 ； 9章；教義と聖約 

29 ： 39-41；93 ： 38—39 ；モーセ 2 ： 28 ； 3 ：15-17 ； 4 ： 5 - 1 2 ； 5 ：10 — 12 ；アブラハ 

ム O • Ôo 
2 .教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.聖典に印を付けるための筆記具 

c .視覚資料2「アダムとエバ」（『福音の視覚資料セット』�34735 300�101) 

レッスンの展開 はじめに 

ある人が次のように言ったとしたら，何と答えるか生徒に尋ねる 

「人間の生活に生ずるいろいろな問題は，すべてアダムとエバの責任だよ。二人が罪を犯しさ 

えしなければ，人間はもっと良い生活をして，今以上に幸福な状態にいたはずだよ。この世には， 

いばらや雑草などはなくて，病気や死もなかっただろう。神の前から追い出されることもなかっ 

たに違いない。アダムとエバのしたことで，人間が苦しまなければならないなんて，随分不公平 

なことだね。」 

数分の時間を取って，生徒に答えさせる。 

視覚資料と聖句を 視覚資料2「アダムとエバ」を見せる。 

使った話し合い •エデンの園でアダムとエバが禁断の実を食べなかったとしたら，どのような状態になっていた 

と思いますか。 

何人かの生徒に2 ニーフアイ2 ： 22 —25とモーセ5 ：10 —12を読ませる。 

アダムとエバが禁断の実を食べなかったなら，以下のようになっていたことを生徒に理解させ 

O 
1.アダムとエバは子供を持つことができなかった。その結果，わたしたちは肉体を得るために 

この世に生を受けることはできなかった。 

2.アダムとエバは善悪を知らないままでいた。その結果だれも，善も悪も行うことができず， 

喜びも悲しみも知らず，反対のものに取り組んで従順を学ぶこともなかった。 

3.アダムとエバは贖いや救いの喜びを知ることはなかった。もし堕落がなければ，贖罪の必要 

もなく，人類は進歩することができなかったであろう。 

アダムの堕落は，救いの計画の不可欠な部分だったので，聖典には「大いなる創造主の憐れみ 

に満ちた計画を成就するために」「死がすべての人に及ぶようになった」（2 ニーフアイ9 ： 6) 

と記されている。 

アダムの堕落 

聖句を使った アダムとエバはエデンの園に置かれた後，主から二っの戒めを与えられたことを説明する。ニ 

話し合い 人の生徒が以下の聖句を読んでいる間に，ほかの生徒はそれぞれの戒めの中で鍵となる言葉に印 

を付ける。 

一人の生徒にモーセ2 ： 28を読ませる。 

參この戒めは，どのような意味でしょうカゝ。（子供をもうける。） 
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一人の生徒にモーセ3 ：15 — 17を読ませる。 

參アダムとエバに与えられたこの戒めは，どのような意味でしょうカゝ。（二人がもし禁断の実を食 

ベるならば，死ぬであろう，すなわち肉体の死と霊の死を受ける。） 

アドバイザーの提示 反乱を起こしたために神の前から追放されたサタンは，地上に来ることを許されたことを説明 

する。サタンは「人々を欺き，惑わし，またまことに，〔神〕の声を聴こうとしないすベての者を 

自分の意のままにとりこ」（モーセ4 ： 4)にしようとしている。アダムとエバに二つの戒めが与 

えられると，サタンは禁断の実を食べるように二人をそそのかした。 

聖句を使った 

5舌しaし、 

56しaし、 

生徒たちに2 ニーフアイ2 ：15 — 18とモーセ4 ： 5—12を読ませ，印を付けさせる。 

•サタンはどのようにしてエバをだましたでしょうカゝ。（禁断の実を食べれば善悪を知るようにな 

るが，死ぬことはないと言った。） 

眷サタンは現代のわたしたちをどのようにだますでしょう力、 

堕落の結果 

參堕落はどのような結果をもたらしましたか。 

堕落によって以下のような結果がもたらされたことを理解できるように助ける。 

1.アダムとエバは子供をもうける能力を授かった。 

2.アダムとエバは自らの経験によって善悪の知識を得た。 

3. 二人の肉体は滅びるものとなり，それによって肉体の死を受けることになったc 

4. 二人は神の前から追い出された。これは霊の死と呼ばれている。 

黒板を使った 

話し合いと 

アドバイザーの提示 

話し合いの適当な時点で，以下の表から各項目を選んで黒板に書き写す。説明の必要に応じて， 

次にある各項目の解説を利用する。 

堕落前の状態 堕落後の状態 

1.子供をもうける能力がない 1.子供をもうける能力 

e.善悪の知識がない 2 .反対が存在する世界での 

3.肉体の死がない(不死不滅） 善悪の知識 

4 .霊の死がない（神の前に住 3 .肉体の死 

んだ） 4 .霊の死 

子供をもうける能力 

アダムとエバは，堕落の前には子供をもうけることができなかった。アダムはこの理由のため 

に禁断の実を食べた。「アダムが堕落したのは人が存在するためであ……る。」（2 ニーファイ2 ： 

25)また，預言者ジョセフ•スミスは「アダムによってこの世が開始された」と教えた。(History 
of the Church f教会歴史五1：283)アダムとエバが禁断の実を食べることによって，わたしたち 

は現世に来ることができるようになった。堕落の後，アダムとエバは，増えよ，地に満ちよとい 

う神の戒めを成就して，「彼らは子供をもうけ，まことに全地の家族をもたらした。」（2 ニーファ 

イ 2 ： 20) 

善悪の知識 

地上における生活の主要な目的は，神の子供たちが「主なる彼らの神が命じられるすべてのこ 

とを……なすかどうか」（アブラハム3 ： 25)を証明するためである。神から命じられたあらゆる 
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第6課 

ことを進んで行うかどうか見るためには，サタンが人を誘惑するのを許すことや，神につける事 

柄とは反対の物事を置いて，選択のできる状態にしておくことが必要だった。善悪の知識は，反 

対の物事のある世界においてだけ得ることができる。そこでは，正義と邪悪が対立し，善と悪， 

朽ちない物と朽ちる物，幸福と不幸，甘さと苦さが相対立している（2 ニーファイ2 ：11 — 12参 

照)。 

アダムとエバは禁断の実を食べたために，反対の世界に目が開けたことを説明する。主御自身 

が次のように宣言なさった。「見よ，人はわたしたちの一人のようになり，善悪を知る者となった。」 

(モーセ 4 ： 28) 

禁断の実がなっていた木は，善悪を知る木と呼ばれていたことを説明する。それはこの実を食 

ベると，反対の世界に至る道が開け，人はそこで自らの経験により善悪の区別を知ることができ 

るからであった。 

肉体の死 

一時的な死としても知られる肉体の死は，堕落の結果この世に入り込んできたことを説明する。 

堕落の結果，すべての人類と命ある地上のあらゆる被造物は，体と霊が分かれる肉体の死を受け 

ることになった。 

霊の死 

聖句を使った エデンの園にいる間，アダムとエバは神の前に住んでいた。二人は神とともに歩み，神と直接 

話し合い 言葉を交わした。生徒たちに教義と聖約29 ： 39 — 41を読ませ，印を付けさせる。 

•サタンの誘惑に負けたために，アダムとエバはだれに従うことになったでしようか。（サタンに 

従うことになり，神の前から追い出された。） 

これは「霊の死」と呼ばれることを説明する。罪のある状態のままで神の前に住める人はだれ 

もいないからである。ジョセフ• F •スミス大管長は霊の死について次のように言っている。 

「わたしたちの 初の親であるアダムが禁断の木の実を食べ，神の律法に背き，サタンに従っ 

たとき，アダムは神の前より追われ，霊的な外の暗闇に放り出された。これが 初の死であった。 

アダムは生きているにもかかわらず死んだのである。それは神に対する死，光明と真理への死， 

神の前より追放され，御父と御子との交通を断たれた霊の死であった。アダムはサタンとサタン 

に従った者たちのように神の前より完全に追放された。これが霊の死である。」（『福音の教義』 

p.414) 

堕落と悔い改め 

聖句を使った 生徒たちに教義と聖約93 ： 38 — 39を読ませ，印を付けさせる。 

話し合い 律法に背く前のアダムとエバは，エデンの園において罪のない状態にあったことを説明する。 

しかし不従順により，彼らは罪のない状態から不義な状態に落ちた。彼らは悔い改めを条件とし 

て，贖罪により堕落した状態から贖われる必要があった。同様に，わたしたちは罪を犯すので， 

イエス•キリストの贖罪と悔い改めを通してのみ贖われることができる。 

參教義と聖約93 ： 38 —39によれば，わたしたちをサタンに従わせ，罪のない清い状態から堕落さ 

せる原因は何でしょうか。（不従順，先祖の言い伝え，わたしたちを教える人々の誤った教え） 

參わたしたち自身の個人的な堕落の結果に打ち勝つ方法は何でしようか。（イエス•キリストの贖 

罪を通して可能になった悔い改め） 

堕落は大いなる祝福である 

話し合い •わたしたちはアダムの堕落を喜ぶべきですか，それとも悲しむべきですか。それはなぜですか。 

アダムの堕落は，イエス•キリストの贖罪と同じように救いの計画に必要なものであったこと 

を生徒に理解させる。堕落がなければ，わたしたちはこの世に存在していなかったであろうし， 

救い主も必要なかったであろう。またもし堕落がなければ，わたしたちは死すべき肉体を持つこ 

とも，悪を退けて善を選ぶことに伴う全き喜びを知ることもなかったであろう。 



引用と話し合い ブリガム•ヤング大管長は，堕落についてわたしたちのとるべき正しい態度を次のように述べ 

ている。 

「わたしたちの始祖が罪を犯したことを残念に思う者がいるかもしれない。これは愚にもつか 

ない考えである。もしわたしたちがそこにいて，彼らが罪を犯さなかったら，わたしたちが罪を 

犯していただろう。わたしはアダムとエバを責めるつもりはない。なぜか。罪がこの世に入って 

来ることが必要だったからである。昇栄の反対のものがなかったら，だれも昇栄の原則を理解す 

ることはできない。昇栄の反対のものを知らないで昇栄を得ることはできない。アダムとエバは 

どのようにして罪を犯したのだろうか。真っ向から神と神の統治に反対したのだろうか。そうで 

はない。彼らは神の戒めを破ったのであった。その背きによって罪がこの世に入ってきた。主は 

二人が違背することを知っておられた。そしてそのことを予定しておられた。」（『救いの教義』1： 

108) 
參アダムとエバがしたように神の律法を犯すことと，サタンがしたように神に真っ向から反対す 

ることとの間には，どのような違いがありますか。（態度，または動機において異なっている。 

サタンは神に反抗して神の目的を打ち砕こうとした力^アダムとエバは神の戒めを成就しよう 

としてもう一つの別の戒めに違背した。） 

眷多くの教派が，アダムとエバは罪を犯した邪悪な人間であると非難しています。真の光に照ら 

してアダムとエバの背きを理解したわたしたちとしては，この二人に対してどのような態度を 

とるべきでしようか。（アダムとエバが自ら進んで現世の始まりを可能にしてくれたことに心か 

ら感謝すべきである。わたしたちはアダムとエバの二人を，かつてこの地上に生を受けた人々 

の中で も偉大で正しい人々のうちに数えている。） 

まとめ 

アダムとエバは自分たちの堕落を大きな祝福として見ていたことを指摘する。一人の生徒に 

モーセ5 ：10—12をもう一度読むように言う。 

ジョセフ.フィ一ルディング•スミス大管長も堕落の祝福について証を述べている。 

「アダムがエデンの園を追い出されたとき，主はアダムにある宣告を下された。人によっては 

その宣告を恐ろしいことであると考えている。しかしそれは恐ろしいことではなく，祝福であっ 

た。わたしはそれが表面的にしろほんとうに罰と考えられるものであるのかどうか知らない。…… 

人の堕落は表面的にはのろいであっても実際には祝福であった。そして人の進歩を妨げるとい 

うよりも人の進歩を促すという点で主の目的達成を助ける手だてとなった。」（『救いの教義』1： 

アダムの堕落を復習する意味で，ニーファイ第二書の2章と9章を通読し，読みながら主の贖 

いの計画がいかに憐れみ深く正義にかなっているか考えるよう，チャレンジする。 

聖句と引用 

チヤレンジ 
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L
 あがな 

目 的 イエス•キリストの無限の贖いについて理解を深める。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。ルカ22: 39-44 ; 2 ニーファイ9 ： 4 - 1 0 ；モーサヤ 

3 ： 7 ；14 ： 3 - 6 ；アルマ12 ：12-18 ； 34 ： 8 —14 ；ヒラマン14 ：15 — 19 ；教義と聖約 

19 ：16-19� 

2 .教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.聖典に印を付けるための筆記具 

c.視覚資料3「キリスト•イエス」（『福音の視覚資料セット』240) 
3.レッスンの適切な箇所で「高きに満ちたる」（『賛美歌』112番）または「わが主よ，わが神」 

(『賛美歌』44番）を全員で歌えるように準備する。 

レツスンの展開 無限の贖いの必要性 

引用と視覚資料を參福音の中で も大切な教えは何だと思いますか。 

使った話し合い 預言者ジョセフ•スミスは，よく次のような質問を受けたことを話す。「あなたの教会の基本原 

則は何ですか。」彼はこう答えた。「わたしたちの教会の基本原則は，イエス•キリストが死んで 

葬られ，3日目によみがえって天に昇られたという，使徒と預言者の証である。わたしたちの宗 

教のそのほかすべては，それに付随するものである。」{Teachings of the Prophet Joseph Smith 
『預言者ジョセフ•スミスの教え』ジョセフ•フィールディング•スミス編，p.121) 
視覚資料3「キリスト•イエス」を見せる。 

參イエス•キリストの死と埋葬と復活は，なぜわたしたちの宗教の中心なのでしょうか。（贖罪 

と復活がなければ，わたしたちに宗教というものはない。アダムの堕落によってわたしたちは 

永久にさまよい，堕落したままであっただろう。） 

•復活がなければ，人類はどのような状態に置かれていたでしょうか。 

聖句を使った これらの質問について簡単に話し合った後，生徒たちに2 ニーファイ9 ： 4—10を読ませる。 

話し合い 參アダムの堕落によってもたらされた二つの死とは，どのような死ですか。（肉体の死と，霊の死 

〔ときとして地獄と呼ばれる〕。霊の死とは神の前から追放されること，または引き離されるこ 

とを言う。） 

•贖いがなければ，わたしたちは皆どのようになっていたでしょうか。（二つの死が永遠に続いて 

いた。わたしたちの肉体は「横たえられ，朽ち果てて母なる大地に返り，もう二度と起き上が 

ることがない」�2 ニーファイ9 ： 7��わたしたちの霊はサタンに服従し，その結果永遠に神 

の前から追放されていたであろう。） 

眷7節によると，この二つの死に打ち勝つには何が必要ですか。（それは「無限の贖罪でなければ 

ならない。」） 

參「無限の」贖罪とは，どのような贖罪でしょうか。（終わりのない，あるいはすべてを含む贖罪） 

数人の生徒にアルマ34: 8—14を読ませる。 

眷堕落して迷っている状態から人類を贖うとアミュレクが預言した御方はだれですか。（神の御 

子，イエス •キリスト） 

•「大いなる 後の犠牲」とは，どのような意味でしょうか。 

犠牲の律法はアダムの時代に始まり，モーセの律法の時代に至るまで続いたことを生徒に理解 
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させる。特別な祭壇の上で血を流すことにより，獣や鳥が犠牲としてささげられた。一人の天使 

がアダムに命じて，アダムとその子孫は「御父の……独り子の犠牲のひながた」（モーセ5 ： 7) 

として血を流す犠牲をささげるように言った。モーセの律法はイエス•キリストの時代まで続き， 

その時代に目的を達成または成就した。イエス•キリストが大いなる 後の犠牲となられ，血を 

流す犠牲は終わったのである。 

犠牲と贖罪の関係を生徒に理解させるために，必要に応じて以下の質問をする。 

參羊やそのほかの動物の犠牲は，無限の贖いとすることができるでしょうか。（できない。） 

參イエス以外の人間の犠牲が無限の贖いを成就できるでしょうか。（できない。） 

參無限の贖いをもたらすには，どのような犠牲が必要でしょうか。（無限にして永遠の犠牲〔アル 

マ34 ：10参照〕) 

參無限にして永遠の犠牲は何を要求しますか。（神，すなわち無限にして永遠の御方，神の御子イ 

エス•キリストの犠牲〔アルマ34 ：14参照〕） 

アドバイザーの提示 無限も永遠も，イエス•キリストの別名であることを説明する。イエスは神の小羊であって， 

大いなる 後の犠牲として血を流された。ただ神だけが全人類の罪を贖い，正義の律法を満たす 

ことができたのである。そしてただ神だけがまったく罪のない状態で，この世の罪の代価を支払 

うために，正義の要求する苦しみに耐えることができたのである。 

キリス卜が受けられた贖罪の苦しみ 

アドバイザーの提示 贖罪すなわち犬いなる 後の犠牲が神によって成し遂げられたとはいえ，これは容易で，苦痛 

の伴わないような犠牲ではなかった。むしろ反対に，キリストの無限の贖いは，これまでどのよ 

うな人間も経験したことがなければ，経験することもできなかった身と霊におよぶ 大の苦しみ 

であった。 

ゲツセマネの園における主の苦しみについての記録から，救い主が天父とわたしたちに対して 

抱いておられる愛の偉大さを理解することができる。 

生徒たちにルカ22 ： 39 —44を黙読させ，印を付けさせる。その後，同じ箇所を一人の生徒に読 

ませる。 

「汗が血のしたたりのように地に落ちた」（ルカ22:44)という一節にあるように，主がわたし 

たちのために苦しまれたことを強調する。この苦しみがあまりにも大きかったために，主は「ほ 

かに贖罪を成し遂げる道があれば，このさかずき（苦しみ）を取りのけてください」と祈られた。 

しかし，それでも主は進んで御父の御心に従われた。 

イエスの受けられた苦しみをさらによく理解するために，教義と聖約19 ：16 —19を読む。 

肉体か霊において自分がこれまでに経験した 大の苦痛を思い浮かべてみるよう，生徒に言う。 

彼らの経験した もひどい苦痛でさえも，救い主の受けられた苦しみに比べれば，取るに足りな 

いものであることを指摘する。救い主はその苦しみのために，あらゆる毛穴から血をわかせたほ 

どである。 

一人の生徒にモーサヤ3 ： 7を読ませる。 

參普通の人間に，救い主が受けられたと同じ程度の苦痛を受けることができるでしょうカゝ。（でき 

ない。そのような苦痛を普通の人間が受けたら，死んでしまうであろう。） 

眷救い主は何が原因で，あらゆる毛穴から血をわかせるほど苦しまれたのですか。（「御自分の民 

の悪事と忌まわしい行いのため」〔モーサヤ3 ： 7〕，言い換えれば，全人類の罪を身に引き受 

けられたために被った精神的，霊的苦痛のためであった。） 

キリス卜はわたしたちのために苦しまれた 

アドバイザーの提示 イエス•キリストは全人類の罪のために霊の罰を受けられたことを説明する。全人類の罪に対 

する罰を何らかの方法で主一人が受けられたために，悔い改めて主のもとに来る人々は自分の罪 

聖句を使った 

5占しOし、 
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のために苦しむ必要がなくなったのである。イエスがなされたこの犬いなる 後の犠牲は，わた 

したち一人一人に対する主の愛の現れである。預言者イザヤは，全人類に代わって受けられたイ 

エスの苦しみを見事に描いている。イザヤの言葉は『モルモン書』にも再録されている。モーサ 

ヤ14: 3 —6を朗読する。 

•イエスがあなたの罪のために苦しまれたことを知って，どのような気持ちがしますか。 

聖句を使った 生徒にヒラマン14 ：15 — 19を読ませ，印を付けさせる。 

話し合い •救い主の死と復活は，わたしたちに何をもたらしましたか。（肉体の死が克服されたので，全人 

類が復活するようになった。） 

參わたしたちは贖罪によってどのように贖われるでしょうか。（わたしたちすべてが霊の死を克服 

して神の前に戻る可能性を与えられた。すべての人がアダムの堕落によって神の前から断ち切 

られたように，自らの罪を悔い改めるすべての人が，キリストの贖罪によって神の前に戻るこ 

とができるのである。） 

何人かの生徒にアルマ12 ：12 —18を読ませる。 

參わたしたちが神の前に戻ると，何が行われますか。（裁き） 

參わたしたちはどのように裁かれますか。（心や思い，言葉，行いに従って裁かれる。） 

•かたくなで悔い改める気持ちのないまま死んだ人は，どのような状態になるでしょうか。（自分 

の言葉や行いや思いに責められ，神の前から隠れたいと思う力んそれはできない。） 

眷邪悪な人々は公平ではないと言って，主を非難するでしょうか。（しない。人々は例外なく，神 

の裁判が正義にかなって憐れみ深いものであることを認める。） 

參正しい人々とは，どのような人を指すのでしょう力、 

『モルモン書』によれば正しい人々とは，キリストを受け入れて信仰を持ち，悔い改め，儀式 

を受けて，終わりまで堪え忍び，日の栄えの王国の相続人となる人々を指していることを生徒に 

説明する（モーサヤ4 ： 5—11参照)。邪悪な人々は，主を信じて悔い改めることも，儀式を受け 

て終わりまで堪え忍ぶこともしようとせずに，キリストとその義を受け入れるのを拒む。 

參邪悪な人々は神の前にとどまれるでしょうか。（とどまれない。彼らは神の前から断ち切られる 

が,それはアダムの背きのためではなく，自分の罪のためである。） 

參神の前から断ち切られた後，邪悪な人々はどのような状態に置かれるでしょうか。（主が受けら 

れたと同じ苦しみを味わう。彼らはもはや死ねないことを除けば，何の贖いもなされなかった 

かのようである。） 

邪悪な人々は自分の罪の代価を支払ってしまうまで苦しむことを説明する。 

參贖罪の祝福を完全に受けることができるのは，どのような人でしょうか。 

以下のような人が贖罪の祝福を完全に受けられることを生徒に理解させる。 

1.主とその真理に対して心をかたくなにしない人 

2.信仰と悔い改めによって，イエス•キリストの贖いの血を受け入れる人 

3.自分に代わって苦しみを受けてくださった主への奉仕と栄光のために，思いと言葉と行いを 

ささげる人 

まとめ 

活 動 この重要なレッスンをさらに効果的に教えるために，もう1回レッスンの時間を取って，本課 

に出てきた聖句のつなぎ合わせを行うとよい。 

まず 初の聖句（2 ニーファイ9 ： 4一 10)を開け，この聖句の終わりに次の聖句（アルマ34 ： 

8—14)の参照箇所を書く。それぞれの参照箇所を追っていけば，次の聖句がどこにあるか分か 

るようにする。例えば，アルマ書34章の14節の終わりには，3番目の聖句の引用箇所を示すため 

に「ルカ22: 39 — 44」と記入する。こうして，レッスンの中で引用した順に全部の聖句をつなぎ 

合わせていく。 

聖句をつなぎ合わせる順は，以下のようになるであろう。 

1 . 2 ニーフアイ 9 ： 4 - 1 0 
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2 .ァルマ34 ： 8 -14 

3 .ルカ22 ： 39-44 

4 .教義と聖約19 ：16 — 19 

5.モーサヤ3 ： 7 

6 .モーサヤ14 ： 3 - 6 

7 .ヒラマン14 ：15-19 

8 .アルマ 1 2 ： 1 2 - 1 8 

チヤレンジ イエス•キリストを信じる信仰をさらに強めるように，また自分の罪を悔い改めることによっ 

て贖罪に対する感謝の気持ちを救い主に示すようにチャレンジする。 
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復活と裁去 第8課 

目 的 すべての人類は復活し，自らの行いに応じて裁かれるためキリストの裁きの座に連れて来られ 

ることを理解する。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。ルカ24章；ヨハネ11：19 一 27，37-46 ；黙示21：4 ； 

アルマ11：40-44 ； 34 ： 32 ； 3 ニーフアイ11：14 — 15 ；18 ： 39 ；教義と聖約20 ： 23-24 ； 

45 ： 51-52 ； 63 ： 49 ； 88 ：104 ；129 ：1—8 ；モーセ1：36 — 39� 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.視覚資料4「復活されたイエス•キリスト」（『福音の視覚資料セット』239)，視覚資料 

5「ラザロを蘇生させるイエス」（『福音の視覚資料セット』222) 

c.聖典に印を付けるための筆記具 

3.ルカ24章にあるイエスの復活の物語を話すよう，一人の生徒に1週間前に割り当てる。 

レッスンの展開 

視覚資料と聖句を 

使った話し合い 

復活の約束は全人類にある 

視覚資料5「ラザロを蘇生させるイエス」を見せる。 

イエスはラザロとその姉妹のマリヤ，マル夕を特別に愛しておられたことを説明する。ラザロ 

が亡くなったとき，イエスはこれが，御自分に命と死を支配する力があることを示す好機である 

と承知しておられた。 

ヨハネ11：19 —27を何人かの生徒に読ませる。イエスは25節と26節で，御自分が復活をもたら 

し永遠の命を可能にすると証された。 

一人の生徒にヨハネ11：37 —46を読ませる。 

死からよみがえった人を見るのはどのようなものか想像するように言う。 

參ラザロは復活したのでしょうヵゝ。（いいえ。彼は現世に連れ戻されたのであって，不死不滅の状 

態になったのではない。ラザロはもう一度死ぬ。） 

• 初に復活した人はだれですか。 

一人の生徒にヨハネ11：25 —26をもう一度読ませる。 

•この聖句はわたしたちすべてにとって，どのような意味を持っているでしょうか。 

•この聖句についてどのように感じますか。 

視覚資料を使った 

話し合い 

視覚資料4「復活されたイエス•キリスト」を見せる。前もって割り当てを与えておいた生徒 

に，ルカ24章からイエス•キリストの復活の物語を話させる。 

朗読と話し合い 參復活とは何でしょう力、 

この質問に答えるために，一人の生徒に末日聖典の『聖句ガイド』の「復活」の項を読ませる。 

眷復活はなぜ必要になったのでしょうか。 

生徒たちに答えさせ，必要であれば，アダムとエバの堕落の話を復習する（モーセ4章参照)。 

アダムとエバが肉体の死をこの世にもたらしたので，復活をもたらす救い主が必要であつたこと 

を強調する。 

聖句を使った 生徒たちにモーセ1：36 — 39を読ませ，印を付けさせる。 

話し合い 眷復活がこの聖句の成就の一部と言えるのはなぜでしょうか。（復活はすべての人類に不死不滅を 
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もたらすから。） 

參復活はいつ起こりますか。（イエス•キリストの復活とともに始まり，現世に生を受けたすべて 

の神の息子と娘が復活するまで続く。） 

聖句を使った活動 復活に関する聖句で，多くの人に理解されていない幾っかの事柄があることを説明する。 

復活に対する生徒たちの知識を増すために，生徒たちを5っのグループに分ける。以下の聖句 

を読むように，各グループに割り当てる。これらの聖句が教えている復活に関する原則を一っ指 

摘するよう各グループに指示する。 

1 . 3 ニーファイ11：14一 15 ；教義と聖約45 ： 51—52 
2 .ルカ24 ： 39 ；教義と聖約129 ：1—8 
3.教義と聖約20 ： 23 —24 ； 3 ニーファイ18: 39 
4 .黙示21：4 ；教義と聖約63 ： 49 
5 .ルカ24 ： 41 一43 

聖句を読んで復活の原則を見っける時間を与える。生徒が復活に関して学んだことを発表する 

ときに，その答えを黒板に書き出す。次のようになるであろう。 

1.実際に肉体が復活する。 

2.復活体は，触知し得る不死不滅の体である。 

3.復活体は，地上を離れて天に昇ることができる。 

4 .復活体には，痛みも死もない。 

5.復活した人は食事をすることができる。 

引 用 預言者ジョセフ•スミスが次のように語ったことを説明する。 

「神の小羊が復活をもたらしたので，すべての人が死人の中からよみがえることになった。…… 

わたしたちの肉体が御霊によって生かされるとき，この肉体には一滴の血も流れていないであ 

ろう。」（Teachings of the Prophet Joseph Smith『預言者ジョセフ•スミスの教え』ジョセフ. 

フィ一ルディング•スミス編，p.367) 
黒板に「復活体には血がない」と書きカロえる。 

アドバイザーの提示 聖典の中では，二つの一般的な復活にっいて触れられていることを指摘する。それは，⑴第 

一の復活すなわち正しい人々の復活と，⑵ 後の復活すなわち正しくない人々の復活である。 

生徒自身の復活が将来行われることと，自らをふさわしく保つことによって第一の復活にあず 

かれることを思い起こさせる。 

人類はすべて裁きを受ける 

聖句を使った 參復活に続いて行われる大いなる出来事は何ですか。（ 後の裁き） 

話し合い 參 後の裁きは，なぜわたしたちが恐れるべきものではないのでしょうか。（正しい準備をするこ 

とで，わたしたちは実際に 後の裁きを待ち望むことができる。） 

後の裁きは救い主によって完全な公平と正義のうちになされることを指摘する。もしわたし 

たちが戒めを守り，御霊と調和して生活するならば，自信を持ってそれを待ち望むことができる。 

一人の生徒にアルマ34 ： 32を読ませる。 

後の裁きとその中における救い主の役割をさらによく理解させるために，アルマ11：40-44 

を読ませる。聖句を読みながら，その意味について話し合う。 

•「自分のすべての罪をはっきりと思い出す」とは，どのような意味でしょうか。（自分たちの悪 

い行いをはっきりと思い出す。） 

復活はすべての人にもたらされるが，昇栄は信仰をもって神の前に住むにふさわしい行いをす 

る人にだけ与えられる。わたしたちは自分の行いのよしあしに応じて裁きを受けることと，それ 

に備えてふさわしい生活を送るなら， 後の裁きは希望に満ちた楽しい出来事になることを強調 

する。 
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第13課 

聖句を使つた アルマ書11章には悪人ゼーズロムに向かって語られたアミュレクの言葉が載せられていること 

話し合い を説明する。アミュレクの言葉に助けられて，ゼーズロムは悔い改め始めた。それからアルマは， 

救いの計画に対する自分の証を付け加えた。 

個人の聖文学習のときに，アルマ書12章を研究するよう生徒たちに勧める。 

聖句を使った 

話し合い 

まとめ 

復活と裁きに関する原則が聖文の中に数多く述べられていることを指摘する。末日聖典の『聖 

句ガイド』には，これらの項目について数多くの参照成句が掲載されている。わたしたちは主の 

言葉を読んで研究し， 後の裁きに備えるために日々導きを求めるべきである。 

まとめとして，生徒たちに教義と聖約88 ：104を読ませ，話し合わせる。あらゆる人が 後の裁 

きの場に立つようになることを強調する。 

チヤレンジ わたしたちは毎日，自分が行うことや行わないことによって，自らを裁いていることを説明す 

る。 後の裁きはわたしたちの生活の総決算となるであろう。自らの裁きによって自分が日の栄 

えの王国にふさわしい者となれるように，曰々の行いについて目標を設定するようチャレンジす 

る。 
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第3課 1£_と俄れみ 

目 的 神の正義と憐れみの関係について理解を深める。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。2 ニーフアイ2 ： 6-8，26 —29 ；アルマ42章。 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.聖典に印を付けるための筆記具 

レッスンの展開 正義と憐れみについてのたとえ話 

引 用 ボイド•K•パッカー長老の語った次のたとえ話を朗読する。 

「これから皆さんに一つのたとえ話をお話ししたい。 

あるものが欲しくて欲しくてたまらない人がいた。彼にとって，それに勝る大切なものはなかっ 

たのであろう。彼は，自分の望みをかなえるために多額の借金をした。 

借金はしないように，特に貸し主には注意するように警告されていたにもかかわらず，自分の 

思いどおりにした。欲しいものをすぐ手に入れることの方が，彼にとっては重要だったのであろ 

う。借金はいずれ返済できると思い込んでいたのである。 

彼は契約書に署名した。借金はそのうち返せると思っていたのでさして気にもかけなかった。 

支払い期限は遠い先のように思えたからである。欲しいものを手に入れることだけが大切に思わ 

れたのである。 

貸し主のことがいつも彼の心の片隅にあり，時々借金の一部を返済した。けれども，決算日の 

ことはまったく考えになかった。 

そうしている間に契約は満期になったが，借金の返済はまだ全部は終わっていなかった。しか 

し，貸し主は彼のところにやって来て，全額支払うように要求した。 

そのとき初めて彼は，貸し主には，自分の財産を残らず取り上げ，自分を投獄する力があるこ 

とに気づいた。 

そこで彼は，『お返しすることはできません。わたしには返済する力がないのです』と言った。 

すると，貸し主は言った。『それでは契約に従ってもらいましょう。あなたに獄に入ってもらい 

ます。あなたはこの契約に同意しました。あなたがお決めになったのです。そして署名しました。 

ですから契約に従うのは当然です。』 

借り主は請い求めた。『支払い期限を延ばしていただくカゝ，許していただくわけにはまいりませ 

んでしょうか。お取り計らいください。世の中には憐れみもなくてはならないと思います。どう 

か憐れみをおかけください。』 

『憐れみというものはいつでも一方の側にだけ働くものです。つまり，あなたにだけ働くので 

す。もしわたしがあなたに憐れみを施せば，あなたは返済しなくてもよいことになります。しか 

し，わたしが要求しているのは正義なのです。あなたは正義を信じますか。』 

『はい，契約書に署名したときは信じていました。でもあのときは契約書があるから大丈夫だ 

と思ったのです。あのとき，わたしは憐れみを必要としなかったし，永久に必要ないとも思って 

いました。わたしは思ったのです。正義はわたしたち双方に同じように働くのだと。』 

貸し主は言った。『正義の要求に応じる方法は二つです。借金を返済するか罰を受けるかです。 

これが律法というものです。あなたは律法に同意したのですから律法に従わなければなりません。 

憐れみが正義の働きを奪うことはできないのです。』 

こうして一方は正義を要求し，一方は憐れみを請うた。しかし，どちらも相手が折れなければ 
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主張を通すことはできない。 

借り主は嘆願した。『もしあなたが負債をお許しくださらないならば，憐れみはありません。』 

すると貸し主は言った。『もしわたしがそうしたならば，正義はなくなるでしょう。』 

正義も憐れみもともに働くことができないように思われた。どちらの律法も一見相反するよう 

な永遠の原則である。正義の要求を満たし，同時に憐れみの働きをも満たす道はないのだろうか。 

否，道はある。正義の律法を完全に満たし，かつ憐れみの効力をも完全に及ぼすことのできる 

道がある。しかし，この方法は仲介者を必要とする。 

借り主には一人の友人がいた。そこで彼が助けにやって来た。その友は借り主をよく知ってい 

た。彼は，借り主が先の見えない人間であることが分かっていた。こんな苦境に陥ってしまうと 

は，何と愚かなことだろうと思った。しかしそうは思っても，やはり借り主を愛していたので， 

助けてやりたいと思った。彼は二人の間に入ると，貸し主に向かって次のような申し出をした。 

『もしあなたがわたしの友人の契約を解除してくださるのでしたら，負債はわたしが肩代わり 

いたします。そうすれば，彼も財産を失わず，獄にも入らずに済みます。』 

貸し主が申し出をあれこれ考えていると，仲介者はさらに次のように言った。 

『あなたは正義を要求されました。しかしわたしの友は支払うことができませんので，わたし 

が代わってお支払いします。これなら公正で異存はないでしょう。ですからあなたはこれ以上彼 

に請求することはできません。』 

貸し主は仲介者の申し出に同意した。 

すると，仲介者は今度は借り主の方に向かって言った。『わたしがあなたの負債を肩代わりした 

から，あなたはわたしを貸し主として認めますか。』 

『はい，もちろんです。あなたはわたしを獄から救い，憐れみを施してくださいました。』借り 

主は泣いてそう答えた。 

すると彼の恩人は言った。『それではわたしに負債を支払いなさい。条件はわたしが決めます。 

条件は易しくはありません。しかし果たせないほど難しくもありません。方法はわたしが用意し 

ます。あなたはもう獄に入る必要がないのです。』 

こうして，貸し主は全額支払いを受けた。公正な扱いを受け，契約も破られずに済んだのであ 

なo 

一方，借り主の方は憐れみを受け，また正義も憐れみの律法もともにその働きを全うした。一 

人の仲保者がいればこそ，正義はその一切の要求を満たし，憐れみの計画は完全に成就されたの 

である。」（「仲保者」『聖徒の道』1977年10月号，p.487) 

話し合い 參仲介者が現れる前は，借り主と貸し主はどのような関係だったでしょうか。（借り主は，貸し主 

に対して支払い能力を超える負債があった。） 

參仲介者が入った後，借り主と貸し主の関係はどのようになったでしょうか。（仲介者は両者の間 

に立ち，貸し主のためには正義の要求を完全に満たし，借り主のためには憐れみをもたらした。） 

黒板を使った たとえ話に登場する貸し主や借り主，仲介者の関係について話し合いながら，次の説明図を黒 

話し合い 板に書いていく。 
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參たとえ話の中で借り主は，だれかに強制されて負債を負ったのですか。（いいえ，借り主は自分 

にとって大きな価値があり大切だと思われたものを得ようとして，自ら負債を負った。） 

參貸し主は，どのような負債の支払いを期待しているでしょうか。（100パーセントの完全な支払 

い） 

參これに対して借り主は，どのような約束をしているでしょうか。（100パーセント完全に支払う 

という約束） 

參どうすれば正義は満たされますか。（負債を完全に支払うこと） 

正義の女神は手にはかりを持ち，目隠しされた姿で描かれていることを説明する。目隠しをし 

ているのは，人を偏り見たり友人に便宜を図ったりしないことの象徴である。 

眷正義の側から言えば，負債の支払い者がだれであるか_係がありますか。（関係ない。正義が要 

求するのは，支払いだけである。） 

參正義は負債の支払いを，借り主以外のだれかに要求したり，期待したりしますか。（しない。そ 

うすることは公平でも公正でもない。正義はだれの支払いによっても満足するが，借り主の負 

債を本人以外の人に強制することはない。） 

參仲介者は，どの程度の負債を肩代わりしたでしょうヵゝ。（全額） 

眷借り主は仲介者に，どのような約束をしたでしょうか。（仲介者が要求することをすべて行う。） 

參借り主が仲介者との約束を守らなかったとしたら，憐れみを受けることができるでしょう力、。 

(明らかにできない。仲介者の意志に従うことを条件にしてだけ，憐れみは施される。） 

天父の正義と憐れみ 

弓 I用 借り主と貸し主のたとえ話が，実はイエス•キリストの贖罪について解説したものであること 

を説明する。パッカー長老は次のように解説している。 

「わたしたちは皆一種の霊の負債を負って生きている。いつか勘定が打ち切られ，精算をしな 

ければならない曰がやって来るだろう。今は気に留めなくともそれでよいかもしれない力《，やが 

て，決算日が来て，抵当権の行使を迫られる。そのときわたしたちは助けてくれる人を泣きなが 

ら捜さなければならないのである。 

永遠の律法によれば，わたしたちの負債を負い，その代価を払い，かつわたしたちの贖いの交 

渉をしてくれる人がいないかぎり，憐れみは及ぼされない。 

もし仲保者がいなければ，また友人がいなかったならば，正義の要求する無情の厳しい重荷は 

すべてわたしたちの身に降りかかるのである。しかし，罪の大きさや程度は違っても，わたした 

ちがすベての罪に対して完全な償いをするならば，強要されるものは何もない。 

栄えある真理は，仲保者の存在を次のように宣言している。 
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第13課 

『神は唯一であり，神と人との間の仲保者もただひとりであって，それは人なるキリスト•イ 

エスである。』(1テモテ2:5) 

わたしたちが永遠の正義の律法を拒まないかぎり，憐れみが仲保者キリスト•イエスを通して 

一人一人に完全に及ぶ。 

この真理は，キリスト教の教義の根本である。あなたは枝が茂った木のように福音に対する知 

識は豊富かもしれないが，もし枝葉の部分しか知らず，しかも，それが根につながっていない， 

真理から離れたものであるならば，そこに生命も実質も贖いもない。 

憐れみはだれにでも自動的に及ぶというものではない。主との契約を通して及ぼされるのであ 

る。憐れみはすなわち主の条件，主の寛大な条件に従って初めて与えられるのである。そして， 

その条件として絶対に欠くことのできないのが，罪の赦しを受けるために水に沈められるバプテ 

スマである。 

人は皆正義の律法の保護を受けることができる。またそれと同時に憐れみにより罪から贖われ, 

心の癒しを受けることもできる。 

このような正義と憐れみに関する知識は，実際に則したきわめて価値あるものである。その知 

識はわたしたちに直接に役立つものであり，一人一人が霊の負債を残らず返済できるように道を 

開くものである。 

多分，あなたもそのような霊的な悩みを抱えた一人であろう。多くの人は避けて通ろうとする 

ことである力《，自分自身を真正面から見詰めた場合，あなたには悩みの種となっている未解決の 

問題があるだろう力、 

何か気にやむことがあるだろうか。また，程度の差はあるが，何か罪を犯した状態にとどまっ 

ていないだろうか。 

わたしたちは自分の犯した罪を大したことでないと人に話すことによって，それを解決しよう 

とすることがよくある。しかしどういうわけか，わたしたちは心の奥底から信じ合ってはいない 

し，わたしのロから言うのもどうかと思う力ん自分自身も信じていない。わたしたちは自分のこ 

とは自分がいちばんよく知っている。罪はゆゆしい問題なのである。 

犯した罪はすべてわたしたちの計算書に付け加えられる。わたしたちがいつかその罪を適切な 

方法で解決しなければ，バビロンのベルシャザルのように，はかりにかけられて不足を明らかに 

されるであろう。 

深く罪を悔いる人々のために，正義の要求に応じ，憐れみを施すことのできる贖い主，仲保者 

がおられる。なぜなら，『メシヤは律法の目的を達するため，打ち砕かれた心と悔いる霊を持つす 

ベての人のために，罪に対する犠牲として御自身をささげられる。このような人々のためにしか， 

律法の目的は達せられない』（2 ニーフアイ2 ： 7)からである。 

メシヤはすでに全人類を死より贖われた。復活は無条件ですべての人に与えられる。 

メシヤはまた第二の死，すなわち天父の前から断ち切られるという霊の死からの贖いを可能に 

してくださっている。この贖いは清い人々にのみ及ぶ。清くない者は神の王国に入ることができ 

ないからである。 

もし正義によってわたしたちが罪のために神の王国に入る資格がないと判断された場合，わた 

したちは憐れみによって猶予期間が与えられる。すなわち，罪を悔い改め，神の王国に入る準備 

をする機会を与えられるのである。」（「仲保者」『聖徒の道』1977年10月号，pp.487—488) 

聖句を使った パッカー長老のたとえ話の助けを借りれば，正義と憐れみの関係を示した聖句の意味がさらに 

話し合い よく理解できることを生徒に説明する。 

アルマ書42章を読み，話し合う。 

•コリアントンは何について思い悩んでいたのでしょうか。（「罪人に対する罰」〔1節〕） 

エデンの園に，天父は善悪を知る木と命の木を植えられたことを説明する。天父はアダムとエ 

ノ《に教えて，善悪を知る木の実以外はどの木の実を取って食べてもよいと言い，もし善悪を知る 

木の実を取って食べるなら，彼らは必ず死ぬであろうと言われた。天父は律法を与え，それに背 

いたときの結果を説明されたのである。 
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春だれかが強制的に，アダムとエバに禁断の実を食べさせたのですか。（いいえ。もしそうであれ 

ば，彼らは選択の自由を行使できなかったであろう。二人は自らの選びによって食べた。） 

參禁断の実を食べた結果，どのような状態になりましたか。（7節によれば，二人は「肉体的にも 

霊的にも主の御前から断たれてしまった。」） 

拳アダムとエバが肉体の死と霊の死を受けたのは，公平なことだったのでしょうか。（はい。律法 

が与えられ，選択の自由が許され，その結果について十分に説明されていた。） 

アダムとエバは善悪を知る木の実を食べることによって，わたしたちすべてが現世に来ること 

を可能にしてくれた。この点を生徒に思い出させる。 

天父は，命の木の実をだれも取って食べることがないように，天の生き物であるケルピムと炎 

の剣を置かれたことを説明する。 

•なぜ天父はこのようにされたのでしょうか。 

次の点を理解させる。もしアダムとエバが律法に背いた後に命の木の実を食べていたら，罪の 

あるまま永久に生きたであろう。そして，悔い改めて天父とともに再び住むために備えをする時 

期を失ったであろう。これは救いの計画を無に帰し，幸福の計画を破壊していたであろう。憐れ 

みに満ちた天父はアダムとエバに，肉体の死から救われる前に，悔い改めて天父に仕える時期を 

与えられたのである。「神にお会いする用意をする時期」（アルマ34: 32)，堕落した状態を克服す 

る時期がわたしたちに与えられたのである。 

•堕落した状態から自らを救うために，わたしたちは何をすることができたでしょうか。（何もで 

きなかった。わたしたちは不従順によって自分の身にその結果を受け，しかも自分を「救い出 

す手段はまったくなかった。」〔アルマ42:12，14〕） 

•天父の正義の律法では，どのように定められていますか。（汚れたものはいかなるものも，神の 

前に住むことができない。戒めに従わない人はだれであっても「神の御前から断たれる。」〔ア 

ルマ 42 ：14〕） 

參どれくらいの人々が正義の手の中，すなわち堕落して神の前から断ち切られた状態にいるので 

しょう力、（すべての人〔アルマ42 ：14節参照〕） 

參わたしたちが正義の手の中から逃れるために，神はどのような方法を備えられたでしょうか。 

(憐れみの計画。その中でイエス•キリスト力《世の罪のために代価を支払われ，正義の要求が 

満たされる。したがってわたしたちは赦しを受けるために悔い改めなければならない〔アルマ 

42 ：15参照〕。) 

•なぜ罰が定められ，律法が与えられたのでしょうか。（良心のとがめを感じるように助け，悔い 

改めに導いて罪の結果に苦しまないようにするため〔アルマ42 ：18参照〕。） 

眷憐れみの計画はどのように正義の要求を満たしますか。 

憐れみの計画によって，正義の要求は完全に満たされることを説明する。正義は律法を実行し 

て，その破られたことに対して罰を与える。しかし悔い改めた人のために，憐れみはその罰を救 

い主に移し替えることができる。悔い改めない人は憐れみを請うことはできず，罰を受けるまま 

の状態に置かれる。悔い改めた人だけが，キリストの贖罪の及ぶ範囲に入れられるのである。正 

義の律法は，真心から悔い改める人以外に憐れみが施されることを許さない。 

一人の生徒に2 ニーファイ2:6 — 8，26 —29を読ませる。 

參わたしたちは試しの生涯において，何を選ぶことができるでしょうか。（二つの選択があるだけ 

である。すなわち束縛と死を選ぶか，自由と永遠の命を選ぶかである。わたしたちは正義の計 

画によって，不幸，束縛，死の状態に置かれているが，憐れみの計画は贖罪によって人間を正 

義の手の中より救い出し，幸福，自由，永遠の命をもたらしてくれる。） 

アドバイザーの提示 憐れみの計画を受け入れるには，以下の事柄を行う必要があることを説明する。 

1•謙遜になる。自分の力だけでは，正義の手の中から逃れられないことを認める必要がある。 

2.キリストのもとに来てすべての罪を悔い改め，憐れみを請い求め，贖罪に対する信仰を行使 

して，パプテスマと確認の儀式を受ける。 

3 .打ち砕かれた心と悔いる霊をもって，試しの生涯を終わりまで堪え忍ぶ。 
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第13課 

まとめ 

証 憐れみの計画すなわち救いの計画に従って，正義ではなく，憐れみを追い求めるべきであるこ 

とを証する。 
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第10課 
1

•大きな変化」 

目 的 贖罪と人を赦すことの大切さについて理解を深める。 

幸 備 1.次の聖句を祈りの気持ちで研究する。エゼキエル18 ： 21 — 22，31-32 ；マタイ18 ： 32 — 35 ； 

マルコ14 ： 32-34 ； 2 ニーファイ2 ： 6 — 9 ； 9 ： 21 — 23 ；モーサヤ4:2 — 8 ;アルマ 

5 ：11-16 ；11：40 — 42 ； 34 ：14 — 32 ； 36 ： 5 -21；3 ニ ー フ ァ イ 9 ： 20 — 22 ；モロ ナ イ 

6:2;教義と聖約19 ：16 — 19 ； 59 ： 8 ； 76 ： 40-42 ；132 ： 23 — 24。以上の聖句は，レッス 

ンですべてを提示できなくても，研究することによって教える際の助けになるであろう。 

2 .教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.聖典に印を付けるための筆記具 

レツスンの展開 心の大きな変化 

アドバイザーの提示生徒たちは次のような言葉をよく耳にする。「イエス•キリストは，わたしたちが生きられるよ 

うに，自ら命を捨てられた。」「罪の代価を支払われた。」「永遠の命への扉を開かれた。」「わたし 

たちの罪を贖われた。」これらの言葉が何を意味しているか生徒に尋ねる。 

引 用 ジョセフ•スミスは次のように述べている。「贖罪は，創造されたものの歴史を通じて も重要 

な唯一無二の出来事である。それは福音とほかのすべての事柄の基盤となる〔堅固な〕岩である。 

確かに，わたしたちの宗教のすべての事柄は，それに付随するにすぎない。」{Teachings of the 
Prophet Joseph Smith『預言者ジョセフ•スミスの教え』ジョセフ•フィ一ルディング•スミス 

編，p.121�ブルース• R •マツコンキー，Mormon Doctrine『モルモンの教義』p.60参照） 

聖句を使った 

5舌しロし、 

教義と聖約76 ： 40_42を読む。 

•この聖句はあなた個人にとってどのような意味がありますか。 

•どのようにしてわたしたち一人一人に贖罪の恵みがもたらされますか。 

2 ニーフアイ2 ： 7 — 9を読む。 

•「打ち砕かれた心と悔いる霊を持つ」とはどのような意味ですか。 

モーサヤ5 ： 2とアルマ5 ：14—16を読んで話し合う。 

•「心の中に大きな変化を生じ」るとは，どのような意味でしょう力、。 

2コリント7 ： 4 —16を読む。 

•自分の罪を暴かれた人と，自ら進んで罪を告白し，神の御心に添った悲しみを感じ，真心から 

悔い改めようとする人では，どのような違いがありますか。 

全員で2 ニーフアイ2 ： 7-9を読む。 

參神の御心に添った悲しみに不可欠の要素は何でしょうか。 

全員でエゼキエル18 ： 21—22を読む。 

•「罪を離れ」とは，どのような意味でしょう力、 

•罪はわたしたちにどのような死をもたらしますカゝ。（罪深い行為のもたらす病気によって肉体の 

死を受けたり，神とイエス•キリストの前にふさわしくなくなることによって，霊の死を受け 

たりする。） 
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聖句を使った 息子アルマとモーサヤの息子たちの物語を自分の言葉で話す（アルマ36: 5 — 21参照)。 

話し合い 17 —19節にっいて話し合う。アルマが「打ち砕かれた心と悔いる霊を持っ」ことの意味を知っ 

たときにどのような気持ちを感じたかを強調する（3 ニーフアイ20 ： 22 ；モロナイ6 ： 2 ：教義 

と聖約59: 8参照)。 

第一の原則の重要性 

信仰箇条 信仰箇条1：4を全員で暗唱させる。 

話し合い これらの原則と儀式について話し合い，それぞれの提示されている順番を強調する。 

1.信仰は主イエス•キリストを中心として，主がわたしたちを再び清くする力を持っておられ 

ることを信じるものでなければならない。 

2.悔い改めは罪から真に離れることであり，神の御心に添った悲しみを伴わなければならない。 

3.パプテスマは正しい権能を持つ人により，水に沈められることによって行われ，喜んでイエ 

ス•キリストの証人になることを表すものでなければならない。 

4.聖霊の賜物は，それを行う権能を持つ人の按手によって授けられ，聖霊の影響力を受けたい 

という心からの願いが伴わなければならない。 

物 語 ジェーン•スナイダー•リチャーズは，バプテスマを受けることによって信仰を表した。次の 

物語を紹介する。 

ジェーンは1823年に合衆国で生まれた。兄のロバートは，命を失いそうになったとき，『新約聖 

書』から水に沈めるバプテスマについて読み，だれがこの儀式を正しく行えるのか知るために祈っ 

た。すると心の中に「ジョン.E •ページ」という名前がはっきりと聞こえた。後になって分かっ 

たことであるが，このジョン• E •ページは教会から遣わされた宣教師であった。バプテスマを 

願い，そしてページ長老から神権の祝福を受けた後，ロバートは健康を回復し，大勢の人々にバ 

プテスマを施すために伝道に出て行った。 

1839年までに，ジヱーンを除いて家族の皆がバプテスマを受けた。 

ジェーンは16歳のときに重い病気にかかり，医者からも見放されてしまった。ロバートは妹を 

見舞うために伝道から戻った。ジェーンは次のように話している。 

「兄はわたしの病気が重いのを見て……3曰か4日の間，食べ物も飲み物も取らずに……わた 

しのために断食して祈ってくれました。……兄は部屋に入って来ると，わたしの枕もとに顔を近 

づけて言いました。『ああ，ジェーン，君がバプテスマを受けてくれたら……。』 

翌朝……わたしは全身がまひして今にも死にそうでした。話すことも，動くこともできません。 

兄は泣いて……油注ぎの儀式を行って祈ることができるか尋ねました。兄が祈っているとき，わ 

たしの心に光がさして，バプテスマの必要性について書かれた本が目の前で開かれたかのように 

見えました。もし罪のないキリストがバプテスマをお受けになる必要があったなら，わたしは自 

分を主よりも優れていると考えられるでしょうか。 

その瞬間，すべての痛みが消え，まひがなくなりました。ただ体が弱っているだけでした。ひ 

ざまずいていた兄が立ち上がると……わたしはバプテスマを施してほしいと懇願しました。兄は 

〔ちゅうちょしました。〕真冬のことで，儀式は氷を割って行わなければなりませんし，そんなこ 

とをすれば，命取りになるかもしれないからです。しかし，わたしは死を恐れていませんでした。 

ただバプテスマを受けなければならなかったのです。」 

その日，ロバートはジェーンにバプテスマを施すことになった。30センチの厚さの氷に穴が開 

けられ，町の人々力《300人もその湖に詰めかけた。人々は，ひん死のジヱーンが凍りつくような風 

にさらされ水につけられたので，ロバートを逮捕するつもりでいた。ところが驚いたことに， 

ジェーンは水から上がると，人々にこう言ったのである。「これはすべて，わたしの自由意志でやっ 

たことです。強制されたのではありません。……兄は神の業を行っていたのですから，手を出し 

てはいけません。じゃまをするなら，神がその人を罰せられるでしょう。」ロバートは逮捕されな 

かった。そして，無事に儀式を終えたジェーンは，奇跡的に癒されたのである。（ジェーン•スナ 
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イダー•リチャーズ，Reminiscences of Mrs. F. D. Richards�F • D •リチャーズ夫人の回想』 

PP .1—7) 
參ジヱーンはバプテスマを受けるために，なぜ信仰が必要だったのでしょうか。 

•ジェーンは，進んでイエス•キリストの証人になることをどのように示しましたか。 

アドバイザーの提示 福音の第一の原則と儀式に記された段階に従うならば，いつの曰か天父とイエス•キリストの 

もとに戻れることを説明する。 

まとめ 
けんそん 

訨 わたしたちが自ら謙遜になり，生活の中でイエス•キリストを受け入れ，ゲツセマネと十字架 

での主の苦しみがわたしたちの罪のためであることを覚えるならば，イエス•キリストの贖罪を 

通して赦しが受けられることを証する。 
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第11譟 

目 的 イエス•キリストを信じる信仰を持つことによって，いかなる境遇の中にあっても主を信頼で 

きるようになることを理解する。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。マタイ11：28 — 30 ；へブル11：32 — 40 ；1ニーファイ 

3 ： 3 1 - 4 ： 1 ； 2 ニーファイ 9 ：18 ； 31：19 — 20 ；アルマ 5 ：12 —14 ；モロナイ 6 : 4 ; 

教義と聖約75 ： 5 ； 98 ：11 — 13。 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.聖典に印を付けるための筆記具 

レッスンの展開 

黒板を使った 

5舌しC3し、 

わたしたちは主を信頼しなければならない 

レッスンを始める前に，以下の図を黒板に書いておく, 

信じる一—キリス卜を信じる信仰一信頼一自信一希望 

黒板の図について説明するよう生徒に言う。主の教えを真実なものとして受け入れることが信 

仰の第一歩である。それを生徒が理解できるように助ける。キリストを信じることによって，キ 

リストがわたしたちを救うことのできる唯一の御方であるという信仰を育てることができる。キ 

リストに対する信仰を持つということは，主を信頼し，主がわたしたちにしてくださっている約 

束を信頼することである。そのことを理解させる。そのような信仰は，人生においていかなる問 

題や状況に直面しても，それに立ち向かっていく自信をわたしたちに与えてくれる。わたしたち 

が主に対して忠誠を示すなら，輝かしい未来に対して希望を持つことができる。 

聖句を使った 2 ニーフアイ31：19 —20とモロナイ6 ： 4を読んで印を付けさせ，相互参照させる。このニつ 

話し合い の聖句を黒板に書く。生徒たちが2 ニーフアイ31：19 一 20をよく理解できるように次の質問をす 

るO 
•「キリストを信じる確固とした信仰」を持つとは，どのような意味でしょうか。 

わたしたち一人一人がキリストに完全な信頼を寄せ，自分だけでは十分ではないことを自覚す 

る必要のあることを説明する。永遠の命を得るには，主の助けが必要であり，わたしたち力ゃ侮い 

改め，祈り，思いを汚れのない状態に保つならば，それを受けることができる。 

參永遠の命を得るには，細くて狭い道に入った後，わたしたちは何をしなければならないでしょ 

うか。 

キリストを固く信じて疑わず強く進むとは，動揺したり，変わったりしないことである。わた 
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したちは常に主のことを第一に考えなければならない。日々聖文を読み，書かれていることにつ 

いて考え，祈ることによって，そうすることができる。そしてイエス•キリストがわたしたちに 

望まれるような生活をするように努めなければならない。 

生徒たちがモロナイ6 ： 4をよく理解できるように次の質問をする。 

參これらの人々が教会に入ってから，彼らのために何が行われたでしょうか。（彼らは覚えられ， 

神の善い言葉で養われた。） 

•神権者が教会員を見守り，強める一つの方法は何でしょうか。（ホームティーチンダを行う〔教 

義と聖約20 ： 46 — 57参照〕。） 

•イエス•キリストを信じる人々は，何に頼らなければなりませんか。（キリストの功徳にだけ頼 

る。） 

わたしたちは永遠の命を得るために，自分の能力や家族，友人をあてにするのではなく，キリ 

ストの功徳にだけ頼らなければならないことを説明する。 

聖句を使った アルマは信仰によって心に大きな変化がもたらされると教えていることを説明する。生徒たち 

話し合い にアルマ5 ：12 —14を読ませ，印を付けさせる。わたしたちは皆，アルマが言うように，「心の中 

に，この大きな変化を経験したか」（アルマ5 ：14)と自問してみる必要があることを説明する。 

わたしたちはほんとうにイエス•キリストに信頼を寄せ，頼っているだろうカゝ。この大きな変化 

は，正しい生活を送って常に聖霊を伴侶とすることによりもたらされることを指摘する。 

信頼と確信は真実の信仰の条件である 

アドバイザーの提示 一度イェス•キリストへの信頼を確立するなら，いかなる状況の中にあっても確信をもって人 

生に立ち向かっていけることを説明する。初期のキリスト教徒たちは火に焼かれ，獣に引き裂か 

れながら，なお完全な平安を保って死んでいった。それはキリストと自分たちの将来に対して確 

信を抱いていたからである。わたしたちはそのような状況に遭遇することはないであろう力《，人 

生でいかなることが起ころうともわたしたちを助けてくださる主に信頼すべきである。 

かつてジョージ•A•スミス長老が病気になったとき，いとこの預言者ジョセフ•スミスが彼 

を訪ねて来た。ジョージ•A•スミス副管長は預言者が話してくれたことを次のように語ってい 

るo 
「ジョセフはわたしにこう言った。たとえどのような苦難に遭遇しようと，決して落胆しては 

ならない。たとえノバスコシアの炭坑に埋められようと，ロッキー山脈全体が頭上に覆いかぶさ 

ろうと，落胆せず，主に頼り，信仰を働かせ，勇気を保ちなさい。そうすれば頂に連れ出される 

であろつ。」（Awe 然^y, Biography ’ and Family of George A. Smith『ジョージ.A •スミスの 

系図と伝記と家族jゾラ•スミス•ジャービス編，p.55) 

•ジョセフ•スミスの確信は何によってもたらされたのでしようか。（キリストを信じる信仰） 

聖句と物語を使った 1ニーファイ3 :31と4 ：1を読ませ，印を付けさせる。 

話し合い 參ニーファイは，この聖句にあるような勇気をどこから得たのでしょうか。（主を信じる信仰か 

ら。これによって主に対する完全な確信を得た。） 

マシュー•カウリー長老の語った次の話は，わたしたちが信仰によって生きるときに得られる 

確信について教えている。 

「わたしはニュージーランドで，赤ん坊に癒しの儀式を施すように頼まれました。祝福するよ 

うに頼まれたのです。その父親は生後14か月の赤ん坊を抱えながら，わたしのところへやって来 

て，こう言いました。『わたしたちの子供はまだ祝福を受けていませんので，あなたに命名してい 

ただきたいんです。』『いいですよ。お名前は？』とわたしが言うと，父親は子供の名前を告げて， 

無造作にこう言いました。『命名するときに，この子の目が見えるようにしていただきたいんで 

す。』その赤ん坊は生まれつき目が見えなかったのです。『わたしたちはこの子をウェリントンの 

専門家に見せたのですが，生まれたときからの盲目でどうすることもできないと言われました。 

ですから命名するときに，あなたが用いるその同じ権能でこの子の目が見えるようにしてやって 
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いただきたいのです。』かくも単純に言ってのけたのです。 

わたしは後ずさりしたいような気持ちがしました。自分にはそのような信仰がまったくなかっ 

たのです。あまりにも突然のことでした。しかし，ともかくも手を伸ばして幼児の命名の祝福を 

行いました。それはわたしが施したどの祝福よりも長かったと思います。わたしは思いつく限り 

の，また思い出せる限りのすべての言葉を使って，その子供の目が見えるように祝福するための 

十分な霊感，あるいはそう呼びたければ十分な勇気を得ようとしたのです。そしてついに終えま 

した。 

そして8か月後にその子供に会ったとき，その子供はわたしを見ることができました。……こ 

の素朴な信仰をあなたの生活から締め出してはいけません。あなた自身の中から失ってはいけな 

いのです。それは人生の中で得ることのできる も貴いものなのです。」（ヘンリー• A •スミス 

による引用，Matthew Cowley: Man of Faith『信仰の人マシュー•カウリー』pp.138 —139) 

聖句を使った イエス•キリストを信じる信仰が，すぐに祝福をもって報われない場合が時々あることを説明 

話し合い する。イエス•キリストに対する信仰と信頼を持つ人々力《体験した出来事を示すため，生徒たち 

にへブル11：32 —40を読ませる。この世がこうした人々の住む場所ではなかったことが，38節と 

39節に示されていることを説明する。39節には，彼らは信仰による証を受けるために進んで苦し 

みを受けたが，この世では約束のものを受けなかったことが示されている。彼らの報いは，さら 

に良い世界で待ち受けていた。 

生徒たちにマタイ11：28 — 30を読ませ，印を付けさせる。 

參救い主はどのような意味で「わたしのくびきは負いやすく，わたしの荷は軽い」と言われたの 

でしょうか。 

參この聖句はへブル書の11章で述べられた人々に，どのように当てはめることができるでしょう 

か。 

マタイ11章にあるイエスの言葉は，信仰のうえでの意味であることを生徒に理解させる。たと 

えわたしたちが拷問を受け，あざけりを受けても，わたしたちの信仰が主を信頼するに十分なも 

のであれば，その信仰は主とともに永遠の命を受けるにふさわしい信仰である。ほかの人々から 

どのようなことをされても，わたしたちが主に対する信頼を持っていれば，わたしたちのくびき 

は負いやすくなり，荷は軽くなる。拷問や死はわたしたちの身に起こる 悪の事柄ではない。信 

仰と確信を失うことの方が，さらに悪い結果を招くであろう。なぜならそのとき，わたしたちは 

主とともに永遠の命を受けられなくなるからである。 

忠実な人々には永遠の命が約束されている 

聖句と黒板を使った 主に信仰を持つと，行動が変わることを説明する。わたしたちは主に対して希望が生じ，将来 

話し合い に対する主の約束を信頼するようになる。 

生徒たちに教義と聖約75 ： 5と98 ：11—13を読ませ，印を付けさせる。忠実な人々に約束され 

ている誉れと栄光と永遠の命について指摘する。 

•なぜわたしたちは，イエス•キリストの福音のために自分の命さえも進んでささげるべきなの 

でしよう力、 

主は，忠実な人々には永遠の命を与えると繰り返し約束しておられる。2 ニーフアイ9 ：18を 

読む。この聖句には，わたしたちのなすべきことと，わたしたちの受ける報いが説明されている。 

聖句の要点を黒板に書き出す。 
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わたしたちのなすべきこと 

1.イスラエルの聖者を信じる 

2.この世の苦難を耐え忍ぶ 

3 .世の辱めをいとわない 

わたしたちの受ける祝福 

1.神の王国を受け継ぐ 

2.とこしえに満ちみちる喜びを受ける 

まとめ 

チヤレンジ イエス•キリストを信じる信仰を持っていることと，主を信頼していることを示すよう，生徒 

にチャレンジする。以下の提案について生徒に考えさせ，今週実行するように言う。 

1.救い主の模範に従うようにする。聖霊を常に自分の伴侶とするために，ふさわしくなるよう 

努力する。主が助けてくださることを信じて，積極的な気持ちで問題や障害に取り組む。 

2.自分が改善したいと思う弱点や習慣を挙げ，主が必ず助けてくださるという確信をもって， 

主の助けを求める。 

翌週のレッスンで，生徒たちの体験を報告させる。 
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悔い改め 第12髁 

目 的 悔い改めによって，自分の進歩や平安を妨げている態度や行いを変えられることを理解する。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。イザヤ1：18 ；使徒9 ：1-22 ；モーサヤ5 ： 2 ；ア 

ルマ22 ：15-18 ； 36 ： 6 —26 ；ヒラマン3 ： 35 ；教義と聖約58 ： 42 — 43。 

2 •教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b .鉛筆2本 

c.聖典に印を付けるための筆記具 

3.レッスンに出てくる「聖典クイズ」を2枚複写しておく。括弧の中の答えは省いておく。 

レツスンの展開 神は赦してくださる 

聖句を使った イザヤ1：18を読んで印を付けさせる。 

話し合い 參罪の赦しについてこの聖句から何が分かりますヵゝ。（自分の罪がどんなに大きくても，克服する 

ことができる。） 

重大な罪を犯した人の中には，赦されないと思い込んでしまう人があることを指摘する。困難 

ではあるが，重大な罪にも赦しの道が備えられていることを説明する。 

聖典を使った 聖典の中には，悔い改めの原則を示すすばらしい物語が載っていることを説明する。クラスを 

グループ活動 二つに分け，それぞれのグループで，書記を一人指名する。鉛筆と「聖典クイズ」の写しを各書 

記に渡す。グループ1には問題1と3を，グループ2には問題2と3を解かせる。書記に正解を 

記入させる。各自の聖典を使って聖句に印を付けるように言う。 

1.グループ1にアルマ36: 6 —26を読ませる。 

a .天使が現れる前にアルマは何をしていましたか。（教会を滅ぼそうとしていた。） 

b.自分の悪い行いに気づいたとき，アルマは何を感じたでしょうか。（苦痛，苦しみ恐怖） 

c.アルマが心を入れ替えた鍵は何でしょうか。（父親から教えられていたイエス•キリスト 

の贖罪について思い出し，イエスに憐れみを願ったこと） 

d.アルマは贖罪を受け入れた後，何を感じたでしょうか。（前に感じた苦痛と同じくらい大 

きな喜び） 

e .天使の現れを受けた年，アルマは自分の悪い行いを償うために何をしましたヵゝ。（大勢の 

人々に福音を伝え，偉大な宣教師になった〔24 —26節参照〕。過ちを償うための 良の方 

法は率先して善を行うことである。） 

2.グループ2に使徒9 ：1—22を読ませる。 

a .後にパウロとして知られたサウロは，初め何に加わっていたでしょうか。（聖徒の迫害） 

b.天使に声をかけられた直後，パウロ（サウロ）はどのような反応を示しましたか。（悲し 

みに覆われ，自分のなすべきことを知りたいと思った。） 

c .救い主はどのようにしてパウロに赦しを与えられましたか。 

d .自分の過ちを認めて悔い改めた後，パウロはどのような人になったでしょうか。（キリス 

トの偉大な宣教者，使徒となった。） 

3 .両方のグループに教義と聖約58 ： 42 — 43を読ませる。 

a.悔い改めるとはどのような意味ですか。（自分の罪を告白し，それを捨てる。） 

b.わたしたちが罪を捨てて悔い改めたら，主はどうされるでしょうか。（もうその罪を思い 
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起こされない。） 

活動の中の話し合い 各グループの答えを発表させる。この3つの聖句について話し合い，悔い改めという希望につ 

いて理解させ，その過程がさらによく分かるように生徒たちを助ける。 

引用を使った 

5CJ し C3'レ、 

悔い改めの原則 

一人の生徒にスペンサーキンボール大管長の次の言葉を読ませる。 

「末日聖徒イエス•キリスト教会の使命はあらゆる地に住む人々に悔い改めを叫ぶことである。 

教会員であるなしを問わず，この呼びかけに耳を傾ける人は，赦しの奇跡にあずかることができ 

る。神は人々の目から苦悶，悔い，驚愕，恐れ，罪の涙をぬぐい取ってくださる。そして涙の目 

は乾いた目に，不安で心配げな顔は満ち足りた笑顔となるのである。 

何という慰め，何という安らぎ，何という喜びであろうヵゝ。背罪や悲しみや罪の重荷に苦しん 

でいる人でも，主のもとに立ち帰り，主について学び，主の戒めを守るならば赦され，罪から清 

められるのである。またすベての人は，日ごとの愚かな行いや弱さを悔い改めることによって赦 

しの奇跡にあずかることができるのである。」（『赦しの奇跡』P.380) 
•罪を離れてキリストのもとへ行くとは，どのような意味でしょう力、。 

悔い改めは，特定の罪を克服する以上の行為であることを強調する。それは一切の罪から離れ 

去ることを意味している。また，今後いかなる罪も決して犯したくないという気持ちになること 

を意味している。悔い改めを通して，わたしたちは罪を完全に断ち切るのである。 

聖句を使った 

話し合い 

アルマ22 ：15—18を読んで話し合う。聖句に印を付けさせてもよい。 

罪を悔い改めるときの正しい態度がラモーナイの父によって示されていることを指摘する。彼 

は「自分の罪をすべて捨てます」と言った。主はわたしたちに悔い改めを命じるとき，罪を捨て 

るように求めておられるのである。 

聖文も預言者も，悔い改めが一つの過程であると強調してきたことを説明する。悔い改めの中 

には何が含まれるか生徒に尋ねる。悔い改めには以下の段階を踏むことが要求される。 

1.正直に罪を認める。 

2 . •遜に罪を告白する。 

3.可能なかぎり償いをする。 

4 .罪を捨てる。 

5 •イエス•キリストの贖いの犠牲を受け入れる。 

聖句を使った 

5舌しOし、 

真の悔い改めとは心を改めることである 

モーサヤ5 ： 2を生徒に読ませる。 

心を改め，悪を行う気持ちを捨てた状態は，御霊の力を通し主からの賜物として与えられるこ 

とを説明する。そのような変化は，ベニヤミン王の民の場合のように突然起きることもあれば， 

わたしたちが戒めを守る熱心さに応じて徐々に与えられる場合もある。 

•御霊はなぜべニヤミン王の民の心を清めることができたのでしょうか。 

自ら進んで信じ，主のもとに行ったことが，彼らの心を変えた鍵である。この点を強調する。 

同じことがわたしたちの場合にも当てはまる。 

一人の生徒にヒラマン3 ： 35を読ませる。 

天父が人の心を変え，聖めることができるのは，わたしたちが進んで自分の心を神に従わせる 

ときである。そのことを説明する。この世の関心事や自分の利益，そのほか何であっても，キリ 

ストのもとに行くこと以上に優位を占めるものがあれば，わたしたちはこの清めを受けられないc  

真の‘侮い改めには，心を改めること，罪から離れて主のもとに行くことが含まれる。 

引 用 真の悔い改めには，自分の心と態度を変えることが必要である。ボーン.J •フヱザーストー 

ン長老の紹介した以下の物語には，そのことが示されている。 
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「わたしはその若者をオフィスに招いた。彼は〔宣教師志願者として〕すでに監督とステーク 

会長の面接を終えていた。わたしはこう言った。『あなたはこれまでの生活の中で大きな罪を犯し 

ましたね。わたしがあなたと面接をするのはそのためです。楽な気持ちであなたがしたことを全 

部話していただけますか。』 

彼は頭を上げ，傲慢な態度でこう言った。『何でもやりましたよ。』 

わたしは言った。『じや，もう少し具体的に。女性と性的な関係を持ったことはありますか。』 

『ですから何でもしたと言いましたでしょう。』彼は皮肉っぽい態度でそう言った。 

わたしは尋ねた。『それは1回だけですか。それとも何人か違う女性と何度もそういう経験が 

あったわけですか。j 
彼はまた嘲笑的な顔つきで言った。『女性はかなりたくさんいましたね。それに回数となると 

ちょっと覚えていません。』 

わたしは言った。『あなたの罪がそれほど重大なものでなければよかったのですが。』 

彼は答えた。『まあ，そうですね。』 

『麻薬はどうだったんですか。』 

『何でもやったと言いましたでしょう。』 

そこでわたしは尋ねた。『ではなぜ伝道に行くことを考えたのですか。』 

『悔い改めたからです。』彼はそう答えた。『わたしは今話したことをこの1年間まったくして 

いません。それにわたしの祝福師の祝福にわたしが伝道に行くと書いてあるのです。わたしは長 

老に聖任され，この1年間ふさわしい生活をしてきました。ですから伝道に行けると思うのです。』 

わたしは机を隔ててこの21歳になる若者の顔を見詰めた。過去の自分の罪を笑ってごまかし， 

皮肉を言い，高慢な態度を見せる，そんな彼にわたしは真剣な悔い改めの態度というものを微塵 

も感じなかった。わたしは彼に言った。『兄弟，残念ですが伝道には出られません。自分の過去の 

過ちをそのように自慢げに話す人をわたしたちが宣教師として送れると思いますか。あなたのよ 

うな人を，今まで性に関する標準を一度も破ったことのない人，清く汚れのない生活を送って伝 

道に出られるようになった人と一緒に伝道に出せると思いますか。』 

わたしは繰り返した。『あなたは伝道には出られません。長老にも聖任されるべきではありませ 

んでした。もっと言えば，教会員としての資格を問われるべきだったのです。 

あなたが犯した罪は，途方もなく重大な罪です。あなたはまだ悔い改めていない。ただ何かを 

することをやめているにすぎないのです。いつか，あなたがゲツセマネに行って帰って来たとき 

に，真の悔い改めがどのようなものかが分かるでしょう。』 

このとき，この若者は涙を流し始めた。そして約5分間，彼は泣き続けた。その間，わたしは 

一言もロを利かなかった。……こうしてわたしは，彼が泣いている間じっと待っていた。 

ついに彼が顔を上げてこう言った。『わたしは5歳のとき以来こんなに泣いたことはありませ 

わたしは彼に言った。『 初の誘惑のときに今のように泣いていたら，今日伝道に出られたで 

しょう。でも残念です。わたしもあなたにそのことを言わなければならないのはつらいのです。 

友達のところに行って伝道には出ないということを話すのは大変つらいことでしょう。 

でもゲツセマネに行ったならば，だれでも重大な罪を犯した人は，赦しを受ける前にゲツセマ 

ネに行って来なければならないとわたしが言ったことの意味が分かるようになるでしょう。』 

若者はオフィスを出た。彼は気分を害したであろう。わたしが彼の前に立ちふさがって伝道に 

出るのを阻止してしまったのだから。 

それから6か月後，わたしはアリゾナへ行った。テンピー市でのインスティテュートの会合で 

話をするためである。話の後でインスティテュートに出席している人たちが通路を歩いてわたし 

のもとにやって来て，次々と握手をした。顔を上げると，あの若者がわたしの方に向かって通路 

を歩いて来るではないか。そのとき，わたしの脳裏にはあの面接のときの様子がありありとよみ 

がえってきた。あの高慢で人を食ったような態度を思い出したのである。 

わたしは彼の方に歩み寄って握手をした。そしてわたしを見詰める彼の表情から，わたしは何 

かすばらしいことが彼の生活に起きたことを知った。彼の目からは涙があふれていた。彼の顔か 
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ら光が輝き出てぃるかのようである。わたしは言った。『行ってきましたね。』 

涙ながらに彼は言った『はぃ，フヱザーストーン監督。ゲツセマネに行って戻って来ました。』 

『分かってぃます。顔で分かりますよ。主が赦してくださったのですね。』 

彼はこう答えた。『伝道に出るのをやめさせられた人の中で，わたしほど感謝をしてぃる人はぃ 

なぃでしょう。この経験はわたしにとってほんとうに心の痛むものでした。助けてくださってあ 

り力《とつこざい塞す。』」（4 veneration oj hxcelience: A Lruide for Parents and Youth Leaders 
『卓越の時代——両親と青少年の指導者のためのガイド』pp.156—159) 

話し合い 鲁この物語の若者は1年間罪を犯さなかったのですが，彼の悔い改めには何が欠けていたので 

しょうか。（彼はまだ自分の態度を変えていなかった。良心の責めを感じず，真の謙遜さにも欠 

けていた。つまり，打ち砕かれた心と悔いる霊をもってキリストのもとへまだ行っていなかっ 

たのである。） 

眷悔い改めるときに，態度がそれほど大切なのはなぜでしょうヵゝ。（態度は行いを形造り，心の中 

の思いを表すから。わたしたちは正しい態度をとることによって，キリストのもとに行くこと 

ができる。） 

•フェザーストーン長老は「あなたがゲツセマネに行って帰って来たときに，真の悔い改めがど 

のようなものかが分かるでしょう」と言いました力《，これはどのような意味でしょう力、 

引用を使った デビッド•0•マッケイ大管長は，悔い改めるときには人格を変える必要のあることを説明し 

話し合い ている。 

「人が自分の犯した過ちや罪に苦しみながら，そうした弱さや悪から離れ去ろうとしないこと 

はよくあることである。また後悔の念を持つかもしれない。しかし，後悔とは単にそのときだけ 

のものであり，その人の人格や行動を変えるものではない。それに対して悔い改めは『自分自身 

に罪があることを認めてそれを悲しみ，完全にその罪を捨て去ること』である。したがって悔い 

改めは単なる苦しみ以上のものであり，『その人の人格を変えるものである。』」�GospelIdealsr福 

音の理想』p.13) 
參真心から悔い改めた人はどのような態度をとるでしょうか。 

まとめ 

チヤレンジと引用 今日から，自分の進歩を妨げるような態度や行いを取り除き始めるようにチャレンジする。罪 

の重荷から逃れるように勧める。ハロルド.B•リ一大管長は，次のように指摘している。「もし 

わたしが，『この世で人が背負わなければならない 大の苦難とは何だろうか』と尋ねたら，あな 

たたちは何と答えるだろうカゝ。人がこの世で背負わなければならない 大の苦難，すなわち重荷 

とは，罪の重荷である。」(Conference Report『大会報告』1973年4月，p.177 .，Ensign『エンサ 

イン』1973年7月号，p. 122) 
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教す者が教される 第13課 

目 的 悔い改めの過程には人を赦すことが求められ，もし人を赦さなければ主からの赦しも与えられ 

ないことを理解する。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。マタイ18: 23 — 35;ヨハネ3 ：16;教義と聖約6
4
: 

8 —10。 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b •視覚資料6「グレン•ケンプトンとトム•パワーズ」 

c .紙と筆記用具（人数分） 

d .聖典に印を付けるための筆記具 

レッスンの展開 はじめに 

引 用 H•バーク•ピーターソン長老の次の話を紹介する。 

「私たちは，今日までの生活の大半をアリゾナ州の中央部で暮らしました。何年か前のこと， 

地元の高校生のグループが，フヱニックス郊外にある砂漠に，1日がかりでピクニックに出かけ 

ました。御存じの方もいらっしゃると思いますが，砂漠の植物は，サボテンと一緒にあちらこち 

らに散在しており，そのほとんどが背の低い植物です。夏の熱い日差しが照りつける，砂漠のか 

ん木が茂っているところなどでは，招かれざる砂漠の住人，つまりがらがら蛇が飛び出すことも 

あります。この高校生たちはピクニックに興じ，遊びに熱中していました。するとその 中に， 

少女の一人が，足首をがらがら蛇にかまれたのです。当然のことながら，そのがらがら蛇は，即 

座にそのきばから，彼女の体内に毒液を放ちました。 

この瞬間こそ，重大な決断を下さねばならない時だったのです。その高校生たちは，直ちに彼 

女の足から毒を吸い出すか，あるいは，蛇を捜し出して殺すか決めなければなりませんでした。 

彼らは意を決し，少女とその仲間たちは蛇を追いかけたのです。蛇は茂みの中に紛れ込んで，15 

分から20分ほどそこに隠れていたのですが，彼らは，ついにそのがらがら蛇を捜し出し，岩や石 

を投げつけて，仕返しを果たしたのです。 

それから彼らは，自分たちの仲間が蛇にかまれていたことを思い出しました。彼らはその少女 

の顔色が良くないことに気づきました。今や毒は，皮膚の表面から足全体の組織の中へ深く広がっ 

ていたのです。それから30分としないうちに彼らは病院の救急治療室に彼女を運びましたが，そ 

のころまでには，毒がすでにかなりの影響を及ぼし始めていました。 

2日後にわたしは，その出来事について知らされ，ワードの若い会員数名から，病院にいる彼 

らの仲間を見舞うように頼まれました。わたしが病室に入っていくと，そこには痛々しい光景が 

待ち受けていました。彼女の足はつり上げられて，見る影もなくふくれ上がっていたのです。あ 

のときの毒が彼女の足の組織を犯し，数日後に，彼女はひざから下の部分を切断しなければなり 

ませんマした。 

復謦の代価としては，大変無意味な犠牲でした。その少女が蛇にかまれた後で，砂漠に住む人 

たちならだれでも知っている，あの足から毒を吸いだす処置がすぐにでも施されていたら，どん 

なによかったことでしょう力、 

初めにお話ししたとおり，今日世の中には，このように蛇にかまれた人々，言ってみればほか 

の人から傷つけられた人々が大勢います。わたしたちはそれに対して，どのような処置を施せば 

よいのでしょうか。ほかの人々から傷つけられたとき，皆さんならどうするでしようカゝ。安全な 
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方法，確実な方法，正しい方法とは，自分自身を吟味し，清めの過程をすぐさま歩き始めること 

です。……毒のような恨み心や，執念深い心を体の内に長く抱いていれば，その有害な影響力も 

それだけ深刻で，容易にはぬぐい去れなくなっていきます。……毒のような復謦心や，執念深い 

心，そして人を赦そうとしない態度は，もし取り除かないでそのままにしておくならば，そのよ 

うな思いを抱いていた人の魂を滅ぼすことでしょう。」（「赦せない心の害悪を取り除く」『聖徒の 

道』1984年1月号，pp. 101-102) 

話し合い 參人を赦さない気持ちは，体内の毒とどのように似ていますか。 

參人を赦さないという毒から自分自身を清めるには，どうすればよいでしょうか。 

聖句を使った 

5舌しCZIし、 

赦し，神聖な愛の賜物 

一人の生徒にヨハネ3 ：16を読ませる。 

參わたしたちが永遠の命を得られるように，天父は何をされましたか。（人類に対する愛と憐れみ 

から，わたしたちが悔い改めて罪の赦しを受けられるように独り子を与えられた。） 

引 用 

その犠牲は御父と兄弟姉 
まつと 

使命を全うされた。…… 

マリオン•D•ハンクス長老の以下の言葉を一人の生徒に読ませる。 

「時の中間におけるイエスの降誕は，神がその子らの間に御自分の愛を知らせ，実行しようと 

された 高の努力の現れであった。御父は常に愛を動機として行動を起こされるが，計画の本質 

そのものが救い主を必要とし，その生涯は神の愛の 大の表現となり， 

妹に対する比類ない愛の現れとなるはずであった。主はその犠牲を払い 

弟子たちは，永遠の力と神性の何であるかを主御自身から教えられただけではなく，神の子で 

ある者がどのように生活すべきかはっきりと指導を受けたのである。」（“Failing Never” Ensign 
「失敗はない」『エンサイン』1975年10月号，p.74) 
イエス•キリストの降誕は愛と憐れみによる業であり，全人類に与えられた愛の賜物であるこ 

とを説明する。その贖いの犠牲により，わたしたちが再び天父の前に戻って永遠の命を受ける道 

が備えられたのである。イエスはその模範によって天父がどのような御方であるか，つまり天父 

が速やかに赦しを与え，愛と憐れみに満ち，忍耐強く，長く堪え忍び，親切で正義の御方である 

ことを示された。イエス•キリストは，わたしたちが従うべき完全な模範を示されたのである。 

聖句を使った 

5舌しaし、 

赦し，弟子のしるし 

イエスは御自分に従う人々に，すべての人を赦し，敵を愛し，迫害する者を祝福するよう教え 

られた。そのことを説明する。また，赦すことをしない人は，害を加えた当人よりも罪深いと教 

えられた。一人の生徒に教義と聖約64 ： 9—10を読ませる。この聖句に印を付けるように言う。 

鲁人を赦さないとどうなりますか。 

眷あなたはだれを赦すよう求められていますか。 

引 用 イエスは，御自分を傷つけた人を赦すことについて，偉大な模範を示された。ロバート• L • 
シンプソン長老は次のように述べている。 

「『聖書』の歴史が告げているように，地上に生を受けた人の中で，世の救い主が 後の数時間 

に味わったほどの苦痛，苦難，辱めを受けた者はいない。 

無実の罪を数々負わされた末，親しい友と考えていた一人に裏切られた。それからいわゆる裁 

判にかけられ，正義よりも政治的便宜と民衆の感情を重視した判決が出されたのである。」 

參もし友達に裏切られたら，どう思いますか。 

鲁無実の罪で告発されたら，その人にどのような態度をとりますか。 

イエスの苦しみは不正な告訴，友人の裏切りで終わらなかったことを説明する。 

引用文を続ける。 

「そして苦悶は続く。重い十字架を背負いながら進むカルバリの丘までの長い苦しみ。群衆か 

らは道々あざけられ，つばきを吐きかけられた。また，酢いぶどう酒の苦しみ。手足に釘が打ち 
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込まれたとき，その苦しみは絶頂に達した。イエスは十字架にかけられ，手足から血が流れてい 

た。そして敵のなじりを受けていた。そのような苦しみのただ中にあるとき，イエスは心から静 

かにこう嘆願された。『父よ，彼らをおゆるしください。彼らは何をしているのか，分からずにい 

るのです0j (ルカ23: 34)�(Conference Report『大会報告』1966年10月，v.微Improvement 
Era『インプルーブメント•エラ』1966年12月号，p.1148) 
一人の生徒に教義と聖約64 ： 8を読ませる。 

•弟子とはどのような意味でしょう力、（キリストに従う者，キリストを信じる者） 

キリストの弟子は単に信じ従うだけでなく，救い主の模範に倣って行動し生活することを強調 

する。 

拳なぜ弟子たちは苦しんで，主から厳しく懲らしめられたのでしょうか。（弟子の特質である赦し 

の精神と一致がなく，けんかや争い，口論などがあったため） 

聖句を使った 3人の生徒に，赦さなかった僕のたとえ話をマタイ18 ： 23 — 35から読ませる。3人の登場人物 

話し合い のセリフを，それぞれに読ませてもよい。 

1.初めは強要していたが，後に赦しを与えた王 

2.王から赦しを受けておきながら，自分と同じ仲間を赦そうとしなかった僕 

3 .仲間の僕 

教師がもう一度マタイ18 ： 23 —35を読み直し，この聖句のメッセージについて以下の質問をし 

ながら話し合ってもよい。 

眷このたとえ話の王はだれを表していますか。（天父） 

參無情な僕はだれを表していますか。（容易に赦そうとしない人） 

•もう一人の僕はだれを表していますか。（人に害を与えた人） 

參このたとえ話によれば，天父から赦しを受けるには何をしなければなりませんか。 

•わたしたちはこのたとえ話の教えをどのように生かすことができますか。 

聖句を使った 

話し合い 

赦されるために赦す 

一人の生徒に教義と聖約64 ： 9を読ませる。 

•兄弟を赦そうとしない人には，さらに大きな罪があるのはなぜでしようか。 

わたしたちが赦していないとき，神と人を愛するという も大きな戒めを守っていないことに 

なる。生徒にこのことを理解させる。愛し赦そうとしない人には，さらに大きな罪があるのはそ 

のためである。 

引用を使った 

話し合い 

マリオン.D•ハンクス長老は次のように尋ねている。「人を心から赦さずに，またそれを表現 

しようとせずに，神からの赦しを願い求め，期待するのは，あまりに厚かましいことではないだ 

ろうか。」（『大会報告』1973年10月，p.15;『エンサイン』1974年1月号，p.20) 
•心から人を赦し，それを表現するとは，どのようにすることですか。 

•心から赦すために，傷つけた人に対する恨みや怒り，復習心をどのように克月艮したらよいでしょ 

うか。 

眷人を赦すうえで，祈りはどのように役立つでしょうか。 

參救い主の模範を知ること力^人を赦す助けになるのはなぜですか。 

聖句と黒板を使った 一人の生徒に教義と聖約64 ：10を読ませる。 

話し合い 眷なぜ例外なくすベての人を赦さなければならないのでしょうか。（主から赦しを受けるために 

は，自分を傷つける人々をすぐに赦さなければならない。） 

黒板の上部に「赦し」と書く。 

眷人に悪いことをして，それを赦してもらいたいと思ったことはありますか。 

赦される前と赦された後の気持ちについて話してもらう。 
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クイズ 生徒に紙と鉛筆を配り，そこに「わたしは恨みを抱いているだろうか」という表題と，1 一8 

までの番号を書くようにいう。これから，心から赦すことについて短いクイズを行うことを説明 

する。すべての質問に「はい」力、「いいえ」で正直に答える。答えを発表させてはならない。ま 

た人に見せないように言う。次の質問を読む。 

1.「赦すけれど，決して忘れない」とよく言いますか。 

2.嫌いな人が不幸な目に遭ったとき，いい気味だと思いますか。 

3.何かをされたときに，人に八つ当たりしたことがありますか。 

4 •避けている人や話しかけたくない人がいますか。 

5.人に腹を立てたとき，不機嫌になって，それを克服するのに何日もかかりますか。 

6 .あなたを傷つけた人についてほかの人に言いふらしますか。 

7 •何かされたことについて家族のだれかに不愉快な気持ちを抱いてはいませんか。 

8.兄弟げんかをしたとき，相手が以前に犯した過ちを繰り返し言うことはありませんか。 

「はい」と答えざるを得なかった質問について考えさせる。赦しは易しいものではないことを 

説明する。赦しは 大のチャレンジの一つであり，ほかの人に対するわたしたちの心からの愛へ 

の試しである。 

視覚資料と物語 スペンサーキンボール長老は次の実例を挙げて，人を赦すことによりもたらされる平安 

について語った。1918年，数名の犯罪者を逮捕しようとしたときに，3名の役人が殺された。グ 

レン•ケンプトンの父親は，殺された役人の一人だった。後に犯罪者たちは逮捕されて裁判にか 

けられ，終身刑を言い渡された。 

•もしあなたの父親の命が奪われたら，犯人に対してどのような気持ちを抱くでしょうか。 

眷そのような人を赦すことが難しいのはなぜでしょうか。 

ケンプトン兄弟はキンボール長老に次のように話している。 

「わたしは当時まだ10歳を過ぎたばかりでしたが，心の中には父を殺害した者たちに対する華 

辣な思いと憎しみが募っていました。トム•パワーズはわたしの父を殺したことを自白していま 

した。 

年月がたち，わたしは大きくなりました。しかしわたしの心には相変わらずあの重苦しい思い 

が残っていました。高等学校を卒業したとき，わたしは東部諸州伝道部に行く召しを受けました。 

そこでは福音に対する知識と証が急速に深まりました。わたしはすべての時間を福音を学ぶこと 

とそれを広めることに費やしたのです。ある曰のこと，『新約聖書』を読んでいて，マタイ伝の5 

章43節から45節に差しかかりました。…… 

ここで主は，わたしたちに赦すようにと言っておられるのです。繰り返し読んでみましたけれ 

ども，やはりこの聖句は赦しを意味しているのです。それからほどなくして，わたしは『教義と 

聖約』の64章9節と10節でさらに主の言葉を読みました。…… 

トム•パワーズが悔い改めたのかどうかはわたしには分かりませんでしたが，家に帰ったら彼 

に会って赦しを与えなければならないということだけはよく分かりました。そして，そうするこ 

とを伝道を終える前に決意しました。 

伝道を終えて家に帰ったわたしはすばらしい末日聖徒の女性と出会い，やがて結婚し，可愛い 

5人の子供に恵まれました。時がたつのは早いものです。主はいつもわたしたちに数々の恵みを 

与えてくださっています。しかし，わたしは以前に決意したことをまだ実行していないことで， 

いつも心が痛んでいました。 

数年前のことです。クリスマスの直前のことで，キリストの愛が豊かにあふれ，与え，赦すと 

いう思いを心によみがえらせる季節でした。わたしと妻は所用でフェニックスに出かけました。 

午後の2時半ころまでに用事を終え，帰宅の途に就きました。車を走らせながらわたしは妻に回 

り道をしてフローレンス経由で帰りたいことを言いました。フローレンスには，刑務所があるか 

らです。妻は快く同意してくれました。 

わたしたちが着いたときにはもう面会時間は終わっていました力れわたしは中に入って刑務所 

長に会いたい旨を伝えました。そして直接彼の事務所へ行きました。 
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第13課 

自己紹介をし，トム•パワーズに会いたいと言いますと，所長の顔には困惑したような表情が 

走り，一瞬戸惑ったようでしたが，『よろしい，そのように取り計らいましょう』と言ってくれま 

した。そこで看守を急いで監房に行かせ，トム•パワーズを連れて来ました。わたしたちは引き 

会わされ，面会室へ案内されました。そこでわたしとトム•パワーズは長い間話し合いました。 

30年前の2月のあの寒く，暗い朝のことに話が移り，恐ろしい悲劇を再び思い起こしていました。 

1時間半ほど話し合いました。 後にわたしは，『トム，あなたは間違いを犯しました。そのため 

にあなたは社会に対して負債を負っています。そしてその負債は，これからも払い続けていかな 

ければならないことでしょう。わたしも父親なしで育てられてきたということで社会から受けた 

数々の事柄に対して代価を払い続けていくのです』と語りかけました。」 

視覚資料6「グレン•ケンプトンとトム•パワーズ」を見せる。 

「それから立ち上がり，手を差し伸べました。彼も立ち上がりわたしの手を取りました。わた 

しは言葉を続けました。『わたしは，わたしたちの生活を襲ったこの恐ろしい出来事について，あ 

なたを心から赦します。』 

わたしはうなだれている彼を残して部屋を出ました。そのとき彼が何を感じ，また今何を感じ 

ているかは知りません。しかし，わたしは心から辛辣な思いと憎しみが取り除かれて赦しの思い 

が訪れることはほんとうにすばらしいことであると証することができます。 

わたしは刑務所長の親切に感謝して，そこを去りました。長い階段を下りながら，わたしは赦 

しの方が復警に比べてはるかに良いことを知りました。わたしは身をもってそのことを味わった 

のです。 

薄暗くなりかけた道路を家に向けて車を走らせていると，甘美で平和な思いが心に満ちてきま 

した。感謝の念にかられて，わたしは腕を妻に回しました。妻は理解していました。わたしたち 

は，今や広々とした豊かな生活を見いだしたのです。」（『赦しの奇跡』pp.300 —302) 

まとめ 

チヤレンジと証 バプテスマを受けると，救い主は悔い改めることを条件にわたしたちの罪を赦してくださるこ 

とについて証する。わたしたちはバプテスマのとき，そして聖餐を取る度ごとに，救い主に従い， 

主が期待されることをすべて行うという聖約を交わす。主が期待されることの一つに，人を赦す 

ことがある。人を赦すならば喜びと平安がもたらされると主は約束された。また，赦すことと赦 

されることは永遠の救いに不可欠であると教えておられる。 

手もとにある紙に，友達や家族を愛し，愛を深めるために，これから1週間で行おうと思って 

いることを書かせる。周囲の人々，特に家族に対する赦しの精神を高めるよう，生徒にチャレン 

ジする。（生徒が必要とすることに心を配る。赦しの精神は，生徒が現在受けているかもしれない 

虐待について監督に話すのを妨げるものとなってはならない。） 

自分の生活を振り返って，何らかの形で人に傷つけられたり，いやな思いをさせられたことは 

ないか考えるように言う。もしあれば，その人を真心から赦して悪い思いをすべて心の中から取 

り除くようチャレンジする。御霊の助けを求めて，自分の中にあるあらゆる否定的な気持ちや赦 

そうとしない気持ちを克服するようにチャレンジする。 
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第14課 I S餐 

_ . . せいさん 

目 的 聖餐の意味や，主の代理人としてその儀式で果たす役割について理解を深める。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。レビ10: 8-11；マタイ26 ： 26 —28 ；1コリント11: 

26 —29;モーサヤ18:10; 3 ニーフアイ18:1—12 ；教義と聖約20 ： 46，77，79 ； 27 ： 2。 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.聖典に印を付けるための筆記具 

レツスンの展開 

アドバイザーの提示 

主を記念し，聖約を新たにする儀式 

聖餐について感じていることを生徒たちに話す。聖餐は も神聖な神権の儀式の一つであるこ 

とを説明する。天父は大きな信頼をアロン神権者に寄せておられ，神聖な象徴を扱う聖餐の儀式 

を執行する特権を与えられた。救い主が聖餐を祝福される場に出席されたら，どのような気持ち 

がするか想像してみるように言う。 

聖句を使った 

5舌しCコし、 

3 ニーフアイ18:1—12を読ませ，話し合う。 

參この聖句から，聖餐とアロン神権者としての責任について何が分かりますか。 

以下のことが話し合いに役立つであろう。 

1.イエスは，教会で聖餐を行うよう命じられた（3 — 4，6 — 8，10—12節)。 

2 •祭司は正しく聖任され，聖餐を執行する権威を授かる必要がある（5節)。教師と執事は聖餐 

の準備とパスを行うことができる。 

3.辈餐を取ることは，イエスを記念する行為である（7，11節)。 

4.いつも主を覚えている人は，いつも御霊を受けることが約束される（7，11節)。 

5.聖餐にあずかる人は，神の戒めに従っている（10節)。 

6 •聖餐にあずかることによって，教会の会員はイエスのすべての戒めに従うことを約束する（10 

節)。 

絶えず主の御霊と交わることは，わたしたちの生活で も大切なことの一つである。わたした 

ちはだれもが聖霊の導きと支えを必要としているからである。人が清められる唯一の方法は，聖 

霊によるものである。 

眷主はこの聖句の中で，絶えず御霊との交わりを持つための鍵は何であると言っておられますか。 

(いつも主を覚えていること） 

眷いつも主を覚えているとは，どのような意味でしょう力、。（絶えず思いを主に向けて，自分の考 

えや言葉，行いを主に近づけるように努力する。） 

•キリストの贖罪についてよく理解するならば，主を覚えることは難しいでしょうか。 

聖書のマタイ26 ： 26 —28とジョセフ•スミス訳マタイ26 ： 22，24 —25を参照させる。これらの 

聖句を比較させる。 

•これらの聖句はどのように違いますか。（ジョセフ•スミス訳では，主の体がわたしたちのため 

の代価として与えられ，また象徴がその犠牲の記念として与えられ，キリストを信じる人々は 

罪の赦しを受けることが明記されている。） 

アドバイザーの提示 聖餐はイエス•キリストについて，また主がわたしたちにしてくださったことについて，思い 

起こさせてくれる儀式である。主は，わたしたちが破壊者すなわちサタンから逃れられるように， 
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代価を支払われた。イエスの犠牲により，わたしたちは信じて悔い改めるならば，罪の赦しを受 

けられる。わたしたちは聖餐によって主を覚え，神の戒めを守るというバプテスマの聖約を再び 

新たにすることができるのである。 

聖句を使った 一人の生徒にモーサヤ18 ：10を読ませる。その前に次の説明をする。この聖句は，アルマがモ 

話し合い ルモンの泉のそばで信仰に加わった人々に語った言葉である。 

鲁聖餐の祈りと似ている部分がありますか。（アルマは，イエス•キリストの名を引き受け，その 

戒めを守るという聖約を交わした証拠を立てるべきであると語った。そうすればイエス•キリ 

ストは彼らに御霊を注いでくださる。すなわち彼らを祝福し，導き，支えてくださるのである。） 

アドバイザーの提示 わたしたちはパンと水を取るときに，主から命じられたことをすべて行うという気持ちを表し， 

行いによって主を代表することを証する。そのことを思い起こさせる。毎週聖約を新たにするの 

は大切なことである。なぜなら，この世の事柄に心をとらわれていると，主と交わした聖約を忘 

れがちになるからである。 

弓 I 用 ジョーダンリバ一神殿の奉献式で，マーク.E•ピーターセン長老は聖餐の重要性について次 

のように述べている。 

「聖餐は，主イエス•キリストの贖罪という有史以来 も神聖で重要な出来事を記念するもの 

です。贖罪以上に神聖なものも，重要なものもありません。 

わたしたちは聖餐にあずかることによって，十字架上でのキリストの苦しみと死を思い起こし 

ます。そしてそこでパンと水の両方を取るときに，再び聖約を交わすのです。ではこの聖約とは 

何でしょうか。どれほど重要なものなのでしょう力、 

わたしたちはこの聖約がいかに重要なものか理解しているでしょう力、。 

贖罪をもたらすことができるのは，神だけです。キリストは神の御子であり，贖い主であり， 

まさに万物の創造主であられました。 

十字架上の苦しみについて主は次のように語っておられます。 

『見よ，神であるわたしは，すべての人に代わってこれらの苦しみを負い，人々力ゃ侮い改める 

ならば苦しみを受けることのないようにした。 

しかし，もしも悔い改めなければ，彼らはわたしが苦しんだように必ず苦しむであろう。 

その苦しみは，神であって，しかもすベての中で も大いなる者であるわたし自身力ん苦痛の 

ためにおののき，あらゆる毛穴から血を流し，体と霊の両方に苦しみを受けたほどのものであっ 

た。そしてわたしは，その苦い杯を飲まずに身を引くことができればそうしたいと思った。 

しかしながら，父に栄光があるように。わたしは杯を飲み，人の子らのためにわたしの備えを 

終えたのである。』（教義と聖約19 ：16 —19) 

何という苦しみでしょうか。わたしたち人間の感覚で主の苦しみを推し測ることは決してでき 

ません。しかし主はわたしたちのためにその苦しみと死を受けられたのです。そしてわたしたち 

は，主の晩餐である聖餐を通して，主の死と苦しみを思い起こすのです。 

聖餐にあずかるときには，それがいかに貴く神聖なものであるか心に銘記すべきです。なぜな 

ら聖餐を取るときに，わたしたちは全能の神である天の父に向かって，いつもキリストを覚えて 

いると宣言するからです。天父の前で証人となって証を述べ，聖約を交わすのです。すなわち， 

喜んでキリストの名を引き受け，いっも主を覚え，主から与えられた戒めを絶えず守ると約束す 

るのです。 

これが聖餐を取る度にわたしたちが交わす聖約です。お分かりでしょうか。自分の身に引き受 

けている聖約の重大さが理解できたでしょう力、。」（ジョーダンリバ一神殿奉献式での説教，1982 

年11月16曰） 
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会衆を代表して働く祭司 

話し合い 旧約の時代に，祭司は神殿で人々のために犠牲をささげたことを説明する。 

鲁旧約時代の祭司たちはどのような神権を受けていたでしょうか。（アロン神権） 

古代の祭司たちは神権を所有していたので儀式を執行できたことと，彼らは正式に主の代表者 

として認められていたことを強調する。 

旧約時代の祭司たちは犠牲をささげる祭壇の前において民を代表していたことを指摘する。祭 

司以外の会衆が祭壇に近づくことは許されていなかった。また，民が自分で神殿の儀式を執行す 

ることも許可されていなかった。同じように，わたしたち教会員も，自分の気の向くままに聖餐 

を祝福したり執り行ったりすることは許されていない。主の定められた秩序があって，聖文の中 

にそれが明らかにされている。 

聖句を使った 一人の生徒に教義と聖約20 ： 46を読ませる。 

話し合い 祭司には聖餐を執り行う義務があることを説明する。昔の祭司のように会員のために，彼らを 

代表して行うのである。 

一人の生徒にレビ10: 8—11を読ませる。 

眷この聖句は何について語っていますか。（犠牲のための祭壇の前で働く祭司たちへの指示） 

•10節にある「聖なるものと俗なるもの……との区別をする」とは，どういう意味でしょうか。 

(アロンは，資格を持って働くことができるように，会衆とは異なっていなければならない。） 

參この聖句の趣旨から考えると，聖餐の儀式を執行する資格に関して，祭司にはどのような責任 

があるでしょう力、 

拳聖餐を執り行うために自分自身をどのように備えることができますか。 

話し合いの中で，週日における生徒たちの生活状態，すなわち何を考え，行っているかについ 

ても触れるようにする。聖餐のテーブルに着くのに自分がふさわしくないと感じる人がいれば， 

監督と相談すべきであることを指摘する。 

一人の生徒に1コリント11：26 —29を読ませる。 

•パウロは聖餐について何と言っていますか。（聖餐は神聖な儀式である。わたしたちはふさわし 

くないままで，つまり悔い改めていないままで聖餐にあずかるべきではない。） 

わたしたちは完全である必要はないが，戒めを守ろうと努力すべきであることを指摘する。 

參聖餐を祝福し配るとき，主を代表する神権者として，わたしたちにはどのような義務があるで 

しようカゝ。（模範を示し，資格ある者となれるよう努力する。） 

話し合いと 眷聖餐の儀式を行うとき，祭司はどのような服装をすべきでしょう力、。 

アドバイザーの提示 自分の 良の服装と身だしなみで，召しを尊んでいることを示すべきであることを生徒に理解 

させる。 

祭司は聖餐の儀式の執行者として，これから聖約を新たにして主の御霊を受けようとしている 

人々を代表している。祭司は主が 後の晩餐で行われたと同じ儀式に携わっているのである。現 

代の祭司たちは，古代の祭司が主の前に上ったときと同じ方法で主の前に行くことを指摘する。 

古代の祭司たちは主をあがめるために細部に至るまで身に着ける物を命じられていた（出エジプ 

ト28: 2 —4参照)。現代のわたしたちには一般的な指示が与えられているだけである。 

眷もしあなたが国の 高責任者，国王，教会の犬管長の前に参列する約束を受けていたとしたら， 

どのような服装をして行きますか。 

物 語 祭司（および教師と執事）は，聖約を新たにし霊的に生まれ変わろうとする人々のために，聖 

餐式をすばらしいものとする力を持っている。聖餐式を変えることができるのである。 

次の話を読むか，自分の言葉で話す。 

数年前に，わたしはワードの聖餐会に出席しました。聖餐の儀式を執り行う段になったとき， 

自分の耳に聞こえてくる祈りの言葉にふいに胸を打たれました。 
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第14課 

それは何年も聞き慣れた言葉でしたが，祈りに込められた真剣さがその言葉を新鮮で重要なも 

のに変えていました。わたしは神聖な場所にいると感じました。その祈りはわたしが言いたいと 

思う言葉で述べられていました。パンの祝福が終わると，わたしは目を上げて今しがた祈りの言 

葉を述べた祭司を見ました。彼は小ざっぱりとして，きちんとした服を身に着けていました。そ 

れが彼を好青年に見せていました。しかし，わたしがその祈りを特別なものに感じたのは，そこ 

に彼の感情が込められていたからです。その曰わたしは二つのことを学びました。一つは祈りの 

仕方であり，もう一つは会衆が主について考えられるように影響を与える方法です。わたしは， 

主の前で人々を代表することに心を配った若い男性に教えられました。 

アドバイザーの提示 祭司は聖餐の祈りをその意味や気持ちを込めてささげる義務がある。すなわち，祈りの言葉を 

きちんと聞き取れる大きさで，はっきりと述べ，会衆が有意義な経験を得られるように十分に気 

持ちを込めて祈るのである。祭司が祈りに気持ちを込めるとき，その言葉は集会に集う人々にとっ 

ていっそう意味のあるものとなる。 

聖句を使った活動 參聖餐の祈りは聖典のどこにありますか（教義と聖約20: 77，79とモロナイ4 _ 5章)。 

生徒は教義と聖約20 ： 77，79に線を引いて，暗唱するようにすべきである。 

上記の聖句では「ぶどう酒」となっているが，教義と聖約27: 2には，キリストの栄光にひた 

すら目を向けて行うならば，聖餐に何を用いても差し支えないと説明されていることを指摘する。 

生徒たちが聖餐の祈りの重要性を理解できるように，聖句を1行ずつ分析してもよい。 

数人の生徒にこの祈りを声に出して読ませる。正しく読めているかどうか確認する。はっきり 

としゃベれるように助ける。目指すところは，いかに早く祈りを終えるかではなく，意味を込め 

て正確に祈りをささげられるようになる点にあることを生徒たちに理解させる。急がない方が， 

気持ちを込め正確に祈りをささげやすい。救い主の犠牲と祈りの意味について深く考えるならば， 

気持ちのこもった祈りができるであろう。 

まとめ 

•聖餐式を出席者が霊的に生まれ変わる時間とするために，アロン神権者には何ができるでしょ 

うか。 

生徒たちの意見を黒板に書く。以下の項目が含まれるようにする。 

1.早目に聖餐のテーブルに着く。 

2.聖餐が時間までに準備されていることを確認する。 

3.集会の間，敬虔に振る舞う。 

4.さっぱりとしたふさわしい月艮を着る。 ‘ 

5.祭司は敬虔な態度で意味を込めて祈りの言葉を述べる。教師は敬虔な態度で聖餐を準備し， 

執事も同様に敬虔な態度でパスを行う。 

聖餐会を自分自身と会衆にとって意義あるものとするために，毎週できる限りのことを行って 

自らを備え，ふさわしい態度で聖餐を準備し，執行し，取るようにチャレンジする。 

黒板を使った 

話し合い 

チヤレンジ 
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終わりまで堪え忍ぶ 

目 的 終わりまで堪え忍ぶことの意味を知り，わたしたちはこの世の苦難を通して成長できることを 

理解する。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。マタイ27 ： 46 ；ルカ23 ： 34 ； 2 ニーファイ2 ：11,15-

16，22-24 ； 28 ： 21；31：16 ；ヒラマン 6 ： 9 -17 ；教義と聖約121：1—3，6-8 ；122 ： 

7 - 8 。 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.紙と鉛筆（人数分） 

c .聖典に印を付けるための筆記具 

3 . 2 ニーフアイ31：16の聖句を書いた視覚教材を用意する。 

はじめに 

デビッド•メレルはこれから始まる伝道の期待に燃えて，東京の空港に降り立った。デビッド 

はほっそりとしていて，身なりはきちんとしており，そばかすが少しあった。霊性が高く，積極 

的な態度を身に付けていたが，そのほかの点においてはごく普通の長老だった。彼もまた，伝道 

地でほかの長老たちが行ったと同じように，適応するために努力しなくてはならなかった。それ 

でも次第にほんとうの喜びを知り，主の前に自分をへりくだらせるときに成功を収め始めるよう 

になっていた。 

ある曰デビッドは，肩のところにあった小さなほくろがかなり大きくなっているのに気づいて， 

それを診てもらうために病院へ行った。ところが診療室で彼は悲劇的な診断を聞くことになった。 

かなり悪性の癌にかかっていたのである。熟練した日本の外科医がほくろを除いてくれたが，デ 

ビッドはさらに手術を受けるために帰国させられた。そしてこの手術で彼は肩から首にかけての 

筋肉を切除され，大動脈と静脈も取り去られた。別の管を通して脳へ血を送る手術の後には，ひ 

どい痛みに耐えなければならなかった。 

回復は遅く苦痛を伴った力ん彼は不屈の意志力を持っていた。そして自分がどれだけ霊的な力 

を持っているか気づき始めたのだった。彼のただ一つの思いは，伝道地に戻ることだった。デビ 

ッドはもっと体力をつけるために毎日水泳をし，ついに準備を整えた。今度はオレゴン州の空港 

に降り立ち，勝利感がわき上がるのを強く感じた。彼はその地で伝道の業を続けることになった。 

デビッド•メレルはオレゴン州での伝道を終え，1年後にこの世での務めをすべて終えた。 

若人が伝道地で主に仕えるなら，あらゆる障害や病気から守られるのが当然のように思われる 

ことを説明する。 

參デビッド•メレルの話から何を学ぶことができますか。 

生徒たちの考えを黒板にまとめる。 

紙と鉛筆を配る。各自が今直面している葛藤や障害，問題を書き出すように言う。自分の書い 

た紙をだれにも見せる必要のないことを説明する。それらの問題の解決方法について考えられる 

ことを書くように提案する。 

レツスンの展開 

物 語 

黒板を使った 

5占しC3し、 

筆記活動 
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すべての物事の中にある反対のもの 

聖句と黒板を使った 現世の本質と目的を理解するなら，わたしたちが苦難や死を経験する理由をさらによく理解で 

話し合い きることを説明する。聖文は，なぜわたしたちが苦難や問題を経験するのか教えていることを説 

明する。アダムの堕落について学習したことを復習する。堕落によって反対のものや苦難，逆境 

がこの世にもたらされたことを説明する。生徒たちに2 ニーフアイ2 ：11,22 —24を読ませる。 

•わたしたちの生活に反対のものが必要な理由について，リーハイは何と言っていますか。（反対 

のものがなければ，義も邪悪も，聖さも惨めな状態も，善も悪も生じ得ない。） 

反対のものがなければ，なぜ義も聖さも善も生じることができないのか話し合う。 

一人の生徒に2 ニーフアイ2 :15_16を読ませる。黒板に「選択の自由」と書き，一人の生徒 

にもう一度16節を読ませる。 

參反対のものは選択の自由の原則とどのような関係がありますカゝ。（反対のものがなければ，選ぶ 

ことができない。選択がなければ，義もないであろう。義には善と悪の間の選択と，そして善 

を選ぶことが要求される。） 

物 語 

罪によらない苦しみは，信仰をもって堪え忍ぶ人に霊的成長をもたらす 

以下の記事にある，初期の教会の指導者たちが直面した幾つかの苦難に耳を傾けるよう，生徒 

たちに言う。 

「ジョセフ•スミスと彼の5人の同僚たちは，6か月間にわたってクレイ郡リバティーに投獄 

されていた。その期間この場所において彼らは，一般に知られていない数多くの苦難を受けた。 

ほとんどの時間鎖につながれ，彼らの食物は食べられたような物ではなく，体の足しにもならな 

かった。……彼らは何度か食物に毒を混ぜられ，そのために死線をさまようほどの病気もした力れ 

ただ主の約束だけが彼らを救った。また白い樫の丸太をたたき切っただけの床の上に寝かされ， 

こうした方法で苦しめられていた。彼らが魂の苦悩の中で，そのような非人間的な扱いから救い 

出してくださるように主に助けを求めたのは当然であった。」（ジョセフ•フィ一ルディング•ス 

ミス，£sscutials in Church History『教会歴史粋』p.210) 

聖句を使った 

5舌しロし、 

教義と聖約121章と122章は，預言者ジョセフ•スミスがリバティーの監獄に囚われていたとき 

に彼自身に与えられた啓示であることを説明する。教義と聖約121:1 —3，6 —8と122: 7— 

8を読み，生徒と話し合う。 

參なぜ主は，ジョセフ•スミスや忠実な聖徒たちがこれほど多くの苦難を受けるのを許されたの 

でしようか。 

物 語 福音のために苦難を受けた一人の若い女性の次の物語をg分の言葉で話す。これはゴードン• 

B•ヒンクレ一大管長が紹介したものである。 

「わたしはよく，妻の祖母に当たる13歳の少女の記録を読みました。……彼女の家族は1856年 

に英国のブライトンで改宗しました。それから財産を処分し，900名の人々とともに『ホライゾン』 

号に乗ってリバプールをたちました。6週間の航海の後，ボストンに到着し，そこから物資を調 

達するために蒸気機関車でアイオワ•シティ一に向かいました。 

そこで4頭の雄牛と2頭の雌牛，ほろ馬車，テントなどを購入しました。彼らはある手車隊と 

ともに旅して一行を援助する割り当てを受けました。 

アイオワ•シティ一で 初の悲劇に見舞われました。まだ2歳にならない末の子供が寒さにや 

られて亡くなり，二度と訪れることのない墓に家族の手で埋葬されたのです。わたしの妻の祖母 

は当時13歳でしたが，自分の経験を次のように記しています。 

『わたしたちはプラット川に着くまで……毎曰15マイルから25マイル進みました。……その日 

に手車隊に追いつき，彼らが川を渡るのを見ました。流れには大きな氷の固まりが浮いていて， 

厳しい寒さでした。翌朝には14人が亡くなりました。……わたしたちはキャンプに戻って祈りを 

ささげ……「恐れず来れ聖徒，進み行けよ」と歌いました。その夜，母がどうして泣いているの 
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だろうと思いました。……次の曰の朝，妹が生まれました。9月23日でした。エディスと名付け 

られましたが，6週間後に亡くなりました。……スイートウォー夕一を横断した場所に埋められ 

水 し / し 。 

デビルズゲイトに着いたのは，とても寒い日でした。そこにたくさんの物を置いて行きました。 

……兄のジェームズはいつもと変わらない様子でその夜べッドに入りましたが……翌朝，亡く 

なっていました。…… . 

わたしの足は凍えていました。わたしの兄妹たちも同じでした。雪ばかりでした。テントの杭 

を打ち込むこともできず……これからどうなるのか分かりませんでした。そんなある晚，一人の 

男の人がキャンプにやって来て……プリガム•ヤングが救援隊を派遣したことを知らせてくれま 

した。……わたしたちは歌を歌い，踊りだす人もいれば，泣いている人もいました。 

母の状態はよくならず……リトル•マウンテンとビッグ•マウンテンの間で息を引き取りまし 

た。43歳でした。…… 

わたしたちは1856年12月11曰の夜9時に，ソルトレーク•シティ一に着きました。生き残った 

4人のうち3人は凍傷にかかっていました。母の遺体はほろ馬車の中でした。…… 

翌朝早く，ブリガム•ヤングがやって来ました。……わたしたち家族の状態を見て，足が凍傷 

にかかっていることや母が亡くなったことを知ると，涙で頰をぬらしました。…… 

医者がわたしの足の指を切断しました。姉妹たちは母を埋葬するために衣装を着せていました。 

……その日の午後，母は埋葬されました。 

英国をたっ前に母が言った言葉をよく思い出します。「ポリー，イエス•キリストの福音の中で 

子供を育てられるように，子供たちがまだ小さいうちにシオンに行きたいわ。」』（メアリー•ゴー 

ブル•ペイ，著者所有の原稿） 

生ける神と復活された生ける御子に対する燃えるように強い信仰力《，わたしたちにはもっと， 

もっと必要です。なぜなら，それこそ力《，わたしたちの福音の先祖たちを行動に駆り立てた偉大 

な信仰だからです。」("The Faith of the Pioneers" E似をw「開拓者たちの信仰」『エンサイン』 

1984年 7 月号，pp. 5 - 6) 
メアリー.ゴーブル•ペイは後にすばらしい大家族を築き上げ，その中の何人かは教会の偉大 

な指導者になったことを説明する。 

聖徒を迫害し妨害した人にも，福音を擁護し守った聖徒と同じように選択の自由があったこと 

を強調する。もしわたしたちが反対するものを堪え忍ぶならば，しばしば試練や困難を通して， 

福音をさらによく理解できる も貴重な体験をすることができる。 

引用を使った スペンサーキンボール長老の次の話を聞くように言う。 

話し合い 「福音の根本的な律法は選択の自由である。強制的にわたしたちに注意を払わせたり，正しい 

ことをさせようとしたりすれば，その基本的な律法を踏みにじり，成長を止めることになるであ 

ろぅ。 

わたしたちは絶えず，困難，苦痛，被害，犠牲あるいは労苦といったものから守られるはずな 

のだろうか。主はいつも義人を守られるのだろうか。また悪人を直ちに罰せられるのだろうか。 

もし楽しみや安楽，無目的な責任のない状態から成長がもたらされるとすれば，いったいなぜわ 

たしたちは一生懸命努力して働き，学び，あるいは克服しようとしているのだろうヵゝ。…… 

主がわたしたちに克服できるように試練を与え，達成できるように責任を与え，筋力を引き締 

めるために仕事を与え，魂を鍛えるために悲しみを与えられることには，知恵がないのだろうか。」 

("Tragedy or Destiny" Brigham Young University Speeches of the Year「悲虜||か連命か」 

『ブリガム•ヤング大学年度講話』〔プロボ，1955年12月6日〕p.2) 
•人生での様々な試練を通して，霊的な力がもたらされるのはなぜでしょうか。 

•病気やけがを経験することで，思いやりの心をはぐくめるのはなぜでしょうか。 

參個人的な苦しみは救い主に対するわたしたちの愛を強めるのに，どのように役立つでしようか。 

(わたしたちのための主の苦しみを理解できるようになる。） 
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第14課 

堪え忍ぶことによって，一人一人が悲しみや落胆に打ち勝つことができる 

黒板を使った エズラ•タフト•ベンソン大管長は総大会の話の中で，わたしたちが悲しみや落胆，憂うっを 

話し合い 克服するための12の方法にっいて採り上げた（「大会報告1973 — 75」pp.270 — 273)。必要に応じて 

質問をしながら，鍵となるそれぞれの言葉を黒板に書き出し，それにっいて話し合う。多くの問 

題はこれらの解決法の中の一つかニつだけで足りることを説明する。 

1.栴い改め——「罪悪は神の業と調和することなく，むしろ霊を弱めるものである。……わた 

したちが守るあらゆる律法には，それ相応の祝福がある。しかし律法を守らなければ，必ず 

それ相応の挫折を招くようになる。絶望という重荷を背負っている者は，主のもとに来ると 

よい。なぜなら，主のくびきは負いやすく，その荷は軽いからである（マタイ11：28—30参照)。」 

2.祈り——「必要なときの祈りは大きな恵みをもたらす。ささいな問題から，ゲツセマネのよ 

うなひどい苦しみを伴う試練の中にあっても，わたしたちは祈りをささげることによって神 

に近づき，大きな慰めと助けを得ることができる。」 

3.奉仕——「自分を忘れて人々のための正しい努めに精を出すなら，あなたの見識は高まり， 

個人的な問題もなくなる。また少なくとも，物事を正しく見る力が得られるであろう。ロレ 

ンゾ•スノー犬管長は次のように言っている。『もしふさぎ込むようなことがあるなら，周囲 

を見回し，もっと苦しい状態にある人を捜しなさい。それからその人のところへ行って，そ 

の苦しみが何かを知り，主があなたに授けてくださった知恵をもってそれを取り除くように 

努めなさい。そうするとあなたのふさいだ気持ちは晴れ，楽になるだろう。そして主の御霊 

があなたに降り，すべての事柄が明らかになるであろう。』(Conference Report『大会報告A 

1899年4 月 6 曰，pp. 2 — 3)」 

4.仕事——「働くことは神からの祝福であって，悲しむべき事柄ではない。……わたしたちは 

よく働き，自分自身と責任ある人々のために霊的，精神的，社会的，また物質的な必要を満 

たすようにすべきである。イエス•キリストの教会には，神の王国を前進させるためになす 

べき仕事がたくさんある。伝道，家族の系図，神殿の仕事，家庭の夕べ，そしてそのほかの 

教会の責任を受け，全力を尽くして遂行することは，わたしたちがなすように求められてい 

る仕事のほんの一部分にすぎない。」 

5.健康——「肉体の状態は霊にも影響を及ぼす。これこそ主が知恵の言葉を与えられた理由で 

ある。わたしたちは早寝早起きを励行（教義と聖約88:124参照）……すべきである。……食 

物は心にも影響する。そして体を構成している要素がどれか欠乏すると，心がふさいでくる。 

……休息と運動は健康には欠かせない。」 

6.読書——「これまで多くの人が試練に直面したとき，『モルモン書』を開き，力と励ましと慰 

めを得てきた。 

また『旧約聖書』の詩篇も，苦しみに陥った人々の心に対する特別な糧となっている。…… 

預言者の言葉，特に教会の現在の犬管長の言葉はぜひ読む必要がある。これらは悩んでいる 

人に導きと慰めを与えるものである。」 

7 .祝福——「人は特に危急の際に……神権者の手によって祝福を受け〔ることができる。〕…… 

聖餐〔も〕それにあずかるすべての人々に祝福をもたらす（教義と聖約20: 77，79)。」 

8.断食——「わたしたちは定期的に断食することによって，心を清め，肉体と霊を強めること 

ができる。……断食を実りあるものとするために，祈りと黙想をそれに加えるべきである。 

……聖文の言葉や断食を行う理由にっいてよく思い巡らすことができれば，そのこと自体祝 

福である。」 

9 .友人——「あなたの言葉を聞き，喜びを分かち合い，あなたの重荷を負い，あなたに正しく 

助言を与える真の友との交わりは，決してお金で買えないものである。……あなたの家族が 

も親密な友人であることが理想的である。そして も大切なことは，天の御父ならびにわ 

たしたちの兄であるイエス•キリストと友になるように願うことである。」 

10.音楽——「霊感に満ちた音楽は，崇高な思いを心に満たし，正しい行いへ人を駆り立て，心 

に平安をもたらす。……かつてボイド•K•パッカー長老は霊感あふれるシオンの歌を幾つ 
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か覚えるようにとの賢明な勧告をしたことがある。誘惑に遭い，心が動揺しているとき，賛 

美歌を口ずさ〔む〕……ことによって，悪い思いを払い去ることができるからである。また 

こうすれば，弱々しい沈んだ思いをも払い去ることができる。」 

11.忍耐——「悪魔の陰うつな霊があなたを離れるまで，ただ正直に悪魔の働きかけに耐え続け， 

負けないようにしなければならないときがある。……あなたが試練に出会うときには，かつ 

て得た勝利を思い起こし，忠実であれば続いて与えられる恵みを数えることができる。」 

12.目標——「物事を判断する能力のあるすベての神の子は，目標すなわち，短期目標と長期目 

標を定める必要がある。適切な目標を達成しようとまい進している人は，落胆の気持ちなど 

すぐに打ち砕いてしまう。そして，一つの目標を達成すると，すぐ新しい目標を定める。」 

これらの解決法の中から一つか二つを用いることによって，わたしたちは悲しみや落胆，絶望， 

意気消沈などに打ち勝つことができる。反対のものを克服する方法を学ぶことができる。 

救い主は終わりまで堪え忍ぶ方法を示しておられる 

視覚教材 視覚教材に書いた次の聖句を見せる。「人は生ける神の御子の模範に倣って， 後まで堪え忍ば 

なければ救われない……。」（2 ニーフアイ31：16) 

黒板を使った 參救い主の生涯は，どのような点で困難が伴ったのでしょうか。 

話し合い 生徒たちの答えを黒板に書く。以下の点を含める。 

1.王であるのに，粗末な馬屋に誕生された。 

2 .現代のように便利な物がない時代に誕生された。 

3.血族の者から侮られ，家を追われた。 

4 .財布も旅の袋も持たずに御自分の使命をなし遂げられた。 

5.同胞である民に処刑され，それでもなお彼らを赦された。 

聖句を使った 一人の生徒にマタイ27 ： 46とルカ23 ： 34を読ませる。 

話し合い 參天父がこのとき救い主から身を引かれたのはなぜだと思いますか。（わたしたちが皆そうである 

ように，主が御自分の使命を達成し，自ら 後まで堪え忍ぶことができるようにするため） 

忍耐といラ試しが成功をもたらすことがある 

生徒たちにヒラマン6 ： 9一 17を開けて黙読させる。 

•望むものはすべて手に入れ，祝福されたように見えるこれらの人々に，何が起きましたか。 

一人の生徒に2 ニーフアイ28 ： 21を読ませる。 

ニーフアイが末日の状態について預言していることを説明する。『モルモン書』が現代のわたし 

たちに教える偉大なメッセージの中に，繁栄がしばしば罪悪を生みだすという教えが挙げられる。 

罪悪は，死や苦痛，悩み，あるいは現世の生涯につきまとうそのほかの様々な問題に比べて，は 

るかに大きな悲劇である。成功のただ中にあって謙遜さと正しさを保つことは， 後まで堪え忍 

ぶうえでの大きなチャレンジの中に数えられる。 

まとめ 

困難に出会ったとき，それに立ち向かって行く力が得られるように，わたしたちは祈りと正し 

い生活を通して主に近づくべきであることを説明する。今日の繁栄が原因となって，わたしたち 

が主との関係や人生において真に大切なものを見失ってしまうことがないように，常に注意を怠 

らないようにしなければならない。 

日の栄えの王国に住むという目標を自分自身で立て，その目標を優先順位の 初に置いて生活 

を築いていくよう生徒にチャレンジする。また，各自が紙に書いた問題や争いごとを解決するた 

めに，レッスンの中ごろにあるベンソン大管長の総大会の説教の中から一つか，あるいは複数の 

解決方法を選ぶようにチャレンジする。 

聖句を使った 

話し合い 

アドバイザーの提示 

チヤレンジ 
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世の命であり,光であられる 
イエス•キuス卜 

目 的 イエスが文字どおり世の命であり，光であられることを理解する。 

準 備 1.次の聖句を祈りの気持ちで研究する。ヨハネ1：1—16; 3 ：16;14: 6 ；1コリント15: 

40-42 ；モーサヤ3:8;ヒラマン14 ：12 ；モルモン9 ：13 ；モロナイ7 ：15 — 19 ；教義と 

聖約11：28 ；19 ：16-19 ； 76 ： 70—71，81，96 — 98 ； 84 ： 44 — 47 ； 88 ： 7 —13 ； 93 ： 6 —20， 

39。 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.聖典に印を付けるための筆記具 

3.レッスンで行うグループ活動のために，二つの聖句表を用意する。 

レツスンの展開 命と光の関係 

話し合い 參地球があらゆる光の源から切り離されるとしたら，地上での生活はどのような状態になるで 

しょうか。 

すべての生命体は光がなければ死滅することを理解させる。もし光がなければ，植物は死に絶 

える。植物がなければ，動物も絶滅する。植物も動物も存在しなければ，人間も生存できなぃで 

あろう。また光がなければ，地球は凍結してしまうであろう。 

アドバイザーの提示 自然界の命と光に相関関係があるように，霊的な分野における命と光も相互に関連のあること 

を説明する。主は復活体や霊的な力と栄光の程度を，様々な光の度合いと比較しておられる。 

教義と聖約76 ： 70 —71，81，96 —98と1コリント15 ： 40 —42を生徒たちに読ませる。これらの 

聖句について話し合いながら，黒板に以下の表を書く。 

復活体の種類 光の種類 

曰の栄え 太陽 

月の栄え 月 

星の栄え 星 

日の栄えの体を持って復活する人々は，太陽の光にたとえられている栄光または命を授けられ 

る。それは完全な光を表している。月の栄えの体を持って復活する人々は，月にたとえられてい 

る。その光は太陽の反射光にすぎない。彼らは神の栄光を受けても，その完全を受けることはな 

い。星の栄えの体を持って復活する人々は，星にたとえられている。その光は，太陽や月の光に 

比べておぼろげでしかない。 
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聖句を使った 

fifiし€し、 

イエスは世の命であり，光であられる 

•物質的および霊的な面における光と命の源は何でしょうか。 

物質的な光の源に太陽を挙げる生徒がいれば，太陽はその光をどこから得ているのか尋ねる。 

教義と聖約88: 7—13を生徒たちに読ませ，印を付けさせる。 

參これらの聖句は，光の源について何と言っていますか。（イエス•キリストは万物の光と命の源 

であられる。） 

教義と聖約11：28を読んで印を付けさせる。 

參どのような意味で，イエス•キリストは世の命であり光なのでしょうか。 

グループ活動 生徒を二つのグループに分け，それぞれのグループに以下の聖句表のいずれか一方を渡す。 

1 .Aグループ 2 . Bグループ 

モーサヤ3 ： 8 ヒラマン14 ：12 

ヨハネ1：1—16 教義と聖約93 ： 6 -17 

教義と聖約88 ： 7 -10 モロナイ7 ：15 — 19 

教義と聖約19 ：16-19 ヨハネ3 ：16 

モルモン9 ：13 

それぞれのグループに，これらの聖句から学んだことを要約するように指示する。概念をまと 

め，以下に挙げる1_ 6までの項目を黒板に書き出す。話し合いを導くために，必要に応じて質 

問をするとよい。 

1.イエス•キリストは，太陽，月，星の光であられる。 

參教義と聖約88: 7—10は，太陽，月，星の光について何と言っていますか。 

どのような原理によるものかは知らされていないが，わたしたちはイエスが，太陽，月，星の 

光の源であると知っている。そのことを説明する。 

2.イエス•キリストは，天地の父であられる。 

•ヨハネ1：3と教義と聖約93 ：10から，イエス•キリストについて何を知る 

イエスは創造主であられたために，天地の父とも呼ばれている（モーサヤ3 

ン14:12参照)。創造がなされなければ，光も命も存在し得なかったであろう。 

3 .イエス•キリストは，人を含むあらゆる生物の肉体的な命の源である。 

•ヨハネ1：4は，キリストについて何を教えていますか。 

4.イエス•キリストは，理性，理解力，良心の光であられる。 

•モロナイ7 ：15 —19によると，イエスはどのような意味で光なのでしょうか。 

5 .イエス•キリストは，復活すなわち不死不滅の源であられる。 

鲁モロナイ9 ：13によれば，イエスは何をされたのでしょう力、 

6 .イエス•キリストは，永遠の命の源であられる。 

參ヨハネ3 ：16には，永遠の命について何と書かれていますか。 

イエスは復活の父であるだけではなく，永遠の命の父，すなわち授与者でもあることを生徒た 

ちに理解させる。イエスは全人類の罪のために苦しまれ，悔い改めるすべての人々に，赦しと永 

遠の命をもたらされる（教義と聖約19 ：16 —19参照)。 

とができますか。 

8およびヒラマ 

キリス卜のもとへ行くとき，命と光を受ける 

聖句を使った 生徒たちに教義と聖約93 ：11 — 20を読ませる。 

話し合い 參イエスはどのようにして，完全な命，光，栄光を受けられたのでしょうか。 

生徒たちにヨハネ14: 6を読ませる。 

參わたしたちはどのようにすれば，完全な命や真理，光，栄光を得られるでしょうか。 

御父のもとに行くにはイエス•キリストのもとに行かなければならないことを理解できるよう 

に助ける。イエスは次のように教えられた。「わたしは道であり，真理であり，命である。だれで 

もわたしによらないでは，父のみもとに行くことはできない。」（ヨノヽネ14: 6)ちょうどキリス 
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第14課 

トが父のもとに行かれたように，わたしたちもキリストのもとに行かなければならない。そうす 

るときに，主が御父にあって栄光を授けられたように，わたしたちもキリストにあって栄光を受 

けるであろう。 

參キリストのもとへ行くとは，どのような意味ですか。（聖文を読んでその声を聞き分け，主の名 

によって天父に祈り，自分の罪を悔い改め，救いの儀式を受け，キリストのために受けるあら 

ゆる試練と誘惑を堪え忍ぶ。） 

わたしたちは，自分の受けている光と真理を失うことがある。生徒たちに教義と聖約93: 39を 

読んで印を付けさせる。 
•わたしたちはどのようにして，光と真理を失うのでしよう力、 

またこれとは反対に，キリストの福音につける真理を受け入れ，続けて神を礼拝していくなら 

ば，さらに大いなる光と知識を受けることができる。生徒たちに教義と聖約88: 44 —47を読んで 

印を付けさせる。 

まとめ 

証 キリストにあってこそ，わたしたちは命，真理，光を得られることを証する。わたしたちはイ 

エス•キリストのおかげで，この世で生活し，永遠の命を得る機会にあずかっている。したがっ 

て，自分自身やほかの人々にではなく，主に対して信頼と信仰を寄せるべきである。わたしたち 

が主の戒めに従い，キリストの名によって天父に祈りをささげ，自らを謙遜にして’キリストの 

模範に従えるよう天父に願い求めるのはそのためである。キリストは，わたしたちが 終的に天 

父のもとに帰ることのできる唯一の道である。 
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第17課 I S霊 

目 的 聖霊は，御父と御子について証し，わたしたちを御二方のもとへ導く霊の御方であることを理 

解する。 

举 備 1•祈りの気持ちで次の聖句を研究する。マルコ1：9 -11；ルカ3 ： 22 ；1ニーフアイ11： 

27; 2 ニーフアイ32: 4 - 5 ；モロナイ10: 5 ：教義と聖約88: 3 - 4 ；130 ： 22。 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.紙と鉛筆（人数分） 

c .聖典に印を付けるための筆記具 

レツスンの展開 聖霊は霊の御方である 

テス卜と話し合い 生徒に紙と鉛筆を配り，以下の正誤問題に答えるように言う（正解は括弧の中)。 

1.聖霊は広大な宇宙を満たしている神聖な影響力または力です。（誤） 

2 .聖霊は神会の中の一人の御方です。（正） 

3.聖霊は「約束の聖なる御霊」です。（正） 

4.聖霊は，鳩の形を取ることがあります。（誤） 

本課のレツスンが，これらの質問に答えるのに役立つことを，生徒に伝える。 

引用と聖句を使った 生徒に教義と聖約130 ： 22を読むように言う。 

話し合い 聖霊は実在する御方であることを説明する。聖霊は霊の御方であり，天父やイエス•キリスト 

とは別個の独立した人格を持つ御方である。以下の聖句と引用を読んで話し合う。 

預言者ジョセフ•スミスが次のように教えていることを説明する。 

「わたしが常に宣言してきたように，神は一個の御方であり，イエス•キリストは父なる神と 

は別の御方である。また聖霊も別の御方であって，霊である。これらの御三方は別個の存在であ 

り，神々である。」{History of the Church『教会歴史』6 ： 474) 

•聖霊に関するこの引用から，わたしたちは何を知ることができますか。 

參聖霊が骨肉の体を持っておられないのは，なぜでしょうか。（人の内にとどまるため。教義と聖 

約130 ： 22参照） 

一人の生徒にマルコ1：9一 11(またはルカ3 ： 22か1ニーフアイ11：27)を読ませる。 

眷この聖句はどのような混乱を引き起こしやすいですカゝ。（一部の人々は誤って，聖霊は鳩の姿や 

形を取り，そのような体になれると考えているかもしれない。） 

以下の点を指摘する。預言者ジョセフ•スミスは，聖霊が人の姿をした御方であって，鳩は聖 

霊の単なる外見的な象徴またはしるしにすぎないと説明している。さらに，聖霊は主のパプテス 

マのときに，「行われたことの証人として，聖霊が鳩の形で，あるいはより厳密に表現すれば，鳩 

のしるしをもって」キリストの上に降られたと語っている。預言者ジョセフは次のように説明し 

ている。 

「鳩のしるしは創世の前から聖霊の証として定められていた。したがって，悪魔は鳩のしるし 

をもって来ることはできない。聖霊は個性を持つ御方で，人の形をしておられる。聖霊は鳩の形 

に限定されることなく，鳩のしるしをもって来られる。聖霊は鳩に姿を変えることはおできにな 

らない。しかし，その事実が真理にかなっていることを示すために，鳩のしるしがヨハネに与えら 

れたのである。鳩は真理と潔白を示す象徴または表象だからである。」（『教会歴史』5 ： 260 — 261) 
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聖霊の力または影響力 

アドバイザーの提示 聖文の中で預言者たちは「聖霊」「聖なる御霊」「御霊」「真理の御霊」「主の御霊」「約束の聖な 

る御霊」などの言葉を使っていることを説明する。これらの言い方は，あるときには聖霊という 

御方を指すために使われ，別のときにはその力または影響力を指すために使われる。したがって， 

その言葉の使われている節を注意深く読むことによって，どちらの意味に使われているのか判断 

しなければならない。 

引用と聖典と ジョセフ• F•スミス大管長は，聖霊とその影響力を次のように区別している。 

アドバイザーの提示 「霊の御方である聖霊は，御父や御子と同様に，同時にどこにでも存在することはできない。 

しかし，聖霊の英知，知識力，影響力により，自然の法則を超越し，あるいは自然の法則を通し 

て，神のすべての業の中にあって，どこにでも存在することができる。」（『福音の教義』p.59) 
聖霊という御方は，一度に1か所にしかとどまることはできないが，その力と影響力は遍在， 

すなわち同時にあらゆる場所へ及ぼすことができる。 

一人の生徒に教義と聖約88 ： 3 — 4を読ませる。下の図を黒板に書く。 

聖霊と，聖霊の力や影響力との違いは，太陽とそこから放射される光にたとえて説明すること 

ができる。わたしたちが知っているように，太陽自体は一度に1か所にだけ存在している。しか 

し，太陽から放射される熱や光やエネルギーは，即座に太陽系全体を照らし，満たすことができ 

る。同じようにして，聖霊御自身は一度に1か所にしか存在することはおできにならないが，そ 

の影響力や力は広大な宇宙を満たすことが可能であり，実際に満たしているのである。 

聖句を使った 

5 6しロレ、 

死すべき人間に及ぼす聖霊の影響 

2 ニーフアイ32: 4 —5とモロナイ10: 5を読む。 

參聖霊の役割について，これらの聖句から何を知ることができますカゝ。（わたしたちが聖霊を伴侶 

とするように努めるなら，聖霊はすべてのことの真理を教え，永遠の命を得るためになすべき 

ことをすべて示してくださる。） 

引 用 わたしたちの生活の中で，聖霊の現れを識別できるようになることが大切であるという点を指 

摘する。預言者ジョセフ•スミスは次のように説明している。 

「第一の慰め主，すなわち聖霊が持つ影響力とは，純粋な英知である。」{Teachings of the 
Prophet Joseph Smith『預言者ジョセフ•スミスの教え』ジョセフ•フィ一ルディング•スミス 

編，p. 149) 
パ ー レ ー • p •ブラット長老も，聖霊の影響力を次のように説明している。 

「〔聖霊の影響力は〕知的活動をつかさどるあらゆる器官の回転を早め，さらには人間の本性で 

ある熱情と愛を増し，拡大させ，またより純粋なものとし，知恵の賜物によって律法にかなった 

用い方ができるようにそれらを変えていくのである。聖霊の〔影響力〕は，わたしたちの本性で 

ある同情や喜び，審美眼，思いやりの心，そして愛情に霊感を与え，それらを成長，発展，成熟 
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へと導く。さらには高徳，親切，善良なる心，優しさ，思いやりの心，愛を呼び覚ます。また姿 

形に至るまで人を美しくし，健康，活力，生気，明るさを与える。また聖霊の〔影響力〕は，心 

身を活気づけ，勇気をもたらしてくれるものである。要するに聖霊の〔影響力〕は，昔も今も変 

わらず，骨に髄を，心に喜びを，目に光を，耳に音楽を，そしてすベての人々に命を与えてくれ 

るものなのである。」{Key to the Science of Theology『神学の鍵』p.101) 

アドバイザーの提示 プラット長老が説明している聖霊の影響力を受けられるように，わたしたちは努力すべきであ 

ることを説明する。多くの場合，聖霊は慰め主として働き，わたしたちの心に平安をもたらして 

くれる。また聖霊の影響力によって，さながら心の中に突然明かりがともされたかのように，新 

たな思いや霊感を不意に受ける。その光の中でわたしたちは，何らかの新たな真理を見いだすの 

である。これがジョセフ•スミスの語る「純粋な英知」である。また，「あなたの思いとあなたの 

心」（教義と聖約8 ： 2)に告げる静かな細い声であり，心の中に燃えるものなのである（教義と 

聖約9 ： 8参照)。 

まとめ 

要 約 鲁神会の第3番目の御方である聖霊を絶えず伴侶とするには，わたしたちは何をしなければなら 

ないでしょうか。（キリストを信じる信仰を行使し，悔い改め，祈り，聖文を学び，静かな細い 

声に従う。） 

わたしたちは末日聖徒イエス•キリスト教会の会員としてパプテスマを受け，聖霊の賜物を授 

けられていることを指摘する。したがって，自らのふさわしさに応じて，聖霊を絶えず伴侶とす 

る道が開かれているのである。御父と御子のもとに戻るには，聖霊のささやきに従わなければな 

らない。聖霊はすべてのことの真理を教え，わたしたちを永遠の命へと導いてくださるのである。 
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祈 り 第18課 

目 的 真心から絶えず祈ることを通して，わたしたちは問題の答えを得，導きと力を受け，混乱した 

世の中で穏やかに生活できることを理解する。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。2 ニーフアイ23 ： 8 ；エノス：アルマ34 ：17 —27 ： 

37 ： 35 —37 ；エテル 3 ：1—15;教義と聖約 8 ： 2 ； 9 ： 8 —9。 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.視覚資料7「宇宙船」 

c .鉛筆（人数分） 

d .聖文に印を付けるための筆記具 

3.本課の終わりにある配付資料「自己評価リスト」を人数分複写する。 

4.エテル3 ：1一15とエノスの出来事を読んで報告するよう，二人の生徒に割り当てる。報告 

の準備をするときに，両親やホームテイ一チャー，あるいは教会のほかの指導者とこの箇所 

について話し合うように勧める。 

はじめに 

視覚資料7「宇宙船」を見せる。現代において人類は，時速何千キロもの速さで人を宇宙空間 

へ送ることができ，また何千キロも離れている彼らの所へ，指示や命令を送ることができる。こ 

れらが現代科学の驚異に数えられることを説明する。 

眷人間のこのような通信能力からすると，わたしたちが祈るとき，御霊の力によって神からメッ 

セージが送られて来ると信じるのは難しいことでしょうか。 

わたしたちは自分の使命を果たす目的で，天父によってこの地上に送られたことを説明する。 

神は時間や場所にかかわりなく，常にわたしたちを成功させようと備えておられる。わたしたち 

が祈りを通して神に近づくならば，みもとに戻るための導きと指示を受けることができる。 

諷心誠意で 

參親友と 後に話したのは，どのくらい前のことですか。どのくらいの間，話しましたか。何に 

ついて話しましたか。 

続いて次の質問をする。ただし，声に出して答えるように求めてはならない。 

參 後に祈ったのは，どのくらい前のことですか。どのくらいの間，祈りましたか。何について 

祈りましたか。 

次の言葉を読む。 

「もしもある友達が，わたしたちに毎日同じ言葉を繰り返し，しかも義務感で話をし，話が終 

わるや否や，テレビのスイッチを入れ，あとはわたしたちのことはすっかり忘れてしまうとした 

ら，だれであっても腹が立つに違いない。」（エズラ•タフト•ベンソン"Improving Communication 
with Our Heavenly Father" Prayer「天父との交通を改善する」『祈り』p.Ill) 

生徒たちにアルマ37 ： 35 — 37を黙読するように言う。 

眷36節に言われていることを実行する人は，どのような行いをするでしょう力、それはなぜでしょ 

うか。 

レツスンの展開 

視覚資料を使った 

5占しOし、 

5占しC3し、 

引 用 

聖句を使った 

5占しロし、 
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•「主と相談しなさい」とは，どのような意味でしょう力、 

「相談する」とは，相互交通，または両者の話し合いを指すことを指摘する。したがって，わ 

たしたちが祈りを通して自分の目的や目標，関心について天父と話し合うときは，話すだけでは 

なく耳を傾けなければならない。 

天父からの答えはいろいろな形を取ってやって来ることを説明する。いろいろな考えが浮かん 

だり，特別な感じがしたりするのはその例である。 

•「あなたのすべての行いについて」とは，どのような意味でしょう力、 

一人の生徒にアルマ34 ：17 — 27を読ませる。親しい同僚同士がするように，主はわたしたちに， 

あらゆることを主と分かち合い，すべてのことについて主の導きを求めるように望んでおられる。 

參これらの聖句によれば，祈りはわたしたちの生活の中でどの程度重要なのでしょうか。 

主がわたしたちに，すべての行いについて主と相談するよう求めておられるならば，主にとっ 

て重要でないものは何一つないことを説明する。 

引 用 次の引用を読む。 

「祈る方法を知ることは，それほど難しいことではない。……祈りは言葉からなるものではな 

い。むしろ，真実の信仰深い，真心からの祈りは，謙遜に，信仰をもって，主の祝福を受けたい 

と願う内なる望み，心から生じるものであり，単なる感情以上のものである。」（『福音の教義』 

p.212) 

アドバイザーの提示 真実の祈りとは，真心から天父と話すことである。このことを説明する。正しく行動するため 

の鍵は，常に主を覚え，主を求めて，細くて狭い道にとどまることである。主との交わりを保つ 

ことによって，自分の 終目的地へ向かう道にとどまるために必要なあらゆる修正や調整を行う 

ことができる。わたしたちは絶えず天父との交わりを保っていかなければならない。もしわたし 

たちが御霊のささやきに従うならば，天父はわたしたちを導いて，みもとに引き寄せてくださる 

であろう。 

報告と話し合い 前もって割り当てておいた二人の生徒に，エテル3 ：1一15とエノスについて報告させる。 

鲁この二つの記録にある出来事は，どのような点で似ているでしょうか。（いずれの出来事も，真 

心からの熱心な祈りと，主との誠実な話し合いの結果もたらされた。） 

エノスとヤレドの兄弟は，どの程度素直に，心を開いて，真心から祈ったか話し合う。 

活動と黒板を使った 生徒に， 近の個人の祈りについて思い返させる。それぞれに1枚ずつ「自己評価リスト」を 

話し合い 配り，自分の祈りを黙って評価するように言う。生徒はいかなる答えも記入すべきではない。こ 

れらの質問は，自分の祈りの状態を評価するための手段として用いるようにする。 

•皆さんの曰々の祈りは，エノスやヤレドの兄弟の祈りとどのように違いますか。 

この質問をしながら，黒板に人の絵を書き，下に「わたし」，上に「祈り」と書く（次ページの 

図参照)。 

エノスやヤレドの兄弟の祈りと比べて，どのような点で自分たちの祈りが違っているか，率直 

にまた具体的に話し合うよう励ます。 

參どのような問題力《効果的な祈りの妨げになりますか。 

黒板に「問題」と書いて，その下に生徒の答えを書き出す。 
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第14課 

問 題 
1.意味のない繰 

り返し 
2 .一般的な内容 
3 .眠気 
4 .集中力のなさ 
5 .ふさわしくない 
6 .不信仰 
7 .神の御霊や導 

きの必要性を 
理解していな 
い 

祈 り 

解決法 

わたし 

天の祝福を受ける鍵 

黒板による提示 2，3回祈って答えが得られないと，わたしなちは落胆して，具体的な問題について祈るのを 

やめてしまうことを説明する。祈りをまったくやめてしまう場合さえある。このようなときこそ， 

わたしたちは も祈る必要があることを説明する。 

黒板に「解決法」と書いて，その下に「祈り続ける」と書く。 

聖句を使った 一人の生徒に2 ニーファイ32章の8節と，9節の初めの部分を読ませる。 

話し合い •サタンはなぜわたしたちを落胆させて，祈るのをやめさせようとするのでしようカゝ。（サタン 

は，わたしたちの幸せを破壊し，わたしたちを自分と同じように惨めな存在にしようとたくら 

んでいるから。） 

サタンや周囲の人々，環境のために落胆して祈りをやめてしまわないよう，生徒を励ます。 

引 用 デビッド• 0 •マッケイ大管長は，たゆまず祈り続けることの必要性について次のように語っ 

ている。 

「いつの日かあなたがたは……乗り越えられそうもない厚い壁に行き当たることがあるであろ 

う。しかし壁の向こうへ行くことを義務が命ずるならば，背を向けたり，できないなどと言った 

りしてはならない。立ち向かう熱意はあるかもしれないが，それだけでは十分ではない。ヤコブ 

の……言っていることを行わなければならない。すなわち，神に力を求めるのである。しかしそ 

の信仰に加えて，自分にできることを行う能力が自分自身にもあることを認めなればならない。 

あなたがたは自分の立っている場所から，壁の上に登って行くことができる。そして壁を登り 

詰め，自分にできる所まで進んで来ると，自分の祈りの答えを見いだし，さらに上に進む隠され 

たはしごがあること，あるいは自分が初め立っていた所からは見ることのできなかった扉のある 

ことを知るであろう。そこに神の手が示されているのである。」{Treasures of Life『人生の宝』 

クレア*ミドルミス編，pp. 303-304) 

物 語 以下の物語を読むか，自分の言葉で話す。 

ジョンは19歳だった。彼は，学内卓球大会でついに優勝した。満場の拍手の中を表彰台へとゆっ 

くり進みながら，級友からあざけられ，辱められた長い年月のことを思い返していた。彼は生ま 

れたときからすでに脳性小児まひだったため，目は片方しか見えず，耳は両方とも不格好な補聴 

器の助けを借りなければ聞こえなかった。それに左手の自由が利かなかった。このような障害に 

もかかわらず，彼は見事に自分のハンディを乗り越えたのである。 

学校を卒業すると，ジョンは伝道に出た。現在は，ワードのオルガニストとして働いている。 

この責任は，両腕が使える人であっても何年も練習を要するのである。 

ジョンが自分の問題を克服できた理由は，青少年のときに，たとえだれもが自分を見捨てたと 

しても，神は愛し受け入れてくださることを理解したからである。彼はこの考えと望みから，熱 

心な祈りをささげるようになった。そしてその答えとして，神だけが人に与えることのできるあ 
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ふれるほどの愛や理解力や平安を見いだすことができた。そこから彼は，自分の障害に打ち勝ち， 

理想どおりの人間になる力と勇気を得たのである。 

黒板を使った わたしたちの多くはこのような肉体上の障害を負っていないが，信仰と主に対する信頼を求め 

話し合い られるような問題に直面していることを説明する。主のもとへ行き，自分の努めを果たすなら， 

わたしたちはあらゆる問題に立ち向かうことができる。 

黒板の「解決法」の下に「具体的な必要について祈る」と書く。 

參慰めと導きを求めて主のもとへ行かなかったら，ジョンはどうなっていたと思いますか。（憂う 

つな気持ちになり，自分を憐れむ気持ちでいっぱいになって，才能を発揮できず，主への信頼 

からもたらされる幸福と平安も見いだせなかったであろう。） 

參若人が直面する生活上の問題には，どのようなものがありますか。 

生徒が挙げた問題の一つを使って，それを解決するために祈りを通してどのように助けを受け 

ることができるか話し合う。生徒の答えを要約して黒板に書き出す。以下のような答えが出るで 

あろう。 

1.その問題について祈りの気持ちで考える。 

2.断食して祈る。 

3.悪いことをしたときは，赦しを求めて悔い改める。 

4.両親や監督，そのほかの指導者から助言を受けるとき，主からの導きを祈り求める。 

5.祈りの気持ちで聖文を研究する。 

6.弱さを克服できるように，助けを求めて祈る。 

生徒たちがもっと具体的な祈りができるように，話し合いを導く。例えば問題が，学校での特 

定のクラスまたは授業についてであれば，生徒は次のように自問することができる。「学校はわた 

しにとって，どのくらい大切だろうカゝ。わたしにとって難しいこの科目は，どのくらい重要なの 

だろうか。成績を上げるのに障害となっているわたしの習慣や弱点は何だろうか。先生との関係 

はどうだろうか。」このような質問についてよく考えれば，主に対して具体的な助けを祈り求める 

のに，さらによく備えられるであろう。 

拳では，上に述べた特定の問題について，さらに具体的に主に助けを求めるには，ほかにどのよ 

うな方法がありますヵゝ。（翌日の朝に1時間早く起きてレポートを書くために，あるいは読むベ 

き本を読むために，力を求めて祈る。必要であれば，レポートを書き直す忍耐力を求めて祈る。 

勉強のときに，重要な知識をよく覚えておくことができるように祈る。） 

祈りの中では，まず問題を解決するために注意深く考える段階を踏んだうえで，いつも行うよ 

うに必要なものを願い求め， 後に自分の責任を必ず果たすという固い決意を主に伝えるべきで 

ある。この点を指摘する。 

祈りの答えを知る 

聖句を使つた •祈りの答えは，どのようにして知ることができるでしょう力、 

話し合い 個人的な実例を挙げられる生徒がいれば，それを話すように促す。一人の生徒に教義と聖約8 ： 

2を読ませ，もう一人の生徒に教義と聖約9 ： 8 —9を読ませる。生徒たちに聖句に印を付けさ 

せ，これらの啓示が与えられたときの状況について復習させる。必要であれば，主がオリバー• 

カウドリに語ったことを思い出させる。 初の啓示では，オリバー•カウドリも金版の翻訳を助 

けることができると告げられ，次の啓示では，なぜ翻訳ができなかったのかその理由が知らされ 

た。 

まとめとして，温かい気持ちや確信のできる安らかな感じによって，主はその原則が正しいか 

どうかを知らせてくださることを説明する。原則が間違っている場合には，心が次第に鈍くなる 

か，または混乱して不安な気持ちになってくる。 
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第18課 

まとめ 

引用とアドバイザ一 次の言葉を読む。 

の提示 「主からの答えは静かに，非常に静かに与えられる。事実，耳で答えを聞く人はほとんどいな 

い。わたしたちは注意して耳を傾けるべきである。さもないと答えに気づかないであろう。主か 

らの答えのほとんどは，心の中に温かく安らかなものとして感じられる。あるいは，わたしたち 

の心の思いとしてもたらされる。これらの答えは，準備のできた，忍耐する人々に与えられる。」 

(H •バーク•ピーターソン，Conference Report『大会報告』1973年10月，p.13 •’ Ensign『エン 

サイン』1974年1月号，p.19) 
御霊のささやきを受けた個人的な経験について話し，そのほか生徒にも体験談があれば，それ 

を話すように言う。 

答えがすぐに与えられなくても，たいていの場合，祈り続けなければならないことを説明する。 

ある場合には，自分の生活をもう一度評価し直す必要があるかもしれない。自分が も望んでい 

る事柄を霊感として受け入れることと，それが正しいという 終的な確認を得るまで祈り続ける 

こととの違いを説明する。 

そのような証は個人的なものであって，軽々しく扱ったり，信仰のない人々に語ってはならな 

いことを強調する。また，祈りを通して霊感を得るためには，福音の原則に常に忠実でなければ 

ならないことを指摘する。 

証とチャレンジ 祈りの力について証する。定期的な絶えざる祈りを通して天父との自由な交通を保つよう，生 

徒にチャレンジする0 
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自己評価リス卜 
以下の項目について心の中で考えることによって，自分が行っている個人の祈りを評価してください。 

1.わたしは祈りを， 

a.毎日2回以上します。 

b.毎曰1回します。 

c.1曰おきにします。 

d.1週間に2回以上はします。 

巳.1週間に1度以下です。 

2 .祈りの言葉は， 

a.心を込めて話しています。 

b.いつも同じことを話します。 

c.少し変えるだけです。 

3 •わたしが祈るのは， 

a .聖霊の導きを得るためです。 

b.家族のためです。 

c.友達のためです。 

d.ホームテイ一チングの担当家族のためです。 

巳.わたしのクラスの教師のためです。 

f .学校の成績を上げるためです。 

8.特定の事柄に力と導きを得るためです。 

h.赦しを得るためです。 

i.御霊の賜物を得るためです。 

J.正しい決断をするためです。 

4 .祈りの間わたしは， 

a.主から導きと霊感を受けます。 

b.天父を身近に感じます。 

c.常に注意を集中させています。 

d.たいてい注意を集中させます。 

e.時々考えがまとまらないままでいます。 

f .いつも注意が集中しません。 

8.たいてい眠ってしまいます。 

5 •祈るときには， 

a.どのように自分が進歩できるか主に話します。 

b.進歩するための具体的な助けを求めます。 

c.一般的な祝福を求めます。 

d.覚えた祈りを繰り返します。 

6 .祈りの中でわたしは， 

a.具体的に必要な問題について助けてくださったことに感謝します。 

b.食物や家族，教会など，具体的に名前を挙げて感謝します。 

c.一般的な祝福に感謝します。 

d.感謝するのをよく忘れます。 

7.心の中で祈り，天父のことを考え，天父に話すのは， 

a.1日に何度もあります。 

b.1曰のうち，2，3回あります。 

c.まれにします。 

d.ほとんどしたことがありません。 



断 食 第19課 

目 的 断食は，正しい理解をもって実践するならば，霊性と信仰を増すための手段になることを理解 

する。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。エステル4 ： 3 ；イザヤ58 ： 3 -11；ヨエル2 ：12 ； 

マタイ 4 ：1—4 ； 6 ：16-18 ； 9 ：14 — 15 ；モーサヤ 27 ： 22—24 ；アルマ 5 ： 44 一 46 ； 

17 ：1—3 ； 34: 28; 3 ニーファイ 2 7 : 1 - 3 ；教義と聖約 59 ：13—14。 

2 .教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持參する。） 

b.聖典に印を付けるための筆記具 

レッスンの展開 はじめに 

復 習 以下に挙げる基本的な教義を復習する。生徒たちがこの内容に精通している場合は，質問をし 

て自由に答えさせてもよい。あるいは，一人または複数の生徒に前もって割り当てを与えて，断 

食について説明する簡単な報告をさせてもよい。 

わたしたちは教会の会員として，毎月1度断食をする。この断食とは，2食分の飲食を断つこ 

とを意味する。しかし，断食は単に飲食物を断つ以上のことである。わたしたちは断食をすると 

き，霊的な事柄に意識を集中する。 

断食は，わたしたちが犬いなる霊的な力をはぐくむ助けになる。それは主を礼拝し，わたした 

ちの従順さと献身を表す一つの方法である。また，特別な助けや知識，そのほかの祝福を求める 

方法でもある。断食には常に祈りが伴わなければならない。 

聖句を使った 參断食はどのような気持ちや状況と関連しているでしょうか。 

話し合い 生徒たちに教義と聖約59 ：13 —14 ；エステル4 ： 3 ；ヨエル2 ：12を読ませ，断食について表 

した言葉を探すように言う。 

鲁これらの聖句によると，断食はどのように表現されていますか。また，どのような言葉と関連 

づけられていますか。（喜び，嘆き，叫び，悲しみ） 

•これらの聖句が喜びと悲しみの両方に断食を関連づけているのはなぜだと思いますか。 

•断食についてどのような経験をしましたか。 

このレッスンでは，断食の目的，正しい断食の意味，断食のもたらす祝福などについて学ぶこ 

とを説明する。正しい断食は悲しみを喜びに変えることができる。 

聖句を使った 山上の垂訓の中で，イエスは弟子たちに断食の正しぃ方法を教えられた。一人の生徒にマタイ 

話し合い 6 ：16 —18を読ませる。 

•この聖句によれば，わたしたちはどのように断食すべきでしようか。 

イエスがしばしば断食と祈りをされたことを説明する。一人の生徒にマタイ17 ：18—21を読ま 

せる。 

拳弟子たちが子供から悪霊を追い出せなかったのはなぜでしょうか。 

眷イエスが頻繁に断食と祈りをされたのはなぜだと思いまずか。 
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断食のちたらす祝福 

アドバイザーの提示 断食は，わたしたちが大いなる霊的な力をはぐくむ助けになる。それは主を礼拝し，わたした 

ちの従順さと献身を表す一つの方法である。また，特別な助けや知識，そのほかの祝福を求める 

方法でもある。断食には常に祈りが伴わなければならない。 

聖句を使った 

話し合い 

一人の生徒に3 ニーフアイ27 ：1—3を読ませる。 

•弟子たちは，なぜ集まって断食と祈りをささげていたのですか。 

參弟子たちの断食と祈りに，主はどのように答えられましたか。 

断食と祈りは，神につける事柄に飢え渴き，神に近づいて助けを請い求める一つの手段である。 

祈りの伴わない断食をすると，そのおもな結果は空腹感だけであろう。しかし，断食とともに祈 

りを行うならば，空腹感さえも，神とその義に霊的に飢え渴くべきであることをわたしたちに思 

い起こさせるきっかけとなる。断食はわたしたちを謙遜にして，神に近づけるのである。 

しOし、 •断食するのにふさわしいのは，どのような事柄でしょう力、。 

•断食と祈りについて，これまでにどのような経験をしましたか。 

•あなたは今，どのような必要について断食と祈りをしたいと思いますか。 

聖句を使った 

5占しOし、 

聖典には，断食と祈りを通して祝福を受けた人々の実例がたくさん記されていることを説明す 

一人の生徒にモーサヤ27 ： 22 —24を読ませる。そして，どのような経過を経てこの聖句にある 

ような出来事が起こったのか話させる。 

參主の助けを求めることに関して，この聖句から何が分かりますか。 

この例のように長い間断食をするような場合もある力
5
，わたしたちは通常，24時間だけ断食す 

べきであることを説明する。 

一人の生徒にアルマ5 ： 44 —46を読ませる。息子アルマは，モーサヤ27章に記された奇跡から 

約10年後に語っていることを説明する。 

參息子アルマは，どのようにして福音に対する証を得ましたか。 

一人の生徒にアルマ17:1—3を読ませる。 

眷モーサヤの息子たちは，断食と祈りの答えとして，どのような祝福を受けたでしょうか。 

•断食と祈りによって得たこれらの祝福は，彼らの伝道活動にどのような影響を及ぼしましたか。 

物 語 マシュー•カウリー長老の語った次の物語を読む。この中には，正しい断食を行うことが，主 

の御霊を受けるのにどのように役立つかが描かれている。 

「わたしたちにはホノルルに一人の若い友人がいる。……彼はそこの監督をしており，非常に 

裕福であるが，それに劣らず非常に謙遜な人でもある。ある日のこと，彼は小児まひの子供を持 

つある姉妹からクイーンズ病院に来てくれるようにと電話で依頼された。その姉妹はこう言った。 

『監督さん，急いでください。息子が小児まひで苦しんでいます。息子を祝福してやってくださ 

い。』彼はその姉妹のワードの監督だったのである。けれども彼はその日病院に姿を見せず，次の 

日の朝も顔を出さなかった。ようやく午後になって彼がやって来ると，彼女は怒りをあらわにし 

て，ぶちまけた。『監督さん，あんまりです。あれほどすぐ来て息子を祝福してくださいとお願い 

したではありませんか。息子は苦しんでいたんです。あなたはしようと思えば何でもできる方で 

す。車もお持ちです。それにヨットも。何でも欲しいものを持っていらっしゃる。時間だって自 

由に使えるはずです。それなのに，あなたは来てくださらなかった。もう丸1日たっているんで 

すよ。』彼女が全部話し終わるまで待って，彼はこう言った。『わたしは昨日電話を切ってから断 

食を始めました。24時間断食をし，祈りました。今やっとあなたのお子さんに祝福を与える準備 

ができました。』その曰の夕方5時，子供はすっかり癒されて，退院した。」{Matthew Cowley 
Speaks『マシュー•カウリーは語る』pp.149-150) 
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証 断食と祈りを行って祝福を受けたときの経験を話す。断食の律法について証する。 

キリス卜の言葉を味わろ 

アドバイザーの提示 アルマ17:1—3によれば，モーサヤの息子たちが偉大な霊的祝福を受けたのは，断食と祈り 

をしただけでなく，「神の言葉を知るために聖文を熱心に調べてきた」（アルマ17: 2)からであ 

る。そのことを説明する。断食の間，わたしたちは食事や飲み物のことを考えるのではなく，神 

の言葉をよく味わうとよい。 

聖句を使った 一人の生徒にマタイ4 ：1 一4を読ませる。 

話し合い 參サタンが救い主を誘惑しようとした 初の方法は何でしたか。 

參この聖句から，霊的な栄養を取ることの必要性について何が分かりますか。 

わたしたちの霊は体と同じように，進歩成長するために栄養を与え，養う必要があることを説 

明する。聖文の勉強は，霊に栄養を与えるための一つの方法である。 

アドバイザーの提示 主は霊に栄養を与えることの必要性を繰り返し強調しておられることを説明する。神権の誓詞 

と聖約に関する説明の中で，主は神権者に次のように言われた。「自分自身について気をつけ，永 

遠の命の言葉を熱心に心に留めるようにしなさい。あなたがたは，神のロから出る一つ一つの言 

葉に従って生きなければならないからである。」（教義と聖約84 ： 43-44) 

同じように預言者ニーファイも，わたしたちは「キリストの言葉をよく味わ」う（2 ニーファ 

イ31:20)べきであると教え，モロナイもまた，当時のキリスト教会の会員たちが「神の善い言 

葉で養われ」ていた（モロナイ6 ： 4)と記録している。断食の間わたしたちは，祈りによって， 

またキリストの言葉をよく味わうことによって，自分の霊を養うようにすべきである。そうする 

ことによって，義に飢え渴く霊が満たされるのである。 

断食献金は断食と祈りを清める 

聖句と黒板を使った 断食によって，困っている人々を世話する機会が与えられることを説明する。主は貧しい人々 

話し合い を助けるために，断食献金を納めるように命じられた。断食献金は少なくとも，わたしたちが断っ 

た2食分に等しい金額をささげるべきである。 

一人の生徒にアルマ34 ： 28を読ませる。 

•「むなしく」なるとは，どのような意味でしょうヵゝ。（「むなしい」とは，空虚，無意味，役に 

立たない，実りのない，などを意味する。） 

•祈りをむなしくしないためには，何をする必要がありますか。 

一人の生徒にイザヤ58: 3—11を読ませる。 

參民の断食が主に受け入れられなかったのは，なぜでしょうか。（イザヤ58: 3 — 7参照） 

參正しい断食をして断食献金を惜しみなく納める人々に，主はどのような約束を与えられるで 

しょうか。（イザヤ58: 8—11参照） 

生徒の答えを聞きながら，以下に挙げる聖句の各項目を黒板に書き出す。 

1.「そうすれば，あなたの光が暁のようにあらわれ出て」（8節） 

2. 「あなたは，すみやかにいやされ」（8節） 

3. 「あなたの義はあなたの前に行き」（8節） 

4. 「主の栄光はあなたのしんがりとなる」（8節） 

5. 「また，あなたが呼ぶとき，主は答えられ」（9節） 

6. 「主は常にあなたを導き」（11節） 

7. 「主は……あなたの願いを満ち足らせ」（11節） 

8. 「あなたは潤った園のように，水の絶えない泉のようになる」（11節） 

すなわち，わたしたちが主を必要とするときに，主は「わたしはここにおる」（イザヤ58: 9) 

と答えてくださるのである。 
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まとめ 

話し合い 參どのようにすれば，断食を喜びの源にすることができますか。 

断食は悲しみや切々たる思いから始まるかもしれないが，喜びや歓喜をもって終えることがで 

きる。生徒がこの結論に至るように助ける。断食するときに主に焦点を当て，祈りや聖文の研究， 

ささげ物を通して御霊を求めるならば，主は御霊をもってわたしたちを祝福し，慰めてくださる 

であろう。 

黒板を使ったまとめ 以下の原則について話し合いながら，要点を黒板に書いていく。断食するときに，各々の原則 

とチャレンジ を実行するよう生徒にチャレンジする。 

1.祈りをもって断食を始める。わたしたちは祈りをもって断食を始めるべきで，断食の目的を 

天父に話し，わたしたちの幸福のために断食が聖別されるよう願い，御霊を求める。 

2. 24時間，食物と飲み物を断つ。わたしたちは，これ以上長期間にわたって食物と飲み物を断 

たないように勧告されている。断食の目的を心に留め，心の中で祈り続けるようにすべきで 

ある。そして，常に次のように自問してみる。「わたしは神の御心を行うために，食物や飲み 

物を求めているのと同じくらい義に飢え渴いているだろうか。」わたしたちが飢え渴いてい 

るのであれば，キリストの言葉をよく味わい，霊を養うために主の御霊を祈り求めるべきで 

める。 

3.適切な断食献金を教会に納める。献金は， 低2回分の食事代に等しい額を納める。スベン 

サー.W•キンボール大管長は，経済的に余裕があればそれ以上の献金を納めるよう，2度 

にわたって勧めている。 

「会員一人一人が貧しい人，乏しい人のために惜しみなく断食献金を納めるべきである。 

この献金は，少なくとも断食をしている間の2食に相当する金額でなければならない。」（『聖 

徒の道』1978年2月号，p. 120) 
「わたしたちは時折，惜しむ気持ちから，朝食を卵1個で済ませているので，それに相当 

するお金を主に納めようと考えることがある。現在は多くの人力《裕福であると思うが，裕福 

なときは，もっと物惜しみしない態度をもつ必要がある。 

……わたしは，断食した2食分の金額ではなく，できる状態であればもっと多く，10倍以 

上の金額を納めるべきであると考えている。」{Conference Report『大会報告』1974年4月， 

p. 184) 
4.祈りをもって断食を終える。わたしたちが祈りをもって断食を始め，心の中でも絶えず祈り 

ながら断食を継続したように，断食を終えるときも祈りをささげ，断食の律法とそのほかの 

祝福に感謝を述べる。 

5.証を述べる。機会があれば，自分の証を述べて，ほかの人々と信仰や喜びを分かち合う。正 

しく断食を行うならば，主の御霊が豊かに注がれるであろう。 
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什分の 靂的な試し 第20課 

目 的 什分の一を納めることは，犬いなる祝福の源であり，忠実さの試しであり，またより高い奉献 

の律法に従って生活するための準備であることを学ぶ。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。マラキ3 ：10 ；マルコ12 ： 41-44 ；モーサヤ2 ：18-

25 ；モロナイ 7:6-9;教義と聖約11：7 ； 97 ： 8 -12 ；119 ： 4。 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.視覚資料8「やもめの献金」 

c.実物を使った提示で用いる紙幣1枚 

d.紙と鉛筆（人数分） 

e .聖典に印を付けるための筆記具 

3.マラキ3 ：10を書いた視覚教材を用意する。 

アドバイザーへ 先週第19課を教えていたら，生徒に与えたチャレンジのフォローアップをする。何人かの生徒 

に，断食に関する決意を実行したときの経験を話してもらってもよい。 

レッスンの展開 はじめに 

実物を使った提示 一人の生徒に1枚の紙幣を渡す。次にそれを返すように言う。生徒がお金を返すときに，次の 

ように尋ねる。 

參あなたにお金をあげたのに，なぜ返したのですか。 

次のような答えが返ってくるであろう。「先生がそう言ったから。」「先生のお金だから。」 

この課では什分の一の律法について学ぶことを説明する。 

參この実物を使った提示は，什分の一の律法とどのような関連があるでしょう力、。 

わたしたちは，あらゆるものを天父に負っている 

一人の生徒にモーサヤ2 ：18 —25を読ませる。 

參天父がわたしたちに息を与えてくださったというべニヤミン王の言葉は，何を意味しているで 

しょぅか。 

•モーサヤ2 :21の「ふつつかな僕」とは，どのような意味でしよう力、 

參わたしたちは天父から受けているすべてのものに代えて，天父にどのような義務を負っている 

でしよう力八 

•なぜわたしたちは天父に依存していることを認めるべきなのでしようか。 

眷現在どのような祝福を天父から受けていますか。 

生徒が挙げた祝福を黒板に書き出す。天父がすべての祝福の源であられると認めることの重要 

性を強調する。 

スペンサー.W.キンボール大管長は，次のような経験を紹介している。 

「前にもお話ししたことがありますが，友人の牧場へ連れて行ってもらった時のことです。友 

人は新しい大きな車のドアを開け，中に体をすべり込ませると，得意げに言いました。『ぼくの新 

車どう？』快適な乗り心地でした。車は田園地帯に入り1軒の新築の家の前で止まりました。美 

聖句を使った 

5占しaし、 

黒板を使った 

5占しaし、 

物 語 
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しい家で，見晴らしのよく利く所に建っていました。彼はまたも誇らしげに言いました。『これが 

ぼくの家だ。』 

彼は草の生い茂った丘に向かって車を走らせました。太陽が丘の向こうに沈もうとしています。 

彼は広大な自分の土地を見渡しながら北の方を指して言いました。『向こうに林が見えるだろう。』 

夕暮れの中にその林が浮かんで見えました。 

今度は東を指して言いました。『湖が夕日に輝いているね。』それも見えました。 

『今度は南，向こうに切り立った崖があるね。』わたしたちは向きを変えながら遠くの方に目を 

やりました。そして彼は，西の方にある小屋やサイロ，家を一つ一つ説明してくれました。『あの 

林，湖，それからあの崖，農場の建物，これに囲まれた土地は全部ぼくのものなんだ。』彼はジェ 

スチャーたっぷりに自慢しました。『それから牧場の方に牛の群れが見えるだろう。あれも全部ぼ 

くのものさ。』 

そこでわたしは，このような財産をだれから手に入れたのかと尋ねました。彼は不動産権利書 

を幾つか持っていたために，政府からその土地を譲り受けたのでした。弁護士はその土地が抵当 

に入っていないことを証明してくれていました。 

『政府はこの土地をだれから手に入れたのかね。』わたしは尋ねました。『政府はこの土地の代 

償として何を支払ったのだろう。』わたしの心にパウロが大胆に語った詩篇の作者の言葉が浮かん 

できました。『地とそれに満ちている物とは，主のものだからである。』（1コリント10:26) 

それからわたしはこう尋ねました。『その権利は地球の造り主であり所有者である神から与えら 

れたものではないかな。神は支払いを受けたのかね。』…… 

わたしはこう続けました。『とにかく，幾らだったんだい。この農場は何と引き換えに手に入れ 

たのかな。』 

ife. ノご上o』 

『その金はどこから手に入れた？』 

『ぼくの苦痛と汗と労働によってさ。』 

わたしはまた尋ねました。『じや聞くが，君に苦しみに耐える強さ，働く力を与え，汗を流させ 

ているのは何だい。』 

彼は食べ物だと答えました。 

『じや，その食べ物はどうしてできるのかな。』 

『日光と空気，それに水と土だ。』 

『じや，そうした要素を地上にもたらしたのはだれだね。』 > 

わたしは詩篇を引用しました。『神よ，あなたは豊かな雨を降らせて，疲れ衰えたあなたの嗣業 

の地を回復され……ました。』（詩篇68: 9)…… 

わたしは続けました。『聖典のどこを開いても，神がこの土地の権利を君に無条件で与えられた 

とは書いてない。』…… 

こうなると，単に金を払えば権利が手に入れられるということだけでは説明がつかなくなる。 

友人は納得のいかない様子でぶつぶつ言っていました。『これはぼくのものだよ』と，まるで自 

分が卑怯な借地人であるという明確な事実を，心の中で打ち消そうとするかのように。 

あれからどれだけ年月が経過したでしょう。わたしは彼が宮殿のような家の中で，ぜいたくな 

家具に囲まれて息を引き取るのを見ました。彼の財産は途方もなく大きくなっていました。わた 

しは彼の手を胸の上で合わせました。葬儀では追悼の話をし，その後行列について墓へ行き，棺 

を埋葬したのですが，彼が自分の所有だと宣言していた広大な土地と比べ，その墓はあの背が高 

く太った彼がちょうど収まるくらいしかなかったのです。後日，わたしは彼が自分のものだと主 

張していた土地を訪れました。黄金色に色づいた穀物，緑の牧草，白い綿花。自然は主人を自称 

していた者が世を去っても少しも変わっていませんでした。」（「心をつくして行い，これをなし遂 

げた」『聖徒の道』1981年8月号，pp. 4 - 6 ) 

什分の一はわたしたちに，自分の持っているすべての物が天父から与えられたことを思い起こ 

させてくれる。忠実に什分の一を納めることは，わたしたちのすべての祝福が天父から与えられ 

78 



第14課 

たことを認める一つの方法である。 

什分の一を納めることによって，神の王国の建設を助ける 

クイズ 生徒たち全員に紙と給筆を配り，1から10までの番号を書かせる。生徒たちが什分の一の律法 

をどの程度理解しているか確認するために正誤問題を行う。問題文を読んで，〇かxを該当する 

番号の横に記入させる。正解は括弧内にある。 

1.収入の1割を貧しい人に与えて，監督にそのことを話したら，什分の一として認められる。 

(X) 
2.什分の一を納める人は霊的な祝福を受ける。（〇） 

3.自分の家族の必要を日々満たせるだけの十分な糧（食物，衣服，住居）を持っていない人は， 

什分の一を納める義務はない。（X) 
4.教会は什分の一基金を使ってテキストを印刷し，集会所や神殿を建てる。（〇） 

5.教会は伝道プログラムを維持するために，什分の一は使っていない。（X) 
6.旧約と新約のいずれの時代にも，義人は什分の一を納めていた。（〇） 

7 .神殿推薦状を受けるためには，什分の一を納める必要はない。（X) 
8.什分の一の年末面接では，その年に納めた什分の一の記録を監督，支部長，または伝道部長 

と確認する。（〇） 

9.什分の一は，さらに高い奉献の律法に従って生活するための備えとなる。（〇） 

10.什分の一を納めるうえで も大切な点として，納めるときのわたしたちの心の態度が挙げら 

れる。（〇） 

答え合わせをしながら，それぞれの問題文について話し合い，生徒から質問を受ける。誤って 

いる文章は生徒たちに正しく直させる。ただし，幾つ正解できたか尋ねるようなことはしない。 

聖句を使った 生徒たちに教義と聖約119 ： 4を読ませる。 

話し合いと引用 參「利益」とは，どのような意味でしょう力、（収入） 

參この聖句によれば，正直で完全な什分の一とは何でしょうか。 

キンボール犬管長は什分の一を次のように明確に定義していることを指摘する。 

「時折大管長会事務局に，正しい什分の一とは何かという質問が寄せられます。 

それに対してわたしたちは一貫して，わたしたちが承知している も簡潔な言葉，つまり，主 

御自身の言葉で答えてきました。すなわち，教会員が『毎年彼らの得る全利益の十分の一』つま 

り収入の10分の1を納めるべきだという言葉です(教義と聖約119 ： 4)。」（「什分の一の律法」『聖 

徒の道』1981年4月号，p. 144) 
什分の一とは10分の1を言うのであって，10分の1を納めるのでなければ，その人は什分の一 

を納めているのではなく，単に什分の一基金に献金しているにすぎないことを強調する。 

アドバイザーの提示 天父は什分の一によって，地上における神の王国を経済的に支えておられることを指摘する。 

もし聖徒たちが什分の一を納めなかったとしたら，主の業は大部分行われていなかったであろう。 

聖句を使った 一人の生徒に教義と聖約97 ： 8—12を読ませる。 

話し合い 參「犠牲を払って自分の聖約を進んで守ろうとする」とは，どのような意味でしょう力、。 

イエスはこれらの聖句の中で，什分の一基金で神殿を建設するよう聖徒たちに命じておられる 

ことを指摘する。什分の一は神の王国を建設するために必要であることを説明する。さらに大切 

なのは，わたしたちは天父に対する愛を表すために什分の一を納めるということである。もしわ 

たしたちが什分の一を納めるほどの愛を天父に抱いていなければ，納める人々に約束された祝福 

を次第に失っていくであろう。 

參神権の昇進，伝道や神殿結婚の機会，神殿推薦状の発行を受けるためには，完全に什分の一を 

納める必要があるのはなぜでしょうか。 
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犠牲の律法，什分の一の律法，奉献の律法の閨係 

話し合い 什分の一の律法を理解するためには，犠牲をささげる理由をはっきりと知る必要があることを 

説明する。天父はわたしたちに犠牲を払うように命じておられる。わたしたちは天父にこたえる 

ために，天父から求められるものをすべて，進んでささげなければならない。 

•イエスに従うために，あるいは主の教会を助けるために，自分の時間やお金やその他のものを 

いつ犠牲にしましたか。 

參その犠牲を払ったときに，どのような気持ちがしましたか。また，犠牲を払ってどのような祝 

福を受けましたか。 

生徒が以下の点を理解できるように助ける。 

1.人のために犠牲を払うことによって，キリストのような愛をはぐくむことができる。「人がそ 

の友のために自分の命を捨てること，これよりも大きな愛はない。」（ヨハネ15:13) 

2.人のために犠牲を払うことにより，利己心をなくして謙遜になる。 

3.天父のための犠牲は，いかなる代価があっても天父に従順さと忠誠心を示すことを表す。 

4.真心から天父にささげるものは何であれ聖められ，それによってわたしたち自身も聖められ 

るO 
5.犠牲は，わたしたちが天父とイエスに対する愛を深め，御二方のようになるのを助ける。 

6.正しい理由に基づく犠牲は， 終的に真の喜びと幸福をもたらす。 

7.犠牲をささげることによって，わたしたちはどのようなことがあっても進んで主に従い，忠 

誠を尽くす気持ちのあることを示すことができる。 

アドバイザーの提示 什分の一の納入は，奉献の律法に従って生活する備えにもなる。奉献の律法の下では，自分の 

持っている物をすべて天父に献納し，それから自分に必要な分を受け取る。ニーファイ人はイエ 

スの訪れを受けた後，奉献の律法に従って生活し，より高度な律法を実践することからもたらさ 

れる祝福を授かっていた。 

聖句を使った 一人の生徒に4 ニーファイ1：3を読ませる。 

話し合い •もし教会にすべてをささげるように求められたら，どのように感じますか。 

•奉献の律法に備えるためには，どのような人になる必要があるでしようか。 

態 度 

視覚資料と聖句を 視覚資料8「やもめの献金」の絵を見せる。この女性は貧しかったにもかかわらず，なぜレブ 

使った話し合い 夕と呼ばれる小貨幣を神殿のさいせん箱に入れたか説明する。 

一人の生徒にマルコ12 ： 41 — 44を読ませる。 

貧しいやもめのささげ物と，金持ちのささげ物の違いについて話し合う。 

一人の生徒にモロナイ7:6 — 9を読ませる。 

參什分の一を納めるときに，なぜ態度が大切なのですか。 

生徒が以下の概念を理解できるように助ける。 

1.罰を恐れる気持ちから，あるいは賞や推薦を受けたり，認められたりするために什分の一を 

納めても，天父に喜ばれることはない。 

2.義とは，善を愛する気持ちから善を行うことである。ほかの人から認められるために善を行 

うのは，真の義ではない。 

個人の義の試し 

引 用 ジョセフ• F•スミス大管長は，什分の一がわたしたちの義の試しであると述べている。一人 

の生徒に次の言葉を読ませる。 

「この原則（什分の一）によって，この教会の会員の忠実さが量られる。この原則によって， 

神の王国を支持している人と反対している人が分かる。」（『福音の教義』P.218) 
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第18課 

視覚教材 マラキ3 ：10の戒めを書いた用紙を見せる。 

•この戒めを守る人には，どのような祝福が約束されますか。 

この約束のために，教会員の中には，什分の一を完全に納めれば物質的に豊かになって，問題 

は何もなくなると思い違いをしている人がいる。それが事実でもなければ，わたしたちにとって 

善でもないことを理解するのは大切なことである。天父からの祝福は，問題や試練という形を 

とって来るかもしれない。選び抜かれた 高の祝福は，この世的なものではなく，霊的なもので 

める。 

一人の生徒に教義と聖約11：7を読ませる。 

教師の知っている家族や個人で，什分の一の律法に従って祝福された人について話す。同様の 

経験を話すよう生徒たちに勧める。 

まとめ 

引用とアドバイザ一 次の言葉を読む。 

の提示 「主は，什分の一は主の律法であることを言明し，主に従うすべての人にこれを守るよう求め 

ておられます。神のこの律法に従うことは，わたしたちにとって誉れであり特権です。また安ら 

ぎであり，約束であり，祝福です。」（スペンサー•キンボール「心をつくして行い，これを 

なし遂げた」『聖徒の道』1981年8月号，p.3) 
わたしたちは，主の教会に属し，今日この地上で行われている偉大な業を支援できる，という 

喜びと感謝の気持ちをもってこの戒めに従うべきであることを説明する。 

証 什分の一の律法の重要性について，また什分の一を納めることによってもたらされる祝福につ 

いて証を述べる。 

チャレンジ ほかのすべてを後にして，まず什分の一を納めるなら，次の二つの大きな教訓が理解できるこ 

とを若い男性に伝える。 

1.「あなたはわたしのほかに，なにものをも神としてはならない。」（出エジプト20: 3) 
2.10分の9を残して10分の1を納める方が， 後に10分の1を納めて残りがなくなるよりはる 

かに簡単である。 

どのように難しい経済的状況の中に置かれても，完全な什分の一を納めて天父に対する愛を示 

すように生徒たちを励ます。感謝の心をもってこの戒めを守るよう生徒にチヤレンジする。 
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第21腰 

目 的 神権定員会の主要な役割は，愛と奉仕を通して定員会会員同士の兄弟愛を強めるところにある 

ことを理解する。 

^ fe 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。ヨハネ13 ： 34 —35 ；モーサヤ18 ： 8 - 9 ；教義と聖約 

29 ： 34-35。 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.聖典に印を付けるための筆記具 

レツスンの展開 定員会は，その会員が人生における責任を果たせるように助ける 

黒板を使つた •なぜ人々はクラブや団体，社交上の組織に加わるのでしょうか。 

話し合い 生徒の答えを黒板に書く。以下のような答えが挙がるであろう。 

1.共通の関心を分かち合うため 

2.何かに所属したぃとぃう気持ち（帰属欲）を満たすため 

3 .人に奉仕するため 

4 .保護を得るため 

これらの必要は，神権定員会の会員になることによってすべて満たされることを指摘する。天 

父は神権者を使ってその業を行われるが（モーセ1：39参照)，それにはわたしたちが互いに愛し 

合い，関心を示し合うことが求められる。定員会の会員であることから受ける恩恵は，ほかの組 

織に加わることによって受ける恩恵にはるかに勝るものである。 

參神権定員会の会員であることにより，どのような恩恵が受けられるでしょう力、（定員会がほか 

の組織よりも大きな恩恵をもたらすことを強調するために，生徒の答えを黒板に書き出しても 

よい。） 

物 語 ボーン•J •フヱザーストーン長老が紹介した次の話は，レス•ゴーテスが自分の父親のジョー 

ジ*ゴーテスについて語ったものである。彼の父親が神権定員会からどのような助けを受けたか 

が述べられている01918年の秋，合衆国に恐ろしいインフルエンザが流行したときに，ジョージ. 

ゴーテス兄弟は6日の間に4人の家族を失った。その当時，レスと彼の兄弟のフロイドは第一次 

世界大戦で従軍中であった。 

「朝食が済むと父〔ジョージ•ゴーテス〕は〔私の弟の〕フランシスに言いました。『なあ，フ 

ランシス。畑に出て，あまり力チカチにならないうちにてんさいを掘り出して，荷ごしらえして 

しまおうじやないか。馬を車に付けて出発しよう。』 

フランシスが4頭立ての馬車を御してきて，父が飛び乗りました。二人はサラトガ街道に沿っ 

て馬車を走らせました。途中で工場にてんさいの荷を運ぶ近所の農夫の馬車の列に出会いました。 

通り過ぎるときにだれもがあいさつを交わしました。『やあ，ジョージおじさん。』『気の毒だった 

なあ，ジョージ。』『大変だったな，ジョージ。』『おまえには友達がいっぱいいるな，ジョージ。』 

後の馬車は，町のひょうきん者，いつもゆかいな赤毛でそばかすだらけのジャスパー•ロル 

フでした。彼は笑顔であいさつを送り，叫びました。『こりやみんな，ジョージおじさんのものだ 

ぜ！』 

父はフランシスの方を向いて，『あれがわしらのものだったらなあ』と言いました。 

農場の入り口に着くと，フランシスが大きな赤いてんさい運搬車から飛び下りて門を開けまし 
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た。馬車を中に引き入れてから，ひと息ついて，辺りを見渡しました。左から右，後ろ，前と。 

するとまったく驚いたことに，てんさいが見あたりませんでした。ジャスパー•ロルフの言った 

言葉の意味が分かったのはそのときでした。『こりゃみんな，ジョージおじさんのものだぜ！』 

父も馬車から降りました。心から愛する豊かな茶色の土を手にすくい，親指のない左手にてん 

さいの葉を持った父は，この労働の象徴を自分の目を疑うかのように見詰めていました。 

そして父はてんさいの葉の山に腰をかけました。わずか6日間で愛する者を4人埋葬のために 

運び，棺を作り，墓を掘り，衣装縫いまで手伝いながら決して動じなかった驚くほど強い父，苦 

しい目に遭いながら動揺しなかった父が，てんさいの葉の山に座って子供のようにすすり泣きま 

した。 

それから立ち上がった父は，大型の赤い絞り染めのハンカチで目をぬぐい，空を見上げて言い 

ました。『父よ，ワードの長老たちに感謝します』と。」{Conference Report『大会報告』1973年 

4月，pp.47 — 48 ； 『エンサイン』1973年7月号，p.37) 

話し合い 生徒にこの物語の感想を述べさせる。この話は実話であり，ほかにもこれと同じような話が数 

多くあることを強調する。それから以下のような質問をする。 

春同じような問題を抱えた人々を助けるには，どのような方法がありますか。 

參ゴーテス兄弟の例のような奉仕活動は，偶然に行われるわけではありません。どのようにして 

行われるのでしようか。 

參これまでに，どのような奉仕活動に参加して成功しましたか。奉仕活動を受ける人と行う人の 

両方にとって成功したものにするには，どうすればよいでしようか。 

引 用 わたしたちが互いを強め合おうとするとき，兄弟たちの必要や不足しているもの，好みなどに 

ついて知ること力ら大きなチャレンジになることを説明する。ラドガ一•クラウソン長老による 

以下の記事を読む。 

「神権とは，永遠不変の福音の律法で結ばれた偉大なる兄弟愛である。兄弟愛の精神が定員会 

に行き渡るようにすべきである。物質的，精神的，霊的に必要を抱えている人々全員を助けるこ 

とが，定員会の第一の関心事であるべきである。定員会のあらゆる計画，運営は，兄弟愛の精神 

に導かれてなされなければならない。賢明に，またたゆまずこの精神を育てていくならば，神権 

をあずかる者にとって，定員会はほかのいかなる組織にも勝って魅力的な集団となるであろう。」 

(A Guide for Quorums of the Melchizedek Priesthood『メルキゼデク神権定員会の手引き』第 

3版〔1930年度メルキゼデク神権学習課程〕P. 3) 

定員会の重要性 

參ゴーテス兄弟の話では，助けが必要なことは明らかでしたが，多くの場合，人々が必要とする 

ことはそれほど明白ではありません。どのようにすれば周囲の人々，特に所属する定員会会員 

の必要に気づくようになれるでしようか。 

生徒の答えを黒板に書き出す。この質問に対してあまり活発な意見が出なくても心配する必要 

はない。さらに具体的な質問が続くからである。 

•目や耳や足，あるいはそのほか体に不自由なところがある人は，どのような助けが必要でしよ 

うか。 

參相互の生活を豊かにするために，わたしたちはどのような持ち物を分かち合うことができます 

か。 

參社交面で悩んでいる若い男性をどのように助けることができますか。学校や家庭で悩んでいる 

場合はどうですか。（相手に気まずい思いをさせないように気をつける。助けが必要でも公には 

認めたくない人々については，欠けている点ではなく，その人の持っている長所を強調する。） 

生徒にモーサヤ18 ： 8 — 9を読ませる。 

•悲しむ人々とともに悲しむことは，彼らにとってどのような助けとなりますか。 

黒板を使った 

話し合い 

聖句を使った 

話し合い 
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參どのようにすれば慰めの必要な人々を，もっと効果的に慰めることができますか。 

眷どのようにすれば，自分の関心だけにとらわれないで，ほかの人の重荷にも関心を示すことが 

できるでしようか。 

•霊的な弱さやチャレンジを抱えている人々に対して，どのように援助することができますか。 

(わたしたちはイエス•キリストの示された模範に従い，心からの愛によって奉仕すべきであ 

ることを強調する。） 

眷若い人たちは時々，どのようにして人を傷つけてしまいますか。 

アドバイザーの提示 霊的な慰めを必要としている人がすべて自分の必要を認め，助けを求めているわけではないこ 

とを指摘して，この話し合いをまとめる。わたしたちは定員会の中で助けを必要としている人々 

を探し，彼らを助ける方法について計画すべきである。こうした助けは，単に友達になるだけの 

場合もあり，相手に問題のあることを知っていて喜んで助けたいと申し出る場合もある。時には, 

適当な定員会会員を，必要を抱えたほかの会員に働きかける人として任命することも大切である。 

またほかの人の必要を知って，その人のために何かできるように努力することに加えて，人を苦 

しめる可能性のある行為をやめる必要がある。 

まとめ 

クラウソン長老の引用文をもう一度参照する。クラウソン長老は，定員会は精神的，霊的，物 

質的な必要に心を配るべきであると語っている力《，わたしたちの行う奉仕は，究極的にはすべて 

霊的なものであることを指摘する。 

生徒に教義と聖約29 ： 34 —35を読ませる。 

•ジョージ•ゴーテス兄弟の所属する定員会が彼のために行った奉仕は，物質的なものだったで 

しょうカゝ，それとも霊的なものだったでしょうか。 

•てんさいを刈り入れること力ミ，どのように霊的な行いになったでしょう力、。 

•それはゴーテス兄弟にどのような影響を与えたでしょうか。 

一人の生徒にヨハネ13 ： 34 —35を読ませる。定員会はわたしたちに，互いに愛し合いなさいと 

いう救い主の訓戒を実践するすばらしい機会を与えてくれることを説明する。 

わたしたちが互いに抱くことのできる愛について証する。互いにためらうことなく励まし合い， 

赦し合い，助け合うように勧める。定員会が生徒たちの生活の中で，家族に次いで2番目に重要 

な位置を占めることを思い起こさせる。定員会の兄弟たちと彼らの幸福は，自分の生活の中で優 

先すべき事柄の一つである。定員会は同胞に奉仕するすばらしい機会を提供してくれる。こうし 

た奉仕に携わるときに，アロン神権者たちは大切な神権の業を行っているのである。 

選択1 

定員会の会員全員または指導者たちで，定員会に所属する会員たちの必要について分析する。 

祈りの気持ちをもって，教会に来ていない会員，あるいは難しい状況の中にあって特別に助けを 

必要としている会員について考え，その人々を援助するための組織を作る。一人一人を助けるた 

めに，具体的な実行計画を立てる。 

選択2 

定員会の会員全員が，互いにより深く知り合えるための活動を準備する。ほかの会員をよく知 

り，愛し，理解できるように，各々が自分について話すのに大半の時間を費やしてもよい。 

聖句を使った 

5舌しaし、 

聖句の朗読と証 

活動の提案 
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祭司の義務 第22課 

目 的 祭司の職と，その職に伴う責任や機会について理解を深める。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。教義と聖約20: 46—60; 107: 6，14一 15，20。 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.聖典に印を付けるための筆記具 

レッスンの展開 

話し合い 

聖句を使った 

話し合い 

物 語 

祭司の職の重要性 

眷祭司が教会の中で大切なのはなぜでしようか。 

參教会に祭司がいなかったら，どうなるでしようか。 

天父にとってアロン神権の祭司の職はきわめて重要であることを説明する。 

參祭司定員会の会長はだれですか。（監督） 

•監督の義務にはどのようなものがあるでしようか。 

生徒の答えを黒板に書き出す。様々な責任に加えて，監督が祭司定員会の会長であり，アロン 

神権の長であることを生徒が挙げられるようにする。監督は祭司たちが将来，宣教師や教会の指 

導者となれるように備えをさせる。 

一人の生徒に教義と聖約107 ： 6，14 — 15，20を読ませる。20節に印を付けるように言う。 

•「外形上の儀式を執行する力を持っ」とは，どのような意味でしようか。 

この聖句の中で使われている「力」は，儀式を執行するための，または行動するための権利と 

権威を指している。それは同時に，主が御自身の力をもってこの権利と権威を支えてくださると 

いう意味でもある。神権者はアロン神権における職務を果たすとき，主の代理人となる。祭司は 

パプテスマを施し，聖餐式を執り行うとき，福音に従うという内面的な聖約を象徴する外形的な 

しるしを会員たちが示せるよう，援助しているのである。 

•「天使の働きの鍵を持」つとは，どのような意味でしようか。 

数分間話し合う。この約束は文字どおりの意味である。生徒が気づいていなくても，また天使 

の姿を見ていなくても，天使が神権者に，あるいは神権者の仕える人々に働きかけている場合が 

あることを理解させる。 

ウィルフォード•ウッドラフ大管長は天使の働きを経験した。祭司に召され伝道を行っていた 

とき，ウッドラフ長老は霊感を受けて，以前活発な教会員であったへイクマン神父に悔い改めて 

再び活発になるよう警告したのである。 

「わたしは……迫害のひどかった時期にジャクソン郡にいたへイクマン神父のところへ行って， 

警告するようにという霊感を受けたことがあった。……わたしたちはへイクマン神父の家を訪れ 

るために，横道にそれてかなり遠くまで来た。前曰の夜，わたしはこれから先いろいろな問題に 

ぶっかるが，主が必ず守ってくださるという示現を受けていた。日曜日の朝，彼の家に着いた。 

へイクマン神父は朝食を取っていた。わたしたちは昨晚休んだ場所ですでに朝食を済ませていた。 

わたしは本棚に『モルモン書』があるのに気づいた。彼はわたしたちには目もくれず，何の関心 

もないというふうだった。わたしはその『モルモン書』を取り出し，こう言った。『ここにすばら 

しい本がありますよ。j 
『ああ，でもそれは悪魔の本だ』と彼は答えた。とっさにわたしは事情が飲み込めた。彼は長 

85 



老だったし，シオンの民であった。また迫害を受けともに追い出されもした。しかし今では背教 

し，わたしたちの敵になっていたのである。わたしには彼がわたしたちに反対するために何でも 

するつもりであることが分かった。 

わたしたちは彼の家を去って，ハバード兄弟の家に行き，3週間滞在した。そこで斧を取り， 

ハバート兄弟のために土地の開墾を手伝った。その間にも，わたしはへイクマン神父のところへ 

行くようにと3度も強く心を促された。わたしは神の命令に従って，とうとう行くことにした。 

3度目にやっと彼に会えたが，そのときの彼の家は悪霊に満ちていて，わたしの霊はその現れに 

苦しめられた。わたしは彼に警告し終わると，家を出た。彼はわたしを殺すつもりで後を追って 

来た。わたしは示現の中で知らされていたので，彼が殺すつもりでいることははっきり分かって 

いた。そうしてわたしの所までやって来たとき，彼はまるで天からの雷に打たれたかのように， 

わたしの足もとに倒れて死んだ。そのときわたしは祭司であったが，神はわたしを守り命を救っ 

てくださったのである。わたしがこの話をしたのは，この原則があらゆる時代の神の教会で明ら 

かにされてきたことだからである。わたしは祭司の職にあって，天使の働きを受け，示現と啓示 

を受けた。また何千キロも旅をした。また権能がなかったために確認の儀式はすることができな 

かったが，人々にバプテスマを施した。 

男性は神権のどの職にあっても，自分を恥じるようなことがあってはならない。そのことを示 

すためにわたしはこれらのことを語るのである。若者たちは，もし執事であればその職を十分に 

果たせるよう努力すべきである。執事の義務は，人々に教え，聖徒たちを訪れ，悪や不正が行わ 

れていないか見守ることである。神権者が召しを尊んで大いなるものとし，義務を遂行するなら 

ば，神は決して彼らを偏り見ることはなさらない。」{Discourses of Wilford Woodruff『ウィル 

フォード•ウッドラフ説教集』G •ホーマー•ダラム編，pp.297 —298) 

話し合い アロン神権は小神権とも呼ばれることを説明する。 

參なぜ小神権と呼ばれるのでしょうか。（メルキゼデク神権よりも権能と鍵が制限されているか 

ら J 
生徒に次のことを理解させる。監督はアロン神権の長として，ワード内の物質的な事柄に対し 

責任を負っている。したがって監督は，ワード内に住む会員の物質的な必要を満たすために祭司， 

教師，執事の助けを受ける。 

アロン神権者は単に「聖餐のテーブルの周りに集まっている青少年」ではない。聖餐の儀式を 

執行するために，祭司はさらにバプテスマを施すために，聖任を受けて神権の権能を授かってい 

るのである。またほかの青少年に対して，神権者はどのように振る舞うべきか模範を示すべきで 

める。 

証 生徒たちには偉大な力が授けられていることを証する。アロン神権の祭司の職は，この世に存 

在する，教会外のいかなる職の権能にも勝った力を持っている。神権の力は神の力だからである。 

聖句を使った 一人の生徒に教義と聖約20 ： 46_52を読ませ，聖句に印を付けるように言う。 

話し合い 春これらの義務の中で，祭司にとって も大切なのはどれでしょうか。なぜですか。 

ほかよりも大切な義務というものはなく，すべてが大切である。この点を生徒に理解させる。 

教師と執事の義務を知るために，一人の生徒に教義と聖約20 ： 53 — 60を読ませる。 

參祭司と教師に共通する義務はどれですか。 

參祭司は教師の義務を幾つ持っていますか。執事の義務についてはどうですか。 

話し合いと 參皆さんの受けた聖任はいつまで続きますか。 

アドバイザーの提示 神権はそれを受けるにふさわしい状態を保つかぎり所有できることを説明する。神権が取り去 

られるのは教会から破門された場合だけである。ふさわしくあるかぎり，正しい権威の指示の下 

に神権者として働くことができる。アロン神権は備えの神権，または学ぶための神権であること 

を指摘する。定められた職の中で経験を積み，成長していけば，さらに高い職に聖任されて，もっ 
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第14課 

とたくさんの経験をすることができる。しかしアロン神権の召しを果たす権能を失うことはない。 

教師や祭司，長老であっても，聖餐のパスや断食献金の徴集を頼まれる場合があることを理解さ 

せる。これは正当なことである。なぜならより高い職に聖任されていても，執事であることに変 

わりはないからである。 

物 語 ウィルフォード•ウッドラフ大管長は祭司のとき，別の経験を通して祭司に与えられる権能と 

様々な機会について学んだ。 

「その集会〔ミズーリ州クレイ郡〕で，わたしは福音を携えて伝道に出たいという強い願望を 

持った。そして，日曜日の夜，ワイト宅から数百メートル離れた森の中にただ一人で入って行き， 

わたしのために伝道の扉が開かれるようにと主に祈った。……すると主はその祈りにこたえ，わ 

たしの願いがかなえられると言われた。わたしは喜びに満たされて立ち上がり，200ヤード（約180 

メートル）ほど歩き，通りに出た。そこで，ジャッジ•ヒグビー兄弟に会った。彼はこう言った。 

『ウッドラフ兄弟，主がわたしに告げられました。あなたは聖任を受けて，福音を宣べ伝えるた 

めに出かけなければなりません。』 

『主がそう言われたのですか。』 

『そのとおりです。』 

『分かりました。主が福音を宣べ伝えるように望まれるのなら，わたしは喜んで伝道に行き， 

その務めを果たします。』わたしはこのために祈ってきたことには触れなかった。 

ライマン.ワイト兄弟の家で開かれた評議会に出席したとき，わたしはアロン神権の祭司の職 

に召され，聖任された。ほかの兄弟たちは長老に聖任された。わたしはパートリッジ監督に呼ば 

れ，南部の州へ伝道に行くように言われた。……当時ミズーリ州ジャクソン郡に立ち入ることは， 

教会員にとって危険なことだった。パートリッジ監督はわたしにアーカンザス州に行くように 

言った。しかし，そこに行く道はジャクソン郡を横切っていた。……彼はこう言った。 

『あなたにそれだけの信仰があれば，行けるでしょう。』……次いでわたしは尋ねた。 

『ところで，主は財布も旅の袋も持って行かないようにと言われましたが，わたしたちもそう 

すべきでしよう力、』 

『それは神の律法です。信仰があれば，できるでしょう。』…… 

そのときの出来事をわたしは長々と書こうとは思わない。わたしは祭司であり，同僚は長老だっ 

た。わたしたちは数千キロも旅をし，多くのことがわたしたちに現された。これだけ記せば十分 

である。神権の召しを尊んで大いなるものとするならば，その人が祭司であれ，使徒であれ，何 

ら違いはない。このことをぜひとも忘れないでいただきたい。祭司は天使の働きの鍵を握ってい 

る。わたしは祭司の職にあったとき，使徒，七十人，長老，そのいずれの職にあるときにも増し 

て豊かな主の守りを受けた。主は示現や啓示，聖き御霊により，多くの事柄をわたしに現してく 

ださった。」（『ウイルフォード•ウッドラフ説教集』pp.299-300) 

まとめ 

天父はふさわしい若人一人一人に，アロン神権の祭司の職を授かるという特権を与えてくださ 

る。そのことを証する。天父は，若い男性が教会の中できわめて重要な力になる機会を与えられ 

た。また，定員会会長として監督を与えられた。監督は祭司たちとともにいて，彼らが将来教会 

で果たす義務のために両親から訓練を受けられるように助けてくれる。 

主は生徒に儀式を執行し，主要な責任を果たす機会を与えられたことを指摘する。彼らは教会 

の中で重要な責任を果たしている。アロン神権者は義務を正しく果たすときに，大勢の人々の生 

活や目標に影響を与えることができる。 

与えられるすべての責任を果たし，常に正しい模範を示すことによって，神権に聖任されてい 

る事実を厳粛に受け止めるようチャレンジする。 

定員会の全会員が，彼らに託されている義務をできるだけ多く経験できるようなプログラムを 

立案する。活動に当たっては監督とよく協力する。ホームティーチンダを行う（祭司と教師の場 

証とチヤレンジ 

定員会活動 
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合）機会や，集会で話をする機会，そのほかアロン神権者としての義務をすべて果たす機会を全 

員が持てるようにする。例えば，レッスンの一部を生徒に発表させることで，彼らに「説き，教 

え，説き明かし，勧め」る機会を与えることができる。そのように生徒を参加させることは，彼 

らに自信を与え，伝道活動や教会でのさらに大きな奉仕のために彼らを備える助けとなる。 
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メルキゼテク神権に備える 第23課 

目 的 神権の誓詞と聖約について学び，メルキゼデク神権を受けるための準備をしたいという望みを 

持つ。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。マタイ25:1—13 ；教義と聖約62 ： 6 ； 7 6 : 1 - 1 0 ; 

82 ：10 ； 84 ： 33-42 ；107 ： 1 - 8 , 18 — 20，99 — 100 ；121：34 — 46 ；137 ：1—4。 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.聖典に印を付けるための筆記具 

3.監督または支部長がクラスを5分から10分訪問して，神権の召しを尊んで大いなるものとす 

ることについて生徒と話し合うように調整しておく。このレッスンはアロン神権のすべての 

クラスが合同で行う。 

はじめに 

生徒たちに教義と聖約107 ：1-8,18—20を読ませる。質問があればするように言う。メルキ 

ゼデク神権とアロン神権の名称，相互の関係，それぞれの神権のおもな職，各々の権能や責任の 

違いなどについて，簡単に説明する。もし生徒たちがこれらのことに精通していれば，質問をし 

て彼らに答えさせてもよい。あまりよく知らなければ，『福音の原則』や『福音の基礎』（英文） 

を補足資料として用いてもよい。 

春アロン神権を持っていることについて，どのような気持ちを感じますか。 

• メルキゼデク神権を受けるために備えることについて，どう思いますか。 

レッスンの展開 

聖句を使った 

5占しOし、 

誓詞と聖約により神権を受ける 

状況設定と話し合い 以下の状況を話す。 

トムは伝道に出る準備をしていた。これまでずっと，主に仕えるこの機会を楽しみにしてきた。 

すでに監督との面接を終え，彼は今ステーク会長の事務所にいた。 

ステーク会長は彼の家族のことなどを2，3質問して，トムの気持ちを和らげようとした。そ 

れから，座ったまま体を前に乗り出し，トムの目をまっすぐに見て，次のように切り出した。「ト 

ム，あとしばらくすると君はメルキゼデク神権を受け，長老の職に聖任されることになる。これ 

は君の人生の中で一つの重要な段階であり，真心からの献身をもって踏み出すべき時なんだ。 

メルキゼデク神権は神権の誓詞と聖約によって，天父から受けるものだ。神権の誓詞と聖約に 

ついて，知っていることを話してくれるかい。」 

トムはまったく不意を突かれた感じだった。以前にその言葉を聞いたことはあったが，意味は 

知らなかったし，ましてや自分とどのような関係があるのか知るよしもなかった。 

眷神権の誓詞と聖約は，あなたにとってどのような意味がありますか。 

数年以内に生徒一人一人が，トムと同じ立場に置かれることを指摘する。生徒たちはメルキゼ 

デク神権を受ける資格を得るようになるであろう。 

準備は今から行うべきであることを説明する。神権の誓詞と聖約を理解するための第一歩は， 

聖文の中からそれを読むことである。 
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聖句と黒板を使った 

話し合い 

教義と聖約84 ： 33 — 40を読んで話し合う。黒板に話し合ったことを要約するc 

この聖約の祝福は，神権を受けた人の忠実さにかかっていることを指摘する。天父は常に約束 

を守られる。 

アドバイザーの提示 一人の生徒に教義と聖約84 ： 43 — 44を読ませる。神権を受けることは，非常に神聖で重要な機 

会であることを強調する。 

天父は御自分が交わされた誓詞と聖約を破られないことを指摘する。生徒たちに教義と聖約 

82:10と62: 6を参照させてもよい。 

神権の召しを尊んで大いなるものとする責任 

監督または レッスンのこの部分を教えるのに，監督または支部長は5分から10分取ることができる。神権 

支部長の話 者の責任について説明する。以下にあるような責任について述べるとよい。 

1.天父の御心や御霊に背くことは一切行わない。いかなる形の罪も遠ざける。 

2.戒めについて学び，それらに従って生活することを決意する。 

3.神権のすべての割り当てを果たす。 

4.神の王国を築くために積極的に，喜んで働く。 

監督は，神権の聖約を守った人の模範について話してもよい。また神権の祝福について，ある 

いは誓詞と聖約を受け入れる備えをすることの重要性について証を述べてもよい。 

メルキゼテク神権を受ける備え 

話し合い 将来メルキゼデク神権を受けてその召しを尊んで大いなるものとするために，今から備えを始 

められることを説明する。 

參メルキゼデク神権に備えるために何ができますか。 

物 語 次に挙げるのは，天父がジョージ•A•スミスを神権指導者としていかに備えられたかを示す 

物語である。神権の力を理解するとき， も謙遜な人が時として も偉大な指導者になることを 

強 す る 。 

1834年，ジョセフ•スミスは200人の兵士を率いて才ハイオ州カートランドからミズ一リ州西部 

まで，1000マイルを行軍した。ミズーリ州のダンクリン知事の支援により，彼らは迫害された聖 

徒たちを助けて，ジャクソン郡の家に戻れるようにする計画であった。 

ジョセフのいとこのジョージ•A•スミスは，シオンの陣営として知られる軍隊の も若い兵 

士であった。彼は大柄で不器用な16歳の少年で，ほとんど自信がなかった。自分の能力をジョセ 

フとJ：匕較しては，自分の至らなさを悲しんでいた。 

ジョージを知っている人はだれでも，彼の気持ちを理解していたであろう。ジョージの母親は， 

マットレスのしま柄の布地から2着のズボンを作り，チェック柄のエプロンから背負い袋を作っ 

た。父親は新しいブーツと旧式の歩兵銃を彼に贈った。数日の行軍の後，ブーツで彼の足の血ま 

めはつぶれ，ズボンはずたずたに裂けていた。ジョージは，壊れて鳥の巣のようになった麦わら 
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神権の誓詞と聖約 

もしわたしたちが次のことを行えば，天父はわたしたちに次のことを約束される。 

1.忠実である。 1.神権を授ける 

2 .神権を受けるにふさわしくなる。2 .御霊によって聖める。 

3.自分の召しを尊んで大いなるも3.体を再新する。 

のとする。 4 .天父の持っておられるすべてを 

4 .天父の僕すなわち預言者に従う。ともに分かち合う。 
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帽子の上に座っていたが，その姿は〔とても兵士には見えなかった。〕 か 

彼らは一日に25マイルから40マイル進んだ力《，夜は蒸し暑くてほとんど眠れなかった。蚊やは 

えのために生活は悲惨で，十分な食物もなかった。ジョージの話によれば，牧草地の水は「ぼう 

ふら」でいっぱいだったので，歯の間でこして飲むようになったという。 

一行がミズーリ州に着いたとき，ジョセフ•スミスはダンクリン知事が支援を取りやめたこと 

を知った。ジャクソン郡の土地を買収しようという試みは失敗に終わった。戦争は避けられたが, 

行軍の目的はくじかれたのである。シオンの陣営の人々は深く落胆し，預言者に反抗する者もい 

たが，ジョージは決してそうしなかった。 

ジョセフ自身も落胆していた力ら人々にこう言った。「もし彼らが反抗し続けるなら，何か恐ろ 

しいことが起きるのではないかと思う。」それから数日後に，人々の間にコレラが発生した。陣営 

の中の68名がコレラにかかり，14名が死亡した。ジョセフとジョージのいとこに当たるジェシー. 

スミスも，命を落とした一人である。 

ジョセフは心を痛め，ジョージはただ理解できなかった。ジョージは，自分がジェシーのよう 

な人物では決してなく，彼の半分も教会のために働けないことを知っていた。さらに悪いことに， 

シオンの陣営は失敗したかのように思えた。 

しかし，行軍の価値は次第に明らかになっていった。行軍の間，忠誠を尽くし，リーダーシッ 

プについて学び，力を養った陣営の兵士たちは，教会の指導者になったのである。そして，いと 

この代わりに自分が死ねばよかったと考えた不器用な少年は，どうなったであろうか。5年もた 

たないうちに，彼は21歳で使徒に聖任された。そして後に，大管長会の一員としてブリガム•ヤ 

ングとともに仕えた。シオンの陣営での経験により，生涯にわたる指導者として備えられたので 

める。 

もし生徒たちが忠実であるならば，今経験していることが将来教会で奉仕するための備えにな 

ることを強調する。アロン神権を尊重し，アロン神権の指導者に従い，アロン神権の責任を雄々 

しく果たすならば，将来メルキゼデク神権を受けて，その召しを尊んで大いなるものとする備え 

ができるであろう。 

一人の生徒に教義と聖約107 ： 99 —100を読ませる。 

眷あなたの神権の義務は何ですか。 

次の質問には心の中で答えさせる。 

參これまで神権の義務をどの程度果たしてきましたか。どうしたらもっとよく果たせますか。 

人が受ける も大切な神権の役割は，夫であり父親である。すべてのメルキゼデク神権者は， 

自分の家族を教えて祝福する責任がある。両親を敬い，家族に奉仕することによって，生徒たち 

が も大切な召しに備えられることを理解させる。 

神権の正しい行使 

聖句を使った 神権を行使する方法にっいて天父から指示が与えられていることを説明する。 

話し合い 教義と聖約121：34_45を読んで話し合う。 

•この聖句の「召される」と「選ばれる」とは，どのような意味ですか。 

•この聖句によれば，どのような態度や行為が神権を尊ぶことからわたしたちを遠ざけますか。 

それらを避けるには，どうしたらよいでしようか。 

參41 一45節によれば，義にかなう神権者の特質は何でしようか。 

參神権を正しく行使する人には，どのような祝福が約束されるでしようか。 

自分の生活を天父にささげ，徳高い生活をすることにより，教義と聖約121：45—46に約束され 

ているように，神権の教義とほかの祝福を享受するよう，生徒たちを励ます。 

天父の持っておられるすべてを受ける 

イエスは教義と聖約84: 35—38の中で，神権の誓詞と聖約を尊ぶ人は，御父の持っておられる 

すべてを受けるであろうと言われた。この意味について少し考えるよう生徒たちに言う。それか 

ら交替で，教義と聖約76:1—10と137:1 —4を読ませる。 

聖句の朗読と 

話し合い 
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活発な意見と話し合いを促すために，以下の質問や教師自身の考えた質問をする。 

•これらの祝福を得るために，わたしたちは何を喜んでささげなければなりませんか。 

參約束されたこれらの祝福は，この世の富と比較になるでしょうか。 

•これらの祝福は，いつ始まりますか。 

•また，いつ終わりますか。 

これらの祝福を受けるには，わたしたちの信仰や愛，時間，才能，忠誠，名誉，富のすべてを 

喜んで天父にささげなければならないことを説明する。もしわたしたちが自分の持っているもの 

をすベて天父に差し出すなら，天父は御自分の持っておられるものをすべて，わたしたちに分け 

与えてくださるであろう。わたしたちは，永遠に子孫が増えるという祝福を受けるであろう。わ 

たしたちは，忠実な人々のために天父が備えられた栄光を想像することができない。（1コリント 

2 ： 9を生徒たちに読ませてもよい。）この世のいかなる富も権力も，これらの祝福と比較するこ 

とはできないのである。これらの祝福は今始まって，わたしたちが自分の交わした聖約に忠実で 

あるかぎり，永遠にわたって続くであろう。 

神権に勝る地上の宝はない 

アドバイザーの提示 もう一度，ステーク会長と面接したトムの事例研究を振り返る。メルキゼデク神権を受ける準 

備をし，研究と祈りを通して神権の誓詞と聖約を理解するように，生徒たちを促す。そうすれば， 

メルキゼデク神権を授かる前の面接で，生徒たちは神権の誓詞と聖約を受ける準備ができている 

と，はっきり言うことができるであろう。 

まとめ 

神権について教師が感じていることを話す。メルキゼデク神権を受けるためによく準備した若 

い男性について話してもよい。 

証 その価値において，メルキゼデク神権を受け，主と交わした聖約を守ることと比較できる宝も 

名誉も，この地上にないことを証する。教師自身の生活が神権によっていかに祝福されたか話す。 

神権の聖約を尊ぶことによって受けた祝福について，またはメルキゼデク神権の召しを尊んで大 

いなるものとした人々を通して受けた祝福について，生徒たちに話してもよい。 

チヤレンジ 神権に関する聖句を研究することによって，メルキゼデク神権を受ける準備をするようにチャ 

レンジする。アロン神権の義務を雄々しく果たして，義にかなうメルキゼデク神権者の特質をは 

ぐくむことを決意するよう，生徒たちを励ます。 
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預霣者に従う 第�腰 

目 的 生ける預言者に従うことの大切さを理解する。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。エゼキエル3 ：17;教義と聖約1:14，38; 21:4 — 

6 ； 28 ： 2 ；101：54 ；107 ： 65—67，91 — 92 ；112 ： 20 ；124 ： 61。 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.生ける預言者の写真 

c.聖典に印を付けるための筆記具 

3.レッスンで読む引用文を複写するか，本書を回覧できるようにする。 

4 . 二人の生徒にロールプレィングをするよう割り当てる。会話の内容を複写して渡すとよい。 

5.入手できれば，『リアホナ』の 新の大会特集号を持参する。 

アドバイザーへ このレッスンは2回に分けて教えるか，生徒たちに も影響力があると思われる項目を選んで 

教えるとよい。 

レツスンの展開 

視覚資料を使った 

5舌しCIし、 

はじめに 

生ける預言者の写真を見せる。預言者とその職について知っていることを説明するように求めるc  

參生ける預言者について，どのような気持ちを感じますか。 

眷預言者の責任は何ですか。 

眷預言者を信頼して敬うことは，なぜ大切なのでしょうか。 

預言者，聖見者，啓示者 

現在の大管長の名前を黒板に書く。わたしたちは大管長を預言者，聖見者，啓示者として支持 

していることを説明する。大管長の名前の下に「預言者，聖見者，啓示者」と書く。 

黒板を使った 

5占しaし、 

5占しaし、 •「預言者」「聖見者」「啓示者」とは，それぞれどのような意味でしょう力、。 

3人の生徒に『聖句ガイド』の「預言者」「聖見者」「啓示」の項目から該当する部分を読ませる。 

眷指導者を支持するとは，どのような意味でしょう力、 

話し合いのまとめとして，わたしたちは大管長を預言者，聖見者，啓示者として支持している 

ことを説明する。これは，大管長を主の代弁者として支持し，その勧告を受け入れて従うことに 

同意するという意味である。 

引 用 ゴードン• B •ヒンクレ一大管長は，預言者を支持することについて次のように述べている。 

「世界中の会場に集まっておられるこの教会の神権者の皆さん，わたしはこの末日にわたした 

ちを導いてくださる預言者がいることを心から感謝しています。主が召され，油を注がれたその 

預言者に忠実でいてくださるよう，また，ゆめゆめ怠ることなく預言者を支持し，その教えに熱 

心に耳を傾けてくださるよう，心からお願いします。かつて，わたしはこの壇上から，預言者が 

いれば，それはあらゆるものを持っているに等しい，と言ったことがあります。もし預言者がい 

なければ，何もないと同じです。しかし，わたしたちには預言者がいます。この教会の設立以来， 

わたしたちは欠くことなく預言者を頂いてきました。わたしたちが預言者を頂くにふさわしい生 

活をしているかぎり，預言者が取り上げられることはありません。 
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主がこの業を見守っておられます。この教会は神の王国です。わたしたちは羊飼いのいない羊 

の群れでもなく，指揮官のいない軍隊でもありません。……神の助けがあって，わたしたちが真 

実にして忠実でいることができますように。御父であり，神である御方からもたらされる勧告の 

言葉が，また，救い主であり贖い主である御方から与えられる助言の言葉が，預言者としてわた 

したちに支持されている人々を通して語られるとき，聞く耳をもって聞けますように。」（「主の預 

言者を信じなさい」『聖徒の道』1992年7月号，p.60) 

大管長だけが教会全体のために啓示を受ける 

聖句への印の記入 教義と聖約107 ： 65 —67，91—92を生徒に読ませる。これらの聖句に印を付け，余白に「教会の 

大管長」と記入するように言う。 

大神権の大管長は生ける預言者であり，教会を管理する責任を負っていることを強調する。使 

徒や副管長も，預言者，聖見者，啓示者として支持されている。しかし主は，教会全体のために 

啓示と指示を受ける権利を持つただ一人の人として，教会の大管長を任命された。 

一人の生徒に教義と聖約28: 2を読ませ，説明させる。 

引用と黒板 一人の生徒に以下の言葉を読ませる。 

「ここでわたしたちが心しておかねばならないこと，知る必要のあることとは，教会の犬管長， 

つまり管理大祭司だけが，教会のための預言者，聖見者，啓示者として支持を受けており，大管 

長だけが教会員にとって戒めとなる新たな啓示や修正のための啓示を受け，あるいは既存の教義 

をどのようにでも変える，権威ある聖文の解釈を施す権利を持っているということである。大管 

長は，唯一まことの教会，末日聖徒イエス•キリスト教会の地上におけるただ一人の神の代弁者 

であり，その民に向かって神の御旨と御心を宣言できるただ一人の人である。地の面におけるほ 

かのいかなる教会の聖職者も，この大切な権利と特権を得てはいない。」（J •ルーベン•クラ一 

ク•ジュニア ‘‘When Are Church Leader's Words Entitled to Claim of Scripture?" Church 
News「教会の指導者の言葉はいつ聖文の言葉となるか」『チャーチニューズ』1954年7月31日付 

け，p.10) 
以下の言葉を黒板に書く。（後からさらに書き加えられるように余白を取る。） 

教会の大管長 

1.教会全体のために啓示を受けるただ一人の人 

神は預言者が教会を間違った方向へ導<のを決して許されない 

引 用 以下の5つの言葉を複写して各生徒に渡すか，テキストを渡して読ませる。その際，どの預言 

者の言葉であるかを明らかにする。 

1.ウイルフォード•ウッドラフ大管長は次のように語った。 

「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。そうすることは，計画の中 

にはありません。それは神の御心の中にありません。もしわたしがそうしようとしたならば， 

主はわたしをこの職から退けられることでしょう。また，ほかのだれであろうと人の子らを 

神託や彼らの職務から誤った道に導こうとする者に，主はそのようにされるでしょう。」（公 

式の宣言1) 

2.マリオン•G•ロムニー長老は，ヒーバー•J•グラント大管長にまつわる思い出を次のよ 

うに語っている。 

「わたしが何年も前に監督を務めていたときの経験を紹介しよう。わたしはヒ一バー• J • 
グラント犬管長をワードに招いて話をしてもらった。集会が終わると，車で彼の家まで送っ 

て行った。……家に着いて車から降り，わたしたちは一緒に玄閨の方に歩いて行った。する 
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とグラント大管長はわたしのそばに立ち，わたしの肩に腕を回してこう言った。『マリオン， 

教会の大管長にいつも目を向けていなさい。そして大管長が何かするように言ったら，それ 

が間違いであっても，実行しなさい。そうすれば，主から祝福を受けるでしょう。』グラント 

大管長はひとみをきらりと光らせて，言葉を続けた。『でも，心配する必要はありません。主 

の代弁者が主の民を背教へ陥れるようなことを，主は決してお許しにならないのですから。』」 

{Conference Report『大会報告』1960年10月，p.78) 
3 .ハロルド• B •リー犬管長は，デビッド• 0 •マッケイ大管長のことに触れて，次のように 

述べた。 

「わたしたちは，生ける預言者，聖見者，啓示者を信じている。また，わたしたちには生 

ける預言者，聖見者，啓示者が与えられていることを，わたしは心から証する。わたしたち 

は，標準聖典に記されている，過去に与えられた啓示のみにすがっているわけではない。こ 

れらも確かにすばらしいものである。しかし，……わたしたちは，神の御旨と御心を明らか 

にする神の代弁者を与えられている。神は，その代弁者がわたしたちを間違った方向に導く 

ことを決して許されない。わたしたちを惑わそうとするならば，神はその職を解かれるであ 

ろう。あなたがたは何も心に憂える必要はない。神が管理される事柄は，主に任せようでは 

ないか。神御自身にかかわる事柄，また生ける預言者，聖見者，啓示者である神の預言者を 

通して下される啓示をとって，あれこれとあら探しをしてはならない。」{The Place of the 
Living Prophet’ Seer, and Revelator『生ける預言者，聖見者，啓示者の務め』〔セミナ 

リー，インスティテュート職員への講演，ブリガム•ヤング大学，1968年7月8曰〕p.13) 
4 .ジョセフ.フィ一ルディング•スミス大管長は次のように説明している。 

「さて，兄弟の皆さん，今ここでぜひともはっきりさせておかなければならないことが一 

つある。それはこの教会の大管長ゃ大管長会，あるいは大管長会と十二使徒会の統一見解は 

聖徒を決して間違った方向に導くことはないし，主の御旨と御心に矛盾する勧告を世界に発 

することもないということである。」（「永遠の鍵と管理する権能」『聖徒の道』1973年3月号， 

p.114) 

黒 板 2番目の言葉を黒板に書き加える。 

教会の大管長 

1.教会全体のために啓示を受けるただ一人の人 

2.教会を間違った方向へ導くことは決してない 

預言者は見張り人である 

引 用 ゴードン•B•ヒンクレ一大管長の次の言葉を読む。 

「この教会は，その頭である主イエス•キリストの名を頂いています。彼らの中に，責任を怠っ 

たり，神聖な主の御心に添わない事柄を教えたりしている人々がいれば，彼らは主御自身の権能 

によってその職を解かれるでしょう。 

わたしは，これらの兄弟たちを代表して申し上げます。わたしたちは個人の意思ではなく，主 

の御心に従っているのです。わたしたちが勧告や警告を発するとき，批判する人々が中にはいま 

す。どうぞ，わたしたちの嘆願の言葉が利己的な気持ちから出たものでないことを分かっていた 

だきたいと思います。また，わたしたちの警告には十分な目的と理由があることを理解していた 

だきたいのです。様々な問題についての決定が発表される際には，必ず熟考と討議と，祈りによっ 

て決められていることも分かっていただきたいと思います。わたしたちのただ一つの望みは，皆 

さん一人一人の問題や困難，家族や生活をお助けすることです。…… 

わたしたちの責任はエゼキエルの言葉に要約されています。『人の子よ，わたしはあなたをイス 

ラエルの家のために見守る者とした。あなたはわたしのロから言葉を聞くたびに，わたしに代つ 
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て彼らを戒めなさい。』（エゼキエル3 ：17) 
わたしたちの様々な勧めの言葉に，私心はまったくありません。わたしたちの望みは，愛する 

兄弟姉妹が幸福であり，家庭に愛と平安がとどまること，そして全能の神の力によって皆さんが， 

その義にかなった多くの行いに対して祝福を受けることだけです。」（「教会は正しい方向に進んで 

います」『聖徒の道』1993年1月号，p.65) 
生徒と一緒にエゼキエル3 ：17 ；教義と聖約101：54 ；124 ： 61を読んで話し合う。 

參どうして現在の預言者が見張り人なのでしょうか。預言者はどのような問題や危険について警 

告を与えていますか。 

參預言者の勧告は，わたしたちをどのように危険から守ってくれますか。 

黒 板 3番目の言葉を黒板に書き加える。 

教会の大管長 

1.教会全体のために啓示を受けるただ一人の人 

2.教会を間違った方向へ導くことは決してない 

3 .霊的および物質的な危険について警告を与える見張り人 

預言者は教師である 

引 用 ゴードン• B •ヒンクレ一大管長は次のように教えている。 

「一見ささいなことであろうとも，わたしたちが喜んで預言者の言葉を受け入れようとしてい 

るかどうかが試される機会は，数多くあります。イエスはこう言われました。『ちょうど，めんど 

りが翼の下にそのひなを集めるように，わたしはおまえの子らを幾たび集めようとしたことであ 

ろう。それだのに，おまえたちは応じようとしなかった。』（マタイ23: 37) 
人類の歴史を通じて同じことが繰り返されました。状況は今でも同じです。…… 

今また，わたしたちは相も変わらず，道徳的な問題に直面しています。この度は，宝くじ，競 

馬やそのほか様々なかけ事が採り上げられています。教会の歴代大管長は，従来からこの問題に 

ついて，誤解の余地のない明確な声明を出しています。 

これらはささいなことには違いないのですが，同時に重要なことでもあります。この問題は， 

預言者エリヤとバアルの祭司たちとの，あの有名な争いを彷彿させます。このとき，エリヤはこ 

う言いました。『あなたがたはいつまで二つのものの間に迷っているのですか。主が神ならばそれ 

に従いなさい。しかしバアルが神ならば，それに従いなさい。j (列王上18: 21)」（「主の預言者を 

信じなさい」『聖徒の道』1992年7月号，p.59) 

聖句を使った 

sSしaし、 

一人の生徒に出エジプト18 ： 20を読ませる。 

•モーセは民に教えるべきことについて，どのような勧告を受けましたか。 

眷儀式や律法，あるいは日常生活で行うべき事柄について，預言者が教えることに聞き従うのは， 

なぜ大切なのでしょうか。 

黒 板 4番目の言葉を黒板に書き加えるc 

教会の大管長 

1.教会全体のために啓示を受けるただ一人の人 

2.教会を間違った方向へ導くことは決してない 

3 .霊的および物質的な危険について警告を与える見張り人 

4 .神の儀式と律法を教える 
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第18課 

教会員は生ける預言者に従ラ義務がある 

引用と話し合い わたしたちの 大の試しの一つは，生ける預言者に従うことである。そのことを説明する。 

ハロルド•B•リー長老の次の言葉を読む。 

「教会の初期の時代に，わたしたちは中傷と誤伝を経験し，その苦難を切り抜けてきた。外部 

の敵のために追い出されたが，それでもわたしたちは生き長らえてきた。暴徒に襲われ，追い立 

てられ，命を奪われ，血が流された。しかし殉教者によってわたしたちは強くされた。貧しい生 

活を経験したが，その試しによって強さを得た。次いで，背教という内部からの裏切りを経験し 

た。これはわたしたちが経験したことの中で も厳しい試練の一つである。そして現在わたした 

ちは今一つの試し，詭弁の時代を経験している。現在多くの有能な人々が主の謙遜な預言者たち 

の言葉に耳を傾けようとしない。そのことは，わたしたち聖徒への苦しみを招いている。これは 

非常に厳しい試練である。」（“Sweet Are the Uses of Adversity，，Instructor「甘い物は悪魔の 

道具」『インストラクター』1965年6月号，p.217) 
ゴードン• B •ヒンクレ一大管長は，ジョセフ.フィ一ルディング•スミス犬管長について， 

次のような話を紹介している。 

「次にジョセフ•フィ一ルディング•スミスが大管長に，そして主の預言者になりました。彼 

の語る言葉は『旧約聖書』の預言者のように厳しい，と感じた人もいました。実際，スミス大管 

長は率直に，包み隠さず話をしました。それは預言者の使命です。しかし，わたし自身の経験で 

は，スミス大管長は実に愛の深い方で，主の戒めに従おうとしない人々が多くいることをほんと 

うに憂えていました。 

わたしはスミス大管長が語った短い言葉を今でも忘れることができません。それは「真実にし 

て忠実」という言葉です。人々の前で説教するときも，個人的に人と話をするときも，主に祈り 

をささげるときも，スミス犬管長は，いつもわたしたちが真実にして忠実であるよう強く訴えま 

した。この勧告に従った人々は，従順からもたらされる麗しい実を味わってきました。反対に， 

その勧告を軽んじた人々は，何らかの形で，真理を否定することから生じる苦しみを味わったの 

でした。」（「主の預言者を信じなさい」『聖徒の道』1992年7月号，p.58) 
參現在預言者の教えていることで，一部の人々が守りづらいと感じている教えにどんなものがあ 

りますか。 

聖句を使った 眷預言者に従わない人々はどうなりますか。 

話し合い 一人の生徒に教義と聖約1:14，38を読ませる。 

參預言者の言葉はどのように受け止めるべきでしようか。それはなぜですか。 

一人の生徒に教義と聖約21：4-6と112 ： 20を読ませる。 

參預言者の言葉を受け入れて従う人々は，どのような祝福を約束されるでしよう力、 

參どうすれば預言者の言葉に対する信仰をはぐくめるでしようか。 

引 用 「預言者について述べられた教義について確証が欲しくなることもあるでしよう。そのような 

ときには，戒めを守ってください。祈りをささげ，正しい道を歩んでください。そうすれば聖霊 

の力によって，あの柔和で穏やかな気持ちを感じ，それが真実であるという証を得ることができ 

るでしょう。」（ウォルド.P •コール「預言者に従う」『聖徒の道』1991年1月号，p.91) 

わたしは中央幹部に従っているか 

ロールプレイング 前もって割り当てておいた二人の生徒に以下の対話をさせる。 

春樹（非教会員）：君の教会には生ける預言者がいるってほんとうに信じているのかい。 

大介（教会員）：そうさ，大管長を預言者だと信じているよ。大管長は天父から啓示を受けるの 

さ。 

春樹：君たちの預言者は何回くらい神の啓示を受けるんだい。 

大介：絶えずさ。教会に導きが必要なときにはいつでも。 
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春樹：預言者の受けた啓示をどうやって知るんだい。 

大介：おもに総大会でだね。 

春樹：すべての会員が大会に行けるのかい。 

大介：いや，教会は大きいからね。でも，『聖徒の道』の特集号に報告が出るから，そこで預言者 

の言葉を読めるんだ。 

春樹：ほとんどの教会員が大会の説教を読むと思う？ 

大介：そうだな，すべての人ではないだろうな。 

春樹：君は読んでるの？ 

大介：あまり読んでないな。時間がなくて……。 

春樹： 近の大会で，預言者が何を話したか知ってる？ 

大介：いや……。勉強が忙しくてね。『聖徒の道』の大会特集号は持っているけれど，読む時間が 

ないんだ。 

春樹：君はそれで，預言者をほんとうに信じているのかい。 

大介：もちろんさ。 

春樹：じゃあ聞くけど，預言者が何を言っているか知らないのに，どうして従っていると言える 

んだい。 

話し合いと黒板 眷生ける預言者はわたしたちにどのような勧告を与えていますか。 

もし用意してあれば’『リアホナ』の 近の大会特集号を配る。生ける預言者の言葉を参照させ 

る。預言者からの具体的な指示と強調点を見つけるように言う。黒板に預言者から与えられた戒 

めを書き出す。それから次の質問に心の中で答えさせる。 

•預言者の勧告にどの程度従っていますか。もっと完全に従うには，どうすればよいでしょうか。 

生涯にわたって生ける預言者の勧告に従うことを決意するように励ます。 

まとめ 

ゴードン.B •ヒンクレ一大管長による次の約束を読む。 

「半世紀以上にわたり，7人の犬管長を知り，そのそば近く働いてきた者として，ベンソン大 

管長の言葉に加え，わたし自身の証を述べさせていただきたいと思います。わたしは，教会の大 

管長が，主御自身によって立てられた神の人であることを知っています。彼らは自らに与えられ 

るその偉大で特別な比類ない召しに備えて，訓練と養いを受け，鍛えられたのです。教会員は大 

管長の勧告に従うときに，祝福を授けられてきました。教会の大管長がこれまでに示してこられ 

た道，またこれからも示してくださる道に従っていくときに，わたしたちは引き続き祝福を受け 

ていくことができます。」（「末日の神の王国の確立」『聖徒の道』1991年7月号，p.93) 
參あなたは生ける預言者の教えから，どのような祝福を受けましたか。 

生ける預言者が神から召されているという証をどのようにして得たか話す。教師自身や家族が 

生ける預言者の勧告に従うときに受けた祝福について，生徒たちに話してもよい。生ける預言者 

の言葉を信頼する人々にもたらされる祝福について証をする。人生は危険に満ちているが，聖文 

を読み，研究し，祈り，生ける預言者の言葉やわたしたちを管理する教会の指導者に従うなら， 

わたしたちは目指す永遠の命に向けてその道を安全に歩んでいくことができる。 

『聖徒の道』にある預言者の話や記事を読み，預言者の教えている原則に従って生活するよう 

にチヤレンジする。 

引用を使った 

5占しC3し、 

アドバイザーの 

提示と証 

チヤレンジ 
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第25課 

目 的 専任宣教師としての伝道が特権であり，責任であることを理解する。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。ヤコブの手紙
5
 ： 20 ；モーサヤ

28
 ： 1 - 5 ；アルマ 

17: 2 - 5 ； 28：13-14； 29：1 一 2，9 一 10，13 —15;教義と聖約1：4-5，17—20; 

4章；6 ： 3 ；18 ：10-16 ； 42 ： 6 — 8 ； 50 ：13 — 14，22。 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.聖典に印を付けるための筆記具 

3.任意——2，3人の生徒に割り当てを与えて，宣教師がどのように自分や家族を助けて教会 

に導いたか話してもらう。 

4.任意—— 近の帰還宣教師が5分から10分クラスを訪問して，伝道の備えについて生徒に話 

すよう調整する。 

アドバイザーへ このレッスンは2回に分けて教えるか，生徒にいちばん影響を与えられると思う項目を選んで 

教えるとよい。 

レッスンの展開 

聖句を使った 

話し合い 

伝道活動はなぜ大切か 

これから聖典のある箇所を読むことを告げる。それがだれについての記事で，なぜこのような 

事態が生じたのか，その後どうなったのかを考えるように言う。モーサヤ28:1—5を「モーサ 

ヤの息子たちは」の部分を抜かして読む。 

生徒が以下の点を指摘できるように導く。 

1.これはモーサヤの4人の息子についての記録である（モーサヤ27 ： 34参照）。 

2.彼らは邪悪で，教会を滅ぼそうとしていた（モーサヤ27 ：10参照)。 

3.天使が彼らに現れて，悔い改めるよう呼びかけた（モーサヤ27 ：11—17参照)。 

4.彼らは悔い改めて，ニーフアイ人に福音を宣べ伝え始めた。そしてレーマン人のところへ伝 

道に行きたいという望みを抱いた（モーサヤ27 ： 34 — 37 ； 28 ：1—4参照)。 

5 .彼らの伝道の結果，何千人ものレーマン人が改宗した（アルマ17 ： 2 - 5 ；19 ： 35-36 ； 22 ： 

22 — 23 ； 23 ： 4 — 5 参照)。 

參モーサヤの息子たちはなぜそれほど伝道に出たがったのでしようか。 

參伝道活動はあなたの生活にどのような影響を与えましたか。 

自分で改宗した生徒や，先祖が代々教会員の生徒もいるかもしれない。数人の生徒に，自分や 

家族を教会に導いた伝道活動について話してもらう。もし何人かの生徒に割り当てを与えてあれ 

ば，ここで話をしてもらう。 

物 語 以下の物語には，一組の若い宣教師が御霊に聞き従って，福音を家族全員に教えたことが紹介 

されている。これを自分の言葉で生徒に話す。 

サラ•ペア.リッチは17歳のとき，彼女自身と家族の改宗を助けた『モルモン書』について， 

驚くべき夢を見て強烈な体験をした。1835年，二人の末日聖徒の長老が，サラとその家族と近所 

に住む数人にジョセフ•スミスと金版の翻訳について教えた。サラは「不思議な人たち」と呼ん 

だ二人の話を聞いた後，次のようにした。 

「わたしは『モルモン書』を見たくてたまらなくなり……その本を借りると……自分の部屋に 
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入って，それからほとんど一晩中，読み続けました。わたしはその内容に驚かされました。『モル 

モン書』は，わたしの心に決して忘れることのできない感銘を残したのです。その後数週間，わ 

たしの目の前には，いつもその本が開かれているかのようでした。」 

長老たちは翌日，500マイル離れた町に向かった。彼らが『モルモン書』を引き取って行ったの 

で，サラの家族はもう二度とあの本と宣教師を目にすることはないだろうと思った。6週間後の 

金曜日の夜，サラは夢を見た。それは，宣教師たちが翌日の日没のころに戻ってきて，玄関のポー 

チに立ち，サラとある会話を交わしている夢だった。目が覚めると，サラは夢が実現すると確信 

し，父親に町から早めに帰って，宣教師が来るとき家にいるよう頼んだ。 

「父はわたしに，気は確かかと言いました。宣教師たちは何百マイルも離れた所にいたからで 

す。でも，わたしは言い張りました。『お父さん，今晩は早く帰って来てね，宣教師たちが必ず来 

ますから。』父は笑うだけで，母と一緒に町へ出かけていきました。そこでわたしは妹に言いまし 

た。『準備をしましょう。あの人たちがここに来るから。』」 

太陽が沈むころ，宣教師たちがサラの家に現れて，玄関のポーチに立った。サラと宣教師はそ 

こで，夢で見たのとまったく同じ会話を交わした。宣教師はこう言った。「わたしたちは一つの夢 

を見ました。ここに戻って来て，あなたにバプテスマを施し，この地区に教会を設立する夢です。」 

サラは長老たちに家の中に入ってもらい，自分は外のポーチで両親の帰りを待った。サラはその 

ときのことを次のように話している。 

「父がわたしに聞きました。『さて，サラ，モルモンの長老たちはどこにいるんだい？』『家の 

中にいるわ』と答えたそのとき，長老たちがポーチに出て来て父に会いました。父はあ然として 

いました。」 

その夜，長老たちは家に泊まって，『モルモン書』の出現についてもう一度レッスンを教えた。 

彼らはその地域に滞在する間に，サラと両親，妹を含め，70人以上の人々にパプテスマを施した 

のでめる。（スーザン•イーストン.フラック，Stories from the Early Saints Converted by the 
Book of Mormon『モルモン書による初期聖徒の改宗談』pp.12 —14参照） 

黒板を使った 參教会はなぜ福音を伝えるために宣教師を派遣するのでしょう力、。 

話し合い 生徒たちの意見を黒板に書く。次のような答えが含まれるであろう。 

1.天父から命じられている。 

2.人々がキリス卜のもとや教会に来るのを助ける。 

3 .人々がパプテスマなどの救いの儀式を受けられるように助ける。 

4 .人々が罪を悔い改めて，赦しを受けられるようにする。 

5.罪の結果について人々に警告する。 

6.この世から忠実な人々を集める。 

7.わたしたちに奉仕と成長の機会を与える。 

8 .神の王国を築吉，主の再臨に備える。 

すべての若い男性が伝道に出るべきである 

引 用 キンボール大管長は次のように語った。 

「若い人は皆伝道に出るべきですか，という質問をよく耳にする。主はそれに答えておられる。 

『然り』若人はすべて伝道に出るべきである。…… 

同様にすベての人が什分の一を納め，安息日を守り，集会に出席し，神殿結婚をすべきである。」 

(‘‘When the World Will Be Converted" Ensign「この世が改宗するとき」『エンサイン』1974 
年10月号，p. 8) 

アドバイザーの提示 主が預言者を通して，わたしたちに伝道に出るように命じておられることを強調する。什分の 
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第14課 

一をはじめ，主の戒めから免除されることがあり得ないように，伝道の義務を避けることはでき 

なぃ。 

春伝道に出ないことについて，どのような言い訳をよく聞きますか。 

引 用 七十人のウィリアム• R •ブラッドフォード長老はこの点について話をしている。 

「皆さんの中には，心の中でこのように言っている人がいないでしょうか。『だけど，ぼくの立 

場を分かってくれていませんね。ぼくの場合は事情が違うのです。ぼくは将来，立派な弁護士か 

医師，または運動選手，とにかく何らかの分野で一流の人間になるつもりなんです。まさかあな 

たも主も，この大切な時期にぼくが学業から離れることを要求はされないでしょう。伝道は，ぼ 

くの将来の計画の差し障りになるんです。』 

またある人々はこう考えています。『ええ，伝道のことは知っています。でも，あなただってぼ 

くのようにガールフレンドがいたら，彼女を置いて行ったりはしないでしょう。ぼくのいない間 

に彼女がどうなるとも分からないでしょう。』 

さらにこのように考えている人々もいます。『伝道は費用がかかりすぎます。わたしは今の仕事 

に就いて間もないし，車とステレオを買ったばかりなんです。それに，ようやく独り立ちの生活 

を始めたばかりなんです。今それを捨てることはできません。とてもそんな余裕はありませんよ。』 

またこんなことを考えている人もいるでしょう。『わたしの場合は資格がありません。罪を犯し 

ていますし，今は教会にも行っていませんから。宣教師になろうと計画はしてきたのですが，道 

を外れてしまいました。今は，宣教師に要求される標準も守っていないのです。』」（「伝道活動を 

通して清くなる」『聖徒の道』1982年4月号，pp.83 — 84) 

話し合い 參伝道に出るのを免除されるのは，どのような人でしょう力、 

眷伝道を延期できる十分な理由には，どのようなものがありますか。 

キンボール大管長やブラッドフォード長老の言葉から明らかなように，教会の青少年で伝道に 

出るべきでないのは，ほんのわずかな人たちだけである。健康上の大きな問題のために伝道の義 

務から解かれる場合があることを説明する。 

引 用 ブラッドフォード長老の次の言葉を紹介する。 

「もしわたしが……若い男性……と個別にお話しできるなら，わたしは自分の弁舌の能力をす 

ベて尽くしてこう言うのですが。『いったいあなたは自分を何様だと思っているのですか。神は， 

弟子たちを通して回復された福音を全世界に宣言すべしという，厳しくも神聖な戒めを，預言者 

を介して与えられました。これは神の知恵です。それと自分の知恵とを対等に考えるのは，どの 

ような根拠があってのことなのですか。その弟子とはあなたのことなんですよ！』」（「伝道活動を 

通して清くなる」p.84) 

話し合い 參健康でありながら伝道に行く気のない青少年は何をすべきでしょうか。 

これは生徒が互いに教え合う良い機会であろう。次のような答えが挙がるであろう。 

1.監督のもとへ行き，自分の状況について話し合う。 

2 .悔い改める。伝道に出るにふさわしくなる。 

3.熱心に祈り，聖文を研究する。証を強め，伝道の備えをするために努力する。 

4.地元の宣教師を助ける。伝道がどのようなものか理解し，宣教師の経験について話を聞く。 

5.伝道に出たくない理由を正直に考える。恐れや障害を克服できるように助けを求めて祈る。 

人々に仕えて自らを聖めることができる 

アルマは宣教師の必要性に関する示現を受けたことを説明する。アルマ29:1—2を読んで印 

を付けさせる。 

•アルマによれば，地上に悲しみや罪悪をもたらすものは何ですか。（アルマ28 ：13 — 14 ； 29 ： 2 

参照） 

聖句を使った 

話し合い 
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參アルマによれば，世の中の問題に対する 良の解決策は何ですか。 

•もしあなたがアルマと同じ立場にいて同じ望みを持ったら，何をしますか。 

アルマ29: 9，13を読んで印を付けさせる。 

•アルマは福音を宣べ伝える機会について，どのように感じていましたか。 

•福音はどのようにして全世界に宣べ伝えられますか。 

教義と聖約1：4 —5，17—18を読んで印を付けさせる。 

宣教師に与えられた戒めと約束について話し合う。「すべての民」に警告するよう主から命じら 

れたことと，宣教師が出て行くときに「とどめる者はいない」ことを理解させる。 

証 福音が完全に回復された時代に生きている祝福と責任について証を述べる。生徒たちは主の業 

を助けるために生を受けていることを思い起こさせる。伝道に出ることによって，終わりの曰に 

福音が宣べ伝えられるという預言の成就を助けるのである。 

話し合いと聖句 參宣教師の責任は何でしょうか。 

主は伝道活動と各々の宣教師について特別な計画を持っておられることを指摘する。教義と聖 

約42 ： 6-8を読んで印を付けさせる。 

宣教師が証を述べるときに，ある意味で「ラッパの音のように声を上げ」ることを理解させる。 

テレビやラジオ，そのほか現代のコミュニケーションのメディアが発達して，福音を伝えるため 

に使われているが，伝道の主要な手段は宣教師なのである。 

一人の生徒に教義と聖約18 ：10—16を読ませる。この聖句の特に10，15，16節に印を付けさせ 

る。一度に大勢の人々が改宗するよりも，個人や家族単位で教会に改宗するのが一般的であるこ 

とを理解させる。 

參あなたはどのような気持ちや経験によって，自分が天父の前に犬いなる存在であることを知り 

ましたか。 

參自分の愛する人が悔い改めたら，どのような気持ちがしますか。 

參友人や親戚が福音を学べるように助けた人について，どのように感じますか。 

証と物語 たった一人しか教会に入らなくても，福音を分かち合うためのすべての努力は払うに値するこ 

とを証する。ゴードン• B •ヒンクレー長老は，チャールズ• A •カリス長老の次のような体験 

を紹介している。 

「わたしは南部伝道部を管理していた時代に，解任になる宣教師一人一人を事務所に呼んでい 

ました。ある日一人の長老を事務所に招き，こう尋ねました。『伝道の成果はどうでしたか。』 

その長老は答えました。『全然。それなのにもう帰る日が来てしまいました。』 

『伝道の成果が全然とは，どういう意味ですか。』 

彼は話し始めました。『実は，テネシーの田舎で一人の人にバプテスマを施しただけでした。…… 

彼は十分な教育も受けていませんし，靴を履く習慣さえありませんでした。それだけなんです， 

わたしにできたのは。自分の時間も親のお金も，無駄にしてしまいました。』 

……6か月後，わたしはその改宗者の様子を確認するためにその地域を訪問しました。長老が 

失敗したという思いで帰途に就いたことが，わたしの悩みになっていました。そこで，彼がバプ 

テスマを施した人の様子を見て来ようと決めた訳です。その人は執事に聖任され，支部で小さな 

責任を受けていました。その後，長老に聖任され，さらに大きな責任に召されました。そして今 

まで住んでいた借地の農場を離れ，自分の土地を購入し，やがて支部長になりました。さらに時 

を経て，彼は自分の農地を売り払い，アイダホに越して，そこでまた農地を買いました。こうし 

て家族を育て，息子や娘たちを伝道に出し，そのまた息子や娘たちも伝道に出ています。 近わ 

たしは調査を終えたばかりなのですが，可能なかぎり入手できた資料によれば，失敗だと感じた 

宣教師が施した一人の人のバプテスマから1,100人以上の人が教会に入ったのです。」(The Con-
sequences of しonversion ’ Brigham Young University Speeches of the Year 『改宗の結果』ブ 

リガム•ヤング大学年度講話〔1959年1月28日〕，pp. 4 - 5 ) 
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第18課 

伝道の祝福 

アドバイザーの 伝道はすばらしい祝福であり，機会であることを説明する。教師自身の伝道から受けた祝福に 

提示と引用 ついて，あるいは教師の知っている宣教師の受けた祝福について話してもよい。バラード長老は， 

伝道活動からもたらされる祝福について次のように指摘している。 

「伝道は，すばらしい『時の贈り物』です。わずかではありますが，この地上で天上の生活を 

かいま見ることができる時です。また心身を清め，新たな活力を与える時であり，聖霊によって 

昇栄への偉大な計画に関する知識を確認することのできる時であり，日の栄えに入る者となるた 

めの 高の機会なのです。…… 

人々への奉仕の中で も尊いものは，真理を教えて人々を神の王国に連れて来ることなので 

す。」（「伝道活動を通して清くなる」『聖徒の道』1982年4月号，p.86) 
生徒にヤコブの手紙5 ： 20を読んで印を付けさせ，話し合う。 

アドバイザーの提示 伝道活動は，宣教師と福音を聞く人の双方に祝福をもたらすことを説明する。人々はキリスト 

の福音を受け入れて戒めに従うときに，大きな喜びを経験する。そして，神の御霊に満たされて， 

かつて経験したことのない平安を味わうのである。 

教義と聖約50 ：13 —14，22,および6 ： 3を読んで印を付けさせる。 

鲁これらの聖句によれば，忠実な宣教師にはどのような祝福が約束されていますか。 

弓 |用 エズラ•タフト•ベンソン大管長は，次のように述べている。 

「自分の命をささげて神の御心をなそうとする人は，神が当のわたしたちが考えている以上に， 

わたしたちの能力を引き出して多くのことを成し遂げられることに気づくでしょう。神はそのよ 

うな人々に対して，さらに大きな喜びと展望を与え，また理解力を増し加え，肉体を強め，精神 

を高め，祝福を豊かに注ぎ，さらに多くのすばらしい機会を授け，慰め，友人，平安を与えてく 

ださることでしょう。神の業に仕えて自分の命をささげる人は，すべて，永遠の命を見いだすこ 

とができるのです。」（「イエス•キリスト——賜物とわたしたちへの期待」『聖徒の道』1987年12 
月号，P. 4) 

物 語 伝道活動のもたらす祝福を紹介するために，次の物語を読むか，自分の言葉で話す。 

ダグは高校を卒業したばかりの才能に恵まれた青年で，在学中は優れた運動選手として広く認 

められていた。また学業の成績も良かったので，地区の選考会で奨学生候補にも挙がった。卒業 

までの数か月間というもの，彼を引き抜いて自分の学校に通わせようと各地の大学からコーチた 

ちが詰めかけていた。両親はまったく教会に集わなくなっていたが，ダグを誇りにしており，教 

育と運動生活を続けるように勧めていた。 

監督はダグを監督室へ招き入れると，夏の終わりにダグが19歳になることに触れ，伝道の申請 

書を出せるように今から一緒に準備しようと言った。ダグはそれほど心を動かされなかったが， 

とにかく申請書を家に持ち帰って両親に相談した。父親と母親はそれを聞いて，まっすぐ大学へ 

行けばすばらしい機会が待っているときに伝道のことを考えている息子に驚いてしまった。 

ダグは大学からの勧誘について考え，それを天父や教会に対して感じている義務と比べてみた。 

すぐにでも大学に行きたかったが，利己的な考え方をしているのではないかと不安な気もした。 

日々の祈りの中で，ダグは正しい決断を下して平安を感じることができるように天父に助けを求 

めた。そしてついに彼は両親のもとへ行き，伝道に出る決心をしたことを話した。両親は「伝道 

は不利な選択だが，反対はしないよ」と言ってくれた。 

ステーク会長から宣教師として任命されたとき，主に仕えようと決心したことを後悔すること 

はないと約束された。さらに，今は知ることのできない方法で祝福されるという約束も与えられ 

た。伝道地に着くと，ダグは一生懸命に働きだした。しかしそれでも，大学へ行っていたら今ご 

ろどうなっていたかなあ，と思うことがあった。 

時がたつにつれて，両親からの手紙が変わっていった。父親からの手紙には，神権会に何度か 
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出席し，夫婦で聖餐会にも何度か出たと書いてあった。ある手紙にはこう記されていた。「夫婦で 

神殿準備セミナーに出るように監督から言われたので，それを受けることにした。おまえがほん 

とうに伝道活動に打ち込んでいて，幸せそうに見えるからだ。」両親はそのセミナーを終え，神殿 

に参入して夫婦の結び固めを受けた。 

伝道を終えた翌週に，ダグは両親と家族の結び固めを受けた。家族と神殿の中にいる間，ダグ 

は次のように考えていた。「もしぼくが伝道に出ていなかったら，どうなっていただろう。」 

宣教師の家族は必ずしも劇的な変化や奇跡を経験するわけではない力〗，常に大いなる祝福にあ 

ずかる。子供が伝道に行くことによって，教師の家族またはワードの家族が受けた祝福について 

体験談を話すか，証を述べてもよい。 

伝道に備えなければならない 

聖句を使った アルマ17 ： 2 — 3を読んで印を付けさせる。 

話し合い 參モーサヤの息子たちは，どのような祝福と霊的な力を受けましたか。 

•それらの祝福を受けるにふさわしくなるために，彼らは何をしましたか。 

聖句と黒板を使った 教義と聖約4章を読んで印を付けさせる。 

話し合い 參宣教師はどのような属性を身に付けるべきでしょうか。 

生徒の答えを黒板に書き出す。 

•どうしたらこれらの属性を伸ばせますか。 

効果的に働く宣教師になるためには備えなければならないことを強調する。 

引 用 エズラ•タフト•ベンソン犬管長は，次のように述べている。 

「主はすべての若い男性に，伝道に出るように望んでおられます。現在資格ある若い男性のう 

ち，伝道に出ているのはわずか3分の1にすぎません。これは主の目にかなう状態ではありませ 

ん。もっと多くの人が伝道に出られるはずです。またそうしなければなりません。 

伝道は神権者の義務としてだけ考えるべきものではありません。すべての若い男性は，心から 

の喜びと期待をもって，伝道の機会を待ち望むべきです。何とすばらしい特権ではないでしょう 

か。何と神聖な特権ではないでしょうヵゝ。主に2年間の時をすべてささげ，心，力，思い，勢力 

を尽くして主に仕えるのです。 

これ以上に重要なものはありません。学業は先に伸ばすこともできます。仕事のことでもそう 

です。神殿結婚も伝道を終えてからできます。デートをする場合は，忠実な若い女性で，伝道の 

大切さを理解し，皆さんに伝道を勧める人だけを相手にしてください。 

伝道に出ることを待ち望んでください。主の召しにこたえて主への愛と献身を示してください。 

伝道に出る真の目的は，神の子供たちを主のもとに導き，教え，パプテスマを施すことです。そ 

うすれば，彼らとともに御父の王国で喜びを得ることができます。 

今話してきたことを実行して，今から伝道に備えてください。 

もう一つ，伝道への準備として忘れてならないのは，常に清い生活をすることです。わたした 

ち力《欲しいのは道徳的に清い宣教師であり，皆さんには生涯，清い生活をしてほしいと望んでい 

ます。道徳的に清い生活をしてください。」（「高貴な生得権を持つ若人へ」『聖徒の道』1986年7 
月号，p.47) 

帰還宣教師の話 近帰還した宣教師をクラスに招待していれば，伝道の備えについて数分間で話してもらう。 

生徒たちの質問に答えてもらう時間を設けてよい。 

話し合い 參伝道のために，どのような備えができますか。 

眷福音を分かち合うために，今すぐに何ができますか。 

伝道の準備を助ける具体的な目標を設定するように生徒たちを励ます。また，友達に福音を分 

かち合うように，そして教会外の人々に奉仕するように励ましを与える。 
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第25課 

まとめ 

生徒の発表 専任宣教師として働くことについて，感じていることを話すよう生徒に勧める。 

証とチヤレンジ 専任宣教師として生徒一人一人が主に仕えるべきであることと，名誉ある伝道を行った人々に 

大いなる祝福がもたらされることを証する。 

断食と祈りを行うことにより，伝道に対する証と願望が強くなるよう主に助けを求める。この 

ことを生徒にチャレンジする。 
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第26譟 純潔の祝福 

目 的 神聖な生殖の力を注意深く取り扱うべきであり，誤用してはならないことを理解する。 

準 備 1•祈りの気持ちで次の聖句を研究する。出エジプト20 ：14 ；マタイ5 ： 27—28 ； 26 ： 41；1コ 

リント 1 0 ：13 ； 1 ニ ー フ ァ イ 3 ： 7 ； 2 ニ ー フ ァ イ 4 ：17—20，31 — 32 ；アルマ39 ： 3 -

5 ； 3 ニーファイ18 ：15 ；教義と聖約42 ： 22 — 24。 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.聖典に印を付けるための筆記具 

3.『若人のために』（34285 300)を人数分用意する。 

レツスンの展開 はじめに 

話し合い 正しく使えば大きな祝福となる力《，誤って用ぃれば危険で破壊的な力を持つようになるものが 

める。 

參正しく使えば祝福になるが，誤って使うと危険なものに何がありますか。 

以下のようなものが考えられる。生徒が理解できるように実例を幾つか挙げるとよい。 

1.電気。安全器具や絶縁材を用いて正しく使用すれば大きな祝福となるが，不注意な扱い方を 

すれば，瞬時に人命を奪う場合もある。 

2.自動車。正しく使用すればすばらしい輸送手段になるが，注意力を欠いた用い方をすれば， 

人を殺す武器にもなりかねない。 

3.水。制御できる間は生命を支える源となるが，制御できなくなると破壊的な力を持つ。 

4.薬品。処方どおりに用いれば，生命を救い，体を快復させることができる力《，誤用すれば， 

生命を奪い，体の機能を損ない，中毒状態を来すことがある。 

アドバイザーの提示 生殖の力も同様であることを説明する。正しく用いれば，この神聖な力は神に近づくための助 

けになる。しかし不当に，あるいは不注意に使えば，わたしたちは昇栄の機会を失うことになり 

かねない。 

生殖の力は正しく行使されれば人の昇栄に役立つが，誤用されれば罰を招く。天父はそのこと 

を御存じだったので，この力を守るように命じられた。サタンもこの力の誤用が破滅につながる 

ことを承知しているので，人を誘惑して，性的に清い状態を保つのは時代遅れであると力、，この 

大きな力を相手かまわず気安く使えば，人に気に入られ幸せになると思い込ませようとしている。 

一人の生徒に出エジプト20 ：14を読ませる。この聖句に印を付けるように言う。 

•この戒めは，どのような意味でしょうか。 

生徒にマタイ5 ： 27 — 28と教義と聖約42 ： 22 — 24を読ませる。聖句の中の大切な言葉に印を付 

けるように言う。 

參この二つの戒めの中では，主の指示がどのように変わりましたか。 

參人はどの時点から姦淫の罪を犯し始めることになりますか。 

參教義と聖約42 ： 23によれば，情欲を抱いて悔い改めない人はどうなるでしょうか。 

「追い出され」るとは破門の意味であることを説明する。 

一人の生徒にアルマ39 ： 3 — 5を読ませる。 

參コリアントンの犯した罪は何ですか。 

聖句を使った 

5占しロし、 
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參これはどれほど重大な罪ですか。 

性的な罪はきわめて重大な罪なので，わたしたちは細心の注意を払って生殖の力を守るべきで 

あることを説明する。 

純潔に戦いを挑むサタン 

引 用 ハロルド•B•リ一大管長は次のように書いている。 

「コートシップの時期に，慎みのない服を着るように，汚れた言葉やみだらな言葉を口にする 

ように，あるいは恥知らずな行動をとるように誘惑されるとき，あなたはサタンのゲームに興じ 

ているのであり，2枚舌のとりこになりつつあるのです。」（ハロルド.B •リー，Stand Ye in 
Holy Places『聖なる場所に立ちなさい』p.332) 

黒板を使った 參人々をそそのかして純潔の律法を破らせるために，サタンはどのような道具や方法を用いるで 

話し合い しょうか。 

生徒の答えを黒板に書き出す。以下はその一例である。 

サタンの道具 

不道徳あるいは挑発的な映画やテレビ番組 

「性の解放」 

仲間からの圧力 

アルコール性飲料と麻薬 

ひわいな音楽や歌詞 

慎みのない服装や行為 

ポルノグラフイーの本や雑誌 

以下の資料は，黒板に挙げた事柄がいかに純潔を脅かし失わせるか説明している。生徒の答え 

について話し合う場合，これらの資料を引用するとよい。 

1.不道徳あるいは挑発的な映画やテレビ番組——「挑発的な映画のために，大勢の若者たちが 

性のわなに捕らえられている。スクリーンに映し出される濃厚な求愛場面は一つのパターン 

となって，多くの若者に同じような行動を取らせている。」（マーク•ピーターセン，Lwe 
It Up!『充実した人生』p.24) 

2. 「性の解放」——「自分たちの不道徳な行いを次のように正当化する人々がいる。『性に対す 

る規制は単に宗教上のものであって，現代では何の意味もない。実際には神は存在しないか 

らである。』 

……そのような人々は……自分自身の欲望や熱情，肉体的な欲求，情欲にとらわれていて， 

神聖なものを受け入れる余裕を失っている。」（マーク•ピーターセン，Conference Report 
『大会報告』1969年4月，p.65 ； Improvement Era『インプルーブメント•エラ』1969年6 
月号，P.79) 

3.アルコール性飲料一「アルコールを飲み，ペッティングを行うパーティーは，道徳的な感 

覚をまひさせ，情欲の赴くままに行動させる環境を作り出す。こうなると 後の一歩を踏み 

外して道徳的に堕落しやすい状態になる。」（デビッド• 0 •マッケイ，Gospel Ideals『福音 

の理想』p.410) 
4.ひわいな音楽や歌詞——「現代の大勢の若者たちが聞く音楽に耳を傾けたことがあるでしょ 

うか。……その多くは革命を促し，麻薬や不道徳を広め，親子の断絶を奨励するよう慎重に 

図られている。」（エズラ•タフト•ベンソン『大会報告j1969年4月，p.14) 
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わたしの受けている影響力は7 

考えさせる質問 以下の質問について心の中で考えるように言う。 

1.不健全で品位を落とすような歌や音楽を聞いたり，楽しんだりしますか。 

2 .挑発的な思いや不道徳な考えを心の中に引き起こす本や雑誌を読みますか。 

3.慎みのない服装や下品な振る舞いをする女性と交際したり，注意を向けたりしますか。 

4 .いかがわしい冗談や物語を口にしたり聞いたりしますか。 

5.わたしや友達は女の子について不作法な話をしたり，低俗なことを言ったりしますか。 

6 .末日聖徒の集会所や教会主催の活動では決して上映されない映画を見ることがありますか。 

7.不健全で低俗なテレビ番組を見ることがありますか。 

8.長時間，異性と二人きりで車の中にいることがありますか。 

以上の質問に対する「はい」という答えは，問題があることを示している。それらの有害な行 

いを遠ざけて，必要であれば習慣を変えるために具体的な目標を設定するよう生徒を励ます。 

弓 I 用 預言者たちはこれらすべてを避けるように勧告している。エズラ•タフト•ベンソン大管長は 

次のように述べている。 

「アロン神権を受けている若い男性の皆さん，『主の器を担う者たちよ，清くあれ』（3 ニーファ 

イ20 ： 41；教義と聖約38 ： 42 ；イザヤ52 ：11も参照）という聖文の言葉を忘れないでください。 

エジプトのヨセフの話を忘れないでください。ヨセフはポテパルの妻の言葉に従わず，清さを保 

ちました（創世39: 6 _20参照)。 

預言者アルマが過ちを犯した息子コリアントンに与えた言葉をよく考えてください。「自分の罪 

を捨て，これからはもう自分の目の欲を追うことなく，これらのことをすべて断つようにしてほ 

しい。」（アルマ39 ： 9) 
「自分の目の欲」の対象にはどのようなものがあるでしよう力、。 

映画，テレビ，ビデオなど様々な例が挙げられます。 

わいせつな雑誌，小説などもその例でしょう。 

若い男性の皆さん，そのようなもので心を汚さないでください。一度汚されれば，決して前と 

まったく同じ状態にはなれません。わいせつな映画やビデオを見たり，それに類するどんなもの 

にも手を出さないでください。音楽もそうです。」（「高貴な生得権を持つ若人へ」『聖徒の道』1986 
年7月号，p.47) 
現代社会に広がっているいい加減な道徳的標準にだまされてはならないことを強調する。それ 

らの標準は現代的に思えるかもしれないが，決して新しいものではない。現代の「新しい道徳」 

というのは，サタンが何千年もの間教えてきた「古い不道徳」のことである。 

預言者たちは若い世代についてよく知っていることを証する。預言者は現代の若人が直面する 

チャレンジや誘惑を承知している。主は罪や危険からわたしたちを守るために標準を啓示された 

ことを説明する。 

話し合いと 『若人のために』を配る。生徒たちと一緒に以下の項目を読んで話し合う。「標準」「デート」 

『若人のために」 「服装と外見」「メディア」「音楽とダンス」「性的な清さ」 

アドバイザーへ 『若人のために』の中の言葉や警告を理解することは，非常に重要である。これは標準に関す 

る生徒の質問に答えるよい機会かもしれない。もし何らかの標準を破ったら，直ちに悔い改める 

べきである。真心から悔い改める人は，主から赦しを受けることを約束する。 

アドバイザーの 自らを清くてふさわしい状態に保つ人にもたらされる祝福を強調する。中でも もすばらしい 

提示と引用 祝福として，神殿に参入する特権や，伝道に出る機会が挙げられる。 

大管長会からの次の声明を読んで説明する。 

「専任宣教師として働く機会は当然の権利ではなく，大管長会の霊感によって召された人々に 
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与えられる特権である。…… 

重大な罪を犯している人は，要求されるふさわしい状態になるために，救い主が定められた基 

準に従って，完全に悔い改めていなければならない。また候補者は，専任宣教師としての推薦を 

受ける前に，神殿に参入する完全なふさわしさを備えていなければならない。彼らが真に悔い改 

めたことを示し，聖なる伝道の召しのために霊的に備える十分な期間を費やして，罪のない状態 

になっていること……。幾つかの重大な罪を犯している場合，十分な期間として3年は経過して 

いなければならないであろう。また，十分な期間とは 後に罪を犯してから1年未満であっては 

ならない。」（大管長会の手紙1993年3月4日付け；1993年10月21日付けも参照） 

誘惑に打ち勝つ 

証 わたしたちが戒めに従い，聖霊を伴侶とするように求めるならば，純潔を守って生活できるこ 

とを証する。天父はわたしたちに，誘惑に耐えて戒めを守る力を与えると約束しておられる。 

聖句を使った 1ニーフアイ3 ： 7と1コリント10 ：13を読んで印を付けさせる。 

話し合い 眷これらの聖句はどのような意味でしょうか。 

• ニーフアイとパウロの言葉について，どのように感じますか。 

以下の質問に心の中で答えるように言う。 

鲁今あなたが守りにくい戒めはどれですか。克服するのに助けが必要な誘惑はどれですか。 

一人の生徒に2 ニーフアイ4 ：17-20, 31—32を読ませる。ニーフアイの言葉について感じた 

ことを発表させる。たとえニーフアイのような信仰を持つ人であろうと，すべての人は誘惑に打 

ち勝つために天父からの援助を必要としているのである。 

マタイ26 ： 41と3 ニーフアイ18 ：15を読ませる。これらはイエス•キリストの言葉であること 

を説明する。 

鲁これらの聖句によれば，罪を避けて誘惑に打ち勝つために，どうすれば助けが受けられるでし 

ょうか。 

現在直面している具体的な誘惑を克服するために，助けを求めて祈るように勧める。 

罪または完成への段階 

天父は「ここにも少し，そこにも少しと，教えに教え，訓戒に訓戒を与え」て，わたしたちを 

完成へと導かれることを説明する（教義と聖約128 ： 21)。サタンも同じ方法を使ってわたしたち 

をだまし，一歩一歩罪の中に引きずり込んでいく。 

スペンサー•W.キンボール大管長は，サタンが純潔を滅ぼすために用いる方法について次の 

ように述べている。 

「実に多くの人がネッキングとベッティングを入り口として罪の中に迷い込んでしまっている。 

悪魔はわたしたちの教会の少年少女をどのようにしたら堕落させることができるかをよく知って 

いる。悪魔といえども，人が一足飛びに殺人や姦淫を犯すようには仕向けられないであろう。だ 

が，うまく仕向けて，男性と女性がダンスの後で遅くまで車の中に一緒にいるようになれば，あ 

るいは道をそれ暗がりに長時間駐車するようになりさえすれば，あとはどんなに自制心のある人 

でもついには誘惑に負け，堕落してしまうことを悪魔は知っている。誘惑に対する抵抗には限度 

があることを知っているのである。」（『赦しの奇跡』p.72) 

黒板を使った 

話し合い 

引 用 
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黒板の文字を消して，次の図を書く。 

図のそれぞれの部分が何を表しているか考えさせる。以下の点を引き出せるように助ける。 

1.上に向かう階段は，道徳的な強さを築く主の道を表す。 

2.下に向かう階段は，道徳的な力を弱めるサタンの道を表す。 

3.主がわたしたちに望んでおられるのは，鉄の棒すなわち神の言葉をしっかりと握り締め，主 

の御霊と御霊の実である徳や忍耐，親切，愛，慈悲を求めることである。 

4.サタンの道には手すりがない。その階段は下に行くほど不安定になり，ついには突然足場が 

消えて，どうすることもできないまま不道徳へと滑り落ちていく。 

道徳的な強さを築くステップには何があるか生徒たちに尋ね，黒板に書き出す。次に，道徳的 

な力を弱めるステップを挙げるように言い，それも黒板に書く。図は以下のようになるであろう。 

まとめ 

証 男性と女性は，神と共同の創造者となる能力が授けられている。生殖の力は神聖なものであっ 

て，保護すべきものであることを証する。性にかかわる行為は神聖であるから，軽々しく扱って 

はならない。それは結婚した男女に与えられる神聖な権利である。ほかの人がどのように振る舞 

おうと，アロン神権者は性を冗談の種にしたり，それについて下品な話をしたりしてはならない。 

生殖の力は結婚というきずなの中でのみ用いるべきである。 

チヤレンジ 純潔を教える神の言葉を固く守るようにチャレンジする。また，敬意をもって若い女性と接す 

るために，主の御霊を求めるようチャレンジする。神権者にはすべての女性の清さを守る責任が 

あることを説明する。天父も，神権者が自分自身の徳を守り敬うように期待しておられる。天父 

から与えられた標準の大切さについて，また清い人々にもたらされる偉大な祝福について，もう 

一度証する。生涯を通じて純潔の律法を守って生活することを今決意するように勧める。 
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神の宮である肉体 第27課 

目 的 知恵の言葉を守ることが，肉体的，霊的な健康を守り，維持するうえで役立つことを理解する, 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。1コリント3 :16 —17:教義と聖約89章。 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.生徒たちに人気のある車の写真 

c.視覚資料9「健康な若い男性」，視覚資料10「フィリピンのマニラ神殿」（62591)または 

東京神殿の写真 

d .聖典に印を付けるための筆記具 

3.『若人のために』（生徒は各自のものを持参する。） 

4 .レッスンで使うL*トム•ペリー長老の言葉を書いたカードを人数分用意する。 

レツスンの展開 はじめに 

視覚資料を使った 車の写真を見せ，それがいかに人気のある車であるか説明する。車のすばらしさを生徒たちが 

話し合い 納得できるようにする。この車が自分に与えられることになったと想像するように言う。 

•自分のものになったら，どのように手入れをしますか。 

參だれかがいたずらしてエンジンに砂を入れたら，どのように感じますか。 

•そのまま始動したら，エンジンはどうなりますか。 

視覚資料9「健康な若い男性」を見せる。天父はわたしたち一人一人に，写真の車よりもはる 

かにすばらしい賜物，すなわち肉体を与えてくださったことを説明する。わたしたちは肉体がな 

ければ，進歩して神の特質を伸ばし，天父のようになることはできない。先天的な理由や病気， 

事故のために，体に障害を持つ人もいることを指摘する。しかし天父は，わたしたち力《細心の注 

意を払って自分の体を大切に扱うよう期待しておられる。そしてわたしたちを愛する心から，健 

康な体を保持する方法を教えられた。 

体に取り入れてはならないもの 

聖句を使つた 体に有害なものを取り入れるのは，車のエンジンに砂を入れるのに似ていることを強調する。 

話し合い 教義と聖約89 ： 7-9を読ませる。 

眷体に取り入れてはならないものには何があるでしょうか。 

預言者たちは「熱い飲み物」がコーヒーとお茶を指すと教えていることを指摘する。また，薬 

物の乱用が戒めに反することも明らかにしている。 

參主が体に取り入れてはならないと命じられたものを使うと，どうなるでしょうか。 

參知恵の言葉を破って，その結果に苦しんだ人を知っていますか。それはどのような状況でした 

か。 

実際の名前を伏せて紹介するように言う。 

不従順が肉体にもたらす結果 

引 用 知恵の言葉を破ることによる も危険な結果の一つは，依存症であることを説明する。ラッセ 

ノレ• M •ネルソン長老の次の言葉を読む。 

「世界に蔓延する麻薬中毒の問題について話したいと思います。……規定の使用量を越えた薬 

の乱用や，多くは無知な人々が始めた娯楽や社交のための薬物の使用が，全世界で警告されてい 
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ます力《，私も同じように警告したいと思います。 

少し試すだけなら何でもないだろうという考えが，悪循環を生みます。試すだけのつもりが習 

憤となり，習慣が高じてそれなしでは済ませられなくなり，中毒にまで発展するのです。……そ 

れによって人は自らを売り渡すのです。どの家族もそのような危険にさらされています。 

しかし，この問題はヘロインやモルヒネといった麻薬にとどまりません。薬物の摂取は多くの 

場合，喫煙の習慣から始まります。たばこやアルコール性飲料には常習性のある薬物が含まれて 

いて，その犠牲者は中毒患者の中では も多く，社会に大きな脅威を与えています。」（「束縛か自 

由か」『聖徒の道』1989年2月号，p.6) 
眷依存症が非常に危険なのはなぜでしょうか。 

知恵の言葉を破ることがいかに危険な行為か理解できるように助ける。ボイド• K•パッカー 

長老の次の言葉を読んでもよい。 

「麻薬中毒は，暗黒の君主の計画に加担するものです。聖き真理の御霊を受ける道を閉ざすこ 

とになるからです。現在，悪魔は不当にも優位に立っています。麻薬中毒は人間の意志を断ち切 

り，道徳的な自由を奪い去ります。また，判断力を失わせます。選択の自由はきわめて重要な原 

則ですから，そのような危機にさらすことはできません。…… 

人の体を麻薬中毒から解放する方法力〗，いつかどこかで開発されるように，どうか皆さんも祈っ 

てください。 

人類は今危機にさらされています。そのために人々は苦しみ，生命の危険さえ冒していますが 

問題はそれだけではありません。長年にわたり人類が苦労して勝ち取った個人的，社会的，政治 

的，霊的な自由が危機に瀕しているのです。それらはみな，殉教者の血によって勝ち取られたも 

のです。選択の自由そのものが危ういのです。すべての人が熱心に祈るなら，主は必ず助けてく 

ださいます。こうした祈りとともに，子供たちに知恵の言葉を守るように教えてください。それ 

は子供たちのよろいとなり，個人的な啓示を受ける道を遮断する習慣から彼らを守ってくれるで 

しょう。」（「変化する世における啓示」『聖徒の道』1990年1月号，p.14) 

話し合い •知恵の言葉を守ることによって，肉体上の危険からどのように守られますか。 

參知恵の言葉を守ることによって，霊的な危険からどのように守られますか。 

体に取り入れるべきちの 

写真とアドバイザー もう一度車の写真を見せる。車を正常に動かすには，ガソリンやオイルなどを入れなければな 

の提示 らないことを説明する。タイヤには適当な空気圧が必要だし，バッテリーも十分に充電しておか 

なければならない。同様に，わたしたちの体も栄養を必要としている。栄養を取り入れなければ， 

わたしたちの体は健全に機能しなくなり，主の御霊が宿るにふさわしい宮ではなくなってしま 
う。 

聖句を使った 教義と聖約89 ：10—17を全員で読む。 

話し合い •天父はわたしたちに何を食べるように言っておられますか。 

眷知恵の言葉に従うと，どのような結果になるでしょうか。 

この質問に答えるのを助けるために，教義と聖約89 ：18 —21を読ませる。この聖句に印を付け 

るように言う。 

參天父は知恵の言葉に従う人々にどのような約束をしておられますか。 

肉体上の祝福 

引 用 教会の会員は一般に，教会外の人よりも体の健康に恵まれていることを指摘する。十二使徒評 

議員のジョセフ• B •ワースリン長老は，知恵の言葉について次のように述べている。 

「初期の教会員たちは，そのようなことを分からないままに主の勧告に従っていました。こう 

して聖徒たちカゝ  158年もの昔から，啓示により知らされてきたこと力^今では科学的な証拠によっ 

て知られるようになりました。 
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第14課 

あらゆる人々がこの健康の律法を実践して，アルコール性飲料や，たばこ，そのほか有害な物 

質で体を粗末に扱うのをやめたらどのようなことが起きるか考えてみてください。交通事故や病 

気，死産や早産，犯罪，金銭の浪費，家庭の崩壊，アルコールや習慣性のある薬物からもたらさ 

れる弊害がどれほどの規模で減少するかお分かりでしょうか。また，肺癌や心臓病，喫煙によっ 

て引き起こされるそのほかの慢性病もどれだけ減ることでしょうか。この戒めによる信仰の実は， 

計り知れない祝福をもたらしてくれます。 

この教会の会員は，この戒めに従順であることによって，確かに健康と霊性の面で祝福を受け 

てきました。」（「回復されたイエス•キリストの福音の実」『聖徒の道』1992年1月号，p.18) 

アドバイザーの提示 知恵の言葉を守っても，病気にならないという保証はないことを説明する。しかしわたしたち 

は，天父が約束を守られることを確信している。もし真心から知恵の言葉に従おうと努力するな 

ら，わたしたちは約束された祝福を受けるであろう。 

物 語 次のポール•C•キンボールの話をする。これは知恵の言葉を守ることによっていかに霊的， 

肉体的に高められるかを表す物語である。 

「 P . C •キンボールは，英国のオックスフォード大学に通う末日聖徒の学生で，あるとき経 

験の浅い少年たちからボートの指導をするように頼まれた。彼はこう言っている。『ほんとうに 

弱ってしまいました。今までコーチなどしたことがなかったのです。』 

しカゝし，彼は一つのことを条件にその頼みを引き受けた。『わたしがコーチをするなら，わたし 

のやり方に従って訓練させてもらいます。』彼のやり方とは，たばこ，アルコール飲料，お茶，コー 

ヒーをまったく 口にしないことだった。少年たちはその条件を受け入れる決意をするまでに1週 

間ぐらいかかった。 

全員の同意が得られたので，キンボールはコーチの責任を引き受け，それから毎日放課後に3 

時間練習した。そして2月には，オックスフォードの全大学が参加する対抗試合に出場した。『対 

戦する相手の選手たちは，子供のころからオールをこいでいたような人ばかりでした。わたしの 

チームは皆，経験の浅い少年でした力〗，激しい練習をしてきたし，その間わたしの知るかぎり， 

たばこ，お茶，コーヒー，アルコール飲料を一切口にしていませんでした。』 

それでも試合の日が来ると，この未熟なクルーが勝つチャンスなど万に一つもないと，だれも 

が考えていた。大砲が鳴りわたり，テムズ川を上る1マイル半のレースが始まった。少年たちの 

ボートはすぐに遅れを取るだろうと思われた。ところが中間地点まで来たとき，土手沿いに走り 

ながらメガホンで指示を与えていたキンボールは，まだ彼らがほかのボートと並んでいるのに気 

づいた。 

キンボールは声をはり上げて 後の指示を出した。『全速力！』見事なスパートだった。彼らは 

たちまち2位以下を100フィートも引き離して，楽々とレースに勝ってしまった。 

それから6日間，毎日競技が行われて，キンボールのチームはすぐに負けるだろうと思われて 

いた。ところが同じ戦法で，彼らは勝利を手にしていった。『どのようにして初心者のクルーを勝 

利に導いたのか尋ねられて，わたしは「少年たちに正しい生活をさせました」と答えました。  

後のスパートのとき，彼らの肺も，組織も，血液もきれいで，神経には力がみなぎっていたので 

す。』」�Church News『チャーチニューズ』1983年2月20日付け，p.20) 

霊的な祝福 

アドバイザーの 肉体に影響を与えるものはすべて，霊にも影響を与えることを説明する。知恵の言葉を守った 

提示と引用 結果としてもたらされる霊的な祝福は，肉体上の祝福よりもさらにすばらしいものである。ボイ 

ド•K•パッカー長老の次の言葉を読んで話し合う。 

「私たちの肉体は，霊がつかさどる道具です。『知恵の言葉』というすばらしい啓示の中で，肉 

体を汚れから守る方法が教えられています。この汚れは，霊的な交わりにかかわる繊細な感覚を 

鈍らせ，破壊することさえあるのです。 

知恵の言葉は，個人の啓示の鍵です。それは，『すべての聖徒の中の弱い者および も弱い者の 
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能力に適するもの』（教義と聖約89: 3)として与えられました。 

その約束とは，従順な人々が『知恵と，知識の大いなる宝，すなわち隠された宝』を見いだす 

というものです（19節)。もし習慣性のある物質を取ったり，処方薬などを乱用するならば，霊的 

な交わりという光を遮るカーテンを引いてしまうことになります。」（「変化する世における啓示」 

P.14) 

配付資料 次の引用文を書いたカードを各生徒に配る。このカードをよく見ることのできる場所にはって 

おくように言う。 

「主が定められた健康の律法に従うことから生じる も大きな祝福は，信仰が増し，霊的な力 

と知恵が増大することである。」(L •トム•ペリー ‘ ‘In the World" Brigham Young University 
1981 Fireside and Devotional Speeches「世にあって」『1981年度ブリガム•ヤング大学ファイ 

ヤサイド，礼拝講話集』p. 3) 

アドバイザーの提示 知恵の言葉について も大切なのは，有害な物質に関する警告ではなく，従う人々に与えられ 

る輝かしい約束である。そして何よりも重要なことは，天父がわたしたちにこの律法を守るよう 

に命じておられることである。従順は霊的な強さを築き，聖霊を招き寄せる。不従順は，癌が体 

に及ぼすよりもはるかに致命的な影響をわたしたちの霊に与えるのである。 

聖霊の導きを失わないために知恵の言葉に従うことの重要性を再度強調する。天父はこの戒め 

に従う人々に，肉体と霊に祝福を与えると約束しておられるが，わたしたちは単に祝福が欲しい 

という理由から従うべきではない。私たちが従うのは，天父を愛しているから，そして自分の体 

を天父によって造られた宮として尊重しているからなのである。 

自分の体を大切にすることが求められている 

引 用 次の言葉を読む。 

「肉体があるということはすばらしい特権です。わたしたちは肉の衣をまとった神の子なので 

す。このような肉体は，わたしたちが好き勝手に扱うことのできる私物ではありません。わたし 

たちはこの世における自分の体に対して責任を負っています。」（オスカー•マッコンキー• 

ジュニア，The Priest in the Aaronic Priesthood『アロン神権の中の祭司』p.285) 
一人の生徒に1コリント3 ：16 —17を読ませる。 

•パウロはなぜ，わたしたちが自分の体を汚さないように願っているのでしょうか。 

アドバイザーの提示 神殿の絵を見せる。神殿内の美しさと清さについて説明し，そこに参入する若い男性は従順で 

清くなければならないことを指摘する。 

パウロが人の体を神殿と見なしていたことを思い出させる。わたしたちはこの宮に入って来る 

ものを取捨選択し，健康な状態に保つ権利と責任があることを説明する。もし肉体を尊重しなけ 

れば，天父に喜ばれないであろう。また体のためにならないものを取り入れて肉体を汚すならば， 

その結末は肉体ばかりではなく，霊のうえにも及ぶ堕落である。 

まとめ 

『若人のために』の中から「精神と肉体の健康」の項を復習する。この小冊子を頻繁に読むよ 

う励ます。 

証 天父がわたしたちのために知恵の言葉を与えてくださったことを証する。この戒めに従うとき 

に体と霊と精神が強められる。従順を通して，わたしたちは肉体を聖め，神の御霊を伴侶とする 

ときの平安を得ることができる。教師自身や家族が知恵の言葉を守ることによって受けた祝福に 

ついて話してもよい。 
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チ ャ レ ン ジ 生涯を通じて知恵の言葉に従うことを決意するよう勧める。知恵の言葉を破るようになる 初 

の1歩を絶対に避けるように言い，もしすでにその1歩を踏み出していれば，すぐに悔い改める 

ようにチャレンジする。誘惑に打ち勝つために助けを求めて曰々祈るように生徒たちを鼓舞する。 
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第28課 誘惑に酎える 

目 的 この世の圧力に耐えて誘惑に打ち勝つための意欲をさらに高める。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。ヨシュア24 ：15 ；箴言3 ： 5 —6 ；マタイ16: 26;エ 

ぺ ソ 6 ：10-18 ；1 ニーファイ 8 ： 24 — 34 ； 2 ニーファイ 9 ： 28 — 29 ； 28 ： 20 — 26 ；アルマ 

34 ： 32 ； 37 ： 35 ；教義と聖約20 ： 32 — 33 ； 62 ：1。 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b .聖典に印を付けるための筆記具 

3.きれいに包装した箱を用意する。中には綿ぼこりか紙くずを入れておく。 

欺かれてはならない 

きれいに包装した箱を見せ，中に何が入っているか当てさせる。 

•このような箱の中身として，何を期待するでしょうか 

一人の生徒に箱を開けてもらう。紙くずか綿ぼこりが出てきたら，世の中はこのような方法で 

わたしたちを欺くことを説明する。人々を引き付け魅惑するこの世の多くのものは，実際には価 

値がないのである。 

誘惑や欺きを見分ける 

引用を使った スペンサー•W.キンボール大管長は次のように述べている。 

話し合い 「あなたがたは……偽りの父であるサタンについて知っている。サタンが真理をどのように偽 

りに変えてしまうかも知っているはずである。悪に飾りを凝らし，人の目に美しく，人を楽しま 

せ，簡単で，ときには好ましいものにさえしてしまう。」（“The Blessings and Responsibilities 
of Womanhood，’ Ensign「女性の祝福と役割」『エンサイン』1976年3月号，p.70) 
•サタンはどのような悪や有害なものに「飾りを凝らし」て，現代の多くの人にそれが好ましく 

て価値があると思い込ませているでしょうか。 

この点を明確にするために，七十人のW•ユージン•ハンセン長老の次の話を読んで話し合う。 

「現在，人類が直面してぃる 大の課題は，幸福と単なる快楽の違ぃを認識することです。サ 

タンとその軍勢は，快楽こそ 高の追求目標であるとぃう確信を人々に植え付けるとぃう点では， 

実に大きな成果を上げてぃます。快楽はそれがどのような形であれ，幸福をもたらすと，サタン 

は巧妙に約束しているのです。 

テレビの画面も映画のスクリーンも，あの手この手を使って，『老いも若きも情熱のまま生き 

よ，そうすれば幸福を味わうことができる』とぃう露骨なメッセージを絶えず送り込んでぃます。 

こうしたなりふりかまわぬ手口に屈したときの結果は明らかです。社会的，心理的な問題が異常 

な勢ぃで増加してぃます。10代の妊娠，堕胎，強赛，児童の虐待，性的嫌がらせ，婦女暴行，麻 

薬中毒，病気，アルコール中毒，家庭の崩壊とぃった問題が増加の一途をたどり，それもみな， 

こうしたサタンの策略の影響です。そして，驚くべき統計によって，こうした傾向が指摘され続 

けてぃるにもかかわらず，それでも，事態は一向に改善しません。」（「幸福を探し求めて」『聖徒 

の道』1994年1月号，p.92) 
鲁世の中の価値観や考え方にだまされなぃようにするには，どうすればよぃでしょうか。 

•戒めに反する行いで，どのようなことを友達から勧められますか。 

•自分と同年代の青少年がしばしば受ける誘惑は何でしょうか。 

レッスンの展開 

実物を使った 

レツスン 
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參世の中で若人に教えられている概念や考え方で，正しくないものは何でしょう力、 

參あなたの仲間は，どのような方法で戒めを破らせようとするでしょう力、 

聖句を使った この世的な人々は常に義人を誘惑して堕落させようとしていることを思い起こさせる。リ一ハ 

話し合い イの夢と「大きく広々とした建物」の中にいた人々にっいて読むか，話をする（1ニーフアイ8 ： 

24 — 34参照)。 

•この世の人々はどのようにしてあなたを罪に誘い込むでしようか。 

生徒から以下に挙げるような答えが出なければ，これらの典型的な合理化の例を指摘するとよ 

い。 

1.「自分の人生なんだ。したいことをやったらいい。だれも君に指図はできないのさ。」 

2. 「だれだってしているじゃないか。自然なことだよ。結婚する前に，うまくやっていけるか 

どうか調べた方がいいじゃないか。」 

3. 「やってみろよ。だれにも分かりゃしないさ。」 

4. 「楽しいよ。1回くらい何てことはないよ。」 

これらの誘いにどう答えるか話し合う。 

アドバイザーの提示 罪を避ける 善の方法は，戒めを守ることを今決意することである。戒めを守る決意ができて 

いれば，不健全な状況を避けるために全力を尽くすであろう。仲間からの圧力を感じても，ある 

いはもっともらしい説得で誘惑されても，すでに正しいことをしようと決意しているので，少し 

も揺らぐことがない。 

聖句を使った ヨシュア24 ：15とアルマ37 ： 35を読んで印を付けさせる。 

話し合い 參なぜ戒めを守ることが「知恵」なのでしょうか。 

福音は悪や危険からわたしたちを守る 

引用と聖句を使った ハンセン長老の次の言葉を読んで話し合う。 

話し合い 「ほんとうの喜びや幸福というものは，天父が喜ばれるような生活をして初めてもたらされる 

ものです。教義と聖約52章では，主はわたしたちに次のように教えていらっしゃいます。『あなた 

がたが欺かれないために，わたしはすべてのことに関して規範を与えよう。サタンは地の方々に 

おり，出て行ってもろもろの国民を惑わすからである。』（14節） 

この規範とは，イエス•キリストの完全なる福音のことを指しています。恵まれてわたしたち 

に与えられている福音がそれです。」（「幸福を探し求めて」p.92) 
拳福音はサタンの欺きからどのようにわたしたちを守ってくれますか。 

天父はサタンの方法を理解しておられ，わたしたちがそれを見分けて拒絶できるように預言者 

と聖典を与えられた。 

2 ニーフアイ9 ： 28-29と2 ニーフアイ28 ： 20 — 26を読ませる。 

參これらの聖句によれば，末日の人々を誘惑するために，サタンはどのような方法を使うでしょ 

うか。 

•「人の訓戒に耳を傾け」ずに「神の勧告に聞き従う」には，どうすればよいでしょうか。 

引 用 天父は前述のすべての罪や考え方について御心を明らかにしておられることを強調する。末日 

聖徒イエス•キリスト教会の会員であるわたしちには，サタンが現在広めている誤った教えや悪 

い行いについて警告する生ける預言者が与えられている。 

以下の中央幹部の声明の中から幾つか読んで，簡単に話し合う。生徒たちにとっていちばん適 

切だと思われるものを選ぶ。 

利己心 

十二使徒評議会のマービン• J •アシュトン長老は，次のように述べている。 
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「サタンのこの終わりの日における 大の収穫の一つは，人々の心を破壊的で，移ろいやすく， 

かつこの世的なものに向けさせることに成功したという点です。世の人々は 良のものを求めて 

計画するというよりも，ますますその自己中心癖を強くしています。わたしたちは様々な集団の 

指導者が至る所で『我々の権利』『我々の要求Jと語るのを耳にします。多くの若人が，愛には相 

手に対して要求できる『権利』が伴うと信じています。例えばこのように言う若人がよくいます。 

『もし君がぼくのことを愛しているなら，ぼくの言うことを聞いてくれてもいいじゃないか。Jこ 

のような人は高い道徳の水準を守るどころヵゝ，自分が言っていることを当然の権利だと思ってい 

るのです。そのような申し出が愛と無縁のものであることは言うまでもありません。 

日々の行いというものは，その善悪を問わず，さほど重要には思えないことがあるかもしれま 

せん。しかし，それらの行いによって，その人と，その人の心を引き付けるものとのつながりは 

強められ，容易なことでは打ち砕くことができなくなります。わたしたちは的確な見通しに基づ 

いて，自分の心をどこに向けるべきかを決めなければなりません。もし意義あるものなら，それ 

は，必ずわたしたちの永遠の進歩に役立つものとなり，妨げになるようなことはありません。」（「人 

は自分が愛するものに仕える」『聖徒の道』1981年9月号，p.36) 

个Jfc徳 

スペンサー•W.キンボール大管長は次のように述べている。 

「サタンのたくらむ も恐ろしい悪事の一つについて，わたしたちは子供から老人までの全教 

会員に，肉体の誤用から来る束縛と苦痛と悔恨の繙目に甘んじることのないよう，声を犬にして 

警告するものである。 

人の体は神の霊の子が宿る神聖な幕屋であり，不当な扱いや神聖を汚す行為は，ただ痛恨と後 

悔をもたらすのみである。従って，汚れなく，清くありなさいと勧告したい……。 

見苦しい露出行為やポルノグラフィー，そのほか心と霊を汚す逸脱した行動を避けなさい。自 

分の体であれ人の体であれ，愛撫してはならない。正しい結婚関係による以外は性交渉を避けな 

さい。これはわたしたちの造り主がいかなる場所，いかなる時にも禁じておられることであり， 

わたしたちはそれを再確認する。」（「神の業を清く推し進める」『聖徒の道』1974年8月号，p. 372) 

ポルノグラフイー 

スペンサー•W.キンボール犬管長は次のように述べている。 

「ひわいなものや下品なものの悪臭が天にまで立ち上り，その怒りを買っている。そして触れ 

るすべてのものを腐敗させている。 

自らを清く保ち，情欲を抱かないようにしなければならない。敵に立ち向かうときのように， 

醜悪で，汚れた思いや行いを締め出す必要がある。ポルノグラフィーやひわいな読み物は，不潔 

な食物よりも悪い。徹底的に追い出しなさい。体には病気の原因となる食物を取り除く作用があ 

る。しかし，汚れた読み物やポルノ写真，ポルノ小説におぼれている人は，それらを人間の持っ 

ている驚異的な電子計算機，つまりその頭脳の中に記録しているのである。したがってその汚れ 

は容易に消し去ることができない。一度記録されれば，常にそこにあって，汚れた思いがよみが 

えってくるのである。」（77̂  Teachings of Spencer W. Kimball『スペンサー• W •キンボールの 

教え』エドワード•キンボール編，pp.282-283) 

同性愛 

スペンサー•W.キンボール大管長は次のように述べている。 

「このため同性愛の罪はその忌まわしさにおいて密通や姦淫のそれに優るとも劣らないことを, 

ここで明確にしておこう。主の教会では悔い改めをしない同性愛者には，悔い改めをしない密通 

者や姦淫をした人に対すると同じように，正会員たる資格の剝奪もしくは破門の措置がとられ 

る。」（『赦しの奇跡』p.88) 
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結婚と親の賨任 

スペンサー•W.キンボール大管長は次のように述べている。 

「結婚反対の主張をする者は多い。教会員ですら，結婚を延ばしたり，異議を唱える者がある。 

それらの『悪霊の教え』に欺かれる人々のすべてに対して，わたしたちは正常の状態に立ち戻る 

よう勧告する。わたしたちは，あらゆる人が真の幸福の基礎として，正常な結婚を受け入れるよ 

うにと呼びかける。主は人間に，性を慰みものとして与えられたのではない。もともと結婚は家 

族を前提としたものである。…… 

栄えある親となる機会を故意に拒否する者は，哀れむべきである。親であることの大きな喜び 

は，本来の満たされた生活に欠くことのできないものである。」（「神の業を清く推し進める」 

p.371) 

家族を顧みない 

デビッド•0 •マッケイ大管長はかつて次のように語った。 

「家庭よりも，仕事あるいは娯楽，または副収入に心を向けると，その瞬間から，人は下落の 

道をたどる。家庭よりも社交クラブの方に魅力を感じるようになったら，直ちに赤面して告白す 

べきである。わたしは人生で も大切な責任を果たせず，真の男らしさを吟味する 終試験に落 

第しました，と。 

いかにみすぼらしい丸太小屋であろうとも，家族が一つになり愛がみなぎっている家庭は，  

も神の目にかなう。しかも人類の未来を担う家庭である。いかに財産を持つといえども，これに 

及ぶ人はいない。そのような家庭にこそ，神は奇跡を行うことができ，またそうされるのである。 

清い家庭に住む心の清い人々は，常に天よりのささやきを聞くことのできる距離にいるのであ 

る。」{Church News『チャーチニューズ』1968年9月7日付け，p. 4 ； J . E •マックローチに 

よる弓I用，Home ： The savior of Civitizanon『豕涯 文明の救い手』p.42) 
エズラ•タフト•ベンソン第13代犬管長は，マッケイ大管長のこの言葉を引用して，次のよう 

に語った。「皆さんの人生における 大の責任は，父親としての務めを果たすことです。父親に向 

けて語られたデビッド•0 •マッケイ大管長の次の言葉は，まさにあらゆる父親に当てはめて考 

えられるべきです。」（「犬いなることが……父親に求められる」『聖徒の道』1981年9月号，pp.57— 
58) 

女性に対する敬意 

スペンサー•W.キンボール大管長は次のように述べている。 

「わたしたちは祝福されて，人生において特別な女性たち，すなわちわたしたちに深く不滅の 

影響を残した女性たちに出会っている。その女性たちの貢献は，過去においても現在においても， 

わたしたちにとって も大切なもので，計り知れない永遠の価値を持っている。 

わたしたちの妻，母親，娘，姉妹，友人はすべて，天父の霊の子供である。兄弟の皆さん，女 

性をどのように扱うかという点において，そのことをいつも忘れないようにしていただきたい。 

この神権時代の姉妹たちの中には，天父の も高貴な娘たちが数多くいる。神は人を偏り見ない 

御方であり，男も女も，少年も少女もすベての人を完全な愛をもって愛しておられることを忘れ 

ないようにしていただきたい。」（「教会の姉妹たち」『聖徒の道』1980年3月号，p.66) 

盗 み 

スペンサー•キンボール大管長は次のように述べている。 

「『あなたは盗んではならない。』（出エジプト20 ：15)主はこれをアダムの子孫に告げ，石板に 

刻み込まれた。両親は，人格を損なうこの恐ろしい行為に陥らないよう子供を教育すべきである。 

正直は，人々との交際のうえでも，自己を修めるうえでも力ある徳である。虚言を吐く者は，わ 

たしたちの社会から遠ざけられる。不正直はその様がいかようであれ，『あなたは盗んではならな 

い』という戒めに背く たるものである。 
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わたしたちは……全会員に訴えたい。正直，高潔を守り，入手したものに対して代価を払い， 

支払っただけのものを受け取るようにしなさい。わたしたちは子供に正直と徳を教えるべきであ 

る。」（「わたしを主よ，主よ，と呼びながら，なぜわたしの言うことを行わないのか」『聖徒の道』 

1975年 8 月号，p.376) 

アドバイザーの提示 話し合いのまとめとして，世の中に従って戒めを破る人々にもたらされる悲しみや苦しみを避 

けられるように，天父がこれらの勧告を与えてくださったことを思い起こさせる。 

聖句を使った マタイ16 ： 26を読んで印を付けさせる。 

話し合い 參この聖句は何を意味しているでしょうか。 

參若い男性が全世界をもうけても自分の命を失いそうになるのは，どのような場合でしょうか。 

聖句を使った 

6舌しaし、 

天父はわたしたちが誘惑に打ち勝つよう助けてくださる 

箴言3 ： 5 — 6を読んで印を付けさせる。 

•わたしたちはなぜ「自分の知識にたよってはならない」のでしょう力、 

眷天父がしてほしいと望んでおられることを知るには，どうすればよいでしょうか。 

教義と聖約20 ： 32 —33を読んで印を付けさせる。 

參誘惑と戦い，この世の圧力に負けないための主の方法とは何でしょうか。 

教義と聖約62:1を読んで印を付けさせる。 

この聖句から，イエス•キリストはわたしたちの弱さを理解しておられ，それを克服できるよ 

うに私たちを助ける方法を御存じであることが分かる。わたしたちが誘惑に遭うときに助けを祈 

り求めるならば，天父は，悪魔とこの世に打ち勝つ力を与えてくださる（3 ニーフアイ18:18 — 

20参照)。 

黒板を使った 

5舌しtlし、 

眷戒めを守る意欲を強めるには，どうすればよいでしょうか。 

生徒の答えを黒板に書き出す。それらを行うことを決意するよう生徒を励ます。 

神の武具 

アドバイザーの提示 以下の点を強調する。わたしたちは自分の力に頼るだけでは正しく生活できない。聖霊の助け 

を受ける必要がある。わたしたちは戒めを守るために必要なことは，何でもすることができる。 

もし主に従い，御霊の力を祈り求めるならば，いつでも誘惑に打ち勝つことができるのである（1 

コリント10 ：13参照)。 

聖句を使った エペソ6 ：10 —18を読んで話し合う。 

話し合い *神の武具で身を固めるとは，どういう意味でしょう力、。 

•この聖句によれば，天父はわたしたちを悪から守り，誘惑に勝てるように助けるために，どの 

ような道具を与えてくださいましたか。 

引 用 N•エルドン•タナー副管長の次の言葉を読む。タナー副管長は様々な質問を投げかけること 

によって，聖霊を伴侶とするうえで，またこの世的な考えや誘惑に耐える力を受けるうえで，鍵 

となる行いを説明している。 

「福音に関する知識と信仰と証を増すために，わたしたちはいつも聖文を研究しているだろう 

か。戒めを守っているだろうか。人との交際や取り引きを正直ド行っているだろう力、安息日を 

聖く保っているだろうか。知恵の言葉を守っているだろうか。什分の一を正直に納めているだろ 

うか。集会に出席し，権威ある人から与えられた召しにこたえているだろうか。心と思いと行い 

はいつも清く純粋で徳高いだろうか。 

わたしたちの周囲に蔓延するポルノや堕胎，たばこ，アルコール，薬物乱用などの悪と戦って 

いるだろうか。自分の信念を守るために立ち上がる勇気を持っているだろうか。キリストの福音 
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を恥としていないと心から言えるだろうか。人の悪口や陰口を言ったり，根も葉もないうわさを 

流したりせずに，隣人と平和に暮らしているだろうか。自分自身を愛するように隣人を心から愛 

しているだろうか。 

これらの質問にすべて『はい』と答えられる人は，神の武具で身を固めている人であり，必ず 

や敵の攻撃や害から守られることであろう。…… 

もう一度自分の武具を点検していただきたい。無防備な部分はないだろうか。もしあれば，そ 

こを補う決心を今していただきたい。あなたの武具にボロボロになった箇所や欠陥があったとし 

ても，あなたにそれを補修する能力があるということを，いつも忘れないでいただきたい。」（「神 

の武具で身を固めなさい」『聖徒の道』1979年10月号，pp. 67-68) 

まとめ 

証 天父は決してわたしたちを一人にはなさらないことを証する。世の中は誘惑と偽りに満ちてい 

るが，もしわたしたちが戒めを守り，預言者に従い，正しい選択ができるように聖霊の導きを求 

めるならば，「悪魔の策略に対抗して立ちうる」であろう。 

チヤレンジ この世の圧力や考えから自分を守るようにチャレンジする。良い習慣をはぐくんでタナー長老 

の質問すべてに「はい」と答えられるように，具体的な目標を設定させる。「神の武具で身を固 

め」，イエス•キリストの雄々しい弟子となり，いつでも真理と義を擁護するために備えるようチヤ 

レンジする。 
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目 的 安息日を正しく守ることによってもたらされる祝福と，安息日に行うふさわしい活動の選び方 

を知る。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。出エジプト16 ： 22-30 ； 20 ： 8—11；イザヤ58 ：13-

14 ；マルコ 2 ： 27 ； 3 ：1 — 5 ；教義と聖約59 ： 9 -13 ； 68 ： 29。 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b .聖典に印を付けるための筆記具 

3. 「安息日は人のためにある」という共通の表題を付けて，事例研究を別々の紙に書いておく c 

安息曰は人のためにある 

安息曰はわたしたちを制約するためでなく，祝福するためにあることを説明する。 

一人の生徒にマルコ3:1 — 5を読ませる。 

參イエスはなぜ嘆かれたのでしょう力、 

一人の生徒にマルコ2 ： 27を読ませる。 

參この聖句はどのような意味でしょうか。 

生徒たちに意見を述べさせる。 

參安息日の目的は何でしょうか。（通常の日々の労働を休み，教会の集会に出席し，神にさらに近 

づく曰） 

出エジプト20: 8—11を開けて，モーセとイスラエルの民に与えられた戒めを読ませる。 

•「なんのわざをもしてはならない」とは，どのような意味でしょうか。 

通常の日々の労働をしてはならないという意味であったことを，生徒に理解させる。どうして 

も働く必要のある人の例を幾つか挙げてもらう。医療関係者，安全警備のために働く人，救急施 

設に勤める人，発電所の職員などが考えられる。安息日に行う仕事の選択は，人々に仕える必要 

性に応じて決められるべきであることを理解させる。 

事例研究を書いた紙を何人かの生徒に配る。それぞれの事例研究を読ませ，各々の状況につい 

て話し合う。 

1.吹雪のために道路に雪が積もり，ワードの多くの年輩の会員たちが外出できなくなっている。 

參教会の礼拝に参加する前に，道路の雪かきをすることが適当なのはなぜでしょうか。 

2.ある若い男性が，福音に関心のある何人かの友達を改宗させようと努力していた。教会の集 

会が終わったある日曜日のこと，みんなで丸くなって座っていると，会員ではない友達が映 

画へ行こうと言いだした。末日聖徒の青少年は，日曜日には映画に行かないことを教えられ 

て知っていた。しかし彼は，一緒に行かないことで友達の気持ちを害し，教会に関心を向け 

させようとしている努力が無駄になったらどうしよう，と恐れる気持ちも出てきた。 

拳彼はどうすべきでしょうか。（行くべきではない。自分の標準を曲げることは，友達の関心を教 

会に向けさせようと努力している自分の立場を弱めてしまう。） 

3.ある若い男性が自転車で教会に向かっているときのことである。道路の向かい側に，車のボ 

ンネットを開けて困り果てている老夫婦が見えた。彼は機械の整備にはかなりの自信がある。 

しかし，ここで自転車を止めたら集会に間に合わないだろう。 

安息日を守る 

レッスンの展開 

聖句を使った 

話し合い 

5舌しロし、 

事例研究 
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參彼はどうすべきでしょうか。（福音を行動に移し，直せるならば助ける。） 

ほかにも採り上げたい事例があれば，それを使ってもよい。生徒たちにも幾つかの状況を挙げ 

させ，話し合う。 

安息日は人のためにあることと，わたしたちは必要であればほかの人々が祝福を受けられるよ 

うに奉仕することを指摘する。しかし，安息日を破ったことを正当化するために状況を作り出し 

てはならない。安息日を破って，その言い訳をしようとする場合の例を幾つか挙げるように生徒 

に言う。 

話し合いと 參黄金律とは何でしょうカゝ。（人からしてほしいと思うとおりに，人にしてあげること） 

アドバイザ一の提示參あなたは黄金律に従って生活していますか。 

自分でしたくないことを，だれかほかの人にさせようとしてはならないことを理解させる。こ 

の原則は安息日にも当てはまる。わたしたちは，自分の楽しみや不必要な奉仕のために，ほかの 

人々を働かせるべきではない。 

眷安息日には仕事を休みたいと思っていながら，安息日に買い物をする人は，どのような意味で 

黄金律に従っていないことになるでしょう力、 

主はわたしたちに，戒めを守るときに主の助けを求めることができると約束された。わたした 

ちは時々，神の戒めを守るかどうか試される。神に対する信仰と愛を示そうとすると，自分の利 

益になるように思える事柄や，楽しそうに見える機会を断る必要があるかもしれない。時にはそ 

れが非常に難しい場合もある。また，どんなにつらく，人に受け入れられないものであっても， 

正しいと知っている原則に基づいて自分の立場をはっきりとさせなければならない場合もあるか 

もしれない。人々はそのような態度を見ると，たいてい今まで以上の尊敬を寄せてくれるもので 

あるが，たとえそうならなくとも，わたしたちには正しいと知っている事柄を行う義務がある。 

もう一度マルコ3 ：1 —5を引用する。 

參安息日に人を癒すことによって，主は何を教えようとされたのでしょうか。 

安息日には礼拝と奉仕を行うべきである。この点を生徒が引き出せるように助ける。安息日は 

決して，困っている人に助けを与えない言い訳として設けられているのではない。わたしたちは 

安息日に何かを行うべきである力ミ，必要でない事柄や適切でない事柄を行うための言い訳を探さ 

ないよう注意しなければならない。この点を生徒に理解させる。 

心身の活力を新たにする曰 

アドバイザーの提示 わたしたちには，自分を刷新する曰，日々の仕事から解放される日，肉体的，精神的，霊的に 

自分を回復させる日が必要である。主はそのことを理解しておられた。主はこの目的のためにわ 

たしたちに安息日を与えられた。わたしたちは安息日をつい制約的な観点から考えてしまいがち 

であるが，主はわたしたちが行うべき事柄についても言及しておられる。 

聖句を使つた 教義と聖約59: 9—13を開けて，一人の生徒にその箇所を読ませる。聖句に印を付けるよう提 

話し合い 案する。 

•「聖式」「礼拝」「誓言」「供え物」とは，それぞれどのような意味でしょう力、 

生徒たちが各々の言葉の意味を理解できるように助ける。それらは，教会に出席して聖餐を受 

けることであり，肉体においても精神においても霊においても礼拝をささげることであり，聖約 

を新たにして主に近づくことであり，自発的に神にささげ物をして，主のために 善を尽くすと 

いう決意を新たにすることである。 

參安息日を正しく守ることは，どうして「世の汚れに染まらずに」いる助けになるのでしょう力、。 

參この聖句はわたしたちが心身を回復させることと，どのような関係があるのでしょうか。 

參安息日にわたしたちが行えることで，それからの1週間に備えて活力を新たにできる活動には， 

どのようなものがあるでしょうか。 

生徒の答えを黒板に書き出してもよい。答えとして，祈りゃ聖文の勉強，集会への出席などが 

挙げられるであろう。話し合いを導いて，わたしたちにできる奉仕活動にも触れる。例えば，親 
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Mの家へ行く，一人住まいの人や病気の人を訪ねる，手紙を書く，家族を助ける，などが考えら 

れる。こうした活動は，わたしたちの霊を新たにし，自分自身やほかの人々に対して良い思いを 

抱かせ，自分の生活に神の御霊をもたらす。 

參安息日を聖く守ると，青少年はその週をもっと効果的に過ごせますが，具体的にどのような例 

が挙げられますカゝ。（学校の勉強や運動がさらによくできるようになる，友達との関係が円滑に 

なる，誘惑に打ち勝つ，平安と満足感が深まる。） 

引 用 安息日に行う活動としてスペンサーキンボール大管長は次のような提案をしている。 

「また，聖典を読み，病人を訪問し，親戚，友人を訪れ，ホームティーチンダを行い，系図の 

記録を調べ，軽い眠りをとり，宣教師や軍人，親類に手紙を書き，翌週の教会のレッスンの予習 

をし，幼い子供と興じ，目的を持って断食し，敬虔な詩を書き，そのほか様々な価値ある活動を 

する日である。」(Faith Precedes the Miracle『奇跡に先駆ける信仰』pp.270 —271) 

まとめ 

アドバイザーの提示 天父はわたしたちが正しいことを実践できるようになることを望んでおられる。行うべき事柄 

と行うべきでない事柄を逐一教えなければならないのは，天父が望まれる状態ではない。わたし 

たちは，正しい決断を下すことを学ぶ必要がある。天父はわたしたちに一般的な指針を与えて， 

後は自分自身で決めるようにされたのである。 

安息日に行う事柄でどれが正しくどれが正しくないか決める際に，以下のような質問をしてみ 

ると役立つことを指摘する。 

1.教会の教えに反していないだろう力、。 

2 .ほかの人々に役立つだろうか。 

3 .世の汚れに染まらないようにするのに役立つだろうか。 

聖句を使った 一人の生徒にイザヤ58 ：13 —14を読ませる。 

話し合い 拳「安息日を喜びの日と呼」ぶとは，どのような意味でしょうか。 

眷安息日を聖くする人々には，どのような祝福が約束されますか。 

參安息日を守ることによって，あなたと家族はどのような祝福を受けましたか。 

チヤレンジ この安息日に自分の霊的，肉体的回復を図るために実行したぃと思うことを，幾つか書き出す 

ようにチャレンジする。また，毎週の安息日に続けてそのことを行うようにチャレンジする。 
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第30課 

目 的 女性の気高い召しと，女性を敬い尊ぶことの必要性について理解する。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。創世2 :24;1コリント11:11;『モルモン書』ヤコ 

ブ2 ： 28，31-35 ；アルマ56 ： 45 — 48 ；教義と聖約18 ：10 ；121：41 — 46 ；131：1-4。 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.聖典に印を付けるための筆記具 

3.ワードの様々な姉妹たちに，男性が女性を敬い尊ぶことに対してどのように感じているか尋 

ねる。調査結果を定員会で発表できるように準備しておく。 

4.任意一若い女性と合同でパネルディスカッションを行ってもよい。イエス•キリストに真 

に従う者として，若い男性と若い女性は互いにどのように接するべきか話し合う。 

アドバイザーへ 各生徒の家族の状況に配慮し，必要に応じてレッスンを変える。 

レツスンの展開 はじめに 

引 用 スペンサー•キンボール大管長の次の言葉を読んで話し合う。「神々が女性に与えられた重 

要さのしるしとして，主は次のように言われた。 

『それで人はその父と母を離れて，妻と結び合い，一体となるのである。』（創世2 ：24) 
あなたはこのことにお気づきだろうか。妻が第一なのである。わたしたちが心から愛する両親 

にも増して大切な存在なのである。子供もまたそれなりの，しかし重要な位置を占めなければな 

らない。」（‘‘The Blessings and Responsibilities of Womanhood" Ensign「女14に与えられた 

祝福と義務」『エンサイン』1976年3月号，p.72) 

男女の違いは神から与えられた 

引用と話し合い ビクター•L•ブラウン監督による次の引用文を読む。 

「聖典の中には次のように書かれている。『神は自分のかたちに人を創造された。すなわち，神 

のかたちに創造し，男と女とに創造された。』（創世1:27)主は男女の間に，非常に基本的な幾 

つかの相違があることを，明らかにされた。男性にはいわゆる男性的な特質を，女性には女'性的 

な特質を，主は与えられた。いずれに対しても，一方が他方の特質を取り入れるようにはお造り 

にならなかった。むしろ，男性には男らしい外見を保って男らしい行動を取り，女性には女らし 

い外見を装って女らしい振る舞いをするよう造られたのである0」（Om/び例び及ゆり片『大会報告』 

1971年4月，p.71;『エンサイン』1971年6月号，p.55) 
參天父が 初に男性と女性に与えられた神聖な役割を，サタンが変えようとしている証拠として 

何がありますか。 

母親はアロン神権者の生活の中心にいる 

話し合い 眷若い男性が母親に対して深い敬意を示す必要があるのはなぜだと思いますか。 

次のような点を強調する。自分をこの世に送り出してくれた，高い目標を達成できるよう励ま 

してくれる，弱点や失敗を気に留めない，道を誤っても 後まで望みを捨てずにいてくれる，な 

ど。また，衣服を洗濯してアイロンをかけ，食事を準備し，家の掃除をし，病気のときには看病 

し，そのほかにも家庭のためにたくさんのことをしてくれる。 
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教師自身の母親の思い出の中に，上記のような特質を示す例があれば，それを幾つか紹介する。 

生徒の家庭でこのような特質を示す例があれば，それを話すように言う。 

物 語 以下に挙げる実話を自分の言葉で話す。 

フランク•クロフト長老は，アラバマ州で宣教師として働いていた。人々に義について教える 

際に，合衆国憲法に保証されている権利を強く要求したため，人けのない場所へ強制的に連れて 

行かれ，武装した暴徒の手で背中を鞭打たれることになった。あらかじめ決めておいた場所に着 

くと，クロフト長老は上着やシャツを脱いで，背中を出すように命じられた。そして，血が流れ 

るまで打つ間，動かないように木に縛り付けられた。 

選択の余地はなく，暴徒の命令に従うしかなかった。ところが上着を脱いだとき， 近母親か 

ら受けた手紙がポケットから滑り落ちた。少し前に彼は両親に手紙を書いて，宣教師への暴力と 

不当な扱いについて訴えていたのである。母親からの返事には， 後にこう記されていた。「愛す 

るフランク，救い主のこの言葉を思い出しなさい。『わたしのために人々があなたがたをののし 

り，また迫害し，あなたがたに対し偽って様々の悪口をいう時には，あなたがたは，さいわいで 

ある。喜び，よろこべ，天においてあなたがたの受ける報いは大きい。あなたがたより前の預言 

者たちも，同じように迫害されたのである。』また，十字架の上で世の罪のために苦しまれた救い 

主が語られた，あの不滅の言葉も忘れてはなりません。『父よ，彼らをおゆるしください。彼らは 

何をしているのか，分からずにいるのです。』いいですヵゝ，あなたがた長老に不当な扱いをする人々 

は，自分のしていることが分からないのです。もし分かっていれば，そんなことはしなかったで 

しょう。彼らはいつかどこかで，そのことに気づいて，自分のしたことを後悔するでしょう。そ 

してあなたの行っている栄光ある御業をほめたたえるでしょう。だから，堪え忍びなさい。不当 

な扱いをして，あらゆる悪い言葉を浴びせる人々を愛しなさい。そうすれば，あなたは主から祝 

福され，主の前に大いなるものとされて，あなたの伝道は輝かしい成功を収めるでしょう。もう 

一つ忘れないでください。母であるわたしが，昼も夜も，あなたのためにいつも祈っていること 

to」 

木に縛りつけられたクロフト長老は，暴徒のリーダーと顔を合わせる位置にいた。その男は落 

ちた手紙を拾うと，鞭打ちの指示を出す前に，それを読む気になったようだった。男の顔は冷酷 

で，残忍な目つきをしていた。クロフト長老は，いかなる同情も期待できないと悟り，目を閉じ 

て，鞭打ちが始まる時を待った。家庭や愛する人々，特に母親のことが頭に浮かんだ。彼は心の 

中で母親のために祈りをささげた。少しして男が手紙を読み終えた気配を感じて，目を開けた。 

すると驚いたことに，男は近くの切り株の方へ行って，そこに座り，明らかに手紙を読み返して 

いるのである。しかし，もっと驚いたのは，彼の顔の変化であった。彼は1行か2行，あるいは 

1段落読んでは，座って考えているようだった。長老は心の奥底から，母親の愛にあふれた美し 

い手紙が男の琴線に触れるよう願った。 

クロフト長老にとっては，際限のない長い時が経過したように思えた。暴徒のリーダーは立ち 

上がると，無力な長老に近づいて来て言った。「おまえには，すばらしい母親がいるようだな。そ 

う，おれにもいたんだ。」それから暴徒たちに向かってこう言った。「モルモンの母親の手紙を読 

んだ後で，おれにはこれ以上できない。こいつを放してやった方がよさそうだ。」クロフト長老は 

解放されて自由になった。母親の愛の力が，彼の心と思いに及んだようであった。（アーサー.M* 
リチャードソン，The Life and Ministry of John Morgan『ジョン•モーガンの生涯と働き』 

pp. 267-268) 

聖句を使った アルマ56 ： 45—48を読ませ，聖句に印を付けるよう勧める。 

話し合い 母親に深い敬意を示したヒラマンの2,000人の若い兵は，わたしたちがどのような人物になるベ 

きかを示した好例である。わたしたちは生活の中で女性に対する正しい見方を持ち，女性を敬い， 

そして仕える必要がある。たいていは自分の母親や姉妹に接する態度が，将来自分の妻や娘に接 

する態度につながるのである。したがってわたしたちは，女性を敬う思いやりの心を訓練しなけ 

ればならない。 
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第18課 

•尊ばれ敬われているという気持ちを相手に与えるとは，どのような意味でしょうか。 

好かれることや受け入れられることと，尊び敬われることとはまったく別である。尊び敬われ 

るとは，尊敬され自分の価値を認められていると感じることである。 

調査結果 男性が女性を尊び敬うことについて，ワードの女性数人に意見を求めたことを伝え，その結果 

を報告する。 

アロン神権者は若い女性を敬う 

聖句を使った 何人かの生徒に『モルモン書』ヤコブ2 ： 28, 31—35を読ませる。 

話し合い 參天父は貞節や純潔について，どのように感じておられるでしょう力、 

參若い女性を欺こうとする若い男性を，天父はどのように感じられると思いますか。 

教義と聖約121：41 —46を参照して，神権の権能を帯びた真の男らしさとは何か話し合う。また 

わたしたちが周囲の人に対してどのような態度を取るべきか話し合う。 

•女性を敬うことによって，どのような祝福がもたらされますか。 

參デートで若い女性と接する態度が，女性や自分自身に対する態度を表すのはなぜでしょうか。 

若い女性に対する生徒の態度には，女性一般に対する自分の態度が反映されていることを指摘 

する。女性を神の娘であり将来妻となり母親となる人として見ているか，それともただの遊び相 

手や肉体的満足の対象として見ているかが，女性に対する接し方に現れるのである。生徒は自分 

を神権者，神の息子，永遠の存在，そして永遠の家族の父親になるべき者として見ることもでき 

れば，自分の欲求を満たすことに関心を向ける生き物として見ることもできる。もちろん両者の 

中間かもしれないが，一般的にはいずれか一方に片寄ってしまうであろう。 

各々の生徒は，具体的に結婚相手として特定の人を選ぶ以前にg分に合うタイプを決めてし 

まっている。特定の人を選んで結婚する以前に，そのようなタイプの若い女性を選んでいる。す 

なわち，一定のタイプの若い女性に引かれ，そのような夕イプの女性と恐らく結婚するであろう。 

そして彼女が将来築く家庭の雰囲気を作り，子供をもうけ，教育するようになるのである。この 

ことを生徒は心に留めておく必要がある。 

生徒が若い女性をさらに敬い，深い尊敬の念を寄せ， も霊的で思いやりのある，適切な女性 

を探すようにすれば，そのような人と結婚する可能性もいっそう高くなるであろう。 

參若い女性が神の戒めを守るのを助けるために，どのようなことができるでしょうか。 

生徒たちは結婚すると，夫としてまた父親として家族に主の戒めを守らせる責任を担うように 

なる。また，それまでは若い女性に戒めを守れるよう助けを与える責任がある。 

黒板を使った 參自分が接する女性に，どのような方法で敬意を表すことができますか。 

話し合い 生徒たちの答えを黒板にまとめる。以下の点を含める。 

1.丁寧な言葉遣ぃをぃっも心がける。 

2.良ぃ友達になる。戒めに従えるように助ける。 

3.健全で十分に楽しめる場所へ行く。 

4 .肉体的な接触を避けて相手の純潔を尊ぶ。 

5.両親の言うことを尊重し，行ぃと時間に節度を持っ。 

6.安全運転を心がけ，無茶をしなぃ。安全運転をする友達の車に同乗する。 

7.対等に接する。 

8 .友達として楽しく接する。 

9.相手の若ぃ女性を教会へ誘ぃ，霊性の度合ぃを知る。 

10.礼儀を守り，敬意を示す。 

聖句による説明 定員会の副会長の一人に教義と聖約18:10を読ませ，それを解説させる。その際，一人一人が 

神の目から見ていかに貴く価値ある存在であるかを生徒たちに思い起こさせる。神の娘を過ちに 

誘うような人は，重大な責めを負い，悔い改めを必要とする。 
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話し合い 眷どのような特質が，男女間に互いの尊敬と称賛の気持ちを育てるでしょうか, 

男性と女性は一つとなって立つ 

聖句を使った 教義と聖約131:1-4 ；創世2 ： 24 ；1コリント11:11を生徒に読ませる。聖句に印を付けて 

話し合い 相互参照するように言う。 

•これらの聖句には，昇栄するために何が必要だと書かれていますか。 

男性は主の前に一人で立つことはできない。男性は妻と一つになって主の前に立たなければな 

らないのである。生活の中で女性を敬い尊び，主にあって伴侶となる将来の妻と肩を並べて歩む 

ために，自らを備えるようにチャレンジする。 

まとめ 

引 用 ジョセフ•フィ一ルディング•スミス大管長はかつて次のように語った。 

「男性の方が女性より優れているとする教えは福音のどこにもない。……すべての召しのうち 

も高貴な，気高い召しは，人の母となる女性の召しである。女性は神権を持たないが，忠実で 

かつ真実であれば，神の王国において女祭司となり，女王となるであろう。」（『救いの教義』3 ： 

158) 

チヤレンジ 次のような課題を出す。 

1.母親に特別な尊敬と敬意を表すために，幾つか具体的なことを来月行う。 

2.姉か妹がいれば，今週特別な思いやりと敬意を示す。来週の定員会でそのときの体験を話せ 

るように準備してくる。 

3.交際するどの女性とも対等に接し，常に相手に尊敬の気持ちを示す。 
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第31課 

目 的 
はんりよ ， 

永遠の伴侶を選ぶ際に従うべき幾つかの原則を知る。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。教義と聖約9 ： 7 — 9 ；131: 1 — 4, 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.聖典に印を付けるための筆記具 

レッスンの展開 

話し合い 

聖句を使った 

話し合い 

黒板を使った 

話し合い 

はじめに 

參皆さんは将来の自分の子供たちについて考えたことがありますか。 

春子供たちの父親として，どのような属性を備えたいですか。 

參永遠の伴侶を選ぶときに，その人がどんな母親になるか考えることは，なぜ重要なのでしよう 

力、 

伴侶の選択は永遠にわたる影響を及ぼす 

參男性はなぜ女性と結び固められなければ，昇栄できないのでしょうか。 

教義と聖約131：1-4を読んで話し合う。 

書「増し加えることができない」とは，どのような意味でしょうカゝ。（永遠の世界で霊の子をもう 

けることができない。） 

永遠の伴侶の選択はきわめて重要な決断であるが，愛を十分に理解しないままその狭い視野に 

基づいて下される場合が時々あることを説明する。自分を夢中にさせるものやロマンチックな愛 

だけに心引かれる人は，永遠の時間をともに過ごす相手を選ぶときに，いちばん大切な特質を見 

落としてしまうのかもしれない。 

參社交面や霊的な面から見て，若い女性のどのような特質に魅力を感じますか。 

生徒の答えを黒板に書く。以下のようになるであろう。 

1.利己心がない。 

2.自分に敬意を示してくれる。 

3.自主性がある。 

4 .思いやりがある。 

5.困難な状況に直面しても忍耐心がある。 

6 .活発な教会員である。 

7 .福音に対する証を持ち，戒めを守っている。 

8.健全な人生観を持っている。 

9.同じような価値観と目標を持っている。 

黒板に挙げた特質の中で， も大切だと思うものを各自3つ選ぶように言う。生徒たちがいち 

ばん重要視しているものを決めるために，多数決をとる。クラスでの採決が，なぜそのようになつ 

たか話し合う。 

引用を使った 

話し合い 

クラスの採決と，スペンサー.W•キンボール大管長の次の言葉を比較する。一人の生徒に読 

ませる。 

「一般的には同じ人種的背景を持つ者同士での結婚を勧めたい。またある程度経済的，社会的， 
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教育的背景（すべてが絶対条件というわけではないが，満足させることが好ましい）において同 

じ結婚が望ましい。とりわけ同じ宗教的背景が必要であることに疑いの余地はない。」（“Marriage 
and Divorce" 1976 Devotional Speeches of the Year「結婚と離婚」『年度講話1976年』p. 144) 
• 二人ともふさわしい教会員であることが，なぜそれほど大切なのでしょうか。 

以下の点について必ず話し合うようにする。 

1.日の栄えの結婚なくして昇栄は得られない。 

2.宗教上の価値観は根強い力を持っており，価値観の相違は絶えず緊張を生みだす。 

3.キンボール大管長の引用した統計資料によれば「教会員でない配偶者のうち，改宗してパプ 

テスマを受けるのはわずか7人に1人」である。（「結婚と離婚」p.150) 
4 .配偶者の一方が福音に改宗していなければ，子供は両親の異なった価値観の間に挟まれてし 

まう。 

參二人が同じような経済的，教育的，文化的背景を持っていることは，なぜ大切だと思いますか。 

引用を使った 伴侶の選択は非常に大きな責任を伴うことを説明する。キンボール大管長は選択の指針となる 

話し合い 幾つかの原則を示している。 

「この世から永遠にわたる伴侶を選ぶときは，あらゆる決断の中でもこの決断だけは間違って 

いないことを確認するために， も慎重な計画，熟考，祈り，断食を行うべきである。真の結婚 

には感性と知性における一致がなければならない。感情だけで決断を左右してはならない。断食 

し，祈り，真剣に考えることによって高められた感性と知性を用いれば，結婚生活での幸福をつ 

カゝむ 大の機会に恵まれるであろう。」（「結婚と離婚」p.144) 
拳キンボール犬管長が強調している要点は何でしょうか。 

生徒たちが以下の強調点を引き出せるように助ける。 

1.慎重な計画と熟考 

2.祈りと断食 

3.感情だけで決断を左右してはならない 

聖句と黒板を使った 重要な決断を下すとき，自分の努力と霊感を結びつけるにはどうすればよいだろうか。この点 

話し合い について主はオリバー•カウドリに具体的な助言を与えられた。教義と聖約9 ： 7 —9を読ませ， 

印を付けさせる。 

•この教えは伴侶の選択にどのように適用できるでしょうか。 

聖句の中にある答えや生徒の答えを黒板に書く。その後，永遠の伴侶を探し選ぶときに従うベ 

き，以下の段階について説明する。 

1.伝道の前に，様々な若い女性と友達になる。その際，同じ宗教，似通った理想や価値観，目 

標，それに将来の伴侶に望ましい特質を備えていることの大切さを考慮する。 

2.伝道の後，心の中でその問題について思い計る。しばらく交際を続けて，様々な環境の中で， 

例えば霊的な状態や緊張状態のとき，幸せなとき，疲れているとき，働いているときなど， 

その若い女性がどのように振る舞うか知るようにする。十分に相手のことを知り，決断を下 

す。 

3. 後に，確認を受けるために自分の決断を主の前に持っていき，この重要な問題に関して曰 

日主の助けや導きが与えられるように求める。アルマ37 ： 37にはこう記されている。「あなた 

のすベての行いについて主と相談しなさい。そうすれば，主はあなたのためになる指示を与 

えてくださる。」 

結婚の時期 

物 語 以下の状況について話す。 

ティムとキヤシーが結婚したとき，二人はそれぞれ18歳と16歳であった。やがて生まれた子供 

は心臓に欠陥があった。このため二人の生活はとても苦しくなり，ティムは二つの仕事に就いた。 

キャシーは子供が2度の手術を受ける間，病院で何時間も不安な時を過ごした。医者から，手術 
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が成功して子供は普通の生活が送れるようになると聞いたとき，二人は安堵した。とはいえ少な 

くとも1年は特別な治療が必要とのことであった。 

洗濯物を干すキャシーの目に，学校に通う友達の姿が映った。ティムの前途に見えるものは， 

入院費と医療費の請求書ばかりである。そこには，スポーツやいろいろな活動を楽しむ自分の姿 

は見えない。少なくとも当面は無理な話であった。 

ティムとキャシーは霊的，情緒的，実際的な準備が整う前に結婚の決断をしたことを説明する。 

一般に自分自身について知り，自分にとって もよい相手が分かるようになるまでには，ある程 

度の経験が必要である。10代での結婚が度々失敗に終わるのはこのためである。 

ティムとキャシーは，早婚のために失ったものの中で，今はっきりと現れたものには気づいて 

いる。ほかにも，もうできそうもないことや，年を取ってからもっと困難な状況でしかできない 

ことがある。それが何か，二人はまだよく分かっていない。 

黒板を使った 拳ティムとキャシーは若すぎる結婚をしたために，どのような貴重な経験を失ったでしょうか。 

話し合い またそのような経験をするのが難しくなったでしょうか。 

黒板に生徒たちの意見を書く。次のような内容が含まれればよい。 

1.伝道 

2.高い教育を受ける機会 

3 .今以上の社会的，情緒的成長 

4 .才能を伸ばす機会 

5.希望する生活を維持するのに必要な能力 

正しい相手を見つける 

物 語 次の状況について話す。 

ビルは伝道から帰るとすぐに友達から結婚，結婚と圧力をかけられているように感じた。彼は 

大学に通って，自分の研究を進めることにした。勉強を続けていくことに興味を感じていたが， 

結婚についての心配が研究のじゃまになり始めた。そこで毎晩，唯一の正しい女性が自分の前に 

現れてくれるよう，ひざまずいて主に祈った。しかし一向に答えがないように思えた。 

參「唯一の正しい」相手という人が，だれにでもいるのでしよう力、 

引用と話し合い 話し合いの中で二人の生徒に以下の引用を読ませるとよい。初めの引用文はキンボール大管長， 

その次はボイド•K•パッカー長老のものである。 

「相性が完全に合った相手というのは架空のものであり，幻想である。あらゆる若い男女が熱 

心にしかも祈りを込めて， も仲むつまじく美しい人生の送れる相手を探し求めているが，確か 

なことは，二人が進んで犠牲を払いさえすれば，ほとんどすべての善良な男女が幸福を得，すば 

らしい結婚生活を送れるということである。」（「結婚と離婚」P.146) 
「何らかの特別な導きを受けて一緒になる男女がいることは確かである力ら運命づけられた愛 

というものをわたしは信じていない。主の霊感を頂いてこの大切な決定を下したいと思うならば， 

神の標準に従って生活しなければならない。また，夫婦の一致をもたらす特質を認めることがで 

きるように，絶えず知恵を祈り求めなければならない。あなたは，自分以外のだれかが選んでく 

れたり，あなたを待ち受けているいわゆる心の友を探すのではなく，選ばなければならないので 

ある。あなたは選ばなければならない。年齢を超えた知恵を得て，選択を誤らないように，祈り 

の気持ちをもってへりくだる必要がある。」{Eternal Love『永遠の愛』p.ll) 
參キンボール犬管長は「相性が完全に合った相手」という言葉を，どのような意味で使ったので 

しょうか。（唯一の正しい相手と考えられる人） 

若い男性は唯一の正しい相手を探すのではなく，宗教，価値観，目標，理想において一致でき 

る一人の正しい人を探すべきであることを指摘する。 
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自分が正しい相手になる 

アドバイザーの提示 結婚生活での幸福は主として正しい相手になることにかかっている。幸せな結婚生活のよりど 

ころは，それぞれが進んで犠牲を払い，自分以外の人のことを第一に考えていくところにある。 

結婚は，クリスチャンとしてのわたしたち自身の理想を試す， 大のチャレンジである。しかし 

それによって，互いのきずな，愛，幸福において 大の報いがもたらされる。 

黒板を使った 參良い伴侶となるためにどのように自分自身を備えることができますか。 

話し合い 生徒の答えを黒板に書く。次のような答えが出るであろう。 

1.主との親しい関係を築く。 

2.周囲の人と仲良く生活し，友達になる。 

3.利己心をなくす。 

4.家庭の中で親切な行いをする。 

5.才能や能力を伸ばす。 

6 .扶養者としての能力を身に付けるために教育や訓練を受ける。 

7 .霊性を高める。 

8.欠点を克服するように努力する。 

9.慈愛とは何か学び，祈りと努力によってそれを求める。 

10.自分に都合のよいときだけでなく，あらゆる状況の中で正しい生活をする。 

まとめ 

チヤレンジ 結婚の選択を賢明に行ううえで，個人的な霊感が受けられるような天父との関係を，今から築 

くようにチャレンジする。結婚を考える時期を迎えたとき，日々の祈りを続けるのはもちろんだ 

が，自分に代わって主に探してもらうことを期待すべきではない。この点を生徒に銘記させる。 

自分が結婚したいと思うような人になるために，今から努力を始めるようにチャレンジする。 

あらゆる機会をとらえて人を助けて奉仕し，主に近く生活して， も大切な決断の一つに賢明な 

選択ができるようにする。 
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第32腰 

目 的 自身のエンダウメントを受けるために，またそれを美しく神聖な経験とするために備える。 

準 備 1•祈りの気持ちで次の聖句を研究する。教義と聖約105 ：18 ；124 ： 40-41o 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.視覚資料10「フィリピンのマニラ神殿」，視覚資料11「神殿のパプテスマフォント」（『福 

音の視覚資料セット』504)，視覚資料12「神殿の日の栄えの部屋」 

c .教会付属図書館からいろいろな神殿の写真を用意してもよい。 

d.紙と給筆（人数分） 

e .聖典に印を付けるための筆記具 

3.レッスンの始めにある，神殿の目的についての7項目を用紙に書いておく。 

4.レッスンの終わりにある，9つの質問を用紙に書いておく。 

5.本課のレッスン，特に「監督の提示」の部分を教えてもらうために，事前に監督と調整を図 

る。レッスンの概要を監督に渡し，部屋の設定や視覚資料，教える部分などについて，監督 

の意向に添うよう調整する。監督は定員会を合同で，または別々に教えることができる。若 

い女性との合同レッスンにすることもできる。本課は非常に重要なテーマを扱っているので， 

通常のレッスンよりも時間がかかり，資料も多く掲載されている。したがって教師や監督は， 

レッスンで使う資料を祈りの気持ちで選ぶ必要がある。レッスンの 後に，必ず質疑応答の 

時間を取るようにする。本課の内容はエンダウメントのみであり，神殿結婚については扱わ 

ない（第33課「日の栄えの結婚——永遠への備え」参照)。地元の状況や御霊の導きに応じ 

て，本課を2週に分けて教えることもできる。 

神殿の目的 

様々な神殿や，神殿内の儀式を執行する部屋の写真を見せる。以下の項目を書いた用紙を配る。 

これらの項目はジョン• A •ウイッツオー長老の記事（「神殿を仰ぎ見て」『聖徒の道』1968年6 
月号，p.111参照）から取られている。生徒たちに各引用文を読ませ，全員で話し合う。 

1.「神殿は主の家，宮居である。主は地上を訪れるとき，神殿においでになる。」 

2. 「神殿は教える場所である。ここで福音の原則が明らかにされ，神の王国の深遠な奥義が開 

力、れる。」 

3 . 「神殿は安らぎの場所である。ここでは騒がしい外界の心配や煩いを離れることができる。」 

4. 「神殿は聖約の場所である。それによってわたしたちは，福音の賜物にふさわしい生活をし 

ようという気高い決意をもって神殿を後にする。」 

5 . 「神殿は祝福の場所である。わたしたちの忠実さを条件に約束がなされる。」 

6 . 「神殿は信仰篤い人々に儀式を施す場所である。人間の知恵では答えられない以下の問題に 

ついて，人生の偉大な奥義がここで明らかにされる。⑴わたしはどこから来たのか。⑵な 

ぜここにいるのか。（3)死後どこへ行くのか。」 

7. 「神殿は啓示の場所である。主はここで啓示を与えられ，すべての人は人生において助けと 

なる啓示を受けることができる。」 

神殿内で行われる儀式を幾つか黒板に書き出す。 

1.死者のためのバプテスマ 

レッスンの展開 

視覚資料と 

配付資料を使った 

話し合い 

黒板を使った 

話し合い 
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2 .死者のための神権の聖任 

3.生者と死者のためのエンダウメント 

4.生者と死者のための夫婦の永遠の結び固め 

5.生者と死者のためのそのほかの結び固め 

神殿内で執行される儀式は，象徴的な意味を持っていることを説明する。例えば，パプテスマ 

の儀式では，わたしたちは水の中に葬られ，再び上げられる。これは主の死，埋葬，復活を象徴 

している。神殿のすべての儀式は福音の真理を象徴している。神殿内で教えられている事柄は1 

回の参入だけでは理解できないので，可能な地域に住むふさわしい教会員は，頻繁に神殿に参入 

すべきである。 

物 語 

昇栄に不可欠なエンダウメン卜 

神殿の儀式は非常に重要だったので，末日聖徒のある少女は神殿の御霊を感じるために長い道 

のりを旅した。次の物語を自分の言葉で話す。 

ノーブー神殿の献堂式は，1846年4月30日とそれから3日間にわたって行われた。すでにウィ 

ン夕ークォ一夕ーズへの道をたどっていた人々は，ほとんど献堂式のために戻っては来なかった。 

しかし，14歳のエルビラ•スティーブンスは違った。ノーブーで親を亡くし，姉や義理の兄と一 

緒に西部へ旅していたエルビラは，彼女のほろ馬車隊の中でただ一人，献堂式に出席するために 

ミシシッピ川を3度も渡ったのである。彼女は次のように記している。「天の力はとてもすばらし 

かった。わたしは若かったけれども，その祝福を受けるために何度も川を渡った。」エルビラはま 

だエンダウメントを受けていなかったが，その建造物の霊的な力と献堂式の荘厳さは，ノーブー 

での苦難に満ちた短い生活の顕著な思い出として彼女の心に残った。（キャロル•コーンウォー 

ル•マドソン，In Their Own Words『彼ら自身の言葉で』p.23参照） 

黒板を使った 

5舌しOし、 

若い男性がよく備えれば備えるほど，神殿に参入して受けるエンダウメントをより深く理解で 

きるであろう。このレッスンは生徒の準備を助け，さらに備えるための提案を与えるものである。 

黒板に「エンダウメント」と書く。生徒たちにこの意味を尋ねる。 

參主は教会の長老たちに，「わたしは，一つの大いなるエンダウメント……が……注がれるように 

用意をし」よう（教義と聖約105 ：12)と約束されました。主は何を約束されたのでしょうか。 

(多くの賜物または祝福） 

黒板に「霊的な祝福の賜物」と書く。 

聖句を使った 

5占しaし、 

エンダウメントがなぜ必要なのか説明するように生徒たちに言う。教義と聖約124 ： 40 —41を読 

んで印を付けさせ，話し合う。 

引 用 次の引用文を読む。 

「簡単に定義づけてみよう。あなたにとってエンダウメントとは，主の宮において必要なすべ 

ての儀式を受けることであり，あなたがこの世を去った後，番人として立っている天使たちの前 

を通り過ぎ，彼らに聖なる神権に結びついている鍵の言葉としるしとかたちを示して御父のもと 

に帰り，地や地獄を越えて永遠の昇栄を受けられるようにするものである。」（ブリガム•ヤング， 

Discourses of Brigham Young『ブリガム•ヤング説教集』ジョン• A •ウイッツォ一編，p.416) 

黒板を使つ7"こ 

5占しOし、 
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教義と聖約124 ： 40-41 

神の前における昇栄 

信仰の維持 

永遠の結婚 

神殿のエンダウメン卜 

聖なる神権 

聖霊の賜物 

バフテスマ 

悔い改め 

イエス•キリス卜を信じる信仰 

エンダウメントは人の昇栄に不可欠であることを証する。それは，日の栄えにおける昇栄を得， 

神のようになるために踏まなければならない一つの段階である。 

神殿推薦状を受けるには 

監督の提示 監督は神殿推薦状のつづりを生徒たちに見せ，自分がイスラエルの判士として任命されている 

ことを説明するとよい。教会員が神殿推薦状を受けるには，監督会およびステーク会長会の一員 

から，毎年ふさわしさに関する個人面接を受けなければならない。監督は神殿推薦状つづりから 

面接のとき尋ねる具体的な質問を読むか，簡単な言葉で紹介してもよい。また，今推薦状を受け 

る資格があるかどうカゝ，生徒に各自の生活を振り返らせる。資格がないと感じる生徒は，ふさわ 

しくなれるように努力を始めるべきである。 

監督は，面接では正直さが大切であることを説明するとよい。生徒たちは代理人を通して実際 

は天父に答えているのである。 

監督は次のことも説明するとよい。参入希望者との面接は個人的に行われ，すべての質問に正 

しく正直に答えたことを証明するために，推薦状に自ら署名しなければならない。後日，ステ一 

ク会長会の一員がその人と面接を行い，推薦状に署名する。 

話し合い 神殿推薦状の面接を受けるために，そして自身のエンダウメントを受けるために，どのような 

準備ができるか話し合う。この準備をすでに話し合ったエンダウメントの目的と関連づけ，生徒 

たちが以下の点を引き出せるように助ける。 

1.聖文を研究する。特に創世1 一3章；教義と聖約124 ： 40 — 41；132章；モーセ1 一5章；ア 

ブラハム4 — 5章をよく調べる。 

2 .よく祈る。 

3 .知恵の言葉に従う。 

4 .道徳的に清い生活を送る。 

5 .什分の一を完全に納める。 

6.中央幹部や地元の指導者を支持する。 

7.すべてのことにおいて正直である。 

8.背教的な団体や教えを避ける。 

9 .悪い行いを悔い改める。 

10.同胞を愛する。 

証 自身のエンダウメントを受けるために，神殿参入にふさわしい生活を送り，生涯これらの祝福 

が授けられるような生活をする人には，喜びと満足がもたらされることを証する。 
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神殿に関する質問 

話し合い これはエンダウメントに_する青少年の質問に答える絶好の機会である。神殿参入の準備をし 

ている若人からよく寄せられる9項目の質問が以下に挙げてある。各質問に関する資料のすべて， 

または必要な部分を活用する。 

質問を書いた用紙を配る。一つずつ生徒に質問を読ませ，答えについて話し合う。 

1.神殿内では，どのような助けが得られるでしょうか。 

「初めて神殿に入る人は，神殿内にはいつも世話をしてくれる人がいることを知っておくべき 

である。神殿の儀式を執行する人，受付，そのほか神殿で働くよう責任を与えられている人々が， 

あなたの神殿での経験を麗しく意味あるものにするために援助をしてくれるであろう。」（エルレ 

イ.L•クリスチャンセン「神殿に関して知っておくべきこと」『聖徒の道j1971年11月号，p.330) 
2.家族や婚約者，友人と一緒に儀式を受けることができるでしょうか。 

神殿内のある儀式は個人的に行われる。しかし，初めて神殿に参入する人に関しては，有効な 

神殿推薦状を持っている両親や兄弟姉妹，教師，友達に同伴を依頼することができる。 

3 .神殿には何を持っていかなければなりませんか。 

神殿推薦状と新しいガーメント。 

4 .神殿着は必要ですか。 

必要な衣服はすべて神殿で借りることができるし，ガーメントセンターで購入することもでき 

るO 

5.神殿に参入するときは，どのような月艮装をすべきですか。 

神殿に入るときは，慎みのある服装をすべきである。日曜日の服装が望ましい。エンダウメン 

トを受けてからは，神殿の内外を問わず常に慎み深い服装をすべきである。 

神聖な儀式にあずかるために神殿に入る人は，日曜日の服装から，簡素で清く，白い衣に着替 

える。ヒュー• B •ブラウン長老は次のように説明している。 

「ここで我々は街の衣服を脱ぎ，俗的な考えを捨て，清く白い布で肉体を包むだけではなく， 

心を清い思いの中に置くのである。願わくは，そこで語られる言葉によってわたしたちが利益を 

得，それ以上に深い感銘をいつまでも与える御霊の教えを受けられるように。」（エルレイ• L • 
クリスチヤンセンによる引用「神殿に関して知っておくべきこと」p.330) 
6.神殿の中では，なぜすベての人が同じような装いをするのでしょうか。 

「神殿の中ではすべての人が白い装いをする。白は純潔の象徴である。清らかでない者はだれ 

も神の家に入る権利はない。さらにすベての人が統一された服装をするのは，父なる神の前にあっ 

てすベての人が平等であることを象徴している。富める者も貧しい者も，学問のある者もない者 

も，地位のある者もない者も，霊の父である主なる神の前に正しく生きるならば，神殿内ではす 

ベて平等で同じ価値を持って，肩を並べる。人が神殿内で受けるものは霊的な理解と，霊の健康 

であり，そのような人々は主の前にみな平等なのである。」（ジョン• A •ウイッツォー「神殿を 

仰ぎ見て」『聖徒の道』1968年6月号，p.112) 
7.なぜ神殿のガーメントを常に身に着けることが，それほど大切なのでしょうか。 

神殿のガーメントは，神殿でエンダウメントを受け聖約を交わした人が身に着けるものである。 

ヨハネは黙示録の中でこう記録している。「見よ，わたしは盗人のように来る。裸のままで歩かな 

いように，また，裸の恥を見られないように……。」（黙示16:15) 
ジョセフ•F•スミス大管長は次のように述べている。 

「主はわたしたちに聖なる神権のガーメントを与えられた。あなたがたはそれが何を意味して 

いるか理解している。それにもかかわらず，わたしたちの中には俗世の愚かで無益な，また下品 

な習慣（こう言わせていただきたい）に従うためにガーメントを軽率に扱う人がいる。そのよう 

な人は流行に遅れまいとして，神聖に……保持すべきものをないがしろにしてしまうのである。 

神が与えられたこれらのものを神聖に，しかも変えることなく，まさに与えられたままの状態で 

維持しなければならない。特にわたしたちに聖約を破らせ，重大な罪を犯させる流行に立ち向か 

つ勇风允持とつ。」（“P ashion and Violation oi し ovenants and Duty” Improvement Era「聖約 
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と義務に関する流行と違背」『インプルーブメント•エラ』1906年8月号，p.813) 
8 .なぜ神殿のエンダウメントは一般に公開されないのでしようか。 

神殿の儀式は非常に神聖なものなので，一般公開はされない。正しい生活をし，その資格があ 

ると認められた人だけ力ま，神殿の儀式にあずかることができる。それらの儀式は特にこの目的の 

ために献堂された場所で執行される。儀式の神聖さから，神殿外で詳述することは適切でない。 

「昇栄に欠くことのできないこれらの神聖な儀式を受け，尊ぶ者は多くの祝福を受ける。神殿 

の業に参加することにより，人は福音の教えの原則を行動に移し，生きたものとし，役に立つも 

のとするための助けを得る。神殿は黙想と祈りの場である。 

神殿は世の中から聖所として隔てられており，地上の小さな天国と言うことができる。人は神 

殿を訪れてしばしば自らの聖約を新たにすることができるように，常にふさわしい生活をし続け 

るべきである。」（「神殿に関して知っておくべきこと」P.331) 
9 .神殿の儀式が通常の日曜日の礼拝とそれほど違っているのはなぜですか。 

神殿の儀式は本質的に，より象徴的な意味を持っているからである。したがって，神殿に参入 

するときには，通常の礼拝行事とは大きく異なった経験に備えて，準備して行くべきである。 

まとめ 

聖句と証 生徒たちに教義と聖約105 ：18を読ませ，印を付けさせる。エンダウメントの大切さに加えて， 

この聖句が真実であることを証する。 

チャレンジ 神殿推薦状を受ける資格を得るために，デートやコートシップに関して正しい選択を行い，神 

の戒めに従って生活することを決意するよう，生徒たちにチャレンジする。 
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第33顬 曰の栄えの結蟠一一 
永逮ベの備え 

目 的 神殿でふさわしい女性と結婚し，二人で交わした聖約を果たすことには，永遠にわたる重要な 

意味があることを理解する。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。教義と聖約132 ：15 —20。 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.視覚資料10「フイリピンのマニラ神殿」，視覚資料12「神殿の日の栄えの部屋」，視覚資 

料13「神殿のエンダウメントの部屋」 

c .聖典に印を付けるための筆記具 

はじめに 

黒板に「聖なる三角形」と書く。その下に三角形を書く。 

この三角形が何を表しているか当てるために，10回まで質問できることを説明する。教師は「は 

い」または「いいえ」だけで答える。5回までの質問で，この三角形が結婚に関係あることが分 

からなければ，一つかニつヒントを与える。三角形が夫と妻と神との間の関係を示していること 

を当てられるように助ける。これらの言葉を三角形の適当な位置に記入する。 

レッスンの展開 

黒板を使った 

5占しC3し、 

聖なる三角形 

神 

參どうすれば神を結婚に招き入れることができるでしょうか。 

參天父がわたしたち一人一人に神殿結婚をするように望んでおられるのはなぜでしょうか。 

本課のレッスンはこの質問に答える助けとなることを説明する。 

正しい結婚は完全な幸福に欠くことができない 

ほとんどの人は人生の3分の2以上を結婚して過ごすことを指摘する。現世での結婚生活と来 

世での生活は，わたしたちがどのようにして，まただれと結婚するかによって大きく左右される 

のである。 

參将来どのような家族と，どのような家庭生活を送りたいと思いますか。 

•教会員はどのような結婚をすることができますか。 

市民結婚という答えが出たら，黒板の左側に「市民結婚一この世だけの契約」と書く。神殿結 

婚という答えが出たら，黒板の右側に「神殿結婚—永遠の聖約」と書く。 
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アドバイザーの提示 

と黒板を使った 

話し合い 

以下の質問について話し合いながら，答えを該当する表題の下に書き込んでいく。話し合いの 

後には，黒板は次の図のようになる。 

市民結婚一この世だけの契約 

1.神殿内の聖なる結び固めの部屋 

2 .主の預言者から結び固めの権能 

を受けた人 

3 .永遠に有効 

4.神々となる 

5 .家族関係が永遠に続く 

神殿結婚一永遠の聖約 

1.自宅，教会，施設など，ほとん 

どどこでち 

2 .牧師，神主，判事，監督 

3 .死が二人を分かつまで 

4 .独身，奉仕の僕となる 

5 .家族関係を主張する権利がない 

話し合い 

聖句を使った 

話し合いと引用 

話し合いと引用 

•この2種類の結婚はどこで行われますか。 

視覚資料10，12，13を見せて，簡単に説明する。 

•だれが結婚を執り行いますか。 

生徒の一人が次の引用文を読む間，正しい権能の下に結婚することの大切さについて考えさせ 

るO 

「この結び固める力の鍵を持った人は，地上に一時に一人しかいない。この力の鍵を保有する 

人から直接任命されるのでなければ，だれも永遠の結婚または結び固めの儀式を執行する権利を 

持つことができない。」（『救いの教義』2 ： 67) 

•それぞれの結婚は，いつまで効力がありますか。 

生徒たちに教義と聖約132 ：15を読ませる。市民結婚の効力は死が二人を分かつまでであり，神 

殿結婚の効力はこの世から永遠にわたって続くことを理解させる。 

生徒の一人が次の引用文を読む間，永遠の結婚に伴う喜びについて考えさせる。 

「真の結婚生活の喜びには，終わりがない。 も美しい親子の関係は永遠に継続する。家族と 

いう聖なる閨係は，夫と妻が永遠の結婚の聖なるきずなによって結び固められているなら，決し 

て終わることはないのである。彼らの喜びと進歩は永遠に続く。」（スペンサー•キンボール 

“So Long as You Both Shall Live，，Improvement Era「命あるかぎり」『インプルーブメン 

ト•エラ』1964年12月号，p. 1055) 
鲁それぞれの結婚に伴う契約を守るとき，その人の来世の状態はどうなりますか。 

市民結婚についての答えを知るために，教義と聖約132 ：16 — 17を読ませる。そして次の引用文 

を読む。 

「この意味は次のとおりである。清い生活を送っていて徳高く，立派な人でも，神の宮で永遠 

の結婚の聖約を交わさない人は，日の栄えの王国に入ることができても，僕としてである。そし 

て復活すると『はるかに優れた，並外れた，永遠の重みのある栄光にふさわしい者たち』に仕え 

ることになる。…… 

神の息子娘になることができると約束されているのに，永遠の世界に入って僕になりたいと思 

う人がいるだろうか。しかし現実には息子としてではなく僕として永遠の世界に入る人が大多数 

を占めるであろう。これは彼らが神と神の聖約について考えるよりも，この世とこの世の契約の 

方を重んじるからであり，……すべての人が自分の行いに応じて報いを受ける裁きの日に，彼ら 

はどれほどつらい思いをすることだろうか。」（『救いの教義』2 ： 56, 59) 
神殿結婚についての答えを知るために，一人の生徒に教義と聖約132 ：19 —20を読ませる。 

眷この世を去った後，家族の関係はどうなりますか。 

市民結婚についての答えを知るために，一人の生徒に次の引用文を読ませる。 
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「つまり彼ら〔夫と妻〕は福音のいかなる律法によっても結ばれず，福音の律法は彼ら〔その 

家族〕に何の力も持たない。彼らが死ぬと彼らの契約，義務，約定は終わりを告げる。彼らは互 

いと自分の子供たちに対して何のかかわりも主張できない。子供たちは親のない子供となり，た 

だ子供自身が忠実であればどこかほかの家族に養子になることはできる。」（『救いの教義』2 ： 56) 
神殿結婚についての答えを知るために，一人の生徒に次の引用文を読ませる。 

「わたしが忠実であって昇栄を受ける資格があるなら，わたしの父は依然としてわたしの父で 

あり，わたしは永遠に息子として父に従う立場に立つ。このことを考えると非常に大きな慰めを 

覚える。また同様にわたしに母の記憶が残っていて，母子の間柄が永遠に続き，兄弟姉妹も永遠 

にわたしの兄弟姉妹であって，妻子も永遠にわたしのものであることを知ると大きな慰めを受け 

る。」（『救いの教義』2 ： 61) 

黒板の表と三角形を見直し，どちらの結婚が完全な幸福をもたらす可能性を秘めているカゝ，そ 

の答えと理由を生徒たちに説明させる。 

神殿結婚を曰の栄えの結婚にする 

話し合いと物語 參神殿結婚は例外なく日の栄えの結婚になるのでしょうか。 

以下の物語を紹介する。 

「家計のことで激しく 口論していた 中に，夫は突然ロを閉ざし，神妙な顔つきになった。そ 

して不意に，『これだけでは十分じゃない』とつぶやいた。 

『何が十分じゃないの？』彼女はかみつくように言った。 

『神殿結婚だよ。まるで水のかれたコンクリートの水路のようだ。』 

『一体何を言いたいの？』すっかり腹を立てていた彼女は言った。『今，わたしたち，お金のこ 

とを話しているんでしょ。』 

『神殿結婚は永遠の結婚じゃないって，不意に心に浮かんだんだよ。神殿結婚は完全だが，水 

の流れていない水路のようなものなんだ。』 

この言葉に，妻の怒りもどこかへ去ってしまった。『どういう意味？』 

『神殿結婚は永遠の結婚に通じるものだが，その水路には水を満たさなければならないんだよ。 

もしもこの瞬間にこの家の屋根が落ちてきて，わたしたちが二人とも死んでしまったとする。』彼 

はかすかな笑いを浮かべながら言った。『わたしたちは神殿結婚をしている。でも，永遠の結婚は 

どうだろう。ちよっとわたしたちの結婚について考えてごらん。日の栄えの結婚生活を送ってい 

ると思うかい？』 

彼女は静かに頭を左右に振った。『恐らくまだね。何ということかしら。』 

それを聞いて彼は真顔でうなずいた。『わたしたちは今まで神殿で結婚すればそれで十分だと 

思っていた。だけど，日の栄えの結婚生活を送るようにしなければならないんだ。水路はあるん 

だから，それをいっぱいにしようじやないか。』」（『曰の栄えの結婚』p.119) 

聖句を使った •どうすれば神殿結婚が日の栄えの結婚になるでしょうか。 

話し合い この質問に答える助けとして，教義と聖約132 ：19をもう一度「約束の聖なる御霊により彼らに 

結び固められ」まで読む。神殿結婚における約束の聖なる御霊の働きに注意を向けさせる。 

參約束の聖なる御霊とは何でしょうか。（聖霊） 

•結婚が約束の聖なる御霊によって結び固められるとは，どのような意味ですか。 

引 用 生徒たちに答えさせる。それから次の引用文を読んで聞かせる。 

「結び固めるとは，認可もしくは承認することである。このように，約束の聖なる御霊により 

結び固められる行為は，聖霊により認可される行為であり，主によって承認される行為である。 

また義務を身に引き受けた人は，そのなした事柄について御霊により承認を受ける。しかしなが 

ら，契約を交わす者は，義にかなう行いにより神の承認を受けるにふさわしい者でなければ，こ 

の認可，承認の結び固めを受けることができない。」（ブルース• R •マッコンキー，Mormon 
Doctrine『モルモンの教義』pp.361— 362) 
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第18課 

アドバイザーの提示 次のことを説明する。正しい生活を送って資格のある男女が永遠の結婚の聖約をその身に引き 

と話し合い 受け，清くあり続けるならば，二人の結婚生活は神を含めた三者の関係となり，約束の聖なる御 

霊がその結婚を承認される。神殿結婚を日の栄えの結婚にまで高めるには，たゆまぬ努力が求め 

られるのである。 

參単なる神殿結婚ではなく，曰の栄えの結婚を望むのはなぜでしょうか。 

アドバイザーの提示 日の栄えの結婚の準備は，数時間，数週間あるいは数か月でできるものではない。それには何 

年もかかる。したがって，今から準備を始める必要がある。日の栄えの結婚には，日の栄えの生 

活をすることを決意した男女が必要である。伝道に出ることは，日の栄えの結婚に備える 良の 

方法に数えられることを説明する。黒板の三角形を指して，日の栄えの結婚に至るにはすベての 

線（辺）が確立されなければならないことを指摘する。 

まとめ 

チヤレンジ 曰の栄えの結婚を表す聖なる三角形の一員となれるように準備を続け，神殿の祝福を受けるに 

ふさわしい女性とだけ交際するよう，生徒たちにチャレンジする。 
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第34譟 従 顧 

目 的 天父とイエス•キリストに対する従順は，義務感や恐れでなく，愛に動機づけられたものでな 

ければならないことを理解する。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。ルカ22 ： 39 — 44 ；ヨハネ6 ： 38 ；14 ：15，21，31；15 ： 

9—10;1ニーフアイ17:1—9 ；モロナイ7 ： 6 — 8 ；教義と聖約59: 23。 

2.教材 

a .標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.聖典に印を付けるための筆記具 

レッスンの展開 従順は主に対する真の愛を表す 

物語 1839年4月26日，十二使徒定員会はミズーリ州ファーウエストの一画で教会の会員たちと集会 

を開いた。預言者ジョセフ•スミスからの指示を遂行するため，神殿の南東側に置かれる隅石の 

定礎式を再度挙行したのである。将来ここに神殿が建築されるはずである。（ 初の定礎式は1838 
年7月4日に行われた。）彼らはノーブーへの 初の入植者たちを助け，その後，すでに召されて 

いた英国への伝道に出発した。十二使徒会に与えられたこの英国への召しは，一部の使徒にとっ 

て非常に困難な時期にやって来た。それはまさに信仰の試しであった。 

以下の，ブリガム•ヤングとヒーバー• C •キンボールの出発の記事を読む。 

「ブリガム•ヤングは9月14曰にモントローズの自宅を後にして，英国に向かった。彼はそれ 

までしばらくの間，病の床にあり，伝道に出発するその日には衰弱がひどく，家からわずか150メ一 

トルあまりの渡し場へ行くのにさえ介添えが必要なほどであった。子供たちは全員病気で，妻と 

生後わずか10日の乳飲み子を残しての出発であった。しかも生活は極貧の状態であった。ミズ一 

リ州の暴徒らの手によって家財がすべて奪われていたからである。河を渡ってノーブー側の丘に 

上ると，イスラエル•バーローが彼を馬の背に引き上げ，自分の後ろに座らせてヒーバー• C • 
キンボール長老の家まで連れて行ったが，ヤング長老はすっかり力が尽きてしまい，数日間妻の 

看護を受けてそこにとどまっていなければならなかった。彼女は夫の世話をするために河を渡っ 

てモントローズから駆けつけたのである。 

しかしその月の18曰には，ヒーバー• C •キンボールと連れ立ってヤング長老は出発の途に就 

いた。……キンボール長老は，悪寒に体を震わせながら床に伏している妻と，病気の子供たち全 

員を残してたった。ヒーバー自身，何人かの兄弟たちの力を借りて，かろうじて馬車に乗り込め 

たのである。後に彼はそのときの状況を次のように語った。『ほとんど死の瀬戸際にあると言える 

ような状態の中で家族を残していくことは，それを考えるだけで魂も消え入るような思いであっ 

た。とても耐えられそうもないように思えた。』 

『止まってくれ！』彼はたった今走り出したばかりの御者に向かって声をかけた。『ブリガム兄 

弟，つらいことだが，立って家内たちに手を振ってやろうじやないか。』ブリガムは重苦しそうに 

立ち上り，キンボール長老の隣に並んで帽子を振りながら叫んだ。『万歳，万歳，イスラエル万歳！』 

喚声を聞きつけたヤング姉妹とキンボール姉妹は，（重い体を励ましながら）戸口に出て，手を振 

るのだった。こうして二人の使徒は財布も旅の袋も持たずに，英国に向かう旅を続けていったの 

である。」（B • H • ロノマーツ，Comprehensive History of the Church『教会概史』2 ： 23 — 24) 

話し合い 參このような大変な状況の中に家族を残してヤング長老とキンボール長老を英国の伝道に向かわ 

せたものは，何であったと思いますか。 
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家に残ることを合理化できる理由は幾らでもあったが，この使徒たちは主に従い，主を信頼し 

ていたことを生徒たちに理解させる。 

書皆さんの生活の中で，主に従うのが難しい場合がありますか。 

參若い男性が難しいと感じる選択にはどのようなものがありますか。 

これは次の概念を教えるよい機会になるかもしれない。ある人は伝道の召しが都合の悪い時期 

にやって来るように思うかもしれないが，不都合を乗り越え，目の前の自分の利益を捨てて召し 

にこたえるよう期待されている。 

參ヤング長老とキンボール長老にとって，英国への召しに従うことが大切だったのはなぜでしょ 

うか。 

二人の使徒は主に対する愛と御心を行いたいという望みから，英国へ旅立ったことを生徒たち 

に理解させる。 

聖句を使った 參天父とイエスに対する愛を示すには，どうすればよいでしょうか。 

話し合い イエスは主に愛を示す方法について明確な教えを残しておられることを説明する。 

一人の生徒にヨハネ14 ：15を読ませる。 

參なぜ主を愛する人は戒めを守ると思いますか。 

以下の点を理解させる。戒めを守らない人々は，天父とイエスよりもほかのものを愛している。 

イエスはわたしたちを愛し，人類の罪を贖って永遠の命を得る可能性を与え，御自身の命をわた 

したちのためにささげてくださった。主はその大きな愛により，わたしたちを助ける目的で戒め 

を与えられた。主が望んでおられる事柄を実行することによって，わたしたちは主に対する愛を 

示すのである。天父とイエスを真心から愛しながらその戒めに従わないでいることは不可能であ 

るO 

ヨハネ14 ： 21，31；15 ： 9 -10 ； 6 ： 38を読んで話し合う。 

參キリストは従順に従った結果，何を受けられたでしょう力、。 

キリストが御父の御心に従って，わたしたちのために進んで命をささげてくださったことを理 

解させる。キリストが従順を通して得られた幸福と喜びを得ようと思うのならば，救い主が御父 

の御心に服して従順さを示されたように，わたしたちも従うことを学ぶ必要がある。 

聖句とアドバイザー ゲツセマネの園におけるイエス•キリストの苦難についての記述は，幾つかの聖典に見られる。 

の提示 ルカ22 ： 39 — 44を生徒に読ませる。 

以下の説明をする。キリストが生涯をかけてこの瞬間のために備えてこられたにもかかわらず， 

その苦痛は堪え難いものであった。主は，もしできることであればこの「杯」すなわち試練を取 

りのけてくださいと御父に願われた。主は生まれてこのかた御父の御心に背いたことのない御方 

であり，行う必要のある事柄を避けようという意図はまったくなかった。しかし恐らくは，何か 

別の道が備えられて，目前に迫っていた事柄から解き放たれるのを願われたであろう。ここに主 

がわたしたちに残された偉大な教訓がある。すなわち，それがいかなるものであっても，主は御 

父が求められた事柄を行われたのである。主は，わたしたちの理解を超えた非常に大きな困難と 

苦痛を伴うことを進んで行うことにより，御父と人類に対する愛を示された。御自身は一度も罪 

を犯したことがなかったにもかかわらず，わたしたちの罪のために苦しまれたのである。そして， 

苦しみのあまり，全身の毛穴から血を流されたのであった（教義と聖約19 ：18参照)。 

祝福は従順であるときにもたらされる 

アドバイザーの提示 キリストは御父を愛しておられたので，御心に従われたことを理解させる。義を行うことを愛 

する心からそうされたのである。正義とは，正しいという理由だけで義を行うことと定義できる。 

わたしたちも，天父を愛しているから，またそれが正しいからという理由で，御父に従うべきで 

ある。しかし，わたしたちは従うときに祝福を受ける。あらゆる行いにはその結果が伴うからで 

ある。従順の結果は，幸福と喜びである。 

143 



聖句を使った 

話し合い 

•従順を示すときにどのような祝福がもたらされるでしょう力、 

生徒に教義と聖約59 ： 23を読ませる。 

•従順が生活の中に平安をもたらすのはなぜでしょうか。 

証と話し合い 平安や幸福という祝福が従順を通して得られることを証する。神から望まれている事柄を行っ 

たので，心にいっそう平安を感じるようになる。両親に従うとき，これほどではなくても，同じ 

ような気持ちをよく味わう。また，義を行うときに自分に対して良い思いを抱き，悪へとそその 

かす誘惑を克服する力に自信が持てるようになってくる。聖霊のささやきに従って自分が正しレ、 

と感じている事柄を実行に移すことにより，常に平安と喜びがもたらされるのである。 

•「来るべき世において永遠の命を受ける」とは，どのような意味でしょうか。 

永遠の命を伴うこの祝福は，わたしたちが従順であるときに，そしてイエス•キリストの贖い 

を自分の生活の中に受け入れるときにもたらされる。この点を生徒に理解させる。 

引用と話し合い 天父の御心を行おうとするとき，助けが与えられることを指摘する。次のヒーバー• J •ダラ 

ント大管長の引用文を読む。 

「何が正しいかをわたしたちに告げてくれる静かな細い声がある。そして，この静かな細い声 

に耳を傾けるなら，わたしたちが福音に添って生活できるように，またそれを人々に勧められる 

ように，強さと力，証，能力が増し加えられる。 

わたしが熱心に祈ることは，あらゆる男女が，人生の設計者は自分自身であると悟ることであ 

る。」("The Path of Safety" Improvement Era「安全な道」『インプルーブメント•エラ』1937 
年12月号，p.735) 
參主がわたしたちに，正しいことを行う助けになる静かな細い声を与えてくださったのはなぜで 

しょうか。 

參聖霊はどのようにわたしたちを助けてくださいますか。 

サタンはわたしたちを不従順な状態にとどめて，惨めな有様にしようと全力を尽くしている。 

天父はわたしたちが義を行い，戒めを守れるように，聖霊を通して助けようとしておられる。そ 

の目的は，わたしたちが現在の御父に似た者となれるようにするためである。静かな細い声に従 

うとき，わたしたちは天父からの影響力をさらに受けやすい状態になる。わたしたちは も強い 

影響を受けた人に似ていく傾向がある。わたしたちが次第に御父の影響力を強く受けるように 

なっていけば，いっそう御父に似た者となっていくのである。 

聖句を使った 1ニーフアイ17:1—6の出来事を自分の言葉で話す。それから7 — 9節を生徒に読ませる。 

話し合い •主から船の建造を命じられたとき，ニーフアイはどのようにこたえたでしょうか。 

ニーフアイは恐らくそのようなことを一度もしたことがなかったであろう。にもかかわらず， 

船の建造方法を主に尋ねていない点を指摘する。ニーフアイはただ，道具を作るためにあらがね 

をどこで手に入れたらよいか尋ねただけであった。ここに見られるような答え方は，ニーフアイ 

の主に対する愛と完全な信頼を示している。わたしたちも同様に「なぜこんなことをしなければ 

ならないのか」とつぶやくのではなく，素直に「どのように始めればよいでしょう」と答えるベ 

きである。 

•実行するように告げられたことを喜んで行ったために，ニーフアイは主からどのように祝福さ 

れたでしょうか。 

一人の生徒にモロナイ7:6 — 8を読ませる。 

參従順に関してこの聖句から何を学ぶことができますか。 

物語とアドバイザ一以下の物語を話す。 

の提示 ベンには決断しなければならない問題があった。25歳の彼は炭坑で働く採鉱技師で，教会員に 

なってやっと1年が経過したばかりである。教会に入ったのは，数人の友達の努力の結果であっ 

た。 
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第18課 

教会で得たあらゆる幸福を考えるにつけ，彼は福音を家族に伝えたいという気持ちになったが， 

両親は彼が教会に入ったことで失望していた。彼は両親の住む町で石炭会社の仕事を見つけ，自 

分の生活を通して福音がいかに人の生き方を変えるかを両親に示してみようとも考えた。問題は， 

預言者がすべての若人は伝道に出るべきであると語っていたことである。 

長い間断食と祈りを重ねた末，ついにベンは預言者の勧告に従うことを決心し，伝道に必要な 

書類を提出した。彼は伝道部長との面接の中でこう言った。「仕事をやめて教会のために時間を使 

い，すでにキリストへの信仰を持っているほかの教会の信者を改宗させようとすることに，両親 

は強く反対しています。でもわたしは，預言者が勧告していることを行わなければならないと思 

います。」 

伝道を始めてしばらくたったころ，ベンは伝道部長に次のように報告した。「両親がわたしのし 

ていることを教会員に尋ね，伝道の仕組みについて知りました。さらにわたしが人々に教えてい 

ることを知りたがり，今では宣教師から福音を学んでいます。」 

伝道に出て1年半たったある晩，ベンは伝道部長に電話をかけた。そして，あまりの興奮とう 

れしさでしどろもどろになりながら，両親がバプテスマを受けたことを報告した。 

人には選択の自由があるので，同じような状況がすべて幸福な結末を迎えるとは限らないこと 

を説明する。しかし，主はベンの信仰と，喜んで従ったことを，非常に喜ばれた。またベンの信 

仰によって，彼の家族も恵みを受け，福音の祝福にあずかれた。 

黒板を使った 

話し合い 

チヤレンジ 
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まとめ 

従順に関する要点を本課のレッスンの中から挙げるように言う。以下の答えが引き出せるよう 

に生徒を助け，黒板にまとめる。 

1.従順の原則は福音の基本である。 

2.わたしたちは命じられた事柄を進んで行うことによって，天父とイエスに愛を示す。 

3.この愛と従順を表すのは，必ずしも容易なことではない。しかし，生活の中のささいなこと 

にも，重大なことにも主に従い，主の御霊を通して助けを求めることにより，さらに完全な 

従順を身に付けることができる。 

4.小さな事柄に従うならば，困難な問題が起こったときも従えるようになる。 

5.キリストは前世にいたときと同様，地上での生涯の間，終始忠実であられた。 

6.キリストは，あらゆることに従順であるのは簡単ではないことを理解して，わたしたちに「静 

かな細い声」という助けを与えてくださった。 

7.わたしたちが主に従うときにもたらされる祝福は，平安と永遠の命である。 

8.わたしたちは主からの影響力を生活の一部とするならば，さらに主に似た者となる。また， 

愛する主に心から従うとき，主の御心を行い，ほかの人々に善をなすことにおいてニーファ 

イのように力ある者となることができる。 

戒めに従った生活を送るために新たな努力をすることにより，天父に対する愛を示すように 

チャレンジする。 



主イエス•キリス卜を 
儷じる儷仰 

目 的 主イエス•キリストを信じる信仰を持ち，戒めを守ることによってその信仰を表さなければな 

らないことを理解する。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。列王上18 ： 21 —40 ；ヨハネ14 ： 6。以下の聖句も参照 

する。エノス1：5 — 8 ；モーサヤ3:9;ヒラマン8:15 ;3 ニーフアイ17 ： 8 - 9 ；モ 

ルモン9 ： 37 ；モロナイ7 ： 26, 33，37 ；教義と聖約44 ： 2。 

2 .教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.色チョーク（模造紙を使う場合はクレヨン） 

c .聖典に印を付けるための筆記具 

d .黒板，チョーク，黒板消し 

3 .本課の終わり近くにある図表を黒板か模造紙に書いておく。聖句とイエス•キリストを信じ 

る信仰の祝福を結ぶ線は，書かないでおく。 

はじめに 

聖文の中には，心からの信仰を持ちながら，信じる対象が間違っていたために，その信仰にほ 

とんど価値のなかった人々が出てくる。その一例が列王紀上に記されている。 

生徒たちに列王上18 ： 21—40を読ませる。大切な部分に印を付けるように勧める。 

•バアルを信じる祭司たちヵ气火をつけるようにバアルに求めたとき，何が起こりましたか。（何 

も起こらなかった。列王上18 ： 25_29参照） 

拳バアルはなぜ祭司たちの祈りに答えることができなかったのです力、（偽りの神であり，偶像と 

してだけの存在であったため，バアルには何の力もなかった。） 

•主を信じるエリヤが，火をつけるように主に求めたとき，何が起こりました力、（列王上18 ： 36一 

38参照） 

眷バアルの祭司たちが失敗したのに，エリヤが成功したのはなぜでしょう力、 

バアルの祭司たちは何の力も持たないものを信じていたことを指摘する。そのため，彼らの信 

仰は何の結果ももたらさなかった。しかし，エリヤはイエス•キリストを信じていたのである。 

•エリヤはなぜこのような決戦を挑んだのでしょうか。（真の神はエホバすなわちイエス•キリス 

トであって，バアルではないことを人々に知らせるため。） 

參エリヤの行ったことを見て，民はどうしましたか。（「主が神である」〔39節〕ことを確信した。） 

エリヤの時代の人々は何を信じて信頼すべきか迷っていたことを指摘する（列王上18 ： 21参 

照）。エリヤはこの対決を通して，イエス•キリストを信じるべきであることを民に示したのであ 

真実の信仰は主イエス•キリス卜に基づく 

黒板を使つた 過去の様々な人々が，バアルや太陽，動物など，偽りの神々を信じてきたことを説明する。現 

話し合い 代においても，多くの人々がイエス•キリスト以外のものを信頼している。 

•人々はイエス•キリストの代わりにどのようなものを信頼していますか。 

生徒の答えを黒板に書き出す。次のような答えが考えられる。金銭，教育，ほかの人，自分自 

身など。これらのものに対する信頼がどのように現れるか簡単に話し合う。（例えば，お金が増え 

ればもつと幸せになれると考えるならば，お金を信頼していることになる。） 

レッスンの展開 

聖句を使った 

s占しロし、 
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參こうした信頼は，なぜ危険なのでしようか。 

これらの対象には限られた力しかないことを説明する。金銭や教育，ほかの人々はわたしたち 

にこの世で幾らかの成功や幸福をもたらすことはできても，昇栄と永遠の喜びに導くことはでき 

ないのである。 

信仰箇条 一人の生徒に信仰箇条第4節を復唱させる。 

參福音の第一の原則とは何でしようか。 

イエス•キリストを信じる信仰は，救いの信仰であり，悔い改め，バプテスマ，聖霊の賜物， 

霊的成長，そして 終的には昇栄をもたらすことを指摘する。 

聖 句 一人の生徒にヨハネ14 ： 6を読ませる。この箇所に印を付けるよう勧める。天父のもとに戻る 

唯一の道はイエス•キリストを信じる信仰によることを指摘する。真の幸福と昇栄に必要な教え 

や力，祝福，知識をわたしたちの生活にもたらすことができるのは，キリストだけであることを 

強調する。 

イエス•キリス卜を信頼するときに祝福を受ける 

物 語 次の物語を一人の生徒に読んでもらう。これは主イエス•キリストを信じる信仰が与える力を 

表す話である。物語に入る前に，ランドール•エルズワースは宣教師で，グアテマラの大地震で 

重傷を負った後，大きな信仰を表したことを説明する。 

地震当時，エルズワース長老はビルの中にいて建物の下敷きになった。ある中央幹部は彼の体 

験を次のように話している。 

「その宣教師は，崩れた建物の下敷きとなり，恐らく12時間ほど，下敷きになったままであっ 

た。気がついたときには腰から下は完全にまひし，腎臓の機能も停止していた。もう二度と歩け 

る望みはなかった。…… 

彼は飛行機で……メリーランドへ送られ……そこの病院でテレビのレポ一夕一からイン夕 

ビューを受けた。レポーターが『医師は，あなたは二度と歩けないと言っていますが，お気持ち 

はどうです力、，エルズワース長老』と尋ねると，彼はこう答えた。『わたしは歩けるようになりま 

す。わたしには，グアテマラで伝道するようにという預言者からの召しが与えられています。で 

すから，わたしはグアテマラに戻って，その召しを全うします。』…… 

彼は医師の指示に従って2度，機能回復の訓練を受けた。そして信仰を働かせ，さらに神権者 

による祝福を受けた。その結果奇跡的に快復した。これには担当医師や専門医たちも驚くばかり 

であった。そして彼はついに自分の足で立てるようになり，さらに，松葉杖を使って歩けるよう 

になった。そこで医師は彼に言った。『教会が許可するなら，伝道地へ戻ってよろしい。』彼は伝 

道地へ戻った。わたしたちは彼を再度グアテマラへ送りこんだのである。こうして彼は，自分が 

召された国へ，そして心から愛する人々のもとへ戻って行った。 

帰任したグアテマラでは，彼は両手に杖を持って伝道した。〔伝道部長は〕彼の様子を見て，あ 

るときこう言った。『エルズワース長老，あなたに信仰があるのなら，そんな杖は捨てて，自分の 

足で歩いたらどうだろう。』それにこたえて，エルズワース長老は『伝道部長がそれほどまでにわ 

たしを信頼してくださるのなら，〔この杖を取ってください〕』と言った。彼はその場で杖を捨て 

たが，以来二度と杖を使うことはなかった。」（トーマス• S •モンソン，マリオン.G•ロムニー 

による引用「主を信頼しなさい」『聖徒の道』1978年2月号，pp.62 — 63) 
エルズワース長老は，医師たちや自分の体の快復力に頼れなかったことを指摘する。イエス• 

キリストを信じる信仰によって初めて，完全な快復がもたらされたのである。 

物 語 イエス•キリストを信じる信仰によってもたらされる祝福は，いつもエルズワース長老の快復 

のように偉大な奇跡となって現れるわけではない。時には，日常生活の中でわたしたちを助ける 

小さな奇跡としてもたらされる。ソルトレーク盆地の初期の開拓者，マーサ•クレイガン•コツ 

クスが記録した次の物語を話す。 
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クリケット（訳注一コオロギに似ているところからモルモンコオロギと呼ばれることもある） 

が作物をほとんど奪い去った年に，配給が行われたが，小麦はほとんど底をついていた。多くの 

家でも食糧が不足し，わが家には小麦が1クォート（約1リットル）残っているだけだった。 

近所の人がやって来て，小麦を分けてもらえないかと尋ねた。何日も食べ物を口にしていない 

病気の奥さんのためにビスケットを作るためだった。そこでわたしは，わが家に小麦がどのくら 

いあるか聞いた。答えはこうだった。『1クォートしかないけれど，その人に分けてあげても，明 

曰の朝食の分はあるわ。』わたしたちは小麦を半分，分けてあげた。その人は小麦を受け取ると， 

こう言った。『主の祝福があって，この家が食糧に事欠きませんように。』 

翌朝，小麦を取りに行くと，箱にはまだ1クォートの小麦が入っていた。それから同じことが 

毎日，次の小麦が配給されるまで，1週間以上も続いて起こった。わたしたちは食糧に事欠かな 

なかった。」（リチャード•コッタム•シップ，Champiom of Light『光の勝利者』p.82) 

図表を使った活動 聖典はキリストを信じる信仰が数多くの祝福をもたらすことを証している。用意した模造紙ま 

たは黒板に書いた表を見せる。各生徒に一つ，または複数の聖句を調べさせ，色の異なるクレヨ 

ンかチョークで，聖句とそこに記されている祝福を線で結ばせる。それから生徒にそれぞれの聖 

句を読ませ，そこに記されている祝福について話し合う。 

聖 句 イエス•キリス卜を信じる 

信仰の祝福 

モロナイ7: 37 罪の赦し 

3 ニーフアイ17: 8 — 9 救い 

エノス1：5 — 8 奇跡 

モロナイ7 ： 33 神の息子となる 

モロナイ7: 26 癒し 

教義と聖約44 ： 2 祈りの答えを受ける 

モーサヤ3：9 力 

ヒラマン8:15 永遠の命 

モルモン9 ： 37 神の御霊を授かる 

戒めを守ることによりイエス•キリス卜への信仰を表す 

•イエス•キリストを信じる信仰をどのように表すことができるでしょうか。 

戒めを守り，福音に従って生活することによって信仰を表せることを理解させる。主から望ま 

れていることを行うことにより，わたしたちの信仰をキリストに示すのである。 

一人の生徒に1ニーファイ3 ： 7を読ませる。ニーファイは主から命じられたことを行って主 

への信仰を示したことを指摘する。 

鲁エルズワース長老はキリストへの信仰をどのように表しましたか。 

•マーサ•クレイガン•コックスの家族は，キリストへの信仰をどのように表しましたか。 

眷わたしたちはキリストへの信仰をどのように表すことができますか。 

まとめ 

証 イエス•キリストについて，またわたしたちに救いと昇栄をもたらす主の力について証を述べ 

る。キリストを信じる信仰は，主の戒めに従うことによって表され，わたしたちに真の幸福と昇 

栄をもたらすことができるのである。 

チヤレンジ 主を信頼するように，また戒めに従って生活することにより信仰を表すようにチャレンジする。 

5占しOし、 

聖句を使った 

5占しaし、 
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祝福師の祝福 第36嫌 

目 的 祝福師の祝福について，その本質と目的を理解する。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。創世25 ：19-34 ； 26 ： 34 — 35 ； 49 ： 8 -12，22 — 26 ； 

2 ニーフアイ4:5 — 9;教義と聖約107 ： 39，53 — 57。 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.聖典に印を付けるための筆記具 

3.生徒に見せる手紙を用意する。 

4.任意一ステークの祝福師を招待して，血統の宣言について，また祝福師の祝福と父親の祝 

福の違いについて話をしてもらう。 

レツスンの展開 祝福師の祝福とは 

実物を使った 手紙を見せる。 

レツスン 參主から皆さん個人にあてた手紙を受け取ったら，どう思いますか。 

參そのような手紙の中で，主に何を教えていただきたいですか。 

生徒は自分の問題に関する助言や，将来待ち受けていることに関する知識を得たいと思うであ 

ろう。2，3分でこの活動を終える。 

參皆さんの中で何人が祝福師の祝福を受けましたか。 

引 用 デビッド• 0 •マッケイ大管長と副管長（スティーブン• L •リチャーズ，J •ルーベン•ク 

ラーク•ジュニア）は1957年に，祝福師の祝福の内容について次のような声明を発表した。この 

声明を読んで聞かせる。 

「祝福師の祝福では，それを受ける人の血統が霊感によって宣言され，さらに御霊の導きを受 

けた場合，この世の使命に関する霊感あふれる預言的な事柄が明らかにされ，それらの使命を達 

成するために必要な祝福や警告，訓戒なども，祝福師が導かれるままに与えられる。」（ブルース• 

R •マツコンキーによる引用，Monrnm Doct?iH6『モルモンの教義』p.558) 

黒板を使つた 參祝福師の祝福の中には，何が含まれていますか。 

話し合い 生徒の答えを黒板に書く。以下のような答えが挙がるであろう。 

1.血統の宣言 

2.この世の使命に関する預言的な事柄 

3 •訓戒または警告 

4 .慰めと導きと守り 

聖句を使った 參祝福師を召して聖任できる人はだれでしょうか。 

話し合い 拳わたしたちのステーク（または地方部）の祝福師はだれでしょうか。 

答えとして，一人の生徒に教義と聖約107 ： 39を読ませ，祝福師は「教導者」（evangelists)であ 

り，使徒の指示の下に聖任されることを説明する。地上の先任使徒である預言者は，祝福師を聖 

任する権能をステーク会長に与えている。 
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引 用 一人の生徒に，ジョセフ•スミスによる教導者（evangelists)の定義を読ませる。 

「教導者とは祝福師のことであり，ヨセフの血統を持つ者の，すなわちアブラハムの子孫の  

も老いたる者である。キリストの教会が設立される所にはどこでも，ヤコブがその息子たちに祝 

福を与えたように，聖徒の子孫の利益のために祝福師がいるはずである。」{Teachings of the 
Prophet Joseph Smith『預言者ジョセフ•スミスの教え』ジョセフ•フィ一ルディング•スミス 

編，P.151) 

聖句を使った 一人の生徒に教義と聖約107 ： 53 — 57を読ませる。アダムは死ぬ前に，子孫に 後の祝福を授け 

話し合い たいと願ったことを説明する。 

參アダムはなぜ自分の子孫に祝福を授けたいと願ったのでしょう力、 

2 ニーファイ4 ： 5 — 9を読んで，話し合う。 

主はわたしたちのために将来の出来事を明らかにされることを説明する。主はレーマンとレム 

エルが何を考え，どのような選択をするか御存じであった。だから，二人が原因となって子孫が 

道を踏み外してしまうことを預言できたのである。それから主はその子孫に将来に対する希望を 

与えられたが，それは，彼らが 終的にはレーマンとレムエルから伝えられてきた先祖の偽りの 

教えを捨て，再び信仰を持つようになるからであった。 

生徒たちにそのほかの祝福を分析させる。祝福師は預言の賜物を授かっているので，聖霊の導 

きの下に，そのような祝福を与えることができる。 

一人の生徒に創世49: 8-12 (ユダの祝福）を読ませ，次に22-26節（ヨセフの祝福）を読ま 

せる。イスラエルの12人の息子の中の二人，ユダとヨセフは，重要な祝福を受けている。それぞ 

れの祝福の中から，全世界に影響を与えた大切な項目を一っずっ探す。 

參これらの祝福には，ヤコブが二人の息子のために受けた霊感がどのように表れているでしょう 

か。 

ヨセフとユダの祝福がどのように成就したか，黒板に簡単に書き出す。以下の事柄を生徒に理 

解させる。ユダの子孫からキリストが出た。ヨセフの子孫からリーハイが出，家族とともに大洋 

(かきね）を渡って約束の地へ来た。この航海によって「枝は，かきねを越える」という預言が 

成就した。 

•この二つの祝福の成就は，現代のわたしたちにどのような影響を及ぼしていますか。 

引 用 ヤコブすなわちイスラエルと，生徒たちとの関係に関するブルース• R •マッコンキー長老の 

解説をよく聞くように言う。 

「ほとんどすべての教会員は，文字どおりヤコブの子孫である。このヤコブは，12人の息子に 

祝福師の祝福を与え，彼らとその子孫に起こることを預言した。……ヤコブの祝福を受け継ぐ者 

として，自ら祝福師の祝福を受け，また信仰によっていにしえの人々と同等の恵みを受けること 

は，集められたヤコブの子孫の特権である。」（『モルモンの教義』p.558) 

アドバイザーの提示 以下の点を説明する。教会のすべてのふさわしい会員は，祝福師を通して主から霊感あふれる 

個人的な祝福を受けることができる。祝福師の祝福には，霊感による血統の宣言とともに，個人 

に授けられる祝福と訓戒が含まれている。 

祝福を授ける祝福師 

任意活動としてステークの祝福師を招き，祝福師の祝福と族長（家族の祝福師）である父親の 

授ける祝福との違いを説明してもらってもよい。 

訪問者または 

クラスの話し合い 

話し合いと 

アドバイザーの提示 

鲁教会において祝福を授けることのできる2種類の祝福師は，だれとだれですか。（父親と祝福 

師。前者は父親の祝福を授け，後者は祝福師の祝福を授ける。） 

曰の栄えの結婚の聖約を交わした神権者は，自分の家族の族長（祝福師）になる。しかし，父 

親の授ける祝福は，祝福師の祝福とは異なる。 
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第18課 

経験の紹介 ここで時間を取って，自分か家族の人が父親から祝福を受けたときの経験を控介してもらう。 

以下のような場合に父親の祝福がどのように使われているか指摘する。病気を癒すとき，恐れを 

静めるとき，家を離れる家族を祝福するとき，問題解決の助けを与えるとき。 

祝福の成就には忠実さが必要である 

アドバイザーの提示 族長時代の昔には，総称して「長子の特権」と呼ばれていた一種の権利，権能，特権，祝福が 

父親から長男に受け継がれていた。 

聖句と黒板を使った 教師が創世25 ：19 — 34と26 ： 34_35を朗読し，生徒には黙読させる。その際，以下の質問の答 

話し合い えを探すように言う。 

•エサウが長子の特権を軽んじたことは，どの行動に現れていますか。 

生徒の答えを黒板に書く。以下の答えが挙がればよい。 

1.エサウは長子の特権つまり祝福を1杯の食物のために売った。（はかない一時の満足を追い求 

めて，神の王国における長子の特権を売ることが象徴されていることに注意する。） 

2 .異教徒と結婚した。 

3.神の教えに従わず，両親の悲しみの種となった。 

ェサウの行動は，長子の特権の祝福にふさわしくないことを示していた。この点を指摘する。 

アドバイザーの提示 ヤコブはェサウより何時間か後に生まれていたが，祝福師の祝福を受けたとき，普通は長男に 

与えられる長子の特権も受けた。その結果，父親の土地や財産を受け継ぐ第一の相続人となった。 

また，この祝福によって家族の族長となり，霊的な指導者となった。 

眷ェサウが長子の特権を放棄した理由は何だったと思いますか。（長子の特権の重要性を真剣に信 

じていなかったに違いない。彼は霊的な事柄よりも，この世の事柄を優先して考えていた。） 

黒板を使った 參エサウが失って，ヤコブが受けた偉大な祝福は何ですか。 

話し合い 以下の点を生徒が指摘できるように助ける。 

1.アブラハムの祝福をもたらす偉大な一族の父祖，イスラエルとなった。 

2.彼の血統を通して，全世界のすべての国民が祝福される。 

3.彼の血統を通して，救い主が誕生される。 

4.彼の血統によって，イスラエルが世界中から集合する。 

•現代の若人たちは，どのようにして自分の長子の特権を売り渡しているでしょうか。 

祝福師の祝福と，長子の特権の祝福の似ている点を指摘する。いずれも忠実さに基づいて約束 

が与えられるが，不注意によって失われる場合がある。 

•現代における「一杯のあつもの」，すなわち霊的な祝福をあきらめさせるこの世的なものには， 

何があるでしょうか。 

•現代の人々が長子の特権を失ったり，手放したりする原因には何があるでしょうか。 

生徒の答えを黒板にまとめる。次の事柄が含まれるようにする。 

知恵の言葉を破ること 

不道徳 

富や権力に対する欲 

利己心 

不正直 

福音に対する無関心 

聖約外の結婚 

世俗的な事柄を追い求めること 
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まとめ 

アドバイザ一の提示 アロン神権者に準備ができたことを自分自身や両親，そして監督が認めるならば，その人は祝 

と話し合い 福師の祝福を受けられることを説明する。祝福師の祝福を受けるには，次の段階を踏む必要があ 

るo 
1.書面による推薦状を発行してもらうために，監督と面接の約束をする。この推薦状は祝福師 

に提出する必要がある。 

2.監督はおもに，祝福師の祝福を受けるためのふさわしさと準備の状態について面接する。 

3.祝福を受けるためにステークの祝福師と連絡を取る。祝福に備えるためにどのような準備を 

したらよいか，祝福師に尋ねることが大切である。祝福を受ける前に，断食と祈りをし，聖 

典の特別な箇所を勉強するように提案されるかもしれない。 

•祝福を受けた後，その祝福をどのように扱うべきでしょうか。 

祝福師の祝福は，個人に与えられる聖文と同じであることを説明する。完全に理解するために 

は，絶えず勉強していく必要がある。各々の祝福は個人的なものであることを強調する。祝福は 

回し読みすべきものではなく，御霊の導きを受けたときにだけ，友人や家族と祝福の内容につい 

て話し合うようにすべきである。特に必要を感じたときには，父親から個人的な祝福も受けるよ 

うにすべきである。さらに日ごろから祝福にふさわしい生活を送るように努力すべきである。（祝 

福師は各々の祝福の控えを公式記録の保管用に教会本部に送付していることに留意する。） 

チヤレンジ まだ祝福師の祝福を受けていない生徒がいれば，受ける準備をするようにチャレンジする。す 

でに祝福を受けている生徒には，度々それを読み返して，具体的な問題に対する答えを見いだす 

ようにチャレンジする。 
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雄•の実と賜物 第37課 

み た ま た ま も の 

目 的 御霊の実と賜物について，またそれらを得てはぐくむ方法について理解を深める。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。ガラテヤ5 ： 22-23 ； 2ぺテロ 1 : 5 — 7;アルマ 

13 ： 28-29 ；モロナイ10 ： 8 —19 ；教義と聖約46 ：10 — 26 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持參する。） 

b.紙と給筆（人数分） 

c .聖典に印を付けるための筆記具 

d.チョーク，黒板，黒板消し 

はじめに 

かつてソーラーズという人がジョセフ•スミスに，バプテスマを受けるだけで御霊の賜物のこ 

とは気に留めなくてよいかどうか，尋ねたことがある。預言者は次のように答えた。 

「わたしが旅の途中で空腹になったと仮定する。一人の男に出会って，わたしが空腹であるこ 

とを告げると，その男は，向こうへ行けばもてなしてくれる家があるから，行って戸をたたきな 

さい。ただしその家の決まりは万事守らなければならない，さもないと空腹を満たすことはでき 

ない。戸をたたき，食事を注文し，腰を下ろして食べなさい，と言ったとしよう。そこでわたし 

は行って，戸をたたき，食事を注文して，テーブルの前に腰を下ろした力〗，食べなかった。わた 

しは自分の空腹を満たせただろうか。いいや，そのためには食べなければならない。賜物とは， 

この食物である。御霊の恩恵とは，御霊の賜物である。」{Teachings of the Prophet Joseph Smith 
『預言者ジョセフ•スミスの教え』ジョセフ•フィールディング•スミス編，pp.270 —271) 
•ジョセフ•スミスは何を言いたかったのでしようか。 

イエス•キリストに従うには，定められた事柄を行う必要がある。すなわちキリストとその贖 

いを信じ，罪を悔い改め，バプテスマを受け，聖霊を受けなければならない。これらのことを行 

えば，偉大な祝福がもたらされる。 

預言者ジョセフの言葉の意味はこうである。人が主から求められる条件をすべて満たしても， 

それによってもたらされる祝福を完全に受けていなければ，空腹を抱えた人が食物を得るために 

必要なことをすべて行ってテーブルに着き，何も食べずにいるのと同じである。それは本人にとっ 

て何の役にも立たない。 

主の戒めを守り，バプテスマや確認のような儀式を完全に行うことは，テーブルに座って食事 

にあずかるのに似ている。わたしたちは従順の祝福にあずかるために，御霊の実と賜物を得て， 

はぐくんでいかなければならない。 

御霊の実を通して神に似た者となる 

教師の提示 天父の計画に従い，イエス•キリストの福音に従って生活すれば，天父とイエス•キリストの 

もとに戻ってともに生活し，ついには神々となれることを説明する。この地上で神に似た者とな 

るために，わたしたちは天父とイエス•キリストが持っておられる特質や属性をはぐくまなけれ 

ばならない。これらの特質や属性は，御霊の実である。 

「実」と言う言葉は「結果」に置き換えられることを説明する。わたしたちは福音に従った生 

活の結果として，これらの特質や属性を受けるのである。 
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聖句を使った活動 黒板の左側に「御霊の実」と書く。 

參聖文の中で述べられている御霊の実を，幾つか挙げられますか。 

生徒の答えを黒板に書き出す。それから，聖句を探して御霊の実についてさらに学ぶことを生 

徒に説明する。 

生徒たちに神と鉛筆を配り，ガラテヤ5 ： 22-23 ； 2ぺテロ1：5 — 7 ；アルマ13 ： 28 —29に 

記されている御霊の実をすべて書き出すように言う。 

作業が終わったら，生徒たちに順番に御霊の実を挙げてもらい，それを黒板に書く。次のよう 

な答えが出るであろう。 

なぜこれらの特質が望ましいのか簡単に話し合う。 

參これらすベての特質を完全に備えておられるのはどなたですか。（天父とイエス•キリスト） 

戒めを守り，福音に従って生活するために努力するときに，わたしたちは聖霊の助けを受けて 

これらの特質をはぐくみ，天父やイエス•キリストにもっと似た者になることができる。 

聖 句 一人の生徒に2ぺテロ1：5 —7を読ませる。わたしたちは一度にこれらすベての特質を完全 

に受けるわけではないことを指摘する。 

御霊の賜物を通して人に仕える 

聖句を使った活動 御霊の実はイエス•キリストの福音に従って生活するすべての人に等しく与えられることを説 

明する。しかし，わたしたち一人一人には特別な御霊の賜物が与えられる。この賜物はイエスに 

従うことによってはぐくまれる特別な能力である。 

黒板の「御霊の実」の横に「御霊の賜物」と書く。 

生徒を二つのグループに分ける。グループ1はモロナイ10 ： 8—19から，グループ2は教義と 

聖約46 ：10 —26から，それぞれ御霊の賜物を探して各自の紙に書き出すように言う。 

「御霊の実」と同じ方法で黒板に賜物の表を作る。ほかのグループが挙げた賜物を自分の表に 

書き加えるように言う。黒板は次のようになるであろう。 

この二つの聖句にはよく知られている御霊の賜物が列挙されているが，わたしたちが受けられ 
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る賜物はこれだけではないことを指摘する。 

•ほかにどのような御霊の賜物を受けることができるでしょうか。 

聖句を使った 一人の生徒に教義と聖約46 ：11—12，26を読ませる。 

話し合い 參これらの御霊の賜物が与えられるのはなぜでしょうか。 

•なぜすベての人が同じ御霊の賜物を持っていないのでしょうか。 

わたしたちに御霊の賜物が与えられているのは，人に仕えて神の王国を築くためであることを 

理解させる。すべての人が互いに仕え合えるように，わたしたちは各々異なる賜物を与えられて 

いる。 

物 語 次の物語を話す。これには，ニューエル•ナイトが友人を助けるためにどのように御霊の賜物 

を使ったかが描かれている。 

1833年11月，ミズーリ州ジャクソン郡の幾人かの住民力んそこに住む末日聖徒を襲った。その 

襲撃の結果，3名が殺され，大勢の人が負傷した。ファイロ •ディブルは負傷した聖徒の一人で， 

腹部を撃たれていた。彼を診察した外科医は，このような傷を負って助かった人は見たことがな 

いと言った。 

ジャクソン郡の住民の敵意が強いために，多くの教会員はそこを離れてクレイ郡へ向かった。 

ジャクソン郡にとどまることは，非常に危険だったのである。その危険をものともせずに，ニュー 

エル•ナイトは，暴徒に取り囲まれたディブル兄弟の家を訪れて祝福を与え，すばやく立ち去っ 

た。 

その翌日，ニューエル•ナイトは，前日会った場所から10マイルも離れた場所で，ファイロ • 

ディブルに出会った。ディブル兄弟は歩くことができて，ジャクソン郡から脱出するところだっ 

た。彼はナイト兄弟にこう言った。「祝福を受けるとすぐに，痛みがそれを癒す力の前に引き出さ 

れたように思えて，2，3分後にはもう消えていた。」 

ファイロ •ディブルは完全に快復し，後に犬平原を横断してュ夕に移住した。(History of the 
Church『教会歴史』1：431；Autobiography of Parley P. Pratt『パーレー• P •プラット自叙 

伝』パーレー• P •プラット.ジュニア編，pp.99_100も参照） 

參この話では，どのような御霊の賜物が使われましたか。（ニューエル•ナイトは癒しの賜物，ファ 

イロ •ディブルは癒される賜物） 

御霊の実と賜物を受けてはぐ<む 

話し合い 次の点を指摘する。わたしたちは福音に従って生活することにより，御霊の実と霊的な賜物を 

はぐくむことができる。 

次の6つの言葉を黒板の左端に縦に並べて書く。「従順」「祈り」「断食」「勉強」「悔い改め」「奉 

仕」。「勉強」とは聖文の勉強を指すことを言う。これらは福音に従って生活するために必要なお 

もな行いであることを指摘する。 

參この中で，御霊の実と賜物を受けるために も大切なのはどれでしょうか。 

考える時間を少し与えてから，答えを求める。様々な答えが出るであろう。 も大切なものと 

して一つを選ぶのは不可能であることを指摘する。なぜなら，御霊の実と賜物を得るには，すべ 

ての行いが必要だからである。 

各々の行いがなぜ大切なのか話し合い，以下の点を引き出す。 

「従順」——戒めはわたしたちを幸福にするために定められた。戒めを守り，聖霊の導きに従う 

とき，わたしたちは幸福をもたらす事柄を行い，天父やイエス•キリストに似た者となれるので 

ある（1ニーファイ4 ： 6—18参照)。 

「祈り」——義において強められるようにへりくだって祈るとき，愛に満ちた天父はそれにこた 

えてくださる（アルマ17: 3参照)。 

「断食」——断食は，食欲や肉体の欲求をコントロールする霊的な強さを養う。正しい態度で断 

食するならば，わたしたちは謙遜になって，霊的なささやきに対してもっと敏感になる（アルマ 
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5 ： 46参照)。 

「勉強」——聖文を勉強することにより，私たちが求めるべき神の属性について理解できる。ま 

た，神の忠実な子供たちがどのようにしてそれらの属性を身に付けたか学ぶことができる（教義 

と聖約33 ：16参照)。 

「栴い改め」——御霊を豊かに受けるために，悔い改めて聖餐を受けることにより，バプテスマ 

のときに交わした聖約を絶えず新たにする必要がある。聖霊は聖くない宮には住まわれない（3 

ニーフアイ9 ： 22参照)。 

「奉仕」——互いに仕え合うために御霊の賜物を活用するとき，御霊の賜物を使う能力と，生活 

の中で御霊の実を味わう能力が増し加えられる（ガラテヤ5 ：13参照)。 

まとめ 

御霊の実はすベて，福音に従って生活する人にもたらされることを強調する。各々の生徒には 

特別な御霊の賜物が与えられていて，それらの賜物は福音に従って生活することによってはぐく 

まれ，互いに仕え合うために活用されるべきであることを指摘する。このような奉仕は，生活の 

中に御霊の実を結ぶ助けになるのである。 

証 主がわたしたちに御霊の実と賜物を受けて幸福になり，奉仕を行うように願っておられること 

を証する。わたしたちが天父とイエス•キリストにさらに似た者となり，いつの曰か神のもとで 

ともに生活できるように，御霊が助けてくださることを証する。 

チヤレンジ 福音に従うことによって天父とイエス•キリストにさらに似た者となり，祈りと断食，従順， 

勉強，悔い改め，奉仕を通して御霊の祝福を求めるよう生徒にチャレンジする。 
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キuス卜の純粋な愛 

目 的 慈愛の賜物すなわちキリストの純粋な愛を得て，日々の生活にそれを応用したいと思うように 

なる。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。マタイ22 ： 35 — 39 ；ヨハネ13 ： 34 —35 ；1コリント13 
章；1ヨハネ4 ： 20 — 21；モロナイ7 ： 47 — 48。 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.視覚資料3「キリスト•イエス」（『福音の視覚資料セット』240)，視覚資料14「マーティ 

ン手車隊を救った3人の少年」（『福音の視覚資料セット』415) 
c .筆記用の紙と給筆（人数分） 

d.聖典に印を付けるための筆記具 

3.本課の終わりにある「愛の自己評価表」を人数分複写する。 

レッスンの展開 はじめに 

筆記活動 クラスを半分に分ける。 初のグループには一人ずつ番号で1，2，3，……と言ってもらう。 

もう一つのグループにはアルファベット順にa，b, c,……と言ってもらう。次に1とa，2 
とb，3とc，……というように二人ずつの組を作る。各自に紙と鉛筆を配り，組になった相手 

のすばらしいと思う点，立派だと思う点を 低一つ書き出してもらう。それぞれの組に結果を発 

表させる。 

人の長所や褒めるべき特質を探すことが，キリストがされたように人を愛する助けになること 

を指摘する。 

慈愛はキリス卜のよラな愛 

一人の生徒にマタイ22 ： 35 — 39を読ませ，ほかの生徒には黙読させる。 

拳いちばん大切な二つの戒めは何ですか。 

どちらの戒めも愛することを教えている点を指摘する。愛は福音の中心となるテーマである。 

參わたしたちはだれを愛するように命じられていますか。 

1ヨハネ4 ： 20 —21を読ませ，印を付けさせる。 

參兄弟を愛するとはどのような意味でしょうか。 

•神を愛しながら同時に兄弟を憎むことは，なぜできないのでしょうカゝ。（神を愛するとは，神が 

も愛しておられるものを愛することであり，神が も愛を注いでおられるのはその子供たち 

だからである。） 

愛という言葉は多くの人々にとって様々な意味を持っているが，およそ次の3つの基本的な夕 

イプに分けられることを説明する。 

初の夕イプは，「もし……なら，あなたを愛しましょう」という言い方で表現される。相手が 

一定の条件を満たすならば，この愛を示す。常に条件つきの愛である。 

•この種の愛には，どのような例があるでしょうか。（人気があれば愛する。車を持っていれば愛 

する。教会に出席していれば愛する。自分に親切にしてくれれば愛する。家事を手伝えば愛す 

る。こちらの言うことをすれば愛する。） 

2番目の愛の夕イプは「……なので」という言葉を使い，利己心やこの世的な面が強く現れる。 

聖句を使った 

話し合い 

g白しaレ、 
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これもやはり条件つきの愛であり，相手の魅力的な特質や性格のためにだけ愛するのである。 

•この種の愛には，どのような例があるでしょうか。（美しい目をしているので愛する。わたしを 

幸せにしてくれるので愛する。宿題を手伝ってくれるので愛する。困っているときにお金を貸 

してくれるから愛する。わたしのために何かしてくれるので愛する。わたしのことを 優先し 

てくれるので愛する。） 

參これら二つの愛は，どこが間違っているのでしょうか。（どちらも真実の愛ではない。利己心に 

基づいた，条件つきの愛である。） 

3番目の愛は，非利己的で無条件の愛である。この種の愛を受けるには，特定の行いをしたり， 

特定の特質を身に付けたりする必要はない。この愛は，「たとえ……であっても」という言葉で現 

される。 

•この種の愛には，どのような例があるでしょうか。（たとえその人の行動に賛成できなくても愛 

する。たとえ弱点や問題があり，間違いを犯しても愛する。たとえこちらが言ったことをきち 

んと行わなくても愛する。） 

これは，天父とイエス•キリストがわたしたち一人一人に示される愛であることを指摘する。 

だれであろうと，また何をしていようと，御二方はわたしたちを愛し，受け入れてくださるので 

ある。このような愛は慈愛と呼ばれる。 

聖句と黒板を使った 慈愛の意味を理解するために，1コリント13章を読ませる。慈愛のある人の属性に印を付ける 

話し合い ように言う。 

作業を終えた後，どこに印を付けたか発表させる。聖句にある言い回しを簡潔な言葉に置き換 

えるように言う。黒板にこれを書き出す。以下に聖句と言い換えた言葉の例を挙げる。 

1.「寛容であり，情深い」（忍耐） 

2 . 「ねたむことをしない」（満足） 

3. 「高ぶらない，誇らない」（謙遜） 

4. 「不作法をしない」（礼儀正しい） 

5. 「自分の利益を求めない」（利己的でない） 

6 . 「いらだたない」（穏やか） 

7 . 「恨みをいだかない」（清い） 

8. 「不義を喜ばないで真理を喜ぶ」（正直） 

キリス卜が愛されたよろに，互いに愛し合う 

視覚資料と聖句を 視覚資料3「キリスト•イエス」を見せる。モロナイは慈愛を「キリストの純粋な愛」（モロナ 

使った話し合い イ7 :47)と定義していることを説明する。キリストはこれらすベての属性を表し，無条件でわ 

たしたちを愛された。キリストのもとへ行くには，主のように愛することを学ばなければならな 

い。 

生徒たちにヨハネ13 ： 34 —35を読ませる。 

聖典の中から，キリストが慈愛の特質を示された出来事を挙げるように言う。 

生徒の答えを聞いた後，それらはキリストの示された慈愛のほんのわずかな例にすぎないこと 

を指摘する。主が行われたすべてのことは，人々への愛の現れである。キリストのようになるた 

めに，わたしたちは人々への愛をはぐくみ，それを実践しなければならない。 

引 用 慈愛は御霊の賜物であることを説明する。慈愛は自分の努力だけで得られるものではなく，す 

ベての人が養うべき霊的な賜物である 

一人の生徒に，ブルース• R •マッコンキー長老の次の言葉を読ませる。 

「篤信さと完全さというすべての属性に勝って，身に付けるべき も敬虔な属性は慈愛である。 

慈愛は恋愛以上のものである。永遠の愛であり，完全な愛である。永遠に続くキリストの純粋な 

愛である。この愛は義の中核を成すものであるため，この愛のある人は自分と自分の周囲の人々 

の永遠の福利以外には，何の目的も望みも持たない。」{Mormon Doctrine『モルモンの教義』 
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p.121) 

•慈愛がそれほど大切な霊的賜物であるのはなぜでしょうか。 

聖句を使った 生徒たちにモロナイ7 ： 47 —48を読ませる。 

話し合い 參この聖句は，慈愛という霊的賜物をはぐくむ方法について何と言っていますか。 

奉仕を通して慈愛を示す 

物語と視覚資料 わたしたちは奉仕によって人々への愛を示せることを説明する。視覚資料14「マーティン手車 

隊を救った3人の少年」を見せる。キリストの純粋な愛を示した3人の少年の話をする。 

モルモンの初期の開拓者が西部のソルトレーク•シティ一に移住したとき，多くの者は手車で 

やって来た。ほろ馬車を買えるだけの経済的な余裕がなかったので，わずかながらも積めるだけ 

の家財を2輪の荷車に載せて手で引いて来た。こうした手車隊の一つがマーティン手車隊である。 

彼らは途中ワイオミングで吹き荒れる猛吹雪のために立ち往生し，食糧が尽きて氷点下の中で 

死に直面した。ブリガム•ヤングは彼らを救うために救援隊を派遣した。その帰途，マーティン 

手車隊と救援隊は，一面に氷の漂う河に出た。 

「この河を渡るには，人間の能力を超えた勇気と不屈さが要るように思われた。女たちは後ず 

さり，男たちは泣きだした。それでも何人かは河を渡ったが，残りの者には無理な試練であった。 

18歳になる3人の救援隊の少年が救いに立ち上がった。彼らは驚きの目を見張る人々の前で， 

この不幸な手車隊のほぼ全員を，氷に閉ざされた河の向こう岸へ運んで行った。その苦痛は並た 

いていのものではなく，あまりにも長時間河の水に身をさらしたため，何年か後に，3人ともそ 

のことが原因で亡くなってしまった。ブリガム•ヤング大管長はこの英雄的な行為を耳にすると， 

子供のように泣きじゃくり，後日次のような声明を発表した。『この行いだけでも，C •アレン• 

ハンテイントン，ジョージ.W•グラント，デビッド• P •キンボールは，終わりのない神の日 

の栄えの王国において永遠の救いを確実に得るであろう。』」（リロイ.R•ヘイフン，アン.W* 
ヘイフン共著，Handcarts to Zion『シオンに向かう手車隊』pp.132—133) 

話し合い 真の慈愛を示すには，奉仕活動が人を驚かせる行為や英雄的な行為である必要はないことを指 

摘する。 

參どのような方法で周囲の人に愛を示すことができますか。 

活動とチヤレンジ 

まとめ 

「愛の自己評価表」を配り，自己評価をさせる。今週1週間よく祈り，集中的に努力すべき分 

野を一つ選ぶようにチャレンジする。 

一人の生徒にモロナイ7 :48を再び読ませ，この聖句が上記のチャレンジにどのように応用で 

きるか話し合う。 

証 

任意の活動と 

チヤレンジ 

次の活動の中から一つを選ぶよう生徒にチヤレンジしてもよい。 

1.特別な愛と関心を必要としている兄弟か姉妹を一人選び，その人と一緒に何かする。本を読 

む，外出する，あるいは話を聞いてあげるだけでもよい。 

2 .教会か学校で友達を欲しがっている若い男性を一人選び，その人と親しくなるように努力する。 

3.慈善活動に参加する。例えば地元の慈善団体で働く時間を取る，障害者のためのボランティ 

ア活動を行う，目の不自由な人のために本を読む，病院や診療所で医療奉仕をするなど。 

4.目標を達成した人，奉仕している人，あるいは周囲の人を幸せにしている人に心を配り，感 

謝や御祝いのカードを送る。 
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慈愛すなわちキリストの純粋な愛は，福音の 高の原則であることを説明する。これを身に付 

ければ，天父やイエス•キリストのようになることができるであろう。わたしたち一人一人に対 

する天父とイエス•キリストの愛について証する。 



愛の自己評価表 

家庭（愛は家庭から始まる） 

1.友達に親切にするように，自分の弟や妹にも親切にする。 

2.風呂やテレビなど，みんなが利用する物は家族のことを考えて使う。 

3.自分の時間を大切にするように，両親の時間を尊重する。 

4.家の中で，頼まれる以上のことをする。 

5.割り当てや分担がなくても手伝いをする。 

6 .家族に対して，愛していると言う。 

7 .祖父母と一緒に時間を過ごす。 

8 .自分の持ち物を家族に貸す。 

友達と同胞に対して 

1.友達に誠実である。 

2.友達のいない人とも親しくする。 

3 .人の気持ちを大切にする。 

4 .友達が注目され，称賛されるのを素直に喜べる。 

5 .自分が話す以上に，人の話に耳を傾ける。 

6 .相手の立場からものを見るよろに努める。 

7.地域社会に役立つように努める。 

8.困っている人を助けるように努力する。 

教師に対して 

1.注意して授業を聞く。 

2 .授業のために教師が費やした時間と労力に感謝する。 

3 .素直な気持ちで授業を受ける。 

4 .教師の気持ちを考える。 

神に対して 

1.毎日よく祈る。 

毎日救い主のようになろうと努力する。 

3.神の戒めを守るように努力する。 

4 .神権につける責任を尊んで大いなるものとする。 

5 .教会の召しを受け入れる。 

6 .教会の集会に出席する。 

7 .自分の出席している集会に積極的に貢献する。 

愛で満たされるように祈る（モロナイ7 ： 48参照) 

一度もした 

ことがない 
時々する 

ほとんど 

そ5する 
常にする 



キりス卜の霣葉を味わラ 

目 的 聖文の研究がいかに霊性を高め，信仰と証を強めてくれるか理解する。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。2 ニーフアイ31：20 ；アルマ32 ： 26 —
4
3 ； 3 ニーフア 

イ17: 2 - 3 ；モロナイ 6 ： 4 ；10: 3 - 4 ；教義と聖約18 ： 33 — 36 ； 88 ： 62 — 63。 

2 .教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.聖典に印を付けるための筆記具 

レッスンの展開 

引用を使った 

話し合い 

聖文の勉強は，天父に近く生活するのに役立つ 

參祈りが天父に届いていないと感じたことや，天父が遠く離れた存在で自分とは何の閨係もない 

ように感じたことはありませんか。 

•なぜそのような気持ちを感じるのでしょうか。 

參そのような気持ちを克服して再び天父を身近に感じるには，どうすればよいでしょうか。 

以下の引用文には，さらに霊性を高めたいと感じた教会指導者が行ったことが記されている。 

これを読んで聞かせる。 

スペンサー.W•キンボール大管長は使徒の時代に次のように語った。「わたしは自分が神と密 

接な関係を保てなくなったと感じるとき，また自分の祈りが神の耳に達せず，神の声が聞こえな 

いように思われるとき，わたしは神からはるか遠く離れていることを知る。そのようなとき，一 

生懸命に聖文を読むと，その距離は縮まり，霊性が回復してくるoAWhat I hope You will Teach 
My Grandchildren and All Others of the Youth of Zion『孫とシオンの青少年に教えてほしい 

こと』セミナリー•インスティテュート職員への講演，1966年7月11曰，p.6) 
キンボール大管長のこの証は，簡潔で説得力がある。キンボール長老は霊性を高めるために「一 

生懸命」聖文を読んだ。聖文を読まなければ，神との間に親密な関係を築き，それを維持するこ 

とは期待できない。大管長が次のように語ったのはそのためである。「教会の中央幹部は，個人と 

して，また家族として毎日家庭で福音の勉強をするよう，愛の心をもって勧めてきた。」（「聖文を 

調べなさい」『聖徒の道』1976年9月号，p.445) 
參聖文の勉強によって霊性を高め，神に近く生活できるようになるのはなぜでしようか。 

物 語 マリオン• G • ロムニー副管長が語った次の話は，真心を込めて聖文を読めば，だれでも霊性 

が高められることを示している。 

「わたしは何年も前に息子に聖典〔『モルモン書』〕を読んであげたときのことを覚えている。 

そのときわたしは2段ベッドの下に寝て，息子は上の段に上り，ニーファイ第二書の 後の3章 

を声を出して交替で読んでいた。息子の声は風邪をひいたようにかすれてきたが， 後の章まで 

読み終えた。そして読み終えるや，こう尋ねてきた。『パパ，パパも「モルモン書」を読んで泣く 

ことある？』 

『あるよ，時には主の御霊が「モルモン書」は正しいとわたしに強く証をするので，そのとき 

は泣くよ。』 

『ああ，そう。ぼくも今そう感じたんだよ。』 

……わたしは，この書物はわたしたちが読み，従うために主が与えてくださったということを 

よく知っている。これほどわたしたちを主の御霊に近づけてくれるものはない。」(Look to God 
and Live ； Discourses of Marion G. Romney『神に頼って生きるようにしなさい——マリオ 
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黒板を使った 

活動 

ン • G • ロムニー説教集』ジョージ• J • ロムニー編，pp.xii — xiii) 

鲁ロムニー副管長は，御霊に近づくことと聖文について何と言っていますか。 

參聖文を読んでいるときに霊的な経験をした人はいますか。 

聖文の勉強は，天父とイエスがわたしたちに望んでおられることを知る助けになる。神の教え 

を理解して実践すれば，天父とイエスにもっと近く生活できるようになる。 

神の言葉によって養いを受ける 

以下の聖句を読んでもらい，聖文の読み方を示した語句を探すように言う。生徒の答えを聞き 

ながら，黒板に以下の事柄を書いていく。 

聖句を使った 2 ニーフアイ31：20を読む。 

話し合い •ニーフアイはキリストの言葉をどうするように教えていますか。（よく味わう。） 

•よく味わうとは，どのような意味でしょうか。 

志く味わうということは，少し含んだり，試食したりする程度のことではない。それは心の中 

で晩餐会や祝宴を開くようなもので，そこには一度では食べ尽くせないたくさんの食物が用意さ 

れている。 

3 ニーフアイ17 ： 2 - 3を読む。 

參主の言葉をさらによく理解するために，ニーフアイ人は何をするように言われましたか。 

主の言葉を理解するには，ただ学ぶだけでは，また一度読むだけでは不十分である。イエスは 

それを理解しておられた。 

參深く考えるとは，どのようなことでしょうか。（心の中で思い計る，熟考する，思い巡らす。） 

モロナイ10 ： 3 - 4を読む。 

•モロナイは『モルモン書』を読んでどうするように勧めていますか。 

春聖文の言葉について深く考え，キリストを信じながら，誠心誠意で尋ねる人には，どのような 

約束が与えられていますか。 

教義と聖約88 ： 62_63を読む。 

參イエスは，主の言葉をどうするように勧めておられますか。 

•これらのことを行う人は，主からどのような約束を受けるでしょうか。 

モロナイ6 ： 4を読む。 

參なぜパプテスマを受けた人々の名前が記録されたのでしょうか。（「彼らが覚えられ，神の善い 

言葉で養われ」るため） 

參養うとは，どのような意味でしょう力、 

養うとは，命と成長に必要な食糧やそのほかの物を供給することを意味する。 

參よく味わい，深く考え，養いを受けることの間には，どのような関係があるでしょう力、。 

聖文の言葉にっいてよく味わい，深く考える人は霊性を養われる。（1)神の言葉をよく味わい， 

(2)心の中で深く考え，（3)キリストの名によりそれらのことを神に問うならば，神の御霊すなわ 

ち聖霊によって養われ，キリストの声を知るに至るであろう。 
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聖 句 鍵の言葉 意 味 

2 ニーフアイ31:20 よく味わう豊かな食物を取る 

3 ニーフアイ17: 2 — 3 深 く 考 え る 熟 考 す る 

モロナイ10: 3 — 4 深く考える思い計る 

教義と聖約昍： 6 2 — 6 3深く考える思い巡らす 

モロナイ6:4 養う 命や成長に必要なものを与える 
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聖典を読むことは信仰と証を強める 

聖句を使った アルマ32 ： 26—43を読ませる。 

話し合い 參信仰を育てる第1歩は何ですか。（目を覚まし，実際に試し，信じようとする望みを持っ〔27節 

参照〕。これは植え付けの前に，土地を耕すことにたとえられる。） 

參次の段階は何でしょうカゝ 。（種をまくこと） 

眷この種は何を表しているでしょうか。（神の言葉） 

春種が良いことは，どのようにして分かりますか。（種が芽を出し，生長し始め，わたしたちの心 

を広げ，理解力を増し，良い気持ちを与える。） 

•芽を出したばかりの種が養いを受けなければ，どうなりますか。（根がつかず，ついには枯れて 

しまう。） 

眷養われた場合はどうなりますか。（生長して，食べられる実を結ぶ。） 

眷信仰と証はどのような点で草木と似ていますか。（成長し発達させるためには養う必要がある。） 

•わたしたちはその木をどのようにして養うことができますか。（信仰〔41節〕と神の言葉を味わ 

い続けることによって。） 

この箇所には，神の言葉を心に植え付けることが信仰と証を育てる鍵であるとはっきり教えら 

れていることを説明する。 し… 

預言者ジョセフ•スミスは次のように述べている。「信仰は，神の僕の証を通して神の言葉を聞 

くことによって得られる。」{History of the Church『教会歴史』3 ： 379) 

まとめ 

聖文から学んだように，謙遜な気持ちで聖文を味わい，深く考える人は，御霊の力によつて養 

いを受けることを説明する。わたしたちは聖文を読むとき，御霊を感じ，キリストの言葉をよく 

味わい，主の声を知り，認めることができるようになる。 

キリストの言葉をよく味わい，家庭やホームティーチンダの場において，あるいは話をすると 

きに，神の言葉でほかの教会員を養うようにチャレンジする。 

MP,アダムの堕落，聖霊の賜物などのテーマを選び，『聖句ガイド』を参照して関連する聖句 

を幾つか読ませる。この活動は生徒たちに福音の原則や教義に対するテーマ別の学習を経験させ 

るうえで役立つであろう。 

アドバイザー 

の提示 

チヤレンジ 

活動の提案 
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第40腰 伝道活動の実践 

目 的 キリストに対する信仰と熱心な努力によつて伝道活動が実り多いものになることを理解する。 

举 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。アルマ17: 6—11;26: 23 — 31，35:教義と聖約1： 

19 一 23。 

2 .教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.レッスンの中にある霊的•情緒的な準備のための提案を記入したカード（人数分） 

c .聖典に印を付けるための筆記具 

3.任意一「勧告に従うとき幸福になる」の部分での話し合いのために， 近の帰還宣教師に 

出席を依頼する。その際，監督の許可を得ておく。 

アドバイザーへ 伝道は楽しく報いも大きい力れ熱心な働きと献身が要求される。伝道活動の現実は肯定的な方 

法で示されるべきであって，否定的な印象を与えてはならない。十分な努力を払うように期待さ 

れていることを理解させる。 

レツスンの展開 はじめに 

物 語 以下の物語を話す。 

ある伝道部に，長年伝道活動の行われてきた町がありました。小さな町でしたので，すべての 

家に何度も何度も教会のちらしが配られ，町の人たちは末日聖徒の宣教師を見ただけで分かるほ 

どでした。数年来，改宗者が現れず，この地域に赴任してきた宣教師たちは，この町を伝道部の 

中でいちばん伝道しにくい場所だと思うようになりました。要するに，ほとんどの宣教師はこの 

町に送られて来ると，熱心に働かなくなったのです。改宗者のまったく現れない場所だと評判が 

立っていたからです。 

その町は伝道部長の悩みの種でした。しかし，福音を受け入れる人々がいるように思えたので， 

伝道部長は断食をして祈りました。その結果，現在いる宣教師を転勤させ，代わりに町の評判を 

知らない二人の教師を送ることに決めました。候補に上った二人の宣教師は，伝道に召されてま 

だ2，3か月でした。宣教師の交替が行われ，伝道部長は 初の週間報告書を待ちました。 

初の週の報告書には，伝道に対する多くの障害力《教会員や教会外の人々の間にあることが書 

かれていました。2回目の報告書には，宣教師たち力{福音を宣べ伝えるために献身していること 

を教会員や，教会外の人に知ってもらうために，キャンペーンを始めたことが書かれてありまし 

た。二人の宣教師は断食し，祈りました。その結果，会員の家には紹介の名前をもらうためにだ 

け行くべきであると強く感じました。また，朝伝道を始めてから夜終えるまで，アパートに帰る 

べきではないと感じました。さらに，勧められている時間より1時間早くアパートを出るべきで 

あるという結論に達しました。キャンペーンを始めた 初の1週間，二人は伝道に関する話だけ 

を聖典の中から読みました。 

3回目，4回目，5回目の手紙には一生懸命働いていることが書かれていました力れ特に目立っ 

てレッスンが増えたわけではありませんでした。しかし彼らが伝道に費やす時間は増え，ついに 

伝道部内のどの宣教師よりも毎週20時間は多く働くようになっていました。 

6週目になると，一つの家族が興味を示してレッスンを受け始めたという報告が上がってきま 

した。彼らは会員たちにもレッスンに参加してもらい，その家族は教会に来るようになりました。 

教会員は小さな支部に新しい会員が何人か加わるかもしれないということで活気づき，友人に宣 
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教師が訪問して家庭集会を開いてよいか尋ねるようになりました。やがて，二人の宣教師が見つ 

けた 初の家族がパプテスマを受け，支部の雰囲気はいっそう盛り上がりました。 

10週目になると，宣教師は多くの求道者にレッスンをするようになり，ちらしを配っている時 

間はほとんどなくなりました。支部の会員たちは伝道活動に大変熱心になり，町で宣教師に会う 

と彼らを止めて，福音に関心のある新しい人について話すようになりました。宣教師は勤勉に働 

き続け，そのうわさは伝道部中の宣教師たちの間に広がりました。しばらくすると伝道部全体の 

宣教師の伝道時間まで増加していきました。今ではその町は伝道活動が非常に活発なために，ど 

の宣教師もそこへの転勤を望むようになりました。 

話し合い 參何がこの町の伝道活動を変えたのでしょうか。（二人の宣教師の献身，主の導きを受けるための 

断食と祈り，熱心な働き，会員たちをレッスンに参加させたこと） 

鲁その町に転勤して 初の1週間，宣教師はどのように感じたと思いますか。 

參その町での伝道の後，宣教師は同僚に対して互いにどのような気持ちを抱いたと思いますか。 

聖句を使った 

話し合い 

伝道活動には喜びが伴う 

一人の生徒に教義と聖約1：19 —23を読ませる。この聖句に印を付けるように勧める。 

•「世の弱い者たち」とはだれのことでしよう力、 

•「肉の腕に頼ることのないように」（19節）とは，どのような意味でしようか。 

ほとんどの宣教師は，福音を教えるための学習や訓練をあまり経験していない。しかし，福音 

に対する強い証と熱心な働きにより，真理について証できるのである。 

•「主なる神……の名によって語る」（20節）には，何をしなければなりませんか。 

聖文からの物語 レーマン人への伝道に備えたモーサヤの4人の息子たちについて簡単に話す（アルマ17: 6 — 

11参照)。この若者たちは初め教会に反抗していたが，やがて改宗した。そして福音の重要性に気 

づいたとき，その祝福をほかの人たちにも与え，神の教会の評判を落とした償いをしようと思っ 

た。彼らはレーマン人の間で伝道を行う許しを願った。そして，14年間宣教師として働き，あら 

ゆる種類の迫害と艱難に遭った。しかしついに大勢のレーマン人たちの生活を変え，主の戒めを 

守ることから来る平安を享受できるように助けた。伝道を終えた後，彼らは教会の頭であったア 

ルマと会い，各々の伝道について報告した。 

聖句を使った 

話し合い 

アルマ26 ： 23 —26を読ませ，レーマン人の中でのアンモンとその兄弟たちの働きの結果につい 

て話し合う。 

眷伝道を始めたころのレーマン人は何を好んでいましたか。 

答えとして23節と24節を読む。 

參当時と比較して現在では，伝道活動の状況が良くなっていますか，悪くなっていますか。 

•レーマン人を改宗させる見込みについて，ニーファイ人はどのように考えていたでしょう力、。 

(それは無駄な努力であって，レーマン人に福音を宣べ伝えるよりも彼らを滅ぼしてしまいた 

いと思っていた。） 

一人の生徒にアルマ17: 6—11を読ませる。 

春モーサヤの息子たちはどのようにして伝道に備えましたか。 

參主は彼らに何をするように命じられましたか。（模範を示す〔11節参照〕。） 

アルマ26 ： 27 —31を読む。 

參モーサヤの息子たちはどのような方法を使って， 終的にレーマン人の生活に影響を及ぼしま 

したカゝ 。 

アルマ26 ： 35を読む。 

•アンモンとモーサヤのそのほかの息子たちは，伝道の終わりにどのような気持ちを感じました 

か。 

宣教師としての自分たちの成功よりも，レーマン人の生活が変わつたことに対する感謝の気持 
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ちが大きかったことを指摘する。 

アドバイザーの提示 必ずしもすべての宣教師がモーサヤの息子たちのような経験をし，大変な窮乏生活を強いられ， 

後に大勢の人々を改宗できるというわけではない。宣教師に与えられている約束は，天父のた 

めに熱心に働く機会が与えられるということである。主の業のために自分の持てるすべてを差し 

出すときに，宣教師は喜びを感じることができる。しかし大勢の人々にバプテスマを施すという 

約束は受けていない。宣教師は自分が主の道具となって，人々に福音の祝福を受け入れる機会を 

与えていることに気づくであろう。伝道活動は正しい精神を持って行うならば，心躍る実り多い 

ものとなり，霊的成長のすばらしい機会となるであろう。 

物 語 ロレンゾ•スノーと彼の同僚は，伝道活動を開始するために，ブリガム•ヤングによってイタ 

リアに派遣された。しかし 初は落胆に押しつぶされそうであった。備えられた人を見つけるの 

に苦労していたとき，ロレンゾは次のように報告している。「御霊が明らかにされたことは，主が 

アルプス山脈のどこかに民を隠しておられるということと，この閨に覆われた国の中で何か重要 

なことを始められるということであった。」 

この霊感を行動に移した宣教師たちは，イタリア北部のピエモンテ峡谷へ旅して，ワルド一派 

の人々，すなわち頭は固いが敬虔なプロテスタント教徒に伝道することにした。昔のアンモンの 

ように，宣教師たちはまず，友情と信頼を勝ち得ることによって人々を備えようとした。これは 

実に困難な仕事であったが，1850年9月6日にある出来事が起こってからは，外国人のメッセ一 

ジを聞くために人々の心が開き始めた。 

その日，宣教師が滞在している家の3歳の息子が，重い病気にかかった。ロレンゾと同僚は， 

ジョセフという名のその子供を見て，手の施しようがないと感じた。彼はこう記している。「眼球 

は反転し，まぶたは閉じたままで，顔はやせこけて青白く， 後が近いことを示すはん点が現れ 

ていた。冷たい死の汗が体を覆い……今にも命が尽きようとしていた。」母親は泣き崩れ，父親は 

子供の頭を抱いて「死んでしまう，死んでしまう」とささやくように言った。 

ロレンゾは，この機会に子供を癒し，停滞している伝道活動を促進できると思った。その夜， 

彼は神に導きを求めて何時間も祈った。翌日，同僚と一緒に断食し，人目を避けて近くの森に入っ 

た。そこで真心からの神聖な祈りによって主を呼び求め，子供が助かるように願った。3時ごろ 

町に戻った長老たちは，その子供に癒しの儀式を施した。父親の話によると，効果はすぐに現れ 

て快復に向かい，翌朝には，小さなジョセフ•ガイは全快していた。 

神の憐れみと神権の力によって，子供の命が救われたのである。さらに，多くの人々の心が和 

らいで，固く閉ざされていたドアが，宣教師に対して開かれるようになった。そして宣教師のメッ 

セージへの深い関心が，かつてロレンゾ•スノーと同僚に向けられていた敵意に取って代わった。 

多くの人が教会に加わり，イタリアにおける偉大な改宗の業が始まったのであった。（フランシ 

ス• M •ギボンズ，Lorenzo Snow ； Spiritual Giant ’ Prophet of God『ロレンゾ•スノー；霊 

的な巨人，神の預言者』pp.60 —71参照） 

•イタリアにおけるロレンゾ•スノーの経験とレーマン人の中でのアンモンの経験は，どのよう 

な点が似ているでしょうか。 

參ロレンゾ•スノーと同僚は，福音に対して人々の心を開く方法をどのようにして見つけました 

か。 

勧告に従うとき幸福になる 

帰還宣教師による 教会の伝道管理委員会は宣教師の指針となる『宣教師の手引き』を作成していることを説明す 

話し合い る。レッスンのこの部分の提案は，アロン神権者が宣教師に期待されている事柄を知るうえで役 

立つであろう。これらの提案が成功する宣教師となるために役立つことと，利己心を捨てた奉仕 

が伝道活動に喜びをもたらす要素であることを生徒たちに理解させる。 

帰還宣教師に話し合いを導いてもらうか，教師自身が司会をする。以下の項目を記したカード 

を生徒の人数分用意し，生徒がそれについて考え，家に持ち帰れるようにする。 
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第18課 

霊的な準備 

1.あなたの同僚を愛しなさい。何をするときでも彼と一緒にしなさい。いつもともにいなさい。 

彼が成功するように助けなさい。 

2.—人で祈り，同僚とともに祈りなさい。 

3.福音の諸原則を深く考えなさい。霊的な進歩は神の言葉を読んでその意味を深く考えること 

によってもたらされます。 

4.自分を捨てて働きなさい。あなたの生活から家族，学校，ガールフレンドや世俗的なすべて 

の思いや考え，話を取り除きなさい。ほかの人に奉仕することであなた自身を忘れなさい。 

5.特別な場合を除き，月に1度，断食をしなさい。 

精神的な準備 

1.福音を勉強しなさい。 

a.毎日，同僚と1時間，福音の勉強会を持ちなさい。 

b.少なくとも毎日1時間，個人的な福音の勉強をしなさい。 

c .聖文を調べなさい。 

2.成功しているという態度を持ちなさい。成功すると決心しなさい。有能な宣教師は主への信 

仰を固く持っています。 

3.肯定的な考え方をしなさい。気候，人々，国，その地域について否定的な事柄を言ってはな 

りません。宣教師として召されている特権を天父に感謝しなさい。 

4.個人的な目標を定めなさい。 

a.宣教師は一人残らず個人的な目標を立てるべきです。 

b.同僚との意志の疎通は，有能な宣教師となるための基本的な第一段階です。 

証とアドバイザー 

の提示 

まとめ 

伝道は神聖なものであることを証する。次のような考えを2，3述べてもよい。 

伝道活動には熱心な働きと主に対する献身が要求される。バプテスマが頻繁に行われている場 

所へ行く宣教師もいれば，ほとんど行われていない場所へ行く宣教師もいる。しかし主が測られ 

る成功の基準は，パプテスマの数にあるのではなく，福音をまだ受け入れていない人々を助ける 

ために払った宣教師の無私の努力にある。宣教師の成功を測る尺度は，主から与えられた責任を 

どの程度行ったかという点にある。初めて経験するような悲しみや喜びがあるであろう。しかし 

宣教師が主に仕えるとき，そこには大きな満足をもたらす霊的な経験もあるのである。このよう 

な霊的な経験を通じて，残る生涯に霊的な成長を遂げるための強固な土台を築くことができる。 

そして，同僚やそのほかの宣教師，会員，改宗者との間に永遠に続く友情を築くであろう。また， 

想像もできないような幸福と喜びを味わうであろう。 

チヤレンジ 勤勉さや自己犠牲，成功しているという態度，中でも天父と救い主に近くあること，これらの 

特質をはぐくむようにチャレンジする。 

定員会の活動 宣教師が行う家庭集会に参加するために，教会員でない友達の一人に働きかけるように勧める。 

また，地元で働いている専任宣教師と一緒に伝道できるように調整してもよい。この活動はワー 

ドの伝道主任を通して調整できる。クラスの生徒数が多い場合は，この活動を終えるのに数か月 

を要するかもしれないが，生徒にとって意義ある経験となるであろう。 

167 



第41課 さらに救い主のごとく 

目 的 イエス•キリストが自分の救い主であることを理解し，さらに主に似た者となるよう努力する。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。マルコ2 ：17 ；ヨハネ14: 6 - 7 ；モーサヤ3 ：17 ； 

5 : 7 — 8 ;アルマ 5 ：14 — 16 ； 3 ニーファイ 9 ：14 ；教義と聖約88 ： 63，67 — 68。 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.視覚資料15「戸口に立つイエス」（『福音の視覚資料セット』237) 
c .聖典に印を付けるための筆記具 

レツスンの展開 はじめに 

聖句を使った 生徒たちにヨハネ14 ：16とモーサヤ3 ：17を読ませる。 

話し合い 參これらの聖句は，救いを得る方法について何を教えていますか。 

•救い主はわたしたちの救いのために何をしてくださいましたか。 

このレッスンでは，さらに主を愛し主に似た者となれるように，救い主について学ぶことを説 

明する。 

イエス•キリス卜を「父」と呼ぶ場合がある 

黒板を使った 「父」とは，生命を授ける人を指す。天父はわたしたちに，霊の子供としての生命を与えてく 

話し合い ださった。聖典には，イエス•キリストが「父」と呼ばれる理由が説明されている。 

生徒たちにモーサヤ5 ： 7 —8を読ませる。 

參ベニヤミン王は，わたしたちが霊的にキリストから生まれると話していますが，これは何を意 

味しているのでしょう力、 

アドバイザーの提示 ベニヤミン王はバプテスマの聖約について語っていることを説明する。救い主はわたしたちに， 

主を信じること，バプテスマを受けること，そして聖霊を常に伴侶とするのにふさわしくあるこ 

とを教えられた。これらのことを行うとき，わたしたちの心は変わって，救い主のようになりた 

いという望みを持ち，罪に加わることを願わなくなる。 

わたしたちの心が変わって救い主のようになる過程が，霊的にキリストから生まれると呼ばれ 

る。そしてキリストから生まれるとき，わたしたちはキリストの息子，娘になるのである。 

聖句を使った 

5舌しロし、 

クラスの生徒たちはすでにバプテスマを受けていることを説明する。しかし，バプテスマを受 

けた人がすべて，霊的にキリストから生まれたわけではない。アルマが教会の会員に尋ねた質問 

について考えるように言う。 

生徒たちにアルマ5 ：14—16を読ませる。 

自分がどのくらい救い主に似た者となっているか考えるように提案する。以下の質問について 

考えさせてもよい。 

•善を行いたいという大きな望みがあるだろうか。 

•罪に対するあらゆる望みを捨てているだろうか。 

參救い主を信じ，忠実な人に永遠の命を与えるという約束を信じているだろうか。 

アドバイザーの提示 イエス•キリストが「父」と呼ばれるもう一つの理由は，主の御心と御父の御心が同じだから 
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である。イエス•キリストは天父から「天においても地においても，一切の権威を受けられた。」 

(教義と聖約93:17)天父が語られることや行われることを，そのままイエスは語り，行われる 

のである。 

聖句を使った 

生徒たちにヨハネ14: 7を読ませる。 
5 d
 參なぜイエスは，御子イエス•キリストを知るなら御父を知ると言われたのでしょうか。 

イエス•キリス卜はすべての人が主のもとに来るよう望まれる 

視覚資料を使った 視覚資料15「戸口に立っイエス」を見せる。 

話し合い 參この扉について，何か気づくことがありますか。（扉の外側に取っ手がついていない。） 

參キリストが中に入ろうとしておられるなら，わたしたちは何をしなければなりませんか。（内側 

から扉を開けて，招き入れる。） 

生徒に3 ニーフアイ9 :14を開かせる。その聖句を読み，印を付けて話し合う。 

キリストがわたしたち一人一人を主のもとに来るよう招いておられることを理解させる。しか 

しわたしたちは，主の招きに応じることを自ら決意しなければならないのである。 

物語を使った 次の体験談を読む。 

話し合い 「暖かい砂も青い波もない2年間を間近に控えて，わたしは友人のゲイブンと一緒にサーフィ 

ンに出かけました。夏の終わりには，アイスランドへ伝道に行くことになっていたのです。 

ゲイブンとわたしは，サーフボートを担いで急な坂を下りて行きました。沖の風によって2 メー 

トル近くの波がなだらかに打ち寄せるのが，サーファーの目に美しく映りました。 

丘のふもとには15メートルの崖があって，狭い砂浜へと続いていました。浸食された溝に沿っ 

て絶壁を降り，そして 後に3 メートルほど上って砂浜に着きました。サーフボードをひもで足 

に結ぶと，海草の多い波打ち際からサーフィンに適した沖に向かって漕ぎ出しました。 

その日は，わたしが経験した中で 高のサーフィン日和でした。空気も海水もきらめいて暖か 

く，潮風が頰に心地良く感じました。海鳥が頭の上を旋回し，絶えず鳴いていました。波乗りは 

長い距離にわたり，スピードも速く，完璧でした。ゲイブンとわたしは，曰が暮れるまでそこで 

架しみました。 

たそがれ時の暗くなり始めたころ，ゲイブンが 後の波をとらえました。水平線の方を見ると， 

特大の波が続いて来るようなので，わたしは次まで待つことにしました。そのかいがあって，  

後に距離の長い激しい波に乗ることができました。 

わたしは砂浜に向かって漕ぎ始めましたが，潮の流れで押し戻されました。明かりはほとんど 

見えなくなりました。それでも何とか崖下までたどり着きました力れ潮が思った以上に満ちてい 

て，砂浜は海の下でした。波が次々と打ち寄せ，崖に当たって砕け散っていました。その崖を登 

らなければならないのです。初めは，泡立つ辺りから離れて，もっと簡単な方法を見つけようと 

無駄な努力をしました。そして 後には勇気を奮い起こして，やってみることにしました。 

崖を登るのは，昼間に降りたのとはまったく違いました。あのとき崖は乾いていたし，海面は 

ずっと低かったのです。ところが今は，表面が滑りやすく，わたしの周りには海水が渦巻いてい 

cKしたO 
崖の溝は不安定で，それ以上登れない所まで来ました。右手の上の方にあと少し手を伸ばせば 

よいのですが，届きませんでした。右手に持っている重いサーフボードは，まだ足に結ばれてい 

ました。もし手を放せば，サーフボードはたちまち波にさらわれて，わたしを岩から引きずり落 

とすでしょう。また左手は体を支えているので，動かせません。完全に行き詰まりました。 

そのとき，すでに崖の上に登っていたゲイブンが，突然わたしのすぐ上に現れました。ほんの 

一瞬，わたしは愚かな高慢から，助けを受けるべきでないと考えました。『自分の力でここまで来 

たんだ。 後まで一人でできるさ。』しかしすぐに，重荷になっていたサーフボードを喜んで手渡 

しました。そして自由になった右手でしっかりと岩をつかんで，崖の上に登りました。 

夏が終わり，わたしは飛行機でアイスランドへ行きました。気候は 悪で，伝道は難しく，寒 
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くて雨の多い 初の1か月が過ぎると，わたしは落胆に沈んでいました。 

もっと伝道に集中し，聖文を研究することによって立ち直ろうとしましたが，わたしの自信は 

失われたままでした。 

ある薄暗い日に，アイスランド警察から外出しないように警告されました。北極の寒波と暴風 

が来るからです。わたしはアパートのソファーに座っていました。様々な思い出をたどっていた 

とき，故郷の崖を登っていた自分が頭に浮かびました。外のブリザードを見て，自分がもう一度， 

同じ状況に置かれていることに気づきました。わたしは崖に向かって泳ぎ，全力を尽くしました 

が，自分の力ではどうにもならない状態でした。 

マタイによる福音書の言葉を思い出しました。『しヵゝし，風を見て恐ろしくなり，そしておぼれ 

かけたので，彼は叫んで，「主よ，お助けください」と言った。イエスはすぐに手を伸ばし，彼を 

つかまえて言われた，「信仰の薄い者よ，なぜ疑ったのか。」j (マタイ14 ： 30 —31) 
自分の力は尽きて，これ以上登ることのできないわたしは，自らへりくだって救い主の手にす 

がるしかなかったのです。伝道部長が授けてくれた神権の祝福の中で，求めている確信が得られ 

ると告げられました。わたしは主に頼りました。天使も光の柱も見ませんでしたし，外では嵐が 

荒れ狂っていましたが，わたしは自分が必要としていた力という賜物を受けたことを知りました。 

救い主は生きておられ，あらゆる波からわたしたちを引き上げてくださいます。わたしに差し 

伸べられた主の手は，すべての人に差し伸べられるのです。」（トーマスづ•イーストマン“ Saved 
from the Surf，New Era「波から救われて」『ニューエラ』1994年4月号，pp.12 —14) 
•この物語を聞いて，救い主についてどのように感じました力、。 

•キリストについて堅固な証を得るには，罪から完全に離れることが不可欠でしょうか。 

救い主はわたしたちに，今のままで主のもとに来るよう願っておられることを説明する。主の 

もとに行くのに，完全である必要はないのである。 

聖句を使った 

5舌レ口し、 

だれかにマルコ2 ：17を読ませる。 

參救い主はどのような意味でこの言葉を言われたのでしょうか。 

主はわたしたちに，主に近づく前に不完全なところを直すように求めてはおられない。そのこ 

とを説明する。わたしたちが不完全なまま主のもとに行き，それらを悔い改めて克服したいと望 

むなら，主はわたしたちを助けてくださるのである。 

わたしたち一人一人が世の救い主を知り，その力と影響を自分の生活の中に受けられることを 

強調する。主はわたしたちに，完全であることを求めておられるのではなく，完全になるよう努 

力することを求めておられる。 

聖句の提示 教義と聖約88: 63を開けて，生徒たちに読ませる。救い主を見いだすために行うべきことを表 

す言葉を挙げるように言う。「わたしに近づきなさい」「熱心にわたしを求めなさい」「たたきなさ 

い」など。これらの言葉から明らかなように，救い主に近づくには，多大の努力が必要なのである。 

黒板を使った 

e£しaし、 

黒板に「どうしたら救い主に近づけるか」と書く。この質問について考えさせ，生徒たちの答 

えを黒板に書き出す。次のような答えが出るであろう。罪を悔い改める，戒めを守る，祈りを通 

して主に近づくようにする，救い主がされたように奉仕する。 

わたしたちが主を愛し，主に近づくならば，教義と聖約88 ： 67—68に記録されている約束を受 

けるであろう。生徒たちにこの聖句を読ませ，その内容について話し合う。 

まとめ 
あがな 

訨とチヤレンジ イエス•キリストはわたしたちの救い主であり，贖い主であることを証する。主はわたしたち 

のために地上に降臨し，生活し，死なれた。わたしたちは主に似た者となるために自分にできる 

ことをすべて行うとき，救い主に近づくのである。 

今週1週間，できるかぎりイエス•キリストのような行動をするようにチャレンジする。キリ 

ストのようになろうと努力するときに，主の御霊を祈り求めるように勧める。 
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謙通で棄蘭になる 

目 的 謙遜で素直になりたいと思うようになる。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。出エジプト18 ：13-18，21—24 ；民数11：27—29 ：マ 

タイ18: 4 ；ヤコブの手紙4 ：10 ；モーサヤ11：27-28 ；12 ：1，9 ；17 ： 5—13;教義と 

聖約1：28 ； 67 ：10 ；112 ：10 ；136 ： 32。 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.視覚資料16「弟子の足を洗うイエス」（『福音の視覚資料セツト』226) 
c .筆記用具（人数分） 

d .聖典に印を付けるための筆記具 

3.本課の 後にある「言葉のリスト」を人数分複写しておく。 

主の僕は謙遜である 

參謙遜とは，どのような意味だと思いますか。 

この質問について話し合ってから，「言葉のリスト」と給筆を配る。謙遜さを表す言葉を丸で囲 

み，そうでない言葉は線を引いて消す。この活動は5分以内で終わらせる。 

次の点を説明する。謙遜な人は柔和で素直である。神に頼り，神の御心に従いたいと願ってい 

る。人には犬いなる価値があることを知っている。主の雄々しい僕になりたいと願う人々は謙遜 

である。 

モーセは謙遜のよい模範であることを説明する（民数12: 3参照)。モーセは男子60万人と女子 

供を導いて約束の地へ旅をした（出エジプト12: 37参照)。彼は主の言葉を民に告げる預言者で 

あった。モーセは，ほかの人が神権の力を行使するのをねたむこともできた。しかし，宿営の中 

で二人の男が民に預言をしたとき，モーセは謙遜な態度を示したのである。 

民数11：27—29を生徒に読ませる。 

參預言した二人の男に対して，モーセはどのような態度を示しましたか。（モーセは主から賜物を 

受けた人々をねたまなかった。主のすべての民が，主の御霊によって祝福されるのを願ってい 

た。） 

一人の生徒に出エジプト18 ：13 — 18，21—24を読ませる。 

眷しゅうとのエテロが民の事件を処理する方法や指導方法について助言をしたとき，モーセはど 

のような態度を示しましたか。 

次の点を指摘する。モーセはすでに80歳を越えていたが，向学心を維持していた。彼は感謝し 

てエテロの助言を受け入れ，時を置かず実行に移した。素直だったからである。 

これらの模範から，モーセが柔和で謙遜であったことが分かる。また勇気と強さを示した例も 

める。 

參モーセはどのような場面で，勇気と強さを示しましたか。 

次のような例をニつ挙げるとよい。主の御心をエジプトのパロに恐れず告げた（出エジプト7 ： 

10，20; 8 ： 5—10，29 ；10 ： 24 —29参照)。偶像崇拝に走った主の民を叱責した（出エジプト32 ： 

15 — 20，30参照)。これらの模範から，柔和であることは弱さを意味するものではないことが分か 

る。 

レッスンの展開 

配付資料を 

使った活動 

聖句を使った 

話し合い 
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物 語 ジョセフ•スミスは親切と謙遜の徳を身に付けていた。ジョセフ•スミスの17歳のホームティー 

チャ一，ウィリアム• F•カフーン兄弟が語った以下の物語がそのことを教えてくれる。この話 

をよく聞いて，どのような点から預言者とこの少年が謙遜で素直であることが分かるか考えるよ 

ぅに言ぅ。 

「わたしはワードティ一チャーとして聖徒の家庭を訪れるように召され，任命された。わたし 

は責任をよく果たしていたが，やがて預言者の家を訪問する責任を与えられた。まだ，17歳の若 

さであったので，わたしは教師として預言者の家を訪問するのが怖く感じられた。そして，この 

責任を返上しようとさえ考え始めた。しかし結局は預言者の家に行くことにし，ドアをノックす 

ると，預言者がすぐに出てきた。わたしはそこに立ちつくし，震えながら言った。 

『ジョセフ兄弟，ワードティーチャーとしてお伺いしました。差し支えなければおじゃました 

いのですが。』 

彼は答えた。『ウィリアム兄弟，どうぞお入りください。よく来てくださいました。そのいすに 

腰かけてください。今家族を呼んできますから。』 

ほどなく家族が集まって座った。•預言者は，『ウィリアム兄弟，さあわたしも家族も謙遜に正直 

な気持ちで集まっています』と言って座った。『どうぞ気づいたことを何でもお尋ねください。』 

すでに恐れも震えも止まっていた。そこでわたしは言った。『ジョセフ兄弟，あなたは御自分の 

信仰に生きるよう努めていらっしゃいますか。』 

彼は答えた。『はい。』 

そこでわたしは，『御家族と一緒に祈っていらっしゃいますか。』と尋ねた。 

『はい』と彼は答えた。 

『ご家族に福音の原則を教えていらっしゃいますか。』 

『はい，教えるように努力しています。』彼は答えた。 

『食事の祝福をしていらっしゃいますか。』 

『はぃ。』 

『家族と仲良く平和に暮らしていらっしゃいますか。』 

彼は仲良く暮らしていると答えた。 

次にわたしは預言者の妻エマ姉妹の方を向いて言った。『エマ姉妹，姉妹は御自分の信仰に生き 

ようと努めていらっしゃいますか。子供には両親に従うように教えていらっしゃいますか。祈る 

ように教えていらっしゃいますか。』 

この質問にエマ姉妹は，『はい，そうするようにしています』と答えた。 

次にわたしはジョセフ兄弟の方を向いて言った。『ワードティーチャーとして質問することは全 

部済ませました。今度はわたしに何か忠告があればおっしゃってください。』 

彼は言った。『神があなたを祝福されますように。あなたが謙逾であって忠実であれば，ワード 

ティ一チャ一として働くときに直面するあらゆる問題を解決する力が得られるでしょう。』 

それからわたしは，ワードティーチャーとして預言者と家族のうえに祝福があるように言って， 

別れを告げた。」("Recollections of the Prophet Joseph Smith" Juvenile Instructor「預言者 

ジョセフ•スミスの思い出」『ジュブナイル•インストラクターj1892年8月15日，pp.492 —493) 

話し合い •ジョセフ•スミスのどのような態度が，謙遜で素直であることを示していましたか。 

•どのようなところがウィリアム兄弟の謙遜さを示していますか。 

參主の正しい僕がとるべき行いについて，この話から何を学びましたか。 

ワードや支部の会員，あるいはほかの人の模範で，教師が知っている謙遜さの例を幾つか話す。 

高慢を避ける 

引 用 エズラ•タフト•ベンソン大管長の次の言葉を読む。 

「聖典の中には，高慢を良いものだと書いたようなところは1か所もありません。高慢はどの 

ような場合でも罪と見なされています。高慢と自尊心は別のものです。私が話したいのは，普通 

罪として扱われる誇りについてです。…… 
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本来，高慢とは神の御心を忘れ，自分の考えに固執したものの考え方です。高慢の反対は，謙 

遜，柔和，従順（アルマ13 ： 28參照)，あるいは素直さと言うことができます。…… 

『私はこの人生で何をしたいのだろうか』という考え方は，高慢さを示すものです。その対に 

あるのが『主は私にこの生涯において何をするように望んでおられるのだろうか』という考えで 

す。利己的な思いは神の思いとは相入れないものであり，結局神よりも人を恐れることなのです。」 

(「器の内側を清める」『聖徒の道』1986年7月号，p.6) 

聖句を使った 聖典には高慢な心に満ちた人の例があることを説明する。ノア王は抑制のきかない高慢と利己 

話し合い 心でいっぱいだった（モーサヤ11—12，17参照)。彼は邪悪な王で，自分には大きな権力と知恵が 

あるから主や預言者アビナダイから助けを受ける必要はないと感じていた。 

生徒たちにモーサヤ11:1 — 5，2 7 - 2 8 ; 1 2 : 1，9 ；17 ： 5-13を読ませる。 

鲁ノア王のどのようなところに，高慢さが表れていますか。（神の戒めに従わなかった。自分の罪 

深い生活を維持するために民を苦しめた。主の預言者の言葉を信じようとせず，ついには預言 

者を殺した。） 

• ノア王の行為は，ベンソン大管長の高慢の定義にどのように当てはまるでしょう力、 

ノア王とその民は進んでへりくだろうとしなかったので，レーマン人の捕虜となり，王は火あ 

ぶりで殺された（モーサヤ19章参照)。 

•わたしたちの高慢さは，どのようなところに現れるでしょうか。 

この質問について話し合う。次のような答えが出るであろう。神の戒めに従わない，生活の中 

で行うべきことについて神より自分の方がよく知っていると感じる，罪を悔い改めようとしない， 

自分は人より優れていると考える，人にひどい扱いをする。 

謙遜は豊かな祝福をもたらす 

視覚資料16「弟子の足を洗うイエス」（ヨノ、ネ13: 3 —9参照）を見せる。 

•この絵には，キリストの謙遜さがどのように表れていますか。 

主の もすばらしい約束の幾つかは，謙遜な人々に与えられることを説明する。生徒に以下の 

聖句を一つずつ割り当て，そこを開けて黙読させる。教師が約束を読み上げ，それに相当する聖 

句を生徒に当てさせる。正しく照合できたら，その聖句を読ませる。クラスが6人以上の場合は， 

一つの聖句を数人の生徒に割り当てる。 

視覚資料を使った 

5占しaし、 

聖句を使った 

eiSしaし、 

聖 句 

1.教義と聖約136 ： 32 

2 .ヤコブの手紙4 ：10 

3 .教義と聖約112 ：10 

4 .マタイ18 ： 4 

5 .教義と聖約1：28 

6 .教義と聖約67 ：10 

約 束 

1.謙遜であれば，主はわたしたちを導き，祈りにこたえてくださる。 

2.謙遜であれば，強められ，知識を授かる。 

3.謙遜であれば，主がわたしたちを高めてくださる。 

4.謙遜であれば，知恵が得られ，目が開かれる。 

5.謙遜であれば，主を見て知ることができる。 

6.謙遜であれば，天国で大いなる者となる。 
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まとめ 

チヤレンジ 以下のチャレンジを与える。 

1.ほかの人，特に自分の家族による謙遜な行いを観察する。 

2.自分の態度を評価し，謙遜さと素直さを表す機会を注意して経験する。 

柔 和 

尊 大 

優しい 

批判的 

言いなりになる 

傲 慢 

反抗的 

言葉のリス卜 
親 切 

独り善がり 

寛 大 

純 真 

忍 耐 

うぬぼれ 

素 直 
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思いと霣葉 第43課 

目 的 思いを支配し，品位ある言葉遣いをしたいと思うようになる。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。レビ19 ：12 ；マタイ5 ： 34-35 ；15 ：17—20。 

2.教材 

a .標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.コップ半分の水 

c .何色かの食品用着色料 

d .聖典に印を付けるための筆記具 

3.1テモテ4 ：12の聖句を書いた紙 

4.液体漂白剤をきれいなコップに1杯用意し，「心と言葉の洗剤」というラベルをはる。 

5 .実物を使ったレッスンを教えるとき失敗しないよう，前もって実験しておく。 

6.本課の終わりにある事例研究の答えを別々の用紙に書いておく。この紙を各生徒に渡して， 

適当なときに読ませる。 

レッスンの展開 

実物を使った 

レッスンと黒板を 

使った話し合い 

思いと言葉を清く保つ方法はたくさんある 

參現代社会の中でわたしたちの言葉や思いに悪影響を及ぼすものには，何があるでしようか。 

生徒の答えを黒板に書いて話し合う。次のような意見が出るであろう。 

多くのテレビ番組や映画 

多くの雑誌 

悪口 

ひわいな冗談 

ポルノグラフイー 

ねたみ 

利己心 

悪影響を及ぼすものを生徒が挙げる度に，水の入ったコップに着色料を1滴落とす。できるだ 

け違う色の着色料を使う。 

下品で汚れた思いや言葉を心に抱くとき，この水のようにわたしたちの心も濁ってしまうこと 

を説明する。 

眷主の御霊を受けられるように思いを清く保つには，どうすればよいでしようか。 

わたしたちの思いや言葉を清く保てるようにする洗剤があることを生徒に話す。 

一人の生徒に，着色剤で濁った水に「心と言葉の洗剤」と書いたコップから少量の漂白剤を注 

いでもらい，水が元どおりきれいになるようにする。以下に示す洗剤を使うなら，わたしたちの 

心もこの水のように清くなることを指摘する。各々の引用文とその概念について話し合う。 

賛美歌 

「教会の音楽の中から好きな賛美歌を1曲選びなさい。…… 

次に，心の中で歌詞を何回か繰り返して考えなさい。歌詞と曲をそらんじるほどに。……その 
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賛美歌を緊急時の避難ロとして用いなさい。かげりのある役者があなたの考ぇの端の方から舞台 

に入り込んで来たら，その音楽を演奏しなさい。……卑しい思いは恥じるようにどこかに姿を消 

してしまい，……音楽はあなたの心の舞台の雰囲気を刷新するだろう。なぜならば，それは清く， 

気高く，敬虔なので，卑しい思いが去って行くからである。」（ボイド• K•パッカー“ Let Virtue 
Garnish Thy Thoughts Brigham Young University Speeches of the Year「絶えず徳であな 

たの思いを飾るようにしなさい」『ブリガム•ヤング大学年度講話』p.10) 

熱心な祈り 

「自制心を働かせ，熱心に祈ることによって，言葉を制することができるようになる。」（ヘン 

リー•テーラー，Conference Report『大会報告』1964年 4 月，p. 89 ； Improvement Era『イ 

ンプルーブメント•エラ』1964年6月号，p.494) 

救い主の模範 

「救い主の模範に努めて従う人は，思いも行動も清らかである。そ人の話は清純で威厳があり， 

信頼できるものである。」（ヘンリー.D•テーラー『大会報告』1964年4月，p.90;『インプル一 

ブメント•エラ』1964年6月号，p.494) 

良い友人 

誘惑を受けないように，友人を選びなさい。わたしたちが交際する人々は，適切な選択と自制 

心にしばしば影響を及ぼす。 

思いを制する 

心に大きなテレビの画面を描いてみなさい。悪い思いが侵入して来たら，精神を高揚させる思 

いにチャンネルや場面を切り替えなさい。 

聖句の暗唱 

自分にとって特別な意味のある聖句を選んで覚えなさい。誘惑されて悪い思いを抱くように 

なったとき，その思いがなくなるまで，聖句を繰り返し暗唱しなさい。 

特別な石 

ある父親が，小さな娘から特別な贈り物として，石をもらった。その石は小さかったので，父 

親はいつもポケットに入れて持ち歩いた。そして悪い考えが心に入って来ると，いつでもその石 

を取り出して見た。そうすることによって，小さな娘の優しく汚れない精神と性格を思い出した。 

娘のことを考えると，悪い考えはすぐ消え去った。この石のようにわたしたちに尊敬を抱かせる 

人物を思い出させるものが幾つかある。それらのものについて考えている間は，悪い思いは入り 

込まないのである。 

悪を避ける 

悪い思いを抱かせるような写真，書物，雑誌，映画それに類するものを避けなさい。 

引 用 次の引用文を読む。 

「思いはわたしたちが自分の特性を形造る道具である。それはちょうど，偉大な彫刻家が彫刻 

刀と小づちを手にして硬い大理石を削り，……見事な作品を完成させるようなものである。この 

ようにわたしたちが抱くすべての思いはわたしたちの性格を造り上げ，その結果，運命や人生ま 

でも変えてしまう。したがってわたしたちが抱くすべての思いは人格という創造物をもたらすと 

言える。」（ジヨーン.Q •モリス ‘‘The Importance of Habits" Brigham Young University 
Speeches of the Year「習慣の大切さ」『ブリガム•ヤング大学年度講話』1953年5月20曰，p.3) 
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第18課 

あらゆる場で清い言葉遣いをする 

事例研究 悪い言葉遣いの中には，合理化されやすいものがあることを説明する。しかし，救い主の弟子 

である生徒たちは，あらゆる状況の中で清い言葉遣いをするように努力しなければならない。以 

下の事例研究について話し合い，その点を明らかにする。 

各生徒に事例研究の「答え」を記した紙を1枚ずつ渡し，黙読するように言う。そして以下の 

事例研究を読み，話し合わせる。その後で，「答え」を持っている生徒にそれを読み上げさせる。 

これを各々の事例について行う。 

1.事例——デビッドは学校の友達が毎日悪い言葉遣いをしているのに気づいていました。友達 

は，こんな言葉はだれでも使っているので，特別悪いわけではない，と言っています。デビッ 

ドは分からなくなってしまい，何が悪い言葉なのか知りたいと思いました。デビッドにどう 

説明したらよいでしょう。 

答え——主の名をみだりに唱えることも悪い言葉の一つである。これは時に冒瀆とも呼ばれ， 

主は明らかにこれを禁じておられる（出エジプト20: 7参照)。 

「言葉の中には……是認し難い不快な言葉が幾つかあるのを認めざるを得ない。社会がそ 

のような言葉にしてしまったのである。多くの善良な人々がそのような言葉を不快に感じ， 

それらがキリスト教徒の威厳の喪失あるいは道徳の欠如の証拠と見なしていることを心に留 

めなければならない。」（ダニエル• S •ヘス‘‘Offend Not in Word” New Era「罪をもた 

らす言葉に気をつけなさい」『ニューエラ』1975年3月号，p.9) 
2 .事例——ジョーの友達は，悪い言葉が完全に受け入れられているものと確信しています。「だ 

れもが使っているじやないか」と言って，その習慣を正当化します。あなただったら，これ 

に対して何と答えますか。 

答え——「神聖さを汚す言葉が流行しているにもかかわらず，良い言葉と悪い言葉，上品な 

話と露骨な話，敬虔な言葉と不敬な言葉の区別は存在している。このような流行が，二者の 

相違をなくしてしまうことはない。」（リチャード• L •エバンズ‘‘The Use of Profanity" 
「神聖さを汚す言葉の使用」『インプルーブメント•エラ』1965年6月号，p.554) 

3 .事例——ラッセルは普段学校で，主の名を使った冗談をよく 口にしていました。家では十分 

注意して，使わないようにしていたのですが，ある曰ひょっとしたことでロを滑らせてしま 

いました。ラッセルは母親から注意されると，こう言い返しました。「言葉のうえだけじやな 

いか。それで主に対するぼくの気持ちが変わるわけじやないよ。何が悪いって言うんだい。」 

あなたがトムの母親の立場だったら，何と答えますか。 

答え——「主は，『あなたがたが行うことは何事でも，わたしの名によって行いなさい』（3 

ニーフアイ27 ： 7)と言われた。 

イエス•キリストの教会では，何事でもイエス•キリストの名によって行われる。祈ると 

き，子供を祝福するとき，証を述べるとき，説教をするとき，儀式を執行するとき，聖餐を 

祝福するとき，病人の癒しの儀式を施すとき，あるいは墓地を奉献するとき，すべてキリス 

トの名によって行う。 

この神聖な名を汚すことは何というあざけりであろう力、。」（ボイド•！<：•パッカー『大会 

報告』1967年10月，p.128 ；『インプルーブメント•エラ』1967年12月号，p.97) 
「日常耳にする毒舌は確かによくないことである。このような人は粗野で軽率な人間とい 

うレッテルがはられる。しかし主の名を不敬な調子で口にすることは，いかにしても許され 

ることではない。万が一このような罪を犯した人がいるならば，ほかの忌まわしい罪を犯し 

たときと同じように，『身に麻布をまとい，頭に灰をかぶり』悔い改めるべきである。」（スぺ 

ンサー.W•キンボール『赦しの奇跡』pp. 59 — 60) 
4 .事例——ジョンは，自分の前で悪い言葉は使わないように友達に頼んだところ，彼らに笑わ 

れ，冷やかされてしまいました。「いい子ぶるなよ。これが現実なんだから。現実をそのまま 

受け入れればいいだろう。」ジョンはどう返答したらよいでしょうか。 

答え——「実際，正しいことはあまりない。病原菌は実在するが，だからといってそれらを 
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蔓延させる必要があるだろうか。……神聖さを汚すような言行があるからといって，それを 

黙認してはならない。」（ボイド•!<：•パッカー『大会報告』1967年10月，p.127;『インプル一 

ブメント•エラ』1967年12月号，p.96) 
5.事例一両親はロンの友達を快く思っていなかった。口汚い言葉をよく使っていたからであ 

る。友達に対する両親の判断は偏見だとロンは思っていた。ほんとうにそうだろう力、。 

答え——「冒瀆する者は汚れる。人は交際する相手によって評価されるのと同様に，言葉遣 

いによっても評価される。……どのような形であれ汚れることは人を退歩させることであり， 

心身を滅ぼすことであるから……これを避けなければならない。」（『救いの教義』1:13) 
主が次のように言われたとき，言葉においても行いにおいても互いに強め合うことの大切さを 

強調しておられたのである。「あなたのすべての生き方により，またすベての祈りにより，すべて 

の訓戒により，すべての行いにより，あなたの兄弟たちを強めなさい。」（教義と聖約108: 7) 

聖句を使った 

5占し口し、 

まとめ 

黒板に「レビ19 ：12 ；マタイ5 ： 34-35 ；15 ：17—20」と書く。 

それぞれの箇所を生徒たちに探させ，読ませる。 

各聖句について簡単に話し合う。主がのろいの言葉や不敬な言葉を禁じられたのであるから， 

思いや言葉を清く保つ理由はほかに必要ないことを指摘する。 

霊的に成長した青少年は，天父から求められることがすべて祝福や幸福につながるという信仰 

をもって，召しにこたえることを指摘する。そのような人は言葉遣いも清くするであろう。 

チヤレンジ 思いと言葉を清くするために提案されている方法を一つ選んで，実際に試すよう生徒にチャレ 

ンジする。生徒たちはいつの曰か宣教師や親として，模範を示すようになることを強調する。ま 

た現在は，友人や家族に対して模範を示すのである。これらの責任を果たすためにも，模範とさ 

れるだけの価値ある思いと言葉遣いの習慣を養うときである。 
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奉 仕 第44課 

目 的 人々に奉仕することによって，神の手に使われる道具になれることを理解する。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。マタイ20: 27;ルカ9 ： 24 ；ヨハネ3 ：16 ； 21：15-

17 ；モーサヤ18 ： 7 一 10。 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.視覚資料16「弟子の足を洗うイエス」（『福音の視覚資料セット』226) 
c.金づち，のこぎり，くまで，シャベル，ドライバーなどの道具2，3個，または道具の 

写真 
d.紙と給筆（人数分） 

e .聖典に印を付けるための筆記具 

3.レッスンの前に監督と会い，定員会会員が個人として，またグループとして，どのような奉 

仕活動を行うことができるか話し合っておく。レッスンの 後に，個人またはグループで行 

う奉仕活動を生徒に選ばせてもよい。 

レッスンの展開 はじめに 

物 語 以下の物語を読む。 

神権会で開会の賛美歌を歌っている間，ジムは礼拝堂の中を見回してみた。すると，ワードに 

転入してきたばかりのビル•ジョンソンが，一人で座っているのに気づいた。賛美歌を歌ってい 

る 中に，ジムは後ろの列に座っている背の高いビルに視線を向け，特別な歓迎のあいさつをし 

ようと思った。すぐに後ろの席へ行って，そばに座ってもよかった力ん心の中でこう思った。「ビ 

ルも，みんなと仲良くなれるように自分から行動しなくちゃ。一人で座らないで，だれかの隣に 

座ってもよさそうなもんだ。」 

賛美歌が終わると，ジムは友達みんなと定員会のクラスに出席して，ビルのことはまったく忘 

れてしまっていた。しかし，立ち上がって閉会の祈りをするときに，ビルがいたたまれない気持 

ちになっているのがよく分かった。そこで，祈りを終えたらすぐにビルのところへ行って，心を 

込めて握手をしようと決心した。ところが「アーメン」と言い終わってジムが顔を上げると，ビ 

ルは足早に教室から出て行ってしまった。 

ジムは心の中でつぶやいた。「しょうがない，来週にしよう。」 

実物または写真 幾つかの道具またはそれらの写真を見せる。 

參これらの道具は，何をするときに使いますか。 

どのような目的で使われるにしろ，これらの道具は，人の手に使われて初めてその機能を発揮 

できることを説明する。 

引用と話し合い マリオン• D..ハンクス長老は，天父が用いられる道具について話している。 

「主はその僕たちのことを指して，『彼らの腕はわたしの腕』（教義と聖約35:14)であると言 

われた。このように考えたことがおありだろうか。わたしはこれまで，聖なる記録またはそのほ 

かの記録の中に，これほど神聖で，意味の深い，直接的な権限の委託について述べた言葉を見い 

だしたことはない。主はわたしのこの腕を主の腕とおっしゃっているのである。この心，この舌， 

この手，この足，この財力——これらはすべて，わたしに関するかぎり，主が働かれる際に用い 
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られる道具なのである。……あなたに関しては，あなたの腕，あなたの財力，あなたの知恵，あ 

なたの舌，あなたの力，それらは主が働かれるための道具なのである。」（“Service” Brigham 
Young University Speeches of the Year「奉仕」『ブリガム•ヤング大学年度講話』プロボ，1958年 

10月15日，p. 3) 
•この言葉から，人に仕えることについてどのように感じますか。 

ジムには，独りぼっちで不安な気持ちのビルを助ける機会があったことを説明する。しかしジ 

ムは，実行するようにというささやきに従わなかったために，その機会を失ってしまった。 

•困っている人を助けることによって神に仕えるには，ジムはどうすればよかったでしょう力、。 

(開会行事の後，ビルに話しかけることができた。あるいは，後で家に電話をかける力、，訪問 

することができた。） 

聖句を使った わたしたちはバプテスマを受けたときに主と聖約を交わし，聖餐を受ける度にそれを新たにす 

55しロし、 る。 

一人の生徒にモーサヤ18 ： 7—10を読ませる。 

•この聖句によれば，わたしたちはどのように人に仕えるべきでしょうか。 

參神の子供たちに仕えるとき，神に仕えているのはなぜでしょうか。（神は御自分の子供たちを愛 

しておられ，各々の必要が満たされることを願っておられるから。） 

神を愛する人は自ら人に仕えることを説明する。そのような人は絶えずこう自問している。「今 

曰はだれを助けただろうヵゝ。目の前を通り過ぎた人の重荷を軽くしてあげただろう力、」 

アドバイザーの提示 奉仕とは愛の産物であることを説明する。奉仕は，神やほかの人々に対する愛を示すための方 

法である。また，自分自身に愛を示すための方法でもある。自分がほかの人に尽くしたために， 

その人の生活が改善されたことを知るとき感じる満足と平安は，人生における も大きな喜びの 

一っである。奉仕は，愛がもたらす も大きな賜物である。 

聖句を使った 一人の生徒にヨハネ21：15 —17を読ませる。 

話し合い •救い主はぺテロに何と命じられましたか。（「もしほんとうにわたしを愛するならば，わたしの 

羊を養うべきである。」） 

•キリストはどのような意味で，「わたしの羊を養いなさい」と言われたのでしょう力、（人々を 

教え，仕える。） 

わたしたちがほんとうに救い主を愛するならば，人々に奉仕することを説明する。人々を高め， 

強め，励まし，教えて，主がそこにいたら行われたであろうことを何であれ行うのである。 

大の贈り物は，自分自身をささげることである 

アドバイザーの提示參墓碑銘とは何ですか。（亡くなった人の生涯について刻まれた言葉。故人の業績や生前に愛した 

と話し合い 事柄を記すことが多い。） 

二人の人物の生涯を語った以下の墓碑銘を読む。 

「ひたすら富を追い求め，自らのためだけに生きた守銭奴，ここに眠る。 

彼が今，いずこで何をしているか，知る者も，構う者もなし。」 

「あらゆるときに，あらゆる場所で，弱き人を助け，貧しき人に与え，悩める人を慰め，その 

心を神にささげた故チャールズ•ジョージ•ゴードン将軍の名を称える。」 

參この二人の生涯の根本的な違いは，どこにあったのでしょう力、 

人が互いに愛し，仕え合うときに与えなければならない 大の贈り物とは，自分自身であるこ 

とを説明する。 

參自分自身をささげるには，どうすればよいでしょうか。（必要に応じて自分の時間，才能，能力 

を人のために使う。ほかの人に関心を示す。人の重荷が軽くなるように助ける。） 
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黒板を使った _分の生活に も良い影響を与えた人を2，3人思い浮かべるよう生徒に言う。 

話し合い 參それらの人が特に何をしてくれたことが，いちばん役立ちましたか。 

生徒の答えを黒板に書く。 

わたしたちを もよく助けてくれるのは，一般に次のような人であることを強調する。 

1.助けるために時間を割いてくれる。 

2 .心から心配してくれる。 

3 .わたしがほんとうに知る必要のある事柄を教えてくれる。 

4.批判せずに耳を傾け，言葉の裏にある気持ちを思いやってくれる。 

筆記活動 生徒に紙と鉛筆を配る。その紙に「家庭」「教会」「友達」と書くように言う。 

それぞれの言葉の下に，そこで交わる人々に奉仕する方法を幾つか挙げるよう生徒に言う。こ 

の活動に3，4分取った後，それぞれのアイデアについて話し合わせる。 

生涯をかけて与える 

春クリスマスに贈り物を交換するのはなぜでしょうか。（贈り物をすることは，神の御子という贈 

り物を与えてくださった神の愛を象徴している。） 

一人の生徒にヨハネ3 ：16を読ませる。キリストの生涯は奉仕の完全な模範であったことを説 

明する。弟子の足を洗うキリストの絵を見せる。 

一人の生徒にマタイ20 ： 27を読ませる。キリストは模範を通して奉仕の原則を弟子に教えられ 

たことを説明する。人の足を洗うのは普通は僕の役目であったが，救い主は進んで弟子のために 

それをされた。 

一人の生徒にルカ9 ： 24を読ませる。 

•キリストのために命を失うとは，どのようにすることでしょうか。（御霊の助けと導きを得て， 

キリストが行われた方法で愛し奉仕する。） 

參奉仕に対して御礼を言わない人や，親切に対して感謝しない人には，どのような態度をとるベ 

きでしょうか。 

感謝や称賛を目的にして奉仕すべきではないことを理解させる。 

スペンサー•Wキンボール大管長の次の言葉を読む。 

「奉仕の行為が，ささやかな励ましやごく日常的な仕事の地味な助けであることは多い。だが， 

曰常的な行為や，小さな，しかし思いのこもった行いから，何とすばらしい結果が生まれること 

か。」（「人生には目的がある」『聖徒の道』1975年8月号，p.339) 
參わたしたちは天父の道具として，どのような奉仕ができるでしょうか。 

生徒の考えについて話し合う。次のような奉仕を考えるとよい。弟や妹に本を読んであげる， 

近所の人に笑顔で親切に接する，家族のためにお使いをする，など。 

アドバイザーの提示 1年に1回クリスマスプレゼントを贈るのと違って，自分という贈り物をささげるのは一生を 

通じて行っていくことである。福音が日曜日の礼拝だけに限られているのではないように，奉仕 

も，例えば伴侶を亡くした人の家の庭を一度掃除したというような，1回だけの行為に限られる 

ものではない。絶えずほかの人々に愛と閨心を向けることが求められる。わたしたちは神権者と 

して，奉仕のため曰々献身する責任を負っているのである。 

わたしたちは時として，効果的に働くためには，人目を引く大きな奉仕をする必要があると考 

えがちであることを指摘する。しかし，誉れある結果は，見た目には小さな行いから生まれてく 

ること力《ある。 

まとめ 

引 用 次の言葉を読む。 

「奉仕のしかたを知るのは，実際に奉仕することによってである。わたしたちは隣人への奉仕 

視覚資料と聖句を 

使った話し合い 

引用を使った 

話し合い 
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に携わるとき，その行いによって人を助けるばかりでなく，自分の問題を新たな視点から見詰め 

ることになる。人のために励むとき，自分のことを考える時間は少なくなる。奉仕の奇跡のまさ 

しく中枢に，自分を無にすることで自分を発見するというイエスの約束が存在するのである。」 

(「人生には目的がある」p.338) 

証とチヤレンジ 正しい動機から奉仕するとき，ほかの人に幸せをもたらすことを証する。また，自分も幸福に 

なり，生活に満足を覚えるようになって，自分の問題はほとんど気にならなくなってくるであろ 
う。 

1日1回だれかに奉仕して，それを日記に記録しておくよう生徒にチャレンジする。次回の定 

員会集会でそれを発表させる。 

会長会の発表 定員会の会長会または監督の補佐から奉仕活動の計画を発表してもらうか，定員会の会員に計 

(任意） 画を提案してもらう。 
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人と分かち合うことにより 
GEを雄める 

あかし 

目 的 自分の証を度々述べることによって，それを強める。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。イザヤ
4
3:10-1

2
;教義と聖約6

2
: 3。 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.聖典に印を付けるための筆記具 

3.以下のそれぞれの言葉を書いた3つの視覚教材を用意する。 

a. 「イエス•キリストは神の御子であり，世の救い主である」 

b . 「ジョセフ•スミスは神の預言者であり，彼を通して福音が回復された」 

c . 「末日聖徒イエス•キリスト教会は『全地の面に唯一まことの生ける教会』（教義と聖約 

1：30)である」 

4.人の証によって強められ祝福された経験を紹介できるように準備する。またはワードの会員 

を招いて，そのような話をしてもらってもよい。 

5.教義と聖約62: 3の聖句を書いたカードを生徒の人数分だけ用意する。 

神の証人になる 

モーサヤ18: 8 —9を読ませ，印を付けさせる。 

•「神の証人になる」とはどのような意味でしょうカゝ。（私たちは言葉だけでなく生活を通して， 

天父とイエス•キリストが生きておられることを証する。） 

參わたしたちはいつどこで，神の証人になるでしょうカゝ。 

眷どのような方法で神の証人になれるでしょうか。 

自分の行いや人との接し方によって証人になれることを説明する。 

証を述べるのに もふさわしい時は，相手がいちばん受け入れやすく，進んで耳を傾けようと 

している時である。 

一人の生徒にイザヤ43 ：10 —12を読ませる。 

參主は御自分の僕に何を期待しておられるでしようか。 -

レッスンの展開 

聖句を使った 

話し合い 

福音の真理について証する 

話し合いと •証をするときには，どのようなことを含めるべきでしようか。 

アドバイザーの提示 証を述べるときには，話す言葉に注意すべきであることを説明する。証は簡潔で心のこもった 

ものにし，福音の真理につぃて証すべきである。信仰を鼓舞するような経験談を話すようにする 

とよい。しかし，説教調にならないように注意し，体験談を長々と話すことや，決まり文句を繰 

り返すことは避けるようにする。 

視覚教材と話し合い ブルース• R •マッコンキー長老は，真実の証には偉大な3つの真理が含まれるべきであると 

指摘しているkMomum Doc&im『モルモンの教義』第2版，p.786参照）。 

以下の言葉を書いた視覚教材を，それぞれ別の生徒に渡す。 

1.「イエス•キリストは神の御子であり，世の救い主である」 

2. 「ジョセフ•スミスは神の預言者であり，彼を通して福音が回復された」 

3. 「末日聖徒イエス•キリスト教会は，『全地の面に唯一まことの生ける教会』（教義と聖約1： 

30)である」 
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それぞれ声に出して読ませ，掲示する。 

拳この3つの真理について強い証を持つことは，なぜ大切なのでしょうか。 

•証をするときにこれらの真理を含めることは，なぜ大切なのでしょう力、。 

証によってほかの人を助けることがで吉る 

アドバイザー 人の証によって強められ祝福された経験を紹介する。または割り当てておいた訪問者にそのよ 

または訪問者の提示うな話をしてもらう。 

•だれに証をすることができますか。 

証はまず第一に自分の家族に話せることを説明する。また，ホームティーチンダの担当家族や 

教会内外の友達に対して，証会で教会の会員に対して証することができる。 

第30課で学んだ次の話を思い起こさせる。この話の中で，母親は息子に手紙を書いて，救い主 

の教えについて証を述べている。この証は試練の中にある息子にとって大きな祝福となった。 

フランク•クロフト長老は，教会初期の時代に合衆国南部で宣教師として働いていた。彼が福 

音を宣べ伝えた地域には，その教えに非常に腹を立てた人々がいた。あるとき，武装した暴徒に 

よって森に連れて行かれ，上半身の服をすべて脱ぐように命じられた。そして腕と体を木に縛り 

つけられ，血が流れるまで背中を鞭打たれることになった。 

クロフト長老は暴徒の命令に従うしかなかった。ところが上着を脱いだとき，1通の手紙がポ 

ケットから滑り落ちた。それはユタに住む母親からの手紙だった。少し前にクロフト長老は両親 

に手紙を書いて，暴徒から受けた暴力について訴えていたのである。母親からの返事には，この 

ように言己されていた。 

「愛するフランク，救い主のこの言葉を思い出しなさい。『わたしのために人々があなたがたを 

ののしり，また迫害し，あなたがたに対し偽って様々の悪口をいう時には，あなたがたは，さい 

わいである。喜び，よろこべ，天においてあなたがたの受ける報いは大きい。あなたがたより前 

の預言者たちも，同じように迫害されたのである。』また，十字架の上で世の罪のために苦しまれ 

た救い主が語られた，あの不滅の言葉も忘れてはなりません。『父よ，彼らをおゆるしください。 

彼らは何をしているのか，分からずにいるのです。』いいですか，あなたがた長老に不当な扱いを 

する人々は，自分のしていることが分からないのです。もし分かっていれば，そんなことはしな 

かったでしょう。彼らはいつかどこかで，そのことに気づいて，自分のしたことを後悔するでしょ 

う。そしてあなたの行っている栄光ある御業をほめたたえるでしょう。だから，堪え忍びなさい。 

不当な扱いをして，あらゆる悪い言葉を浴びせる人々を愛しなさい。そうすれば，あなたは主か 

ら祝福され，主の前に大いなるものとされて，あなたの伝道は輝かしい成功を収めるでしょう。」 

暴徒のリーダーは，その手紙を拾って読み始めた。男の顔は冷酷で，残忍な目つきをしていた。 

クロフト長老は，いかなる同情も期待できないと悟り，目を閉じて，鞭打ちが始まる時を待った。 

家庭や愛する人々，特に母親のことが頭に浮かんだ。しばらくして目を開けると，暴徒のリーダー 

は近くの切り株に腰を下ろして，その手紙を読んでいた。彼の顔つきはまったく変わっていた。 

「冷酷で残忍な表情は消え去り，目も心なしか潤んでいた。その変化は彼の性格にまで現れてい 

た。彼は1行か2行，あるいは1段落読んでは，座って考えているようだった。長老は心の奥底 

から，母親の愛にあふれた美しい手紙が男の心の琴線に触れるよう願った。」 

暴徒のリーダーは立ち上がると，こう言った。「おまえには，すばらしい母親がいるようだな。 

そう，おれにもいたんだ。」それから暴徒たちに向かってこう言った。「モルモンの母親の手紙を 

読んだ後で，おれにはこれ以上できない。こいつを放してやった方がよさそうだ。」クロフト長老 

は解放されて自由になった。（アーサー.M•リチャードソン，The Life and Ministry of John 
Morgan『ジョン•モーガンの生涯と働き』pp.267-268) 
參この母親は息子に，どのような真理について証しましたか。 

•母親の証は，息子と彼を迫害している人々にどのような祝福をもたらしましたか。 

184 



個人的な経験を 状況を問わず，家族や友達に証をしたときの個人的な経験を話すよう生徒たちに言う。 

分かち合う 

証は人と分かち合うときに，さらに強まる 

引 用 ある教会の指導者は，証は人と分かち合うときに強められることを学んだ。彼は12歳の少年が 

経験したことを次のように語っている。 

「率直なありのままの証の力強さは，いつもわたしの胸を打つ。ある12歳の少年が証を述べよ 

うとして大勢の人々の前に立った。彼は胸がいっぱいなのと上がっているのとで震えながら立っ 

たまま，声が出てこなかった。無言で立ちつくしている彼を，わたしたちは何とかしてあげたい 

と思った。はりつめた沈黙の数秒間がゆっくりと過ぎた。……心配や高ぶりを感じた後，彼はう 

つむいていた頭を上げ，穏やかにこう言った。『兄弟姉妹，ぼくの証はまだ小さいです。』彼はロ 

をつぐみ，着席した。証はそれだった。そのときも今も思うのだが，何とふさわしい言葉であっ 

たことか。だれが十分な証を持っていると言えるだろうか。もっと大きくする必要のない証があ 

るだろうか。この一言を聞いて，わたしは会衆に自分の証もまだ小さいので，機会あるごとにもっ 

と証を大きくしたいと語った。わたしは明瞭で簡潔な言葉から教えられてきた。」（マービン• J • 
アシュトン『明瞭さの力』「聖徒の道」1977年10月号，pp.499 — 500) 

話し合いと引用 參なぜ証はほかの人に述べるときに強められるのでしょうか。 

生徒に話し合わせてから，次の言葉を読む。 

「人は証を述べるときに，新たに霊的な力を受けます。これは言葉で表現しようとする努力が， 

自分の信じている事柄をいっそう明確にするために起こるのだとわたしは思います。あなたが自 

分の両親に感謝していることをだれかに話せば，自然とそうした気持ちを強めることになります。 

そしてある事柄を話せるようにするために考え抜くことで，その考えはさらに明瞭になってきま 

す。……このようにして，証を人々の前で述べるときに，福音に対する重要な洞察を得ることが 

しばしばあるのです。 

……自分の気持ちについて話すことにより，それが自分にとっていかに重要であるかを十分な 

時間をとって理解することができます。また証を繰り返し述べることによって，わたしたちは自 

分が知っていて感じていることをよりはっきりとさせ，自分の習慣の一部とすることができるの 

です。」（マーガレット•フープス“Community and Communing” Ensign「地域社会での交際」 

『エンサイン』1978年1月号，p.50) 

まとめ 

アドバイザーの 真理についての証は，分かち合うことが非常に大切である。なぜなら，証は人と分かち合うこ 

提示と証 とによって成長するからである。証を述べることは，それを聞く人々の利益となるだけではなく， 

証を述べる本人の利益にもなる。 

教師自身の証を述べる。 

配付資料と 

チヤレンジ 

教義と聖約62: 3の聖句を書いたカードを生徒一人一人に配る。生徒たちにその聖句のある箇 

所を開けさせ，印を付けさせる。今週中にこの聖句を暗唱するよう生徒にチャレンジする。 

次の定員会集会で，この聖句の暗唱についてフォローアップする。 

活動の提案 フォローアップの活動として，証会を計画する。生徒たちはそこで自分の証をほかの生徒たち 

と分かち合う機会を持つことができる。 

第18課 
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効果的なホームテイ一チング 

目 的 どのようにすれば影響力のあるホームティーチャーになれるか理解する。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。教義と聖約20 ： 46—57。 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.聖典に印を付けるための筆記具 

3.レッスンの中にあるロールプレイングの各状況設定を用紙に書き写す。レッスンの始めにそ 

れを何人かの生徒に渡す。 

4 • ロールプレイングの各状況設定について入念に研究しておく。 

レツスンの展開 ホームテイ一チヤーは家族の助け手である 

物 語 ラリー•フォス夕一はアロン神権者で，母親と一緒に小さな支部に集っていた。ラリーの父親 

は，彼が子供のときに自動車事故で亡くなっていた。ラリーは母親や妹たちの生活を助けるため 

に働いていた。彼は家族を養う手助けをするために，定員会の活動に参加することはほとんどな 

かった。ラリーも母親も教会には出席していた力《，支部の一員であるという思いは抱けなかった。 

•ラリ一の神権定員会は，どのように彼を助けることができるでしょうか。 

この状況について話し合わせる。ラリーを助ける責任は定員会にあり，家族を助ける責任はホー 

ムテイ一チャーにあることを理解させる。 

•もし皆さんがホームテイ一チャーであったら，フォスター姉妹と家族を助けるために何ができ 

るでしよう力、 

フォスター家族への訪問は大切であるが，それ以上の努力が必要であることを理解させる。効 

果的なホームテイ一チンダは，単に月1回だけの訪問ではない。家族の霊的および物質的な必要 

を満たすように援助することは，ホームティ一チャーの責任である。 

ホー厶ティーチヤ一の義務 

•ホームティ一チャーにはどのような義務があるでしょうか。 

生徒たちの答えを黒板に書き出す。教義と聖約20 ： 46 — 57を生徒たちに読ませ，自分にとって 

重要と思われる節に印を付けるように言う。 

•ホームティ一チャーの義務はどの節に記されていますか。 

參アロン神権者はだれによってホームティ一チャーに召されましたか。（神の代理人である地元の 

神権指導者を通して，主が召された。） 

生徒たちがホームティ一チンダについて理解を深められるように，以下に挙げるような状況設 

定を使ってロールプレインダを行う。生徒を二人一組に分け，下記のような状況に直面したホー 

ムティ一チャ一の同僚となるように割り当てる。ホームティーチンダの状況について書いた用紙 

をそれぞれの組に1枚ずつ渡す。教師や監督が担当家族の役を演じてもよい。あるいは生徒に担 

当家族の役をさせてもよい。 

状況1 

以下の状況設定を読む。 

アレン家族に二人のホームティーチャーが新しく召された。アレン家族は活発にワードに集っ 

聖句と黒板を使った 

5舌しtziし、 

ロールプレイング 
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て，すべての集会に出席している。息子のリチャード•アレンは祭司で，度々聖餐の祝福を行っ 

ていた。ホームティーチャーの後輩同僚も祭司で，リチャードのことは学校で知っていた。リ 

チャードは，学校の何人かの友達と一緒に酒やたばこに手を出していて，少しずつ教会の標準か 

ら離れていっている。この二人の新しいホームティーチャーは，担当家族をどのように助けるか 

決めるために， 初の計画会を開いているところである。先輩同僚は後輩に，アレン家族は活発 

でこれといった問題はないと言った。 

この後の計画会の模様を，二人の生徒に続けて実演させる。 

状況2 

以下の状況設定を読む。 

大祭司と祭司の二人のホームティーチャーはここ数か月の間，ガルシア家族を訪問してきた。 

年老いたガルシア兄弟は車いすに座ったままで，姉妹も戸外で働けるほど丈夫ではない。ホーム 

ティーチャーは，庭にはやるべき仕事が山のようにあることに気づいていた。手伝いたいと思っ 

ているのだが，「何か助けられることはありせんか」と尋ねる度に，何もないという返事が返って 

くるのであった。今日ガルシア家を訪問する前に，二人はこの状況について話し合い，何かの形 

で必ず援助しようと決めていた。このホームティーチャーは今ガルシア家に来ている。 

ホームティーチャーはどのようにすれば，ガルシア家族の自尊心を傷つけずに援助できるだろ 

うか。二人の生徒に実演させる。 

状況3 

以下の状況設定を読む。 

二人のホームティーチャーはこの半年ほど，ワードの家族数軒を担当してきた。その中には活 

発な家族もいれば，そうでない家族もいた。先輩同僚は大祭司であったが，家族の訪問をあまり 

確実に行っていなかった。後輩同僚は担当家族が自分たちを必要としていることは知っていたが， 

一人だけで訪問したり，先輩同僚を差し置いてその責任を引き受けるべきでないと感じていた。 

このアロン神権者は毎月先輩同僚と電話で連絡を取り，担当家族の訪問日を確認している。今彼 

は電話をかけるところである。何とかして先輩同僚と一緒に訪問し，担当家族に役立つようなす 

ばらしいことをしようと心に決めていた。 

二人の生徒に会話を実演させる。 

話し合い 各状況の実演が終わったら，ほかにどのような方法で対応できるか話し合う。話し合いの中で 

以下の点を強調する。 

1.ホームティーチャーは同僚と一緒に話し合う必要がある。 

2.ホームティーチンダは，単に家族を訪問する以上のものである。それは家族とその必要につ 

いて真心からの関心を示すことである。 

3.後輩同僚は自分と同年齢の家族の一員に対して，先輩同僚よりも大きな働きができる場合が 

あな。 

4 .援助を受ける家族の尊厳が失われないように働きかける。 

5.助けるために何ができるか尋ねるよりも，行うことを具体的に提案する方力《効果的である。 

6.導く準備のできていない先輩同僚に働きかける場合，後輩同僚は賢明かつ慎重に行わなけれ 

ばならない。 

7 .家長が家族の必要を満たすのを助けられるように，ホームティーチャーは家長と相談して訪 

問計画を立てる。 

ホームティーチャーの責任について生徒の理解を深められるような経験があれば，それを紹介 

する。以上のロールプレイングを使って，効果的なホームティーチンダの重要性を生徒に理解さ 

せる。 
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ホームティーチャーは人々の生活を変えることができる 

物 語 以下の物語を読むか，自分の言葉で話す。 

「『ホームティ一チャーに感謝してぃます。』 

ビジャーネ•エングマン兄弟は，自分の家族がもう一度教会に活発になれたぃきさつを思ぃ出 

しなか•ら，力を込めてこう語った。…… 

『たばこもコーヒーも口にしなぃ女性と職場で会ぃました。モルモンじゃありませんか，と尋 

ねたら，そうですよとぃう返事でした。 

わたしたちは話を始めて，その結果，支部長が家を訪問してくれました。それで，宣教師をよ 

こしてくださぃって頼んだんです。』 

ところが支部長はこう答えた。『ぃぃえ，皆さんはすでに教会員ですから，ホームティーチャー 

を来させましよう。』 

『このホームティ一チャーがすばらしぃ人たちでした。福音に対する新たな関心をわたしたち 

に呼び起こしてくれました。二人は度々来て，ありとあらゆる面でわたしたちの世話をしてくれ 

ました。彼らはわたしたちのことをよく知って，多くの時間を一緒に過ごしてくれたので，二人 

がこちらに関心を抱ぃてくれてぃることがよく分かりました。それに，わたしたちを愛してくれ 

てぃることもね。 

わたしたちは成長の遅ぃ家族でした。ホームティーチャーも落胆してぃたことと思ぃます。ニ 

人は来る度にわたしたちと一緒に祈りました。 終的にわたしたちの心を動かしたのは祈りでし 

た。ある晚，一緒に祈るように求められました。そこで「妻がやれば，わたしもやりましょう」 

と言ぃました。妻は祈ったのです。そしてわたしたちはすばらしく霊的な経験をしました。』 

知恵と忍耐をもって働きかけを続けながら，ホームティーチャーたちは彼らを備え，日曜学校 

に招待した。 

エングマン姉妹はこう語ってぃる。『とても忘れられなぃ歓迎ぶりでした。まるで放蕩息子が 

帰って来たかのようでした。 

会員の皆さんは非常に親切で，自分の家に招待してくださったり，わたしたちの家を訪問して 

くださったりしました。そのうちにわたしたちは福音の精神を知るようになって，自分の子供た 

ちにもバプテスマを受けさせたぃと思うようになったのです。』 

……宣教師が子供たちを教えたが，年上の子供たちにパプテスマを施すように頼まれたのは， 

ホームティ一チャーであった。エングマン兄弟は神権を持ってぃなかったからである。 

ホームティ一チャーのスベネリク•トンプソン兄弟とプレーベン•デバンティー兄弟は，エン 

ダマン家族に家庭の夕べにつぃて教えた。 

エングマン姉妹は次のように説明してぃる。『わたしたちはホームティーチャーと一緒に，初め 

て家庭の夕べを開きました。とてもすてきでした。レッスンや福音に関係のあるゲームをして， 

ケーキやジュースを頂きました。』 

エングマン兄弟は，こう付け加えた。『それからは自分たちで家庭の夕べを始めたんです。家庭 

の夕べは家族にとって実に楽しぃひとときです。』彼らは完全に教会の活動に参加し，個人的にも 

福音に従った生活をしてぃる。エングマン兄弟は，デンマーク•コペンハーゲンステークの高等 

評議員を務め，それ以前には地方部長会の一員でもあった。 

エングマン姉妹は，初等協会の書記とワード聖歌隊の隊長に加え，初等協会の主任教師の責任 

にある。」いHome Teachers Show the Way” Church News「iMを示すホームティーチャー」 

『チャーチニューズj1974年11月16日付け，p.12) 
•このホームティーチャーは担当家族を祝福するために何をしましたか。 

経験談 効果的なホームティーチングを行った教師自身の経験につぃて話してもよぃ。生徒たちにその 

ような経験を紹介するよう勧める。 
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第18課 

まとめ 

証 主は聖徒たちのためにホームティーチングという制度を設けられたことをIkしする。この重要な 

働きを遂行するために主は神権者を召しておられる。わたしたちは賢明にこの義務を果たしてい 

く必要がある。ホームティーチンダには，担当家族に絶えず関心を寄せ，どのように仕えたらよ 

いか常に考えていくことが求められる。わたしたちは主の助けなくしてこれを行うことはできな 

い。わたしたちが求めさえすれば，主はいつでも助ける準備ができておられるのである。 

チヤレンジ ホームティーチングの担当家族と今以上に親しくなるよう，生徒たちにチャレンジする。また 

担当家族に関心を示すために，毎月少なくとも一つの方法を考えるようにチャレンジする。 
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第47腰 正 菌 

目 的 自分自身を振り返り，すべてのことについて正直であるように努力する。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。出エジプト20 ：13—17 ；アルマ7 :20。 

2 .教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.聖典に印を付けるための筆記具 

レッスンの展開 不正直は不幸の原因となり，正直は平安をもたらす 

引用を使った ゴードン•B•ヒンクレー長老の次の経験について話す。 

話し合い 「わたしは匿名の手紙を何通となく受け取るが，その中に興味を引くものがあった。封筒には 

20ドル紙幣と簡単な手紙が入っていた。それによると，手紙の主は何年か前にわたしの家に来て 

ベルを鳴らしたが，返事がないので，ドアを押してみると鍵がかかっておらず，そのまま中に入っ 

てそこらを歩き回った。そして戸棚の上に20ドル紙幣を見つけ，失敬して帰ったという。それか 

ら何年もの間，彼は良心に責められ，今そのお金を返したというわけであった。 

封筒にはわたしのお金を使っていた期間の利息は入っていなかったが，心打たれるその手紙を 

読みながら，25年の間，絶えず良心に責めさいなまれたその高利を思った。彼には，償いをする 

まで平安がなかったのである。」（「正直な人は神の 高傑作」『聖徒の道』1976年8月号，p.375) 
•不正直が人を不幸にするのはなぜだと思いますか。 

引 用 次の言葉を読む。この引用文には，正しい生活のもたらす平安と喜びを保つことの大切さが述 

ベられている。 

「刑務所，不実の友，悪い仲間，世をいとう人々，過去の出来事など，時と状況さえ許せば逃 

避できるものは数多くある。だが決して逃れられないものが一つある。それは自分自身だ。夜床 

に就くとき，好むと好まざるとにかかわらず，自分の思いはともにある。また朝目覚めるとき， 

好むと好まざるとにかかわらず，なお思いはそこにある。人生において絶えず付きまとうもの， 

それは自意識である。（これはまさに死後も存続する。）したがって，決して離れることなく自分 

自身に付きまとうこの自意識に対して安らぎが得られない者ほど哀れむべき存在はない。どこを 

どれほど速く，またどれほど遠くまで走ることができようとも。」（リチャード• L •エバンズ， 

Richard Evans' Quote Book『リチャード• L •エバンズ引用集』p.214) 

アドバイザーの提示 わたしたちは良心の呵責から不幸な状態の中で苦しむ必要はないことを説明する。わたしたち 

には，思いや行いを喜びのある道へと導いてくれる聖霊がある。しかし，主の御霊に反すること 

をするときにはいつでも，それ相当の平安と幸福を失うのである。 

正直はあらゆる良い関係の基本である 

聖句を使った 正直はあらゆる良い関係の基本であることを説明する。十戒の多くは，わたしたちがほかの人 

話し合い と穏やかな生活を送る方法を教えている。 

出エジプト20 ：13 —17を読ませ，印を付けさせる。 

參これらの聖句は，正直について何を教えていますか。また，主が正直に対してどのような価値 

観を持っておられると教えていますか。 
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アドバイザーの提示 良い人間関係は，互いの信頼のうえに成り立っていることを説明する。屆家間の条約は信頼の 

うえに結ばれる。国家間の信頼が失われた場合には，外交関係は絶たれ，通商やそのほかの平和 

的な交流は停止してしまう。戦争の起きる可能性さえある。貿易や外交関係が再開されるのは， 

国家相互の信頼が再び確立されたときだけである。 

同様の事柄が人間関係にも言える。わたしたちは信頼できる人と関係を築きたいと思っている。 

また，だれに対しても誠実に行動してきた人を尊敬する。自分が も尊敬している人について考 

えてみれば，その人は行うと言ったことを実行し，いつも正直にわたしたちと接する信頼できる 

人物であることが分かる。 

話し合い 眷信頼できる人は，何によって知ることができますか。（その人との経験） 

參両親や監督，友達を信頼できると感じたのは，どのような経験からですか。 

生徒たちに，ほかの人を信頼するようになった経験を幾つか話させる。いずれの場合において 

も，信頼された人の側に誠実さのあったことを指摘する。 

聖句を使った 主の も重要な特質の一っは，主が約束した言葉を必ず守られるということである。 

話し合い 一人の生徒にアルマ7 ： 20を読ませ，印を付けさせる。 

參この聖句は，主が信頼できる方であると知るうえでどのような助けになりますか。 

參主が「一度言われたことは変更されない」ということは，わたしたちにとってどのような意味 

があるでしようか。 

參この聖句から，人との接し方についてどのようなことを学べますか。 

主が正直に接してくださることを知っているので，わたしたちは主を信頼することができる。 

同様に，わたしたちもほかの人々から信頼されるように，正直に人と接するべきである。これら 

のことを生徒が理解できるように助ける。 

正直は主に仕えるためにわたしたちを備える 

引 用 正直は主に仕えるための備えであることを説明する。正直にならなければ，有能な宣教師には 

なれない。N •エルドン•タナー副管長の次の言葉を読む。 

「わたしたちの人格の特質の中に，正直に勝るものはない。……偽りを述べ，ふさわしくない 

状態で神殿に入り，伝道に行く男女がいる。このようなことを言わなければならないことを非常 

に残念に思う。主は，清くないものを神殿に入れてはならないと言っておられる（教義と聖約97 ： 

15参照)。神殿推薦状を受けるため，または伝道のための面接を受ける人は，監督とステーク会長 

が主の代理人であることを認識すべきである。またその答えは主に対するものであり，主と約束 

を交わしていることを自覚すべきである。主はすべてを御存じであり，決して欺かれることはな 

い。…… 

これから伝道に出る人は，主が全幅の信頼を置ける者，あらゆる点で主を代表するにふさわし 

く清い者を望んでおられることを認識する必要がある。ふさわしくなければ，召しを受けてはな 

らない。偽って神の業に携わるようなことがあってはならない。むしろ悔い改めて自らを備えな 

さい。」（「あなたは神権を尊んでいるか」『聖徒の道』1976年8月号，p.357) 

話し合い 參神権指導者にうそをつかないことは，なぜ大切なのでしょうか。 

自分自身を伝道にふさわしい状態に保つことの重要性を強調する。 

物語と話し合い 南アメリカの主の指導者の一人は，子供のころに正直について学んだことを説明する。次の物 

語を紹介する。 

「チリのサンディエゴに住むベン•パントジャが6歳のとき，両親は家族の日用品を買うため 

に近くの町に出かけた。両親が出た後，8歳になる兄力びアイスクリームを買いに行こう』と言っ 

た。 

ベンと妹のメルセデスにとって，アイスクリームは特別な楽しみだった。二人は兄に，お金を 
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どうするのか尋ねた。兄は父親から，おやつが欲しくなったら生活費のしまってある引き出しか 

らお金を出してよいと言われたと答えた。ベンは心の中で，兄の言葉は正しくないと思ったが， 

アイスクリームへの期待が正義感を押しのけてしまった。 

3人はアイスクリームを手にした。両親が家に帰り，ベンの母親は買い物の釣り銭を引き出し 

に戻したとき，お金が足りないことに気づいた。子供たちに尋ねて，事の次第が明らかになった。 

ベン•パントジャはその夜，二度と不正直なことはしないと，また正しいと知っていることに 

反する行為は決してしないと決意した。彼は現在，南アメリカにおけるの主の選ばれた指導者の 

一人である。子供のときの決意を守ってきたからである。」（リン.ミケルセン"Stretching the 
Truth" New Era「真理を広げる」『ニューエラ』1992年4月号，p. 4) 
•ベンが子供のときにした決意は，教会の指導者になるうえでどのような備えになったと思いま 

すか。 

まとめ 

アドバイザーの提示 天父はわたしたちが御自分のようになり， 終的には神々となれる機会を与えてくださったこ 

とを生徒たちに伝える。わたしたちが自分自身やほかの人々に正直になって初めて，自分が天父 

のようになれることを心に思い描けるのである。 

証とチヤレンジ 教師自身の生活における正直の価値について証する。自分がどの程度正直であるか評価し，聖 

霊の導きに従ってさらに正直になる努力をするよう生徒たちにチャレンジする。 
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将来に備えて教育を受ける 

しもべ 

目 的 将来家族の扶養者となり，いっそう力ある主の僕となるうえで教育の持つ価値を知る。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。2 ニーフアイ9 ： 28 —29 ；教義と聖約88 ： 78 —80。 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各gの聖典を持参する。） 

b.聖典に印を付けるための筆記具 

3 .地元で利用できるいろいろな教育のリストを作成する。 

4.任意——本課の 後にある，チャレンジの配付資料を用意しておく。 

レッスンの展開 

聖句と黒板を使った 

5舌しOし、 

わたしたちは学問を探求するよラに戒められている 

一人の生徒に教義と聖約88 ： 77 — 80を読ませる。この聖句の大切な箇所に印を付けるように言 

參この聖句によれば，主はわたしたちに何を学ぶように求めておられるでしょうか。（原則，教 

義，福音の律法。また地球，天上，歴史，現在の出来事，国内，国外に関する知識） 

生徒の答えを黒板に書く。 

主はわたしたちに多くの事柄について可能なかぎり学ぶように求めておられることを説明する。 

參わたしたちが学べる も大切な知識は何でしょう力、 

引 用 エズラ•タフト•ベンソン大管長の次の言葉を読む。 

「わたしたちの永遠の救いの基となる真理は，わたしたちが学ぶべき も重要な真理である。 

自分がどこから来て，なぜここにいるのか，そして来世でどこに行くのか知らない人は，真の教 

育を受けているとは言えない。『あなたがたはキリストをどう思うか』というイエスが投げかけた 

質問に，正しく答えられなければならないのである。 

世の中は，これらの知識を教えることはできない。したがって，わたしたちが学ぶべき も重 

要な知識とは，福音とその創造主，すなわちイエス•キリストに関する救いの知識である。」("In 
His Steps" Ensign「主の足跡」『エンサイン』1988年9月号，pp. 4 - 5 ) 

アドバイザーの提示 わたしたちは様々な種類の知識を学ぶように求められているが，霊的な知識が も大切であり， 

他の知識を活用する助けになることを説明する。また霊的な知識は，現世の目的である神にお会 

いする備えができるように，わたしたちを助けてくれる。世俗的な知識も神にいっそう近づくう 

えで役立つが，人に救いを与えるのは霊的な知識である。 

聖句を使った 教義と聖約88 ： 80をもう一度参照する。 

話し合い 參あらゆる種類の知識を得る目的は何でしょうか。 

一人の生徒に2 ニーファイ9 ： 28 — 29を読ませる。大切な言葉に印を付けるように提案する。 

眷学識が増してくると，なぜ神の勧告に聞き従うのをやめる傾向があるのでしょうか。（教育を受 

けると住々にして，新しい知識や技術のために高慢になってしまう。今まで以上に尊大になり， 

謙遜さや主に頼る気持ちを失いがちになる。） 

•この聖句はわたしたちがこの世の事柄について学ぶとき，どのような助けになりますか。（謙遜 

さを維持するならば，学識がわたしたちの利益になることを思い出させてくれる。） 
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アドバイザーの提示 わたしたちは知識と知恵を得るように期待されているが，その過程で忘れてならないのは，自 

分が主に依存していることである。もし戒めを守り，信仰を保ち続けるならば，勤勉さと賢明な 

知識探求によつて祝福が得られるであろう。 

教育により，有利な職業に備えることができる 

話し合い 教育を受けるおもな理由は，良い職を得，将来の自分の家族にとってよき扶養者となるためで 

ある。教育は，常に学校でなければ受けられないわけではない。実際に仕事をしながら学べる職 

業もある。しかし現代の社会では，職業訓練校や専門学校，大学などにおける教育がほとんどの 

仕事に求められている。 

參若人の職業準備を援助する目的で利用できる学校や訓練機関には，どのようなものがあります 

か。 

生徒の意見を黒板に書き出した後，教師の調べたほかの手段を挙げる。 

アドバイザーの提示眷自分の就く職業は，生活のどのような面に影響するでしょうか。（次のような答えが考えらる。 

住む場所，家族のための生活費，時間をともにする人々，体や精神の健康状態） 

職業はわたしたちの生活に大きな影響を与えるので，自分の好きなことや上手にできることを 

生かせるように準備する必要がある。また人生の多くの時間を仕事に費やすので，働くための十 

分な備えをすべきである。仕事を通して何らかの方法で人々に奉仕することも大切である。 

スペンサー .W•キンボール犬管長は，次のように勧告している。「わたしは確信しています 

力ん皆さんは単に生計を立てるための準備をするだけでは満足できないでしょう。もちろんそれ 

は大切なことですが，人に不死不滅と永遠の命をもたらすために主を助けるという重要で偉大な 

業，無私の奉仕に勝るものではありません。わたしが皆さんに望むのは，教師になる訓練を受け 

ている人であれば，毎月支払われる報酬のために教え方を学ぶのでなく，生涯を通じて人々を霊 

的に鼓舞し，多くの人の信仰と人格を築き上げる教師になることです。また，ほかの分野で努力 

している人であれば，皆さんの教育や仕事が，それ自体が目的になるのでなく，目的を達成する 

ための手段となることです。……神の栄光のために，そして人類の幸福のために，偉大な事柄を 

成し遂げてください。」[The Teachings of Spencer W. Kimball『スペンサー• W •キンボール 

の教え』エドワード• L •キンボール編，p.257) 

話し合いと引用 參自動車整備士や市長，歯科医，農夫は，それぞれの務めを果たすことによって，どのように神 

に仕えているでしょうか。 

地元で一般的な職業を挙げて，その仕事に就いている人がどのように主に仕えているか話し合 

う。 

正しい仕事は何であれ主に喜ばれることを説明する。ボイド•K•パッカー長老は次のように 

述べている。「正直な仕事は，それがどのようなものであろうと，貴重で尊いものなのです。世の 

中の進歩発展に寄与している労働に対して，あるいはその世の中で生活を営んでいる人々に対し 

て，『卑しい』などという言葉を使ってはなりません。」（「福音一職業の基盤となるもの」『聖徒 

の道』1982年7月号，p. 150) 

教育は生涯続ける 

次の点を説明する。仕事の準備に役立つ教育だけが有益であると考える人がいる力す，主は生涯 

知識の探求を続けるように望んでおられる。 

春仕事に就く備え以外に，教育はわたしたちの生活にどのような祝福をもたらしますか。 

関心を広く保つよう生徒を励ます。伝道の準備をするときには，言語，文学，地理，歴史など， 

様々な科目について学べば役立つであろう。 

5占しaし、 
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第18課 

まとめ 

チャレンジ 生徒に以下のチャレンジを与える。黒板に書き出すカゝ，配付資料として生徒に配る。 

1.熱心に祈りの気持ちをもって福音を学ぶ。 

2.職業に備え，さらに良い主の僕となるために，この世の知識を身に付ける。 

3.宗教上の学習と，世俗的な知識の習得のバランスを保つ。 

4 .生涯学び続ける。 

5.現在利用できる教育の機会を，今すぐ活用する。 
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すばらしい受け雄咨 

目 的 末日聖徒イエス•キリスト教会に属していることは，すばらしい受け継ぎの一つであることを 

理解する。 

準 備 1.祈りの気持ちで次の聖句を研究する。2テサロニケ2:2 — 3;マタイ24 ：11-12 ；イザヤ 

24 ： 5 ； 2 テモテ 4 ： 3 —4 ；アモス 8 ：11 — 12 

2.教材 

a.標準聖典（生徒は各自の聖典を持参する。） 

b.聖典に印を付けるための筆記具 

3.入手できれば，ビデオ『 初の示現』と『神権の回復』（『教会ビデオ基礎編』〔53779 300〕 

中に収録）を見せる。 

アドバイザーへ このレツスンは，地上における主の教会の会員としての偉大な受け継ぎを生徒に思い起こさせ 

るのに役立つ。本課は2回に分けて教えることができる。 

レッスンの展開 

アドバイザーの提示 

大背教があった 

イエス•キリストは地上におられたとき，主の教会を設立された。そして御自分の死後に教会 

を導くために，使徒とそのほかの指導者を聖任された。これらの指導者は世界中に福音を教えて， 

教会の支部を数多く設立した。しかし，一部の人々が救い主の教えを変え始めたため，大勢の人 

が欺かれた。 

聖句を使った 

5占しOし、 

次の参照聖句を黒板に書く。 

2 テ サ ロ ニ ケ 2 ： 2 — 3 

マタイ24 ：11 — 12 

イザヤ24 ： 5 

2テモテ4 ： 3 — 4 

アモス8 ：11-12 

これらの聖句を読んで，イエスの死後，教会に何が起こったか調べるように言う。聖句の研究 

を終えたら，以下の質問に答えられるようになるであろう。 

參イエスが地上におられるときに設立された教会に何が起こりましたか。 

參それはどのようにして起こりましたか。 

話し合いの中で次に挙げる概念を採り上げてもよい。 

參パウロはテサロニケ人への手紙の中で，救い主の再臨の前に，教会に何が起こると言っていま 

すか。（真理からの背教が起こる。2テサロニケ2 ： 2 —3参照） 

眷マタイは，主の再臨の前に起こることに関する救い主の預言を記録しました。イエスが話され 

た出来事の一つは何ですか。（にせ預言者が多くの人を惑わす。マタイ24 ：11—12参照） 

參イザヤは福音の「定め」すなわち儀式がどうなると言っていますか。（儀式が犯される，すなわ 

ち変えられる。イザヤ24: 5参照） 

•人々が真理から離れて行くのはなぜでしょうか。（必ずしも真理ではなく，耳障りのよい話をし 

てくれる教師を求めるから。2テモテ4 ： 3 — 4参照） 

•アモスはどのような飢饉が来ると言いました力、。（主の言葉を聞くことの飢饉。アモス8 ：11— 

12参照） 
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福音が地上に回復された 

アドバイザーの提示 人々が真理から離れ去ったことを背教と呼ぶことを説明する。この状態は何世紀も続いた。そ 

して時が来ると，主は預言者ジョセフ•スミスを通して，真の福音をすべての権能や祝福ととも 

に回復された。 

ビデオによる提示 ビデオ『 初の示現』を見せる。 

聖 句 ジョセフ•スミス—歴史1：7—26にある 初の示現の記録を復習する。記録の一部を読んで 

もよい。あるいは，一人の生徒にこの出来事を話すように割り当ててもよい。 

証 福音がジョセフ•スミスを通して回復されたことを証する。この真理を知るうえで助けになっ 

た自分の経験や気持ちについて話す。真の福音が回復されたことを知るうえで助けになった経験 

を話すよう生徒に勧める。 

アドバイザーの提示 

福音が回復されたので，わたしたちは偉大な祝福にあずかる 

ジョセフ•スミスの 初の示現の後，多くの重要な出来事があったことを説明する。その一つ 

力ん神権の権能の回復である。アロン神権とメルキゼデク神権が地上に回復された。 

ジョセフ•スミスとオリバー•カウドリは，1829年5月に『モルモン書』を翻訳しているとき， 

バプテスマについて主に導きを求めることを決意した。そして，祈るために人目を避けて森の中 

に入った。二人が祈っていると，バプテスマのヨハネが天から降りて来て，二人の頭に手を置き， 

聖任を行った。 

聖 句 バプテスマのヨハネが語った言葉を知るために，ジョセフ•スミス一歴史1:69を読ませる。 

それから70 _ 72節を参照する。 

アドバイザーの提示 アロン神権が回復されたすぐ後に，主の3人の使徒であるべテロ，ヤコブ，ヨハネ力《，ジョセ 

フ•スミスとオリバー•カウドリにメルキゼデク神権を授けた。この神権には，教会を組織する 

ために必要な権能を彼らに与える，聖なる使徒職が含まれていた。 

1830年4月6日，ジョセフ•スミスと約50名の人々が，ニューヨーク州セネカ郡のピーター. 

ホイットマー•シニアの農場にある丸太小屋に集まった。そこで末日聖徒イエス•キリスト教会 

が組織されたのである。教義と聖約21章は，教会が組織されたときに与えられたものである。 

聖 句 教義と聖約21:1—3を読ませる。 

アドバイザーの提示 この組織から現在知られている教会ができたことを説明する。主の教会によって，主イエス• 

キリストを知り，礼拝することが可能になった。わたしたちは礼拝堂や神殿に行き，イエス•キ 

リストの贖罪について教えを受けることができる。また，聖餐を取ることもできる。これはイエ 

スのささげられた偉大な犠牲を思い起こさせてくれる。神の戒めを学んで守ることにより，この 

世と次の世における幸福に導かれる。わたしたちは聖なる神殿で家族の結び固めを受けることも 

できる。 

ビデオによる提示 ビデオ「神権の回復」を見せる。 

わたしたちには信仰といラ受け継ぎがある 

アドバイザーの提示 教会が回復されてから 初の1年間に改宗した大勢の人々は，偉大な信仰と勇気を持っていた。 

彼らは多くの苦難に遭った。特に，自分の家を追われ，何千キロも旅して荒れ果てたソルトレー 

ク盆地に移住したのである。わたしたちが今どこで生活していようと，彼らはわたしたちの従う 
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べき模範を残してくれたのである。 

參開拓者たちが厳しい試練に耐えられたのは，なぜだと思いますか, 

引 用 ゴードン• B •ヒンクレ一大管長は，開拓者の物語について次のように述べている。「それは， 

驚嘆すべき純粋な信仰と絶対的な確信の現れであり，天の神がその力においてすベての事柄を正 

しくされ，神の子供たちの生活の中で永遠の目的を達成されることを表している。 

わたしたちは，生ける神と復活された生ける御子に対する，力強く燃え上がる信仰を何よりも， 

とても，とても，必要としている。なぜならそれこそが，わたしたちの福音の先祖を行動に駆り 

立てた偉大な信仰だからである。」("The Faith of the Pioneers" Ensign「開拓者の信仰」『エ 

ンサイン』1984年7月号，p. 6) 
•開拓者たちの物語から，自分の生活に役立つどのようなことを学べますか。 

まとめ 

引 用 ジョセフ•フィ一ルディング•スミス大管長の次の証を読む。 

「わたしたちは，純粋な真理と完全なキリストの教えから離れ去った暗黒と不信仰の長い夜の 

後に，主がその無限の知恵をもって，永遠の完全な福音を再び地上に回復されたと信じている。 

また，ジョセフ•スミスが預言者で，1820年の春に御父と御子の訪れを受け，この 後の福音 

の神権時代の扉を開き，神の賜物と力によって『モルモン書』を翻訳し，この目的のために遣わ 

された天使からもろもろの鍵と権能を授かり，主によって救いの教義を明らかにされたと信じて 

いる。 

わたしたちは，末日聖徒イエス•キリスト教会が地上における神の王国であり，救いの真の教 

義を学び，聖なる神権の権能を見いだすことのできる唯一の場所であると宣言している。」(Con-
ference Report『大会報告』1971年4月，p. 5 ； Ensign『エンサイン』1971年6月号，p,4) 

証 イエス•キリストの福音が回復されたことについて証する。末日聖徒イエス•キリスト教会の 

会員であることにより，信仰と真理という偉大な受け継ぎを得ていることを理解させる。この教 

会は真実の教会であり，ジョセフ•スミスを通して回復され，永遠の命の祝福はすべての忠実な 

人々に与えられる。これらのことについて，さらに強い証をはぐくむように生徒を励ます。 
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定員会アドバイザ一へ——縑大会説教 
を基にレツスンを組み立てる 

目 的 生ける預言者たちの言葉は，補足レッスンを行ううえで優れた教材である。補足レッスンが必 

要な場合は，『リアホナ』の 新の大会特集号から説教を選ぶ。レッスンを準備し，教えるときに 

御霊の導きを得て，定員会会員の具体的な必要にこたえる機会があるであろう。定員会会員が予 

習してレッスンに臨めるように，あらかじめどの説教を採り上げるか連絡しておく。これらのレッ 

スンを展開する際は，中央幹部の教えや大会説教，聖文に添って行う。 

準 備 これらのレッスンを準備し教える方法は，通常のレッスンの場合と同様である。さらに次のよ 

うな準備の方法も役立つであろう。 

1•選んだ説教に基づいて，どのような福音の原則または主概念を教えるか，祈りの気持ちをもっ 

て決める。さらに主概念を説明するために必要な補助概念を2，3書き出す。 

2 .レッスンの結果と'して，どのような事柄を達成したいか決める。例えば，生徒を助けてある 

原則を理解させる，信仰を強める，態度を養う，行動を変えるための動機づけを与える，な 

ど。 

3 .レッスンの構成を考える。『聖句ガイド』を使って参照聖句を探す。適切な視覚資料を教会付 

属図書館図書主任に依頼する。 

4.説教の中から選んだ引用文や聖句に基づいて質問を用意する。その引用文や聖句にはどのよ 

うな意味があるだろうか。生徒たちに当てはめて考える（1ニーファイ19 ： 23参照）。 

5.生徒をレッスンに参加させる教授法を用い，割り当てを与える。そのための教授法について 

は，『教師，その犬いなる召し』（36123 300)を参照する。 

次ページの提案は，大会説教に基づくレッスンを準備するときに役立つであろう。 
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レツスンの概要 

説教に基づくレッスンを準備するには，以下の表が役立つであろう。 

説教の標題：  

福音の原則または主概念：  

補助概念：  

1.福音の原則または補助概念を紹介する。 

2.レッスンの本論に入る。 

拳その福音の原則に関して主や預言者が語っていることに 

ついて話し合う。 

參この原則を実践することにより，どのように信仰が増し， 

いかに正しい決定や問題解決が助けられるか話し合う。 

3.レッスンの内容を要約して終える。 

參福音の原則または補助概念を黒板に書く。導入には，実 

物を用いたレッスンや物語，視覚教材，聖句，考えさせ 

る質問などを利用する。 

拳説教中の聖句やそのほかの聖句を聖典の中から探して， 

それらについて話し合い，福音の原則を明らかにする。 

眷説教中の引用文について質問をする。福音の原則を分か 

りやすく説明するために，説教中の物語や実例を話す。 

參質問をして，生徒が実生活の中で福音の原則を実践でき 

るように話し合いを導く。 

參採り上げたテーマに関連する体験や感想，証を分かち合 

うよう生徒に勧める。教師自身が感じていることも述べ 

るO 

參教えた福音の原則の真実性と，教師自身の生活の中でそ 

の原則が持つ価値について証する。 
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