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はじめに 

概 説 本書のレッスンは，教会の若い女性を対象としている。レッスンを通して，少女は自分に対する 

主の計画をさらによく理解し，福音の原則に基づいた選択や行いができるようになる。 

M •ラッセル.バラード長老はこのように忠告している。「教師は補助的な資料を求める前に，聖 

典や公認の手引きを入念に研究するように強く求められています。教会公認の教材を十分に検討せ 

ず，目をほかに移す教師が非常に多いようです。レッスンを準備するときに，聖典や手引き以外に 

補助的な資料の必要を感じた場合は，まず教会発行の雑誌を使うことを考えるべきです。」（M •ラ 

ッセル•バラード「教師——その犬いなる召し」『聖徒の道』1983年7月号，p.119) 

単元別学習 単元別学習は，関連のある原則についてそれを理解し，日常生活に応用できるようになるまで繰 

り返し，細かい点まで学習するものである。テキストは以下の単元に分かれている。 

神の娘として生活する 

女性としての神聖な役割を果たす 

家庭生活に貢献する 

神権について学ぶ 

家族歴史と神殿活動について学ぶ 

伝道活動に参加する 

霊性を高める 

徳高い生活をする 

健康を維持する 

社会的，情緒的に成長する 

与えられているものを管理する 

指導力を養う 

これらの単元を教えるに当たっては，以下の点を考慮し，生徒の必要を評価する。 

•生徒はどのような問題に直面しているだろうか。 

•そのテ一マについて，生徒はどのようなレッスンを受けたことがあるだろうカゝ。 

眷そのテーマについて，生徒はどのようなことを知っているだろう力、。 

•この中で生徒の必要を もよく満たすのはどのレッスンだろうか。 

生徒の必要を十分に考慮し，レッスンのタイトルと目的をよく調べて，その必要を もよく満た 

すレッスンを選ぶ。前もってよく計画すれば，どの単元のレッスンもよく教えられるし，ノくランスの 

取れたカリキュラムを組むこともできる。 

参考資料 聖典一本コースのよりどころは聖典である。生徒に毎週各自の聖典を持参させる。 

毎週聖典を利用するようなレッスンを行う。時間が限られている場合や，注意力を持続できない 

ような場合は， も効果的な聖句だけを用いるようにする。聖典は知恵を用いて活用する。準備を 

して利用すれば効果的な手段となる。 

生徒は毎回のレッスンの間，自分で聖典を読むことが望ましい。そのため，質問をしたり問題を 

提示するなどして，聖典を読むように働きかける。読む箇所カ汾かるように参照聖句を黒板に書く 

とよい。普通は，聖句を読む前に質問をする。そうしないと，生徒は質問に答えるためにもう一度 

聖句を読まなければならなくなる。 

生徒は時々，聖典を開かずに自分の言葉で正しい答えを述べることがある。そのような場合は， 

重ねて質問をし，聖典を読ませるようにする。例えば，「パウロはそれをどう言っていますか」とか， 

「この聖句からほかにどのようなことが分かりますか」というような質問をする。生徒に聖典を調べ 
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ることに興味を持たせるには，まず教師自身カ蜩味を持たなければならなぃ。そのためには，レッス 

ンで生徒に探させる聖句につぃてよく調べ，祈り，深く考えて自分自身を備える必要がある。 

『教師——その大いなる召し』(33043 300)は，どの教師にとっても非常に役に立つ書物である。 

この書物には，レッスンの準備，霊的な備え，教授法（ロールプレイング，バズセッション，質間， 

黒板を使った説明，実物を使ったレッスンなど）に関する提案や，生徒を参加させるための提案が 

載ってぃる。また，教室での態度につぃて生徒をどう指導するかや，教室の準備に関するアイデア， 

そのほか教授法改善のための提案もたくさん載ってぃるので，レッスンを準備し，教える際に参考 

にするとよぃ。 

『聖徒の道J——『聖徒の道』には，レッスン内容を高めるうえで役立つ記事や物語カ裯載され 

ている。青少年のコースでは，資料としてまず『聖徒の道』を使用する。 

レッスンの構成 

基本要素 各課の構成は以下のようになっている。 

1.目的。ここには，その課の目的，すなわちレッスンの結果として生徒に理解してもらいたいこと 

や行ってほしいことが述べられている。 

2.準備。ここには，絵や配付物，あらかじめしておく必要のある割り当てなど，レッスンを教える 

のに必要なものが挙げられている。レッスンで使用する視覚資料のほとんどは，巻末にとじ込 

みになっている。視覚資料の番号は絵力叫又められている順序を表す。括弧の中の記号番号は，そ 

の視覚資料カ墩会付属図書館にある視覚資料であることを示している。これらの視覚資料はテ 

キストから取り外さないようにする。配付資料やワークシートは普通，各課の終わりに収めら 

れている。取り外さず，必要な分だけ複写するとよい。 

注意：ほとんどのレッスンで聖典，黒板，チョークを用いる。 

3.レッスンの展開。左側の欄外にある表記は教え方を示すものであり，本文には教えるべき事柄 

力《述べられている。した力《って，その時々の生徒の必要を満たすのに も適した資料と教え方 

を選んで教えるようにする（場合によってはレッスンを何回かに分けて行ってもよい)。 

レッスンの本文は以下のようになっている。 

a.導入。ここには，レッスンの始め方，生徒の注意や関心を引きつける方法カ锻案されている。 

b.小見出し。レッスンの各項には主概念が述べられている。テキストに示されている聖句，物 

語，引用文活動を用いてそれぞれの項を教える。 

c.結び。ここではレッスンのまとめをし，教えた福音の原則について感想や証を述べさせる。 

d.レッスンの)®用。ここでは，学んだ原則を実生活に生かせるように，生徒に与える行動計 

画，課題，目標が具体的に提案されている。（場合によっては，翌週のクラスの始めに，経 

験したことを話し合う時間を取ってもよい。「先週は について学びましたね。試して 

みましたか。どう思いましたか」というように言うと，意見の交換がしやすい。生徒の反応. 

がないときには，「わたしも試してみました。そしてこんな経験をしました」と言うとよい。 

教師は実際の経験を語ることによって，原則を生活に取り入れる方法を教えることができ 

る。） 

e.活動娓案)。これはレッスンに関連した活動で，レッスンを補い発展させるために計画す 

るとよい。 

若い女性を教える あなたは若ぃ女性を教えてぃるのであり，単にレッスンを教えてぃるのではなぃ。若ぃ女性が神 

の娘としての潜在能力につぃて学び，それを十分に発揮する手助けができるよう，熱心に霊感を 

求める必要がある。 

効果的なレッスンをするには一人一人の生徒と彼らの家族を知ることが必要である。 

一人一人の生徒のことを考える。生徒の家族のことを考える。 

一人一人を天父がされると同じように評価し，理解する。 

一人一人をありのままの状態で受け入れ，福音の中で成長できるように助ける。 

自分に質問することによって生徒を知る。 

彼女の関心事や願望，才能，目標は何だろうカゝ。 
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はじめに 

彼女はどんな経歴や経験を持っているだろうか一家庭，教会，学校，仕事，同年代の友達と 

の関係のそれぞれの面で，彼女は何を必要としているだろうか。 

彼女のために何をしてあげられるだろうカゝ。 

生徒を助ける 善の方法は，生徒が福音を学んで実践するように助けることである。マリオン• 

G • ロムニ一副管長はこのように述べている。「しかし，福音は聖典から学ぶだけでは十分ではあり 

ません。福音は実践しなくてはなりません。事実，福音の知識を身に付けることと福音を実践する 

ことは，相互依存の関係にあり，切り離せないものだからです。実践せずして福音を完全に身に付 

けることはできませんo福音の知識はだんだんと身に付くものです。少し学んでは，学んだことを守 

り，また少し学んではそれを守るのです。ずっとこれの繰り返しです。このようにして，わたしたち 

は福音を完全に知ることができるようになるのです。」("Records of Great Worth" Ensign「大いなる 

価値ある記録」『エンサイン』1980年9月号，p.4) 
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障害を持った会員を 
参加させるための特別m旨針 

イエスはこの世で導きと恵みを施す業を開始されたとき，安息日に故郷ナザレの会堂に入り，立 

ち上がって聖書を朗読された。 

「すると預言者イザヤの書力《手渡されたので，その書を開いて，こう書いてある所を出された，『主 

の御霊がわたしに宿っている。貧しい人々に福音を宣べ伝えさせるために，わたしを聖別してくだ 

さったからである。主はわたしをつかわして，囚人が解放され，盲人の目が開かれることを告げ知ら 

せ，打ちひしがれている者に自由を得させ‘••…るのである。』」（ルカ4:17- 19) 

救い主は導きと恵みを施しておられる間，常に特別な助けを必要としておられる人々を 優先さ 

れた。教会でレッスンをする教師は，心身に障害のある会員に専門的な援助を与えるための技術的 

訓練を受けたり，そのための便宜を図ったりすることはあまりないであろう。しかし，教会の教師は 

皆，理解と思いやりの心を持って，そのような会員をできるかぎりクラスのあらゆる学習活動に参 

加させるべきである。特に関心を寄せていただきたいのは，精神面で問題のある人，耳や目など身 

体に障害のある人，文化的（言語など)，情緒的な面や，社会性，年齢，学習能力に問題がある人な 

どである。次に挙げる事柄は，各教師にとって，特別な援助を必要としている会員に手を差し伸べ 

るうえで有益な指針となるであろう。 

生徒一人一人の能力，および必要としていることを知る。その人に特にどのような助け力《必要か， 

神権指導者や家族に尋ねる。適切だと思われる場合には本人に尋ねるのもよい。 

生徒に朗読や話，祈りなどを割り当てる前に，「クラスで朗読することや，みんなの前で祈ること 

は差し支えありません力、」などと尋ねて，本人の了解を得ておく。 

できるかぎりレッスンに参加させ， 大限に学習できるように努める。 

生徒同士がお互いに尊敬と思いやりの念に欠けることがないように，あらゆる努力をする。 

不自然にならないように親しみを込めて温かく接する。障害を持つ人も神の子であり，だれでも 

愛と理解を求めているものである。 

教会の教師は，すべての会員が肉体的，知的，情緒的，社会的能力に関係なく， 終的には神の 

ようになるのを目指して成長するすばらしい可能性を備えていることを心に留めておかなくてはな 

らない。わたしたちは彼らカ颂状で学び得ることをすべて教えるために，必要な場合には特別な努 

力をする責任がある。救い主の次の言葉を忘れてはならない。「わたしの兄弟であるこれらの も小 

さい者のひとりにしたのは，すなわち，わたしにしたのである0」（マタイ25: 40) 
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神の娘として生活する 



第m 神の娘 

目的 生徒は，天父と自分のすばらしい関係をはっきりと理解する。 

準 備 1.模造紙に「神の娘」と書いたものを用意する。 

2.視覚資料1「父と娘」巻末参照 

3.『天父はかつて，また今もあなたを愛しておられる』の項の二つの引用文を書いた巻き物 

を人数分用意する。 

4.一人の生徒に，「高きに栄えて」（『賛美歌』180番）の歌詞を朗読するように前もって割り 

当てておく。 

5.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

レツスンの展開 紹介一あなたはだれですか 

導入 まず教師が自己紹介し，それに倣って生徒も同じように自己紹介させる。特に，家族や友達 

の中で自分がどういう点でかけがえのない存在かを話してもらう。自己紹介が終わったら，人 

生の中での自分とほかの人々との関係について考えさせる。各人がそれぞれ異なった人間関係 

の中にあること，そして，それぞれがかけがえのない存在であるために，そうした人間関係に 

対する貢献の仕方も独自であることを指摘する。次に，若い女性にも同じような人間関係が存 

在することを説明する。若い女性はそれぞれ娘であり，両親がいて，祖父母や曽袓父母がいる。 

すべての少女は神の娘である 

上記の方法で自己紹介を終えたら，わたしたちは皆同じ関係を持っているわけではないが 

(中には姉妹やいとこなどのいない人もいる），父親と母親がいること，つまり生徒たちは皆娘 

であることを指摘する。これから，その関係の一つである「父と娘」の関係について学んでいく。 

黒板を使った 視覚資料「父と娘」を見せる。 

話し合い 生徒に，父親と娘の理想的な関係がどのようなものかを考.えてもらう。理想的な関係を築い 

ている父親は娘と良い関係を築くためにどのようなことをしているかを挙げてもらう。黒板に 

「父親」と書き，その下に生徒の答えを書く。次の例に示されている事柄が挙がるように話し合 

いを導く。次に，父親と娘の間の良い関係を保つために娘はどんなことをしているかを尋ねる。 

前と同様に話し合いを導き，黒板に「娘」と書いてその下に生徒の答えを書く。 

父 親 娘 

1.衣食住など物質的な必要 1.感謝の気持ちを表す 

物をあてがろ 

2.話を聞< 2.父親を信頼して相談する 

3 .導 < 3.尊敬する 

4.教える 4.従う 
5.愛する 5.愛する 

6.慰める 6.父親を手伝ろ 

7.常に父親らしくある 7.常に娘らし<ある 

わたしたちは，この世の父親の娘であると同時に天父の娘であるという非常に特別な共通の 
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第10課 

関係を持っている。•「神の娘」と書いた紙を見せる。 

朗 読 わたしたち一人一人は文字どおり天父の霊の娘であることをよく理解できるように，「高きに 

栄えて」（『賛美歌』180香）の歌詞の朗読を聞きながら，天父の娘として天父と自分との関係に 

ついて考えさせる。（このとき，前もって録音しておいた「高きに栄えて」のメロデイ一を流せ 

ば，いっそう朗読の効果を上げることができる。朗読するか，だれかに歌わせてもよい。） 

まとめ 賛美歌を利用して，わたしたちが前世にいたとき，天父がわたしたちを愛しておられたことを 

指摘する。天父はわたしたちの霊の父であり，わたしたちは天父の子供である。わたしたちを 

愛しはぐくみ，教育してくださった天父は，わたしたちをよく知っておられる。 

天父はかつて，また今もあなたを愛しておられる 

主はヨブに，自分がどこから来たのかについて考えさせるような興味ある質問をされた。一 

生徒にヨブ38 ： 4-7を読んでもらう。この聖句について，また聖句と自分との関係について話 

し合う。以下の質問を利用するとよい。 

•この聖句で言われていることは，永遠という時の流れの中でどの時期に当たるでしょうカゝ。 

•なぜ明けの星は相ともに歌い，神の子たちは皆喜び呼ばわったのでしょうか。 

•「どこにいたか」という質問に，ヨブ（皆さん）はどう答えますか。 

聖句を使った 

人の話し合い 

引用 次の引用文を読む。 

「天に神がおられる。神は限りなく，永遠にましまして，終わりなく，栄光を持ち，昇栄され 

た御方である。神は骨肉の体を有しておられる。神は復活した，聖い，完成された御方であり， 

わたしたちはその子供である。わたしたちは神の霊の子供なのである。神は家族として生活し 

ておられる。わたしたちはその家族の一員であり，前世で，ある期間神とともに住んでいた。」 

(ブルース • R •マツコンヤ一，M a k i n g Our Calling and Election ^ure, Brigham Young 

University Speeches of the Year『召しと選びとを確かなものにする』ブリガム•ヤング大学年 

度講話，1969年3月25日，p.5) 

黒板を使った 

話し合い 

前世で，わたしたちは皆天父から愛されていた。神の愛は永遠で変わることがない。天父は 

今もわたしたちを愛しておられる。その愛を示す祝福を幾つか挙げさせる。一人が少なくとも2 

回当たるようにして，それぞれが天父から受けている祝福を述べさせる。 

この活動を終えたら，父親と娘の良い関係を築くために父親に望まれている事柄のリストを示 

す（黒板)。生徒から出された祝福について話し合い，天父がどのような方法で娘たちに愛を示 

されるかを指摘する。 

聖典の研究と 

話し合い 

生徒が挙げた祝福以外にも，天父はわたしたちに必要なものをかなえてあげようというすば 

らしい祝福を約束してくださっている。生徒に次の参照聖句を読ませる。 

ヨハネ14 ：16-18 (慰め） 

『モルモン書』ヤコブ4:10 (導きと勧告） 

マタイ7: 7-11(問題解決のための助けと理解） 

ヨハネ3:16 (神の大いなる愛の証） 

引用 生徒に，神の娘であることを理解するのがなぜそんなに大切なのか説明してもらう。 

生徒の答えが出た後，次の二つの引用文を読ませる。 

「人が神の子供であり，将来神のようになる可能性を備えているということは，真理であるC 

人が神の子供であるという知識は，人類が知り得る も大切な知識である。」（マリオン• 

G •ロムニー，Conference Report『大会報告』1973年4月，p.136) 

「あなたがたに勧めることは，『神の子です。わたしやあなた』と常々自分に言い聞かせて, 
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自分が何者であるかをはっきりと自覚しつつ，より幸せな実りの多い生活を保証するそれらの 

理想に近づいた生活を始めることである。」（ハロルド.B •リー『大会報告1973-75』P.81) 

巻き物 上記の二つの引用文を書いた巻き物を生徒に配る。これらの引用文の言葉を覚えて，常にそ 

れを日々の生活に応用するように励ます。 

天父はわたしたちが，御自分に近づくことを望んでおられる 

わたしたちは聖典や預言者を通じて，一人一人が天父の子供であることを学んだ。わたした 

ちはかつて天父とともに住んでいた。神はわたしたちを愛しておられる。また，聖典やクラス 

で話し合った祝福を通して，天父が一人一人の娘と良い関係を築きたいと望んでおられるのを 

知ることができた。 

生徒に，神の娘として天父との関係を強めていくために何ができるかを提案させる。 

父親と娘の関係のところで黒板に書いた，娘にできる事柄のリストに注目させる。天父との 

関係を強める場合も，父親と娘の場合と同じであることを明らかにするため，次の質問をする。 

參わたしたちは天父への感謝の気持ちをどのように表しますか（従順になることによって）。 

春どういう方法で天父に打ち明け，相談しますか（祈りによって）。 

祈りがすぐに答えられないように思えて気持ちがくじけてしまうときがあるが，多くの問題 

を抱えてそれに悪戦苦闘するような状態にわたしたちを置かれるのは，天父の知恵である。た 

だし必要なときには，天父はわたしたちを励まし導いてくださる。 

參わたしたちはどのようにして天父から教わりますか（聖典の言葉を学ぶ，預言者の声に耳を 

傾ける，祈りの後で主の声に耳を傾けることによって）。 

參わたしたちは天父に対する愛をどのようにして表しますか（戒めを守ること〔ヨハネ14:15 

参照〕とほかの人々に奉仕すること〔マタイ25 ： 40およびモーサヤ2 ：17参照〕によって）。 

結び一神聖な関係 

聖 典 生徒に教義と聖約88 ： 63を読ませる。それから，天父はすべての人が御自分に近づくように 

望んでおられることを指摘する。 

教師の提示 わたしたちは文字どおり天父の娘であり，天父はわたしたちを愛しておられる。わたしたち 

と天父との関係は，わたしたちの行いと選択とによって決まる。天父がわたしたちに背を向け 

られることは決してない。天父の御心を行い，導きを求めて祈るとき，わたしたちは自分の踏 

むべき道を知り，自分が真実神から愛されている神の娘であることを確信することができる。 

レッスンの応用 

再び巻き物に書かれている二つの引用文の内容を心に留め，それを実生活に生かすようにチ 

ヤレンジする。 

教師の提示 

話し合し 
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救い主イエス•キリス卜 

目 的 生徒は，イエス•キリストが自分の救い主であり，イエスの贖罪により，復活して神と再びとも 

に住むことができるようになったことを自覚する。 

準 備 1.視覚資料2「救い主」巻末参照。敬虔な雰囲気を出すために，クラスが始まる前に救い主の絵を 

テーブルの上に美しく飾っておく。 

2.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

レッスンの展開 

黒板と聖句を 

使った話し合い 

聖典はイエスtf译リス卜であり，世の救し、主であることを証している 

「イェスはキリストである」とぃう言葉と次の参照聖句を黒板に書く。全員に聖典を開かせ， 

一緒に読む。聖句に印を付けさせる。それぞれの聖句についてよく話し合う。 

イエスはキUス卜である 

ヨハネ3 ：16-17 

ヨハネ14 ： 6 

教義と聖約76 ： 40 — 42 

1ニ —ファィ22 ：12 

1ヨハネ4 ：14 

モーサヤ3 ：17-18 

イエスがキリストであり世の救い主であることを証している聖句は数多くあり，上記の聖句 

はほんの一部にすぎないことを説明する。 

イエス•キリス卜の贖いによって救いと昇栄が可能になった 

聖句を使った 生徒に信仰箇条第3節を暗唱してもらう。キリストの贖罪とは何か，またそれがわたしたちに 

話し合い どんな意義を持っているかを話し合う。次の項目を含めて話し合いを進める。 

1.キリストは，人々が救われるように進んで御自身をささげられた。 

2.キリストは，この世が創造される前にこの使命を果たすよう予任され（選ばれ）ていた。 

3.アダムの堕落によってこの世に死がもたらされた。キリストはその犠牲により破られた律 

法の罰を贖い，死の緦目を解かれた。 

4.キリストはアダムの罪を贖ったばかりでなく，福音の律法と儀式に従うすべての人の罪も 

贖ってくださった。 

5.キリストは文字どおり神の御子であるから，死に打ち勝っ力を持っ唯一の御方である。ま 

た，この地上に生きたただ一人の罪のない御方であるから，サタンの力が及ばない唯一の 

御方である。したがって，この地上に生きた人で贖罪ができるのはキリストだけである。 

6.キリストの犠牲によって，すべての人が復活できるようになった。 

7.キリストがこの世に来られる前もその後も，預言者たちはキリストにっいて証している。 

黒板に次の参照聖句を書く。 

アルマ11：40 

アルマ11：42-43 
聖徒はこの二つの聖句を黙読し，イエス.キリストの贖罪の結果生じた二つの大切な事実を 
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学ぶ（わたしたちは復活することができる，そして昇栄すなわち永遠の命を得ることができる 

ようになった）。 

•アルマの言葉によると，どんな人が永遠の命を得ることができるのですか（イエス•キリス 

トの御名を信じる人々）。 

物 語 救い主がわたしたちの罪を負われるとはどういうことなのか，想像してみたことがあるか生 

徒に尋ねる。次のオーソン• F •ホイットニー長老の話を読んで聞かせるか，だれかに読ませ 

るo 

「そのとき，驚くべきしるし，いと高き御方からの訓戒が与えられた。それは無視すること 

ができないものであった。それは，ペンシルベニア州ランカスター郡コロンビアという小さな 

町でベッドに横たわっていたときに見た夢，というよりは夢の中に現れた示現であった。その 

ときわたしは，ゲツセマネの園にいて，救い主の苦悩を目の当たりにしているかのようであっ 

た。わたしはだれかを見るように，はっきりと救い主を見た。右手の小さな門を通り抜け，ぺ 

テロ，ヤコブ，ヨハネとともに園に入って来られ，前方にある木の後ろに立たれたイエスを, 

わたしは見た。ひざまずいて祈っているようにと，そこに3人の使徒を残して，神の御子は向こ 

う側へ行き，そこで御自分もひざまずいて祈られた。それは『聖書』を読んだことのある人な 

らだれでもよく知っているあの祈りであった。『父よ，みこころならば，どうぞ，この杯をわた 

しから取りのけてください。しかし，わたしの思いではなく，みこころが成るようにしてくだ 

さい。』 

祈りながら，わたしの方を向いておられたイエスの頰には涙が流れた。それを見たわたしは 

大いに心を動かされ，純粋な憐憫の情からわたしも泣いた。わたしは心から同情した。そして 

全身全霊で主を愛し，主のそばにいることを何にも増して切望した。 

やがて主は立ち上がり，3人の使徒がひざまずいて寝入っている方へ歩いて行かれた。主はそ 

っと肩に触れて3人を揺り起こすと，腹立ちやもどかしさを感じた様子もまったくお見せになら 

ずに，優しくおしかりになる調子で，短い時間なのに起きていられなかったのかと哀れみをも 

って言われた。この世の罪という恐ろしい重荷を肩に負い，あらゆる男女，子供の苦痛をその 

多感な魂に感じ苦しんでおられる救い主の傍らで，3人はたったの1時間もぎを覚ましていられ 

なかったのだ。」(Through Memory's Halls: The Life Story of Orson F. Whitney『思い出の 

人——オーソン• F •ホイットニーの生涯』p.82) 

考えさせるための 拳わたしたちは，キリストがわたしたちのために堪え忍ばれた苦痛に対して無関心になってし 

質問 まうようなことがないでしょうか。わたしたちはキリストが下さった二つの大切な賜物に感謝 

することを忘れていないでしょうか。 

春キリスドの贖罪をわたしたちの生活の中で生かすためには何をしなければなりませんか。 

聖句を使った 

話し合い 

昇栄を受けるためには悔し、改めて救い主を求めなければならない 

黒板にヒラマン14:13と書く。 

書ヒラマン14 ：13には，キリストをほんとうに信じる人は，どんなことをしようという気持ち 

になると書かれていますか。 

黒板に，教義と聖約19 ：16-19と書き加える。生徒にこの聖句を読ませる。 

眷イエス•キリストが罪を負ってくださったので，わたしたちは悔い改めをすればその罪を受 

けずにすみます。そのことを知ってどんな気持ちがしますか。 

黒板に，さらに教義と聖約58: 43と書き加える。 

春教義と聖約58 ： 43には，ほんとうに悔い改めた人は何をすると書かれていますか。 

まことの悔い改めは時間と努力を要する。自分自身と主に罪を捨てたことを示さなければな 

らない。 

引用 「わたしたちの中には瞬間的な悔い改めを信じている人がいる。確かに，何かを即座にやめ 

るとはできる力《，まことの悔い改めは，時間がたち，決意したことを実行して罪がほんとうに 
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自分の生活から断ち切られたときに，初めて完了するものであるo」（ロ一レン• C •ダン， 

Read, Ponder, Pray, Brigham Young University Speeches of the Year『统み，考又，祈りなさ 

い』ブリガム•ヤング大学年度講話，1972年3月7日，p.4) 

聖句を使った 罪を告白し，それを捨てることは必要不可欠である。罪の中には神権指導者に告白しなけれ 

話し合い ばならないものもある。しかし，赦しを得るためにはそれだけでは不十分である。 

•そのほかに何が必要なのでしょう。 

次の3つの聖句に出てくる人々は皆，悔い改めて罪の赦しを求め，同じような経験をしている。 

次の聖句を教師が読み，生徒はそれを黙読する。 

エノス1：4-8 

モーサヤ4 ：1-3 

アルマ38 ： 8 

參以上の聖句の中で，人々はどのようにして罪の赦しを得ましたか。 

罪の赦しを得るためには，イエス•キリストを信じて天父にそれを求めなければならない。 

イエス•キリストはわたしたちに二つのすばらしい賜物を下さったc復活はすべての人に無条 

件で与えられる。昇栄すなわち永遠の命は，わたしたちがイエス•キリストを信じ，心から罪 

を悔い改めるという条件の下に与えられる。 

結 び 

証 イエス•キリストが救い主であることの重要性について証を述べるとよい。わたしたちにと 

つて救い主がどんなに大切であるかを，よく理解させる。救い主がいなければ，わたしたちは 

復活することも主のもとに帰るという望みを持つこともできない。キリストのおかげで，わた 

したちはその望みが持てるだけでなく，忠実であれば現世でも祝福が受けられるという約束が 

与えられている。 
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イエス•キソス卜の模範に従う 

目 的 生徒は，それぞれの日常生活でイエス•キリストの模範に従うように努力する。 

準 備 1.視覚資料2「救い主」 

2.任意——『イエス•キリストに従うことを学ぶ』の項にある配付資料を用意する。 

3.一人の生徒に「われに来よ」（『賛美歌』66香）を歌うか，歌詞を読むように依頼しておく。また 

は全員で歌う場合の指揮者を決めておく。 

4.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

レッスンの展開 導 入 

參イエス•キリストに従うということは，あなたの生活にどのような意味がありますか（イエス•キ 

リストはだれもが従うことのできる模範であることを説明する)0 

歌 割り当てておいた生徒に，「われに来よ」（『賛美歌』66番）を歌わせるか，歌詞を朗読させる。ま 

たは全員で歌う。 

イエス•キリス卜はわたしたちが従うべき完全な模範を示された 

生徒に，次の聖句を読んで印を付けさせる。 

2 ニ-ファイ31：10 

2 ニーフアイ 31：16-17 

1ぺテロ2 ： 21 

救い主は12人のニーフアイ人の弟子に，「あなたがたはどのような人物であるべき力、」と尋ねられ 

た。そして御自分の問いに答えて言われた。「まことに，あなたがたに言う。わたしのようでなけれ 

ばならない。」（3ニーフアイ27 ： 27)今日の若い女性に対しても同じ教えを当てはめることができる。 

そしてその答えは同じである。 

生徒に，ヨハネ13 ：15を読ませ傍線を引かせる。 

黒 板 イエスの生涯の中からわたしたちが従うことのできる資質を幾つか挙げてもらう。提案を黒板に 

書いて話し合う。以下のようなものが挙げられるであろう。 

柔和•謙M 

マ夕イ11：29 (イエスは「柔和で心のへりくだった者」であられた。） 

ピリピ2: 8 (イエスは「おのれを低くして，死に至るまで従順であられた。」） 

誘惑を退けられた 

マタイ4:1一11(イエスはサタンの誘惑を退けられた。） 

教義と聖約20 ： 22 (イエスは誘惑に耳を貸そうとされなかった。） 

人を愛し，人に仕えられた 

マルコ1：40 - 44 (イエスはらい病人を癒された。） 

ヨハネ11:20-46 (イエスはラザロを蘇生された。） 

3 ニーフアイ17: 7，9一 10，21(イエスは病気の者，苦しんでいる者を癒し，幼子を祝福された0) 

聖句の探求と 

話し合い 
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教師の提示 イエス.キリストは，あらゆることにおいてわたしたちの従うべき模範を示された。わたしたちは 

イエスに従うようにという戒めを受けている。この戒めに従順であるならば，大きな喜びを味わう 

ことができる。黒板のリストを示す。 

參わたしたちは生活の中でどのようにして謙遜さを示すことができるでしょうか。（例えば，両親に 

対して，また神の戒めに対して従順になることができる。自分のことを後回しにして，人の必要 

を第一に考えることができる。） 

參わたしたちは日常，救い主のどんな模範に従うことができますか。（例えば，毎日どんな誘惑に打 

ち勝たなければなりません力、。それらの誘惑に打ち勝つために，キリストの模範はどんな助けに 

なりますか。） 

イエス•キリス卜に従うことを学ぶ 

教師の提示と引用 イエス•キリストの模範に従うことを学んだ人についての，マリオン.G • ロムニー長老の次の 

引用文を読む。 

「わたしは10代になって間もないころ，『イエスならどうされるか』という題のパンフレットを手 

に入れた。……この質問は，わたしが子供のころから持っていた気持ちをそのまま表していた。わ 

たしはこれまで何度となく困難な問題に直面したり，決心を思い悩んだりしたことがあるか、，その 

度に，『イエスならどうされるか』と考えてきた。……わたしにとって……この質問を考えるときに， 

聖典に答えを求めることはきわめて自然なことであった。そしてヨハネ力/1己録した福音書の中に，は 

っきりとした確かな答えを見いだした。それは，イエスは常に御父の御心を行われる，ということ 

であった。イエスはこのことを繰り返し述べておられる。『わたしの救はわたし自身の教ではなく，わ 

たしをつかわされたかたの教である。 

わたしをつかわされたかたは，わたしと一緒におられる。わたしは，いつも神のみこころにかなっ 

たことをしているから，わたしを一人置きざりになさることはない。……」（ヨハネ7:15-16，18; 

8 ： 26, 28-29 ；10 ： 30)……イエスが常に御父の御心を行われることを知って，次にわたしは，ど 

のようにして御父の御心を確かめられるのか知りたいと思った。『新約聖書』を調べていると，イエ 

スがなさった一つのことに気がついた。それは，『旧約聖書』に記されている御父が述べられた御心 

を十分によく知ることであった。イエスが御父の御心をよく知っておられたことは，『新約聖書』に 

記されているように，100回以上にもわたって『旧約聖書』から聖句を引用しておられることから分 

かる。 

そしてついにわたしは も大切なことを知った。それはイエスが祈りによって絶えず御父と交わ 

っておられたということである。イエスは御父の御心を知るためだけでなく，御父の御心を行う力 

を得るためにも祈られた。イエスは……断食して祈られた。地上における使命を果たしておられた 

間，大切な決定を下すときや，危機を乗り越えるときには必ず祈りをささげられたと思われる（マ 

タイ4 ： 2 ；ルカ4 ： 2 ； 6 ：12-13 ；マタイ26 ： 39 ；ルカ22 ： 42，44参照)。 

前記の，また同様の事柄を述べている聖句から，わたしは問題を解決し疑問を解く 善の方法は， 

イエスが行われたようにすることであると考えた。すなわち，主の御心を行おうという熱心な望み 

を持ち，問題となっていることに関連して主力《啓示されたことをよく知り，主の御心を霊感によっ 

て理解し，それを行う勇気を得られるように熱心に信仰をもって祈ることである。…… 

こうしてわたしは自分の生活の中でいろいろな問題に対する も良い解決方法，疑問に対する  

も良い答えを見いだすことができるようになった。次のようにしてここまで到達したのである。 

1.わたしは若ときから聖文を勉強した。 

2.わたしは正直にチヤレンジや疑問に取り組もうと努め，イエスがなされるようにわたしも解決 

したいという心からの望みを抱いていた。 

3.わたしは熱心に勉強し，また祈りをささげることにより，自分が福音の原則について知ってい 

る事柄に照らしてどのような方法が考えられるかを調べた。 

4.わたしは自分なりの決定を下した。 

5.その後わたしはそれを主の御前に提示し，問題を主に話した。そして主の目に正しいことを行 

いたいと述べ，もしわたし力《正しい決定を下していれば平安を与えてくださるように求めた。」 

("What Would Jesus Do” New Era「イエスならどうされるか」『ニューエラ』1972年9月号， 

9 



pp. 4-6) 

イエス力《望んでおられることを知るために，ロムニー副管長が使った5つの方法について話し合う。 

、黒板に前記の5つの方法を書く。あるいは，配付資料として前もって準備しておいたものを配る。 

イエスが望んでおられることを知ってその模範に従うために，この5つの段階を日常生活にどのよう 

に応用することができるかを話し合う。 

「この方法によってイエスは完全な生活を送られた。もちろんわたしたちはイエスと同じように 

はできない。しかし，主を見習うなら，ほかのどんな方法によるよりも完全な生活に向かって進歩 

することができる。」（「イエスならどうされるカゝ 」p.5) 

救い主の模範に従うことによって生活を向上させる 

教師の提示 ほんの小さなことでも救い主の模範に従うなら，わたしたちの生活に大きな進歩を見ることがで 

きる。次の物語は,一少女がイエスの教えを実行したことによって，自分の生活が大きく向上した 

ことを知った話である。 

物 語 「シャーロットは，人生の壁にぶっかっていた。心の中は不満だらけだった。何もかもが間違っ 

ているように思えたし……。友達はおもしろくない人たちばかりだし，家庭にいても少しも満たさ 

れなかった。自分の性格が大して魅力的でないことは，本人もよく自覚していた。シャーロットに 

とって問題はあまりにも大きすぎた。…… 

(シャーロットは，自分が理想とする生活を送っているマーガレット•エイムズ姉妹のところに 

行って助けを求めた。）シャーロットは，満たされない生活に苦悶している心の内を彼女に打ち明け 

た。すると，エイムズ姉妹は思いやりのある優しい言葉を述べてから言った。『シャーロット，あな 

たにその気がありさえすれば，すべてを変えることができるのよ。』 

(そして，シャーロットが新しい生活に踏み出せるように，次のような提案をした。）『キリスト力《 

すぐ近くにいて，あなたのすることをすべて御覧になっていると思いながら24時間過ごしてごらん 

なさい。その後でまたいらっしゃい。そのことにっいて一緒にお話ししましよう。やってみる気はあ 

る？』 

……少し迷ってから，シャーロットは答えた。『はい，やってみます。』 

シャーロットが帰宅したのは夕暮れ近くだった。その夜，彼女は食事の準備をすることになって 

いた。引き出しを開けてしわになったテ一ブルクロスを取り出してみると，ところどころに染みのあ 

るのが気になった。このとき初めて，ふと，何かを変えてみたいと思った。 

もしイエス様が一緒に食事をされるとしたら，染みのっいたテーブルクロスなんて出すはずがない 

わ。』シャーロットはそう独り言を言うと，真新しいクロスを取り出してテーブルに広げた。そして 

庭から花を摘んできてテーブルを飾ると，ピカピカに磨き上げた皿にバターを載せ，それからパン 

を丁寧に切った。 

『今夜は，だれか見えるのかい？』父親が尋ねると，シャーロットはにっこりしながら答えた。『あ 

ら，お父さんのために仕度をしたのよ。』…… 

シャーロットの母親は，疲れて，いらいらしていた。彼女は……食卓に着くと言った。『一体どう 

いう風の吹き回しかしら。わたしたちのためだけにこんな仕度をするなんて。どなたか見えるんじゃ 

ないの。』  

……『家族以上に尽くしてあげたいと思う人なんていないわ。』 

みんなはこの言葉に驚いて，一瞬シャーロットを見詰めた。シャーロットらしからぬ言葉だった 

からである。 

(食事の後）シャーロットは，居間に積んであった雑誌を下の方から1冊取り出して読み始めた。 

その本は彼女が自分で買ってきて，人に見られないように隠しておいたものだった。シャーロット 

は少し読んだところで，読むのをやめた。『もしイエス様がそばにいらっしゃったら，こんな本は読 

まないに違いないわ。』そう思ったからだった。シャーロットは本を持ち出して，ごみ箱に捨てた。 

話し合い 

黒 板 

®己付資料：任意) 

まとめの引用 
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(翌日，シャーロットは）いつものように出勤した。……シャーロットは自分の仕事が嫌で仕方 

がなかった。…… 

『キリスト力《わたしのそばにいらっしゃる』，そう思いながらシャーロットは店に入って行った。… 

…そして会う人ごとに，にこやかにあいさつした。…… 

(キリストが近ぐにいらっしゃったらどうするかと常に考えることで，シャ一ロットは礼を欠く客 

に対しでも平静を保つことができた。その日の夜，シャーロットは結果を報告するために，マ一ガ 

レット*エイムズ姉妹を訪ねた0) 

『エイムズ姉妹のおっしゃったとおり，できるかぎりのことをしてみたら，ほんとうに何もかもい 

つもと違っていたんです。おっしゃった意味が今はよく分かります。もちろん問題が全部解決した 

わけではないですけれど…”•。相変わらず貧しくて，学校にも行かせてもらえないし，それにみすぼ 

らしい家に住んでいるし……。』 

『シャ一ロット，あなたは24時間前に種をまいたばかりなのよ。それをそのまま続けられるかしら。 

あなたは手がかりとなる言葉をよく知っているわ。イエス様よ。くよくよ悩んでいても始まらない 

わ。……いつも主に近く生活することを忘れないでね。』 

それに対してシャーロットはこう答えた。『ええ，そうします。』」（ジャネット•クレイグ，Stories 

That Live『体験集』ルーシー•カーシュ.トムソン編） 

時間があれば，シャーロットのようにイエス•キリストの模範に従うことによって，日常生活の 

どんな点を変えられるかを話し合う。 

レッスンの応用 

イエス•キリストの模範に従うことによって，さらに主のような人になるための目標を立てるよ 

うに促す。生活の仕方をシャーロットのように変えてみることを提案する。 

話し合い 
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聖霊との交わりを求める 

后 的 生徒は，聖霊を常に伴侶とするにふさわしい生活をするよう努力する。 

準 備 1•視覚資料3「ニーフアイ，レーマン，レムエル」巻末参照 

2.任意——目隠しをするための大きなハンカチまたは手ぬぐい。 

3.任意——黒板，黒板を使った話し合いを書き写すための大きなカード（装飾的な縁どりの 

あるもの）と筆記用具を人数分用意する。 

4.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

レッスンの展開 

実 験 

導 入 

一人の生徒に目隠しをして立たせる。どの方向を向いているのか分からなくするために，その場 

で数回，回した後，何かを指すように言う（例えば，教室の北側，黒板，そのほかの物など)。恐ら 

く「分からない」と言うか，さもなければ間違った方向を指すであろう。次に，もう一人の生徒を 

物の前に立たせ，小さな声で「ここよ」と言わせる。目隠しをされた生徒がその声を信頼するなら 

ば，正しく指すことができる。 

話し合い 參聖霊の働きについて，この実験からどんなことが分かりますカゝ。（多くの場合，わたしたちは自分 

の力だけでは行くべき方向力く分からず，また周りからの影響によって物事がはっきり見えなくな 

ってしまう。そんなとき，聖霊を求めることによって進むべき方向を見いだすことができる。聖 

霊を目で見ることはできない力《，その導きを聞いたり感じたりすることはできる。聖霊は小さな 

声でわたしたちにささやきかけるので，耳を傾けていないとそれを聞くことはできない。また聖 

霊はいつもわたしたちを正しい方向に導いてくれると信頼することができる。） 

話し合い 

黒板を使った話し合い 

のためのカード 

聖靈を伴侶とすSIC；ふさわしい生活をする 

參あなたは聖霊の賜物をどのようにして受けましたか。（水に沈められるパプテスマを受けた後，メ 

ルキゼデク神権者カ領の上に手を置き，教会の会員として確認し，聖霊を「受けなさい」と言っ 

た0) 

確認の儀式を受けたとき，聖霊がわたしたちの方へ「行け」と言われたのではなく，わたしたち 

が聖霊を「受けなさい」と言われたことを指摘する。ニーファイは「聖霊とは……神が与えられる 

賜物である」（1ニーファイ10:17)と述べた。わたしたちカ遵的な導きを受けるかどうかは，わたし 

たち自身の責任である。 

各自に厚紙で作った大きなカードを配る。黒板を使った話し合いのまとめをカードに書き写させ 

る。将来のために家の壁などにはっておくとよい。 

黒板に「ふさわしさ」と見出しを書く。 

聖霊を受けるにふさわしくなるためには，何をしなければならないかを話し合う。黒板に生 

徒の答えを書く。次の事柄を含むようにする。 
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ふさわしさ 

1.罪を悔い改める。 

2.天父の戒めを守る。 

3.聖霊の導きを求めて祈る。 

4.信仰をもって求める。 

5.この世的な事柄を求めな 

い。 

6.バブテスマの聖約に従っ 

て生活をする。 

7.教えを受けやすいように 

素直になる。 

教師の提示 聖霊の導きを求めた後，その「静かな細い声」（1ニーフアイ17 ： 45)に耳を傾けることが非常に 

大切である。聖霊は言葉でわたしたちに話しかけることがある力《，その声はわたしたちの頭に浮か 

ぶ考えや，感じること，心に受ける印象などとして自然に与えられる。ある人にとって見逃すこと 

ができないほど力強いものであっても，聖霊を受けるにふさわしくない人はまったく感じることが 

できないものである。わたしたちは聖霊を絶えず伴侶とすることができるように，いつも祈り，忠実 

でなければならない。 

物語と視覚資料 次の物語を話す。 

ニーフアイ，レーマン，レムエルの物語は，聖霊の導きを受けるにふさわしいことがどんなに大 

切かを示している。リーハイとその家族は，エルサレムが悪に満ち，もはや滅びる寸前というとき 

にエルサレムに住んでいた。主はこの善良な家族を守るために，リーハイに対してエルサレム金離 

れるように命じられた。リーハイの息子の一人ニーフアイは，主に忠実だったので，聖霊の声に耳 

を傾け，約束の地に家族を導いたcしかしニーフアイの二人の兄，レーマンとレムエルは，ニーフ 

アイほど信仰深くなかったので，主が自分たちを導いておられることを信じず，父や弟に不平を言 

った。レーマンとレムエルは，エルサレムに.ある居心地のよい家や多くの財産を捨てて厳しい荒れ 

野を旅するなどと言いだした父リーハイは，愚か者だと言った。そして父と弟ニ一フアイを殺そう 

ともした。レ一マンとレムエルには主の御心を行いたいという望みはまったくなく，その心は非常 

にかたくなであったために，聖霊が働きかけることができなかったのである（1ニーフアイ17:7-

45参照)。 

聖 句 一人の生徒に，1ニーフアイ17 ： 45を読んでもらう。 

レーマンとレムエルはなぜ聖霊の「静かな細い声」を聞くことができなかったのか，話し合う。聖 

霊は時折話しかけてはいたが，二人は「心が鈍っていたので」その声を「感じる」ことができなかっ 

た。 

參聖霊の導きを理解するためには，なぜ敏感に感じられるように備える必要があるのですか。 

聖霊はわたしたちに安らぎや慰めの気持ちを与えることによって話しかけたり，不快な気持ちを 

起こさせて警告を与えたりすることがしばしばあることを指摘する。 

拳わたしたち力《聖霊の導きを感じる能力を失うのはどんな理由からですか。C無視することによって 

罪を悔い改めようとしないため，ほかの人の言葉により大きな影響を受けてしまうため。） 

聖霊はわたしたちの生活に祝福を与える 

黒板を使った 今度は「祝福」という見出しを黒板に書く。 

話し合い 聖霊はわたしたちの生活にどんな祝福を与えてくれるかについて話し合う。次に挙げてある事柄 

を含めるようにする。参照聖句を使ってもよい。以下の事項をそれぞれの力一ドに書き写させる。 

13 



ふさわしさ 

1.罪を悔い改める。. 

2.天父の戒めを守る。 

3.聖霊の導きを求めて祈る。 

4.信仰を持って求める。 

5.この世的な事柄を求めな 

い。 

6.バプテスマの聖約に従っ 

て生活をする。 

7.教えを受けやすいように 

素直になる。 

祝福 

1.すべてのことを教え，す 

ベてのことを思い起こさ 

せる(ヨハネ14 ： 26)。 

2.きたるべきことを知らせ 

る(ヨハネ16 ：13)。 

3.あらゆることの真実を教 

える（モロナイ10 ： 5)。 

4.天父と御子とを証する。 

(教義と聖約42 ：17)。 

5.助け主，慰め主（ヨハネ 

14 ： 26 ；教義と聖約42 ： 

： 1 6 )。 

6.物事をわたしたちの思い 

と心に告げる（教義と聖 

約8 ： 2)0 

聖霊がその声に耳を傾ける人々にどのような祝福を与えてくれるかについて，次の物語をする。 

木曜日に道子が学校から帰って来ると，両親が沈痛な面持ちで彼女を待っていた。「良男おじさ 

んが今朝亡くなったの。それで，これから父さんと母さんは仮通夜に行かなければならないの。何 

時ごろ帰れるか分からないけれど，たぶん遅くなると思うわ。あなたはもう大きいんだから，一人で 

大丈夫だと思うけれど，何か困ったことがあったら，坂本姉妹に連絡しなさい」とお母さんが言っ 

た。 

両親が出かけてしまうと，道子は何となく胸がわくわくした。だれからもああしなさい，こうしな 

さいと言われることがなく，自分の好きなことができるのだ。道子はいい気持ちだった。早速明日 

の数学のテストの勉強をし，友達数人と電話でおしゃべりし，夕食を食べて後片付けをしてから， 

居間のソファ一にもたれて本を読んだ。 く认h 

寝床に就くころになると，一人でいることが何となく不安になりだした。暗闇をじっと見詰めて 

いると，あちこちで小さな音が聞こえ始めた。耳を凝らしていると，ますますギシギシ，ガ夕ガ夕と 

いろいろな音力《聞こえてきた。だれかが戸をこじ開けようとしているのではないかと思うと，胸がど 

きどきし始めた。明かりを消して，短いお祈りをし，ベッドに入ってから何時間もたっているよう 

に思えた力時計を見ると，まだたった20分しか過ぎていなかった。 

どうしようかと思い巡らしながら，道子は心の中で天のお父様の助けを求めた。すると突然，デ 

ビッド• 0 •マッケイ大管長が幼いころ，恐ろしかったときに助けを求めて祈った話を聞いたこと 

を思い出した。それは易しいことではなかった力《，道子はベッドから下りてひざまずいた。祈り始め 

ると間もなく，どきどき打っていた心臓が落ち着いてきた。再びベッドに入った道子は，やがて静 

かな寝息を立て始めた。 

次の日，道子は学校で自分の気持ちが落ち着いていて，数学のテストの準備もできることはすべ 

てしたと感じることができた。 

參聖霊は道子に二つの祝福を与えました。それは何ですか（すでに知っていることを思い起こすこ 

と，安らぎの気持ち)。 

「お産で命を落としたある若い母親の葬儀カ礮わりに近づくにつれて，参列者の間には深い悲哀 

の情があふれていた。追悼の言葉は切々と胸に迫るものであったが，その日参列していた多くの人 

は心に何か受け入れ難いものを感じていた。残された父親は4人の幼い子供を抱えて悲嘆に暮れて 

いるというのに，慈悲深い天の御父がどうして母親が逝くままにされたのだろう，と思ったのであ 

ところ力《葬儀の 後に，妻に先立たれた若い父親は落ち着いた様子で席を立つと，説教壇の方に 

物言吾 

質 問 

物 語 
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歩いて行った。そして，静かに話し始めだ。『皆さんが悲しみ，心配してくださるお気持ちはよく分 

かりますが，ぜひ皆さんにお話ししておきたいことがあります。妻力《亡くなってからいっときの間， 

わたしは途方に暮れました。とても妻なくしてやっていけそうにないと思ったのです。でもそのとき 

でした。わたしの心は平安な気持ちでいっぱいになったのです。そのときからわたしは，すべてはう 

まくいくと確信しています。わたしたちのことはもう心配なさらないでください。ほんとうに元気に 

やっていきますから。』 

参列者はこの話を聞いて，一様に心力M木まるのを感じた。そして，だれもが心に慰めを得て帰っ 

て行った。」（スペンサー.J •コンデイ一「聖霊は常にあなたの伴侶となり".…•：約束された祝福」 

『聖徒の道』1981年3月号，p.6) 

話し合い 聖霊がどのようにこの若い父親に祝福を与えたかを，話し合う。 

結 び 

引 用 次の言葉を読む。 

「一瞬の差で守られるにしろ，御言葉を心に感じるにしろ，書物の中に御声を聞くにしろ，それ 

は神から来る。それらはすべて，パプテスマのときに聖霊を受け，聖霊の影響を受けようと心して 

いる人に授けられる御霊の賜物なのである。」(S •デルワース•ヤング「聖霊はいかにしてあなた 

を助けるか」『聖徒の道』1972年3月号，p.127) 

聖霊の静かな細い声を聞く能力は，主の戒めを忠実に守っているかどうかによる。わたしたちが 

聖霊の声に耳を傾けるならば，その声はわたしたちの大きな慰めと導きの源となり，誠実な伴侶と 

なってくれる。聖霊を受けるにふさわしい状態でいるならば，わたしたちは決して独りぼっちとい 

うことはないのである。 

レッスンの応用 

カードを家に持って帰り，部屋にはっておいて，夜祈る前に参考にするように言う。常に聖霊を 

伴侶とできるように努力するようチャレンジする。 
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女性としての神聖な役割を果たす 



目的 若い女性一人一人が自らの内にある神聖な可能性を理解し，そこに喜びを見いだすようにする。 

準 備 1.模範的な姉妹（できれば神殿結婚をして子供のいる人）を招待し，女性であることの喜びにつ 

いて話してもらう。その際，神権アドバイザーの承認を得ること。話の内容としては，若い女 

性のころに経験した喜びや悩み，また天父を身近に感じる助けとなった経験や選択，その結果 

得た祝福や喜び。どんな年代においても女性であることはすばらしいということを強調しても 

らう。これを20分間で話してもらう。質疑応答の時間や，生徒が感想を述べる時間も組み込ん 

でもらうようにする。または，神権アドバイザーの承認を得たうえで，孫のいる女性，母親，結 

婚したばかりの姉妹を招き，現在受けている女性としての喜びを簡単に話してもらう。ほかに 

彼らが若い女性の年齢のころに経験した喜びについて話してもらってもよい。話は一人5，6分 

でまとめてもらう。時間が来たら合図を送る。 

2.若い女性中央会長会のメッセージを複写したものを生徒とゲストの分用意してもよい。 

進歩®®程においても，現在の自分自身に喜びを抱く 

特別な話者を紹介し，その人がなぜ女性としての喜びにあふれているのか説明する。話の後で質 

問や意見を受け付けることを話しておく。 

話と質疑応答が済んだら，特別な話者に感謝の意を表す。 

生徒を愛していることを示す。また，大人という新しい世界へ元気いっぱいで熱意をもって足を 

踏み入れようとしている若い女性一人一人をうれしく思っていることを伝える。自分を恼ます問題 

が将来解決し，夢や希望がやがてかなうことをただ夢みるのではなく，今正しい決定をし，イエス. 

キリストに従うことによって幸福を感じることがいかに大切であるかを強調する。試しとチヤレン 

ジのこの世にあって，何の問題もない理想的な時などいつになっても来ない。天父が望まれるよう 

に生きる人はだれでも，いつのときでも，まことの喜びを得ることができる。 

福音は，わたしたちカ汝性としての神聖な役割や可能性を理解できるように助け，わたしたちを 

導き，慈しみを与えてくれることを指摘する。 

わたしたちは人生のいかなるときにあっても喜びを味わうことができる 

教師の提示 女性であることの喜びと，末日聖徒の女性は人生のぃかなるときにあっても幸福を味わえること 

を，確信をもって述べる。 

時間があり，好ましい雰囲気であれば，生徒に末日聖徒の若い女性として味わっている喜びを話 

させてもよい。 

結 び 

朗 読 若い女性一人一人に対する若い女性中央会長会の特別なチャレンジを読み上げる。 

レッスンの展開 

特別な話者 

教師の話と証 
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第10課 

前 略 

あなたは天父の特別な愛と恵みにより，今の時代に生を受けました。今の世は，これまでになく 

美しいものに満ち，数々の機会に恵まれています。大切な備えの時代にあるあなたは，神の計画と， 

神があなたに望んでおられることに対する発見，探求，成長，拡大，到達，追求の時を送ることに 

なるでしよう。 

同時に，今の世には忌むべき邪悪な力もあふれています。敵はいろいろな計画や誘いを持ちか 

けて，あらゆる方法であなたを困難に陥れ，誘惑し，妨害と攻撃をかけてくることと思います。 

天父はこれをすべて御存じです。また，あなたのことも.よく知っておられます。あなたは特別な使 

命を全うするように創造されました。そこでこの期間を用いて，従順な神の子となる備えをする必 

要があります。天、父はあなたがそうすることを固く信じておられます。常に祈り，救い主イエス• 

キリストを知り，聖文を研究じ，人生の中でその教えを実践する具体的な方法を考えてください。 

また，神権の祝福を受けるにふさわしい生活を送っていただきたいと思います。また，イエス•キ 

リストの福音の光に感謝し，喜びをもって正しい道を歩んでください。 

あなたの周りには，あなたを愛し，守り，導いてくださる方が大勢います。友達，クラスの役員， 

成人指導者，監督会，両親，家族，数え上げればきりがありません。そして何よりも，イエス•キ 

リストと天父がついておられるのです。 

また微力ながら，わたしたち若い女性中央会長会の会員一同もあなたを愛し，あなたに心を配っ 

ていることを知っていただきたいと思います。 

あなたがこの準備の期間にあって祝福を受け，強められて’天父のもとに帰ることができるよう 

にと祈っています。主はこのように言っておられます。「あなたがたがわたしの言うことを行うとき， 

主なるわたしはそれに対して義務を負う。しかし，あなたがたがわたしの言うことを行わないとき， 

あなたがたは何の約束も受けない。」（教義と聖約82:10) 

かしこ 

若い女性中央管理会長会 
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弟tD誅 今，喜びを見いだす 

目 的 生徒は，末日聖徒の女性であることに喜びを覚える。 

準 備 1.人数分の鉛筆と紙 

2.手鏡 

3 .ハロルド.B •リ一大管長の次の言葉を書いた紙を準備する。 

「幸福は，あなたの周囲の出来事ではなく，あなたの心の状態によってもたらされる。」 

4.一人の生徒に「創造」と題する記事を読む責任を割り当てる。 

5.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

導入一反省 

手鏡を生徒に回す。生徒はそれぞれ鏡に映った自分の姿を見詰め，次の質問について心の中で考 

x_る。 

眷鏡の中に何が見えますかo 

*鏡の中に見える少女は幸せですか。 

參鏡の中の少女はあなたの理想の少女ですか。 

參その少女はどんな才能や賜物を持っていますか。 

•その少女にあなたはどのようなことを望みますか。 

眷その少女のどういうところを変えたいと思いますか。 

幸福とは…… 

評価活動 生徒全員に鉛筆と紙を配る。紙の中央に縦に線を引き，それぞれ欄の上に「長期にわたって幸福 

と喜びをもたらすこと」「一時的な楽しみと満足をもたらすこと」と書く。以下に示す活動のリスト 

を一つ一つ読み上げ，生徒に各自の気持ちを もよく表すと思われる欄の方に書くように指示する。 

活動のリストは，生徒の関心や経験，地元の状況に合わせて適宜変更してもよい。 

1.スキ一 11.部屋の掃除 

2.アイスクリームを食べる12.友達とおしゃべりをする 

3.人を助ける 13.聖典を読む 

4.買い物 14.競争に勝つ 

5.良い成績を取る 15.良い本を読む 

6.お祈り 16.大きな仕事をやり終える 

7.何かを作る 17.音楽鑑賞 

8.裁縫 18.ケーキ作り 

9.散歩 19.ダンス 

10.子供の世話をする 20.人に福音について話す 

生徒が読み上げた活動を評価し終えたら，上記以外の楽しい活動を自分で考えてどちらかの欄に 

書き加えるように言う。人によって関心や考え方が違うので，活動のリストやそれに対する感じ方 

も様々であることを強調する。 

天父はわたしたちが喜びを得るように望んでおられる 

定義と話し合い 評価活動を終えたら，生徒に次の言葉を定義してもらう。楽しみ，満足，幸福，喜び。 

これらの言葉の相違を生徒とともに話し合い，前の生徒の評価と関連づける。 

レッスンの展開 

実物を使った 

レッスン 
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第 6課 

聖句を使った 

話し合い 

聖句を使った 

話し合い 

提示 

黒板を使った 

話し合い 

味合いで使われている。生徒が思い出したことを述べた後，次の参照聖句を黒板に書く。生徒に 

その箇所を開かせ，一緒に声を出して読む。天父はわたしたちが幸福になり，喜びを得るように望 

んでおられるということを強調する。 

参照聖句-2ニーファイ2 ： 24-25 ；ヨハネ13 ：15，17 ；アルマ41：10 

•この幸福は今得られるものです力、。それとも未来の世においてのみ得られるものですか。 

幸福は今得ることができる。そのため，幸福になれるように今努力しなければならない。生徒が 

このことを理解できるように導く。 

•あなたが今幸福かどうかの責任はだれにありますか。 

この質問に答えるために，生徒に教義と聖約58: 27-28を声に出して読ませる。「人は_らの内 

に力があり」の箇所を強調する。これは生徒一人一人が自分の生活に幸福をもたらす力を持ってい 

ることを示すものである。 

ハロルド.B •リ一大管長の次の言葉を紹介する。「幸福は，あなたの周囲の出来事ではなく，あ 

なたの心の状態によってもたらされるJ (“A Sure Trumpet Sound:Quotations from President 

Lee” Ensign「確かなラッパの音一.リ一大管長からの引用」『エンサイン』1974年2月号，p.78) 

この引用文が真実であることにっいて，またこれがどのようにそれぞれの生活に当てはまるかにっ 

いて簡単に話し合う。 

わたしたちは自分がどのような態度をとるかをコントロ —ルする力を持ってはいても，不幸せに 

感じることがしばしばある。その原因を生徒に述べさせ，それを黒板の左側に書く。右側には後で 

不幸に打ち勝つ方法を挙げさせる。 

黒板を使った 

話し合い 

わたしたちは今幸福になれる 

參末日聖徒の少女として，あなたはこれらの不幸の原因を克服してより幸福になるためにはどうす 

ればよいと思いますか。 

今幸福になるためにできる事柄を生徒に挙げてもらう。生徒の答えを黒板に書いてリストを完成 

する。生徒には前に使った用紙の裏側にそれらを書き写させる。この活動を通して生徒が自分の現 

在の姿，すなわち末日聖徒の女性であることに喜びを感じることができるように導く。以下の点を 

強調しながら積極的な態度で話し合いを進める。 
1.わたしたちはそれぞれ個性を持った個々の人間であり，天父と家族から愛され尊ばれてい 

なo 

2 .わたしたちはほかの人々のために役立つ何かをそれぞれ持っている。 

3.わたしたちは真に満足感を得られるような方法で才能を伸ばすことができる。 

4.わたしたちは自分の生活を義にかなった幸福な生活へと変える力を持っており，またそう 

する責任がある。 

5.末日聖徒の少女は，これらの目標を達成する特別な機会と援助に恵まれている。 

6.幸福は単に待ち望むものではなく，現在の生活に密着していなければならない。 

引 用 前もって割り当てておいた生徒に次の引用文を読ませる。世界はわたしたち一人一人に幸福をも 

たらす美しいもので満ちあふれている。この文は，それらがわたしたちの現在の生活に喜びをもた 
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不幸の原因 
1.主に不従順である 7.家庭生活に不満がある 

2.目標や目的がない 8.友達がいない 

3.心配や不安 9.孤独 

4.悪い自己のイメージ 10.自己中心 

5.何ち達成でさない 11.天父と密接な関係にない 

6.愛されない，愛さない 



らすことを指摘している。 

「初めに，わたしは，わたしとわたしの霊の兄弟姉妹のために天のお父様が作ってくださった計 

画を知りました。『初め』と言ってもそれはほんとうの初めではありません。わたしが霊として組織 

されたという意味での初めです。昇栄した，完全な聖なる御方である愛する天のお父様は，わたし 

たち力《御自分の備えた、道を歩むことを望まれたのです。天のお父様の長子でありわたしたちのお兄 

さんであるイエスは，わたしたちが生涯を過ごし，人を愛し，心から人のために尽くすことを学び, 

成長する場としての世界を組織したいとお考えになりました。でも不完全な人間が一つの定められ 

た律法の中で生活することは，きわめて困難なことです。そこでわたしたちはイエスに従うかどうか 

決めなければなりませんでした。 

……わたしは答えました。『はい，従います。』そしてわたしの順番を待ったのです。 

わたしのお兄さんは，わたしとあなたがた天のお父様の子供たちのために，一つの世界を創造す 

る業に着手されました。そしてある日，わたしはかつて自分がいた場所を離れ，そのときの記憶を 

失い，この地上にやって来ました。そして地上での生活が始まったのです。 

子供のころのかすかな光の輝きの中で，わたしは初めて美しさというものを自覚しました。それ 

はユーカリの樹の香りであり，初めての海との出会いであり，太陽や砂との交わりであり，霧や顔 

にはじける雨のしずぐ蜂，花，風に揺れる糸杉の木を見たときでした。 

成長するにつれて，わたしはますます自然の驚異に目を見張るようになりました。そして心の奥 

底に，ぬくもりとも優しさとも思える感惰力《滴巻いてくるのに気づくようになりました。それは，わ 

たしたちがこの地上で経験する愛というものでした。 

わたしのお兄さんは光を創造されました。光は夜になると淡い銀色の輝きに変わり，風の中にそ 

の影を落とします。また春のうららかな日差しは，金色の光を輝かせます。そして夜明け。一面の 

暗黒の世界が赤みを帯びて，それがやがてだいだい色から金色へと変わり，一日が始まるのです。わ 

たしにはこのような自然の美を見る目が与えられています。 

またお兄さんは風をお作りになりました。風は無数の葉に柔らかな音楽を奏でさせ，水面に日の 

光とのデュエットを演奏させるのです。そして明け方の小鳥のさえずりは，柔らかなフルートの調 

ベ。わたしにはこのようなすばらしい音楽を聞く耳があるのです。 

主は，わたしに手を造ってくださいました。『元気？』『お手伝いしましょう』、『あなたを愛してい 

ます』と言うとき，わたしの手にはぬくもりカイ云わってきます。そして目は，言葉ではとうてい到達 

できない世界のことを話し，見ることができ，理解し，発見するのです。 

主は心を与えてくださいました。主がお造りになった世界を心で見，心で聞き，心で感じるため 

です。こうしてわたしの心の奥底には，この世界を愛する気持ちが泉のようにわき出てきたのです。 

喜びの涙，それも主がわたしに与えてくださったものです。 

あなたもわたしが今話したようなものを持っています。これらは賜物です。わたしたちの能力から 

すれば，とても受けることのできないような祝福なのです。 

いつの曰か再びお兄さんにお会いし，天のお父様に迎えられるとき，わたしも伴侶とともにこの 

ような世界を造ることができるように願っています。そのとき，わたしたちの子供たちも，さわやか 

な朝の光の中で地球から天を仰ぎ，目を潤ませながらこう言うでしょう。『ありがとう，天のお父 

様。』」（アン•ブサス“Creation” Improvement Era「創造」『インプルーブメント•エラ』1967年9月 

号，p56) 

結 び 

今現在幸福であることの大切さと，幸福は末日聖徒の標準に忠実であることによって得られる， 

ということについて証を述べる。女性として生まれたこと，その役割に感謝していることを述べる。 

また，自分が幸福になるために今この責任を引き受けて女性の役割を果たす備えをするよう生徒を 

励ます。 

レッスンの応用 

今幸福になるためのリストをもう一度復習し，これからの1週間特に努力しようと思う事柄を一 

つかニつ選ばせる。 
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第7課 ホームメーキング 

目 的 生徒は，自分たちに与えられたホームメーキングの責任を感謝する。 

m備 人数分の鉛筆と紙 

レッスンの展開 ホームメーキングは大切で神聖な責任である 

就職調査 生徒は自分が就職口を与えられたと仮定する。以下はその仕事の内容である。それを読み，興味 

を引かれるものがあったら手を挙げるように言う。 

仕事の内容 

1.何か価値あることを成し遂げることができる。 

2.労働条件を選ぶことができる。 

3.出費をコントロールすることができる。 

4.何を，いつどのようにするかを決めることができる。 

5.労働時間を決めることができる。 

6.組織の全員と交わり，彼らの要望を満たすことができる。 

話し合い •これはどんな職について述べているのですか（ホームメ一キング，あるいは家族の世話をする人)。 

教師の提示 ホームメーキングは，わたしたちに与えられた責任の一つである。天父の計画にあって，女性の 

役割は家庭や夫，子供たちのためにまず尽くすことであり，これが女性が神から与えられた務めで 

ある。 

物 語 次の物語の中で母親が示した献身を注意して聞くように言う。 

「ほとんどの10代の若者と同じように，わたしは両親力仔供を愛するのは当然のことと思ってい 

ました。両親がわたしのためにどれだけ多くの時間やお金を使い，努力や忍耐を払ってぐれたか，考 

えたこともなかったのです。特に母についてはそうでした。 

何度母を恨んだかしれません。母の考え方，わたしに言いつけること，母の子供のころの話，わ 

たしはそんな母に憤りを感じていたように思います。7人の子供の中でいちばん年上だというので, 

責任は全部わたしのところに来ました。とにかく，わたしはそう思っていたのです。わたしはそれが 

嫌でした。何でも先に立って模範を示すこと，それがわたしの責任でした。模範-わたしが嫌いな 

言葉です。要するに，嫌なことはまずわたしがやったのでした。その結果，ほかの子供たちは，自分 

のしたいことをゆうゆうとするというふうでした。母の呼ぶ声をどんなに嫌な気持ちで聞いたこと 

でしょう。頭にこびりついて離れない声があります。今でもそれはわたしの耳に残っています。 

『クリステイ一，夕食の仕度を手伝ってちょうだい0』 

『デイブとダンの靴を磨いて。』 

『クリステイ一，スーとゲイがけんかをしているわ。やめさせてちょうだい0』 

『ナンシーの面倒を見てちょうだい。本でも読んであげて。』 

『嫌よ。』わたしはいつも心の中でそう言っていたように思います。もちろん声に出しては言いま 

せんでした力、 

9月になり，大学が始まって，わたしは家を離れました。子供のころから大学というと何となく 

ロマンチックな感じがしていました。両親が出会い，恋に落ち，結婚し，わたしを産んだのは大学 

だったからです。そういうわけで，わたしは自分にとって『生まれ故郷』である大学に行くことをひ 

たすら楽しみにしていたのでした。 
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しかしその9月は，ただのあこがれの気持ち以上のものを感じていました。とにかく家——わた 

しのほんとうの古巣——から飛び出したかったのでした。やがて時力《過ぎ，母が自分の曰々の仕事 

について書きつづってくる手紙を読んでいるうちに，わたしは，母が自分の時間もお金も，労苦も 

思いもすベて子供たちのためにささげているのだということが，心の底で何となく分かるようにな 

りました。集会に出席することも，買い物に出かけることも，家の掃除や子供たちのしつけも，結 

局すべては家族のためにしていたことなのです。でもわたしはそのことに気づくの力《遅く，またよく 

理解できなかったので，そうした日常生活のこまごまとしたことの中に母の愛があることをなかな 

か悟ることができませんでした。 

ある日，授業が終わって家に帰ると，母から手紙が来ていました。家での出来事をつづった簡単 

な普通の手紙でした。双子のデイブとダンがトイレットペーパーを一巻き全部トイレに流してしま 

って，トイレの水があふれてしまった，しかもそれがちょうど扶助協会へ出かける仕度をしていた 

ときだったとか，やっと時間を見つけてサンディ一の髪をカットしたとか，ナンシーをダンスのレッ 

スンに連れて行ったこと，そして彼女が上手に踊るのを見ていてとても鼻が高かったことなどが書 

いてありました。 

それはごく普通で何の変哲もない手紙でした。でも2ページ目を読み始めた途端に，わたしの心の 

中に突然ある思いがわき上がり，全身を貫いたのです。それは，雲間から突如太陽が顔を出し，そ 

の光力《辺り一面に広がっていくのに似ていました。そのときわたしは初めて，母が利己心のない，慈 

愛に満ちたすばらしい人，ほかのだれよりもわたしのために尽くしてくれた人であることが分かっ 

たのです。しかし，わたしはそのことを少しも理解していなかったのでした。 

わたしはベッドに身を投げ出し，泣き伏しました。母を知ったうれしさと，母に感謝しなかった 

ことの悲しみが入り混じった涙でした。今までのわたしは，どんなにか母を傷つけていたことでし 

ょう。わたしは早速母に手紙を書きました。そして母への愛と感謝の気持ちを伝えました。うまい 

文章ではありませんでした力《，真心を込めて書いた手紙でした。折り返しすぐに母から次のような 

手紙力《届きました。 

『愛するクリスティー，あなたの手紙を読んでお母さんは泣きました。』」（クリスティーン•ウォ 

—カー“I Found My Mother” New Era「母を知りました」『ニューエラ』1974年10月号，p.27) 

話し合い 參主婦としての母親の役割に感謝し，それを理解することはなぜ大切なのでしょうか。 

教師の提示 クリスティ一の母親力《味わったような喜びは，わたしたちも経験することができる。母親は自分 

が家族の幸福に貢献しているのだということを知ることにより，個人的な満足感を得ることができ 

る。そして，その満足感が日々の仕事を通して母親の支えになっている。したがって，家族から感 

謝の気持ちを示されると，いっそう満足感を覚えるものである。 

ホームメーキングは家庭管理だけではない 

教師の提示 ホームメーキングには様々な活動が含まれ，どれも大切である。家をきれいにしておくことゃ家 

族の物質的な必要を配慮することは言うまでもない。しカゝし，ホームメーキングにはもう一つ大切 

な面がある。元扶助協会会長のベル.S •スパッフォード姉妹は次のように指摘しているo 

引 用 「わたしの考えですが，ホームメ一キングは大別して二つに分けられると思います。ホームメ一キ 

ングと家庭管理です。愛，平和，平安，家族の一致，安心感といった霊的に価値ある事柄を考慮す 

るのがホームメーキングです。ホームメーキングは家庭を，混乱した世の中から離れて家族が意思 

の疎通を図り，元気を回復することのできる場所にします。安らぎがその特質であり，それは品の 

よい趣味ゃ教養，文化をうかがわせます。夫も妻も子供たちも，良い家庭を築き，幸福な家庭生活 

を送るためには，それぞれが寄与しなければなりません。そしてお互いにその恵みを分かち合うの 

です。 

一方家庭管理は，家をきれいに整頓し，よく管理することです。これには家計管理も含まれ，し 

損じると家庭の不和の原因になることもしばしばあります。」C4 Woman's Reach『女性の及(rf感 

化』pp. 24-25) 
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話し合い スパッフォード姉妹が述べているホームメ一キングの二つの面の相違について話し合う。生徒に， 

霊的に価値ある事柄力叶分に考慮されている家庭を描写させる。また，神の御霊が宿る家庭をつく 

るうえで，家計管理や食事の用意などの技術力5なぜ大切であるのか説明させる。 

若い女性は母親cmわりを務めることきる 

黒板を使った 春あなたは今，自分の家庭でどのようにして母親の代わりを務めることができますか。 

話し合い 黒板に生徒の答えを書く 0上記の引用文に述べられている事柄がリストに含まれるようにする。 

小グループ活動 生徒を二つのグループに分け，それぞれに以下の問題を一っずつ割り当てる。各グループは問題 

にっいて話し合い，問題を解決するにはどうすればよいか，明確な指示を.幾っか考えるように言う。 

与えられた仕事をどのように果たしたらよいか分からない場合は，助けを得る手段を述べてもらう。 

メモ用に紙と鉛筆を配る。 

仕事1 

学校から帰って来ると，お母さんが頭がズキズキ痛むと言って伏せていました。赤ちゃんは泣い 

ているし，弟たちはけんかをしています。そのうえ，家の中はいろいろな物で散らかっています。も 

うすぐお父さんが仕事から帰って来るので，夕食の仕度もしなければなりません。こんなとき，家 

庭の中に霊的な雰囲気を作り出すためにはどうしたらよいでしようか。 

仕事2 

あなたは自分の家族4人のために栄養のバランスの取れた食事を用意しなければなりません。どん 

な献立を立ててそれをどのように作るか，また夕食時間にすべて準備ができているようにするため 

にはどのように時間を計画するか，述べてください。 

2, 3分時間を与えて課題に取り組ませ，それから各グループに解決の仕方を発表させる。クラス 

の全員がそれぞれのグループの問題解決およびその発表に寄与するようにする。生徒の発表に付け 

加えることがあれば補う。 

教師の提示 若い女性の姉妹は，まだ一家を管理することはしなくても，立派に母親の代わりができ，家庭内 

の雰囲気作りと改善に重要な役割を果たすことができる。そのようにして生徒は自分の家庭に大き 

な喜びをもたらすことができる。 

物 語 「娘のカレンが学期末の休暇で1週間家に帰っていた間，わたしたち二人は一緒にいろいろな楽 

しいことをしました。買い物や訪問をしたり，互いに心を打ち明けて話し合ったり，新しいドレス 

を縫ったり，夏休みのアルバイト探しもしました。家族みんなで幾つかの活動も楽しみました。そ 

の結果，家庭管理が少しおろそかになってしまいました。もっと大切なことをしていたからです。居 

間は掃除もしないで，裁縫道具や布切れが散らかったままでした。 

1週間はあっという間に過ぎてしまいました。その週の水曜日，カレンの友達が夕方5時に家に寄 

って，カレンを大学まで車に乗せて行ってくれることになっていました。わたしは3時に約束があっ 

たので，さようならを言って出かけました。弟たちが学校から帰って来ても，父親が仕事から帰っ 

て来るまでカレンが面倒を見ていてくれると分かっていたからです。 

わたしが出かけてからすぐ，カレンの友達から9時ごろまで迎えにいけなくなったという電話があ 

ったそうです。スーツケースに荷物も全部詰め終わって出かけるばかりになっていたし，迎えが来 

るまでまだ4時間もありました。カレンはピアノのそばに腰を下ろして，弟のスチュワートがピアノ 

の練習をするのを見てやりました。新聞配達に出かける準備をしていたロジャーとおしゃべりしな 

がらそれを手伝い，食卓の用意をして，父親力《帰って来たらすぐに食事ができるように夕食の準備 

もしました。食事の後は，弟たちの協力を得て，台所の後片付けをしました。 

父親と弟たち力《活動の夕べに出かけると，カレンは掃除道具を出してきて，散らかっていた居間 

をだれが来ても自慢できるようにきれいに掃除しました。それでもまだ時間があったので，バスル 

ームも掃除しました。 
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夜も更けて帰宅したわたしは，息子たちの寝顔を見に2階に行きました。きれいに片付いた居間 

やバスルーム，台所を見て，わたしは娘を心から誇りに思いました。 

夫とこのことについて話し合いながら，わたしたちはつくづく娘の成長を思いました。カレンはそ 

れまでにもよく主婦としての務めを果たしていたのです。台所で弟たちとクッキーを焼いている姿 

を見かけたこともあります，去年のクリスマスには見事なロングスカートを作って，わたしにプレ 

ゼントしてくれました。わたしはそのスカートを誇りに思い愛用しています。立派な人生観を持っ 

た娘を持って，わたしたちの家庭は何と恵まれていることでしょう。」 

話し合い 鲁カレンはどのような方法でお父さん，お母さん，弟たちに喜びをもたらしました力、。 

參ホームメーキングによって，どのように家族と密接になることができますか。 

書家の中が清潔で整理されていると，なぜ家族は 善を尽くそうという気持ちになるのですか。 

參清潔な家に帰って来たとき，よい気持ちがするのはなぜですか。 

參管理の行き届いた家庭は，なぜ家族の愛が強いのでしょうか。 

•女性が家庭の霊的な雰囲気作りに努めることは，なぜそんなに大切ですか。 

參家庭の中に霊的な雰囲気があると，家族はどのような祝福を受けますか。 

よく整頓され手入れカ珩き届いた家は主の御霊が宿る家庭であり，家族の心に確信と誇りを築く。 

家庭はまた信仰と証をはぐくむところである。そのような家庭を築くには家族一人一人の努力が必 

要であり，家族の愛はそうするときに反映される。このような家庭は勤勉と努力を尊ぶところでも 

ある。 

クラ;̂ 舌動 

ホームメーキングの新しい技術を学んだり，実際に経験することができるよう，週末以外の日に行 

うホ一ムメ一キング活動をクラス会長会と幾つか決める。以下はその提案である（ゲストを招待す 

る場合には，前もって神権指導者の承認を受ける)。 

1.スペシャリストを招いて，水道の蛇口の取り換え方やヒューズの取り換え方，電気の差し込み 

の修理の仕方，流しや下水施設に詰まったごみの除き方，額を壁にかける方法などについて教 

えてもらう。 

2.衣類の正しい繕い方を学び，修繕の必要な物を持ち寄って修繕パーティーを開く。 

3.スペシャリストを招き，生地や配色，体型に合った用い方を教えてもらい，その知識を衣服を 

選んだり作ったりするときに応用する。 

4.ファッションショーを計画し，生徒がモデルになって各自の製作したものを発表する。 

5.スペシャリストを招き，衣類や生地を買うときの注意と表示の見方について学ぶ。 

6.母親を一人招き，乳幼児の入浴のさせ方，衣類の着せ方，おむつの取り換え方，ミルクや食事 

の与え方，子守りの方法，泣いている赤ちゃんのあやし方などを教えてもらう。 

7.スペシャリストを招き，金銭のやりくり，予算の立て方，クレジットの利用法について学ぶ。 

8.スペシャリストを招いて，配色や釣り合い，調和の取り方を含めた家の装飾について教えても 

らつ0 

9.昔の装飾様式について学ぶため地域内の古い家屋を見学したり， 近模様替えをした家があれ 

ば研究に出かける。 

10.ケーキデコレーション•パーティー，国際食品市，朝食パーティー，ふるさと料理の夕べなど 

の食事会を開く。 

11.各自の好きな料理を持ち寄って味見し合ったり，作り方を教え合ったりする会を開く。 

12.生徒を幾つかのグル一プに分け，料理コンテストを開く。材料は箱か袋に入れておく。 
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弟ti誅 神から与えられた 
役割に対する態度 

目 的 生徒は，妻となり母となるという神から与えられた役割に対して積極的な態度を養う。 

準 備 1.任意：「結び」の項にある配付資料を準備する。 

2.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

レッスンの展開 女性の役割に対する主の見方を受け入れる 

物 語 一人の旅人がある石切り場の前を通りかかり，3人の男がそこで働いているのを見ました。旅人 

は一人一人に「何をしているのですか」と聞きました。3人の答えは，仕事に対するそれぞれの態度 

を示していました。 初の男は，「石を切っているのさ」と答えました。「金貨3枚を稼いでいるのさ」 

と答えたのは2番目の男でした。3番目の男は顔にほほえみを浮かべて言いました。「神の宮を建てて 

いるのですよ。」 

教師の提示と 參この話で，仕事に対する各人の姿勢の違いが仕事への態度にどう影響していたでしょうか。 

話し合い 眷3番目の男は恐らく自分の仕事をおもしろい，しかも価値のある仕事だと思っていたことでしょ 

う。それはなぜだと思いますカゝ。 

わたしたちは妻となり母となるという，神から与えられた役割に対して積極的な態度をとること 

もできるし，否定的な態度をとることもできるという点を指摘する。これらの役割を屈辱的で単調 

なつまらないものと考える人もいるが，これらはわたしたちが現世に来る前に交わした神聖な約束 

の一部であり，神の娘に与えられる祝福の一部でもある。 

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。 

「わたしたちはこの地上に来る前，天において誓いを立てました。それは聖なる誓いでした。 

わたしたちは聖約したのです。地上での身分を受け入れる前に，この聖約を立てたのです。 

もし天の父がわたしたちを地上に送り，肉体を与え，地上でしか得られない貴重な機会を与えて 

くださるなら，わたしたちは悪に染まらず清い生活を送り，聖なる神殿で結婚し，子供を御心に添 

って育て教えますと，天父に約束しました。これは聖なる誓い，聖なる約束でした。」（“Be Ye 

Therefore Perfect”「完全な者となりなさい」ソルトレーク•インスティテユートで行われた説教 

より，1975年1月10日，p.2) 

參わたしたちは前世で，地上においてどのような役割を受け入れると天父に約束したのでしょう 

(結婚して家族を持つ)。 

キンボール大管長はこう警告しておられます。 

「天父の霊の子供たちをもうけ，養育するという女性に託された永遠の責任をなおざりにさせる 

ような仕事に心を引かれるという過ちは犯さないでください。」（「義なる女性の役割」『聖徒の道』 

1980年3月号，pp.141-142) 

神から与えられたわたしたちの役目を理解する 

教師の提示と 女性の役割に対する世の中一般の考え方は，全部ではないが誤っていることが多い。その理由は 

話し合い 自己中心的なものの考え方によるものである。女性の受ける権利を主張するあまり，与えることを 

ほとんど無視してしまっている。これに比べて主の教えはもっと幅の広い見方をしている。男も女 

も両方が愛し奉仕する機会があることを教えている。このようにバランスの取れた考え方をすれば， 

自分のことばかり考えて不幸になるのを避けることができる。 

わたしたちが妻や母親として生きることほ決まりきっていて退屈だという考え方を持っていると， 

実際にそのようになってしまう。しかし，神の目的を見極め，わたしたちの持っている大きな可能 
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性を理解するならば，女性としての役割はこの世の中のどんな仕事よりもすばらしい意味を持つよ 

うになる。笑顔をもって喜んで夫を助け，義なる霊の子を産み育て教えるならば，この上なく大き 

な充実感を得ることができる。 

鲁妻と母親の役割をはっきり理解し，それに対して正しい態度をとることにより，どのような祝福 

力《得られらるでしようか。 

參こうした役割に対するわたしたちの態度は，わたしたちの残りの人生にどのような影響を与える 

でしようか。 

參わたしたちの役割についての主や主の僕たちの教えは，この世的な考えを受け入れようとする危 

険からわたしたちをどう守ってくれるでしようか。 

聖 句 

妻と，夫を助ける者としての役割 けんそん 

生徒たちに，エマ.スミスへの主の勧告である教義と聖約25 ： 5，14,16を読んでもらう。謙遜な 

態度で夫を慰めよとのこの勧告は，すべての女性に当てはまるものであることを説明する。 

教師の提示 妻は夫に慰めと助けを与えるという自分の大きな力を過少評価してはならない。夫にも，時には 

慰めを受けたり，稼ぎ手，指導者，教師としての夫の役割をよく果たすように励ましを受けたい時 

があるものである。 

引 用 スペンサー.w.キンボール大管長が十二使徒に召されたときのことである。その重責に身の縮 

むような思いをしていた自分を妻力く優しく慰め力づけてくれたことを，キンボール大管長は次のよ 

うに話している。 

「そのとき『教会から召しを受けたら必ずそれを受け入れる』という思いが心に浮かんだ。しか 

し，頭に浮かぶのはわたし自身の限界であり，無力であり，弱点であった。そのためにわたしは身 

の縮む思いであった。そのとき涙がとめどもなくあふれ出し.••…わたしは泣きに泣いた。そして泣 

きじゃくった。妻はわたしに身を寄せて床の上に座り，わたしを落ち着かせようとして髪をなでて 

いてくれた。…… 

そのときの妻はわたしの救い手であった。わたしを慰め力づけ，取るべき道はただ一っであると 

繰り返し言った。…… 

わたしは力ミラにどうしてよいか分からないと言い続けていた力《，心の底では道は一つしかない 

ことを承知していた。妻はなおもわたしを励まし続け，召しをお受けする以外に方法はないと言い 

切った。」（エドワード.L •キンボールおよびアンドリュー• E .キンボール.ジュニア，Spencer 

所.Kimball『スペンサー• W •キンボール』pp.191 —192) 

話し合いと 

教師の提示 

キンボール大管長はやがて立派な主の預言者となったことを指摘する。 

•カミラの，妻として助け手としての役割は，夫の生涯にどのような重大な役目を果たしましたか。 

妻として，助け手としての役割に対して正しい態度を持っていれば，わたしたちも未来の夫の生 

涯にすばらしい良い影響を与えることができる。妻であるわたしたちは，女性の役割の大切さを 

過小評価してはならない。 

聖句を使った 

話し合い 

一人の生徒に1コリント11：11を読んでもらう。 

鲁夫婦はどのように助け合えるでしようか。 

母親と教師としての役割 

デビッド• 0 •マッケイ大管長はこう述べている。「母親の働きは神の働きに近いものです。それ 

は女性が果たし得る も気高く神聖な務めです。」(Conference Report『大会報告』1942年10月， 

pp.12-13) 

眷神から与えられた役割に対する態度をより前向きなものとするうえで，預言者のこの言葉はどの 

ように役立つでしょうか。 

參主の預言者たちのこのような言葉は，母親になることは仕事カ增えることであり，重荷であり自 
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由を奪うものだというこの世的な考えを取り除くのにどのように役立つでしょうか。 

母親になることにより愛が深まり，犠牲を払う精神がさらに高められるようになることを指摘す 

る。 

キンボール大管長はこう語っている。 

「若い女性の皆さんは，結婚と子供の養育についてよく計画し，準備する必要があります。これ 

はあなた力《神から頂いた権利であり， 大にして 高の幸福に通じる道なのです。」（「女性の特権と 

責任」陛徒の道』1979年2月号，p.148) 

物 語 幼いニ児を持つある母親力《不治の癌だと宣告された。妻の死期力《近づいたある日，夫は病院の許 

可を得て妻のマリリンを病院の庭の片隅にある静かな場所に運び，幼い二人の娘たちと家族4人で 

ピクニックをすることを計画した。母親が元気なころには，家族でよくピクニックに行ったものだ 

った。大きなかえでの木の下に座ってお昼を食べ，家族としてともに過ごす 後の尊い時間を楽し 

んだ。ピクニックの後病院のベッドに戻ったマリリンは，日記に次のように書き記した。 

「『健康さえあれば世の中すべてを手中にしたのと同じことだ』とよく人から聞いたことがありま 

す。でも今日，それがほんとうではないことに気がつきました。健康がなくても，わたしにはすべて 

があるからです。わたしにとってすべてである愛する夫とかわいい子供たちが，今日あの大きなか 

えでの木の下に座っていました。それ以外のものはどうでもいいのです。妻として母親として生き 

られたことは，生涯で 高の喜びと幸福でした。ピクニックやそのほかこの世の楽しみとは永遠に 

お別れです。でもわたしの家族は永遠にわたしのものなのです。」 

話し合い 參自分の役割に対するこの若い母親の態度は，不治の病に立ち向かうのにどのような助けとなって 

いますカゝ 。 

參この母親の態度は，二人の娘が成長してそれぞれ妻や母親になったとき，どのような影響を与え 

るでしようか。 

結 び 

引用と配付資料 スペンサー•W•キンボール大管長は次のような言葉でわたしたちを励ましている。 

実直な女性になることは，いつの時代でもまことにすばらしいものです。特に救い主の再臨に先 

立つこの 後の時代に，実直な女性であることは，きわめて崇高な召しであると言えましよう。実 

直な女性の力とその影響力は今日，平静な時代と比べてはるかに大きな効果を及ぼします。そのよ 

うな女性がこの地上に送られたのは，家庭を守り，豊かなものとするのを助けるためです。そして 

この家庭こそ，社会を作る も貴い組織なのです。」（「女性の特権と責任」p.149) 
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第9課 両親を敬う 

目 的 生徒は，両親との関係を向上させるように努力するC 

準 備 1.課末の見本を参考にして，人数分のアンケート用紙を用意する（課末のアンケート用紙参照)。 

1週間前に用紙を渡し，記入したものを持って来させるようにするとよい。 

2.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

教師へ レッスンを準備する際，片親または両親ともいない生徒に対する心遣いを忘れないようにする。 

レッスンの展開 両親の愛を知る 

物 語 次の物語「クリスマスに学んだこと」の前半を読む。 

「自分が何て幼かったんだろうと思うと，あの日のことを話すのはちょっと恥ずかしいのですが， 

去年のクリスマスのことを忘れることができないのです。わたしには丘の上の高級住宅地に住む友 

達がいます。彼女の家には何でもそろっています。大きな家，すてきな車，たくさんの洋服……。そ 

れがどうこうって言うのじゃありません。家の人はみんないい人で，とても親切にしてくれます。彼 

女のお父さんは監督会の一員で，わたしがいつも理想に描いたようなすばらしい家庭生活を送って 

います。 

……わたしは度々彼女の家に遊びに行きました。そしてクリスマスイブの夕食に招かれたわけで 

す。何もかもが 高でした。ろうそくのともった食卓を囲んですてきな食器で，まるで高級レスト 

ランで正式のディナ一を食べているような雰囲気でした。そしてまずお父さんの家族の祈りで始ま 

ったのです。 

これまでわたしは5ドル以上もするプレゼントなどもらったことがありませんでした。だからクリ 

スマスツリーの下に置いてあるたくさんのプレゼントを見て，本物のサン夕クロースが袋にいっぱ 

いのプレゼントを持って来たらきっとこんなだろうなと思いました。 

カレンのお父さん力《車で家に送ってくれたとき，わたしは中に入りたくない気持ちでした。そん 

なわたしにミラー兄弟は，『楽しいクリスマスを，シェリル。今日は来てくれてありがとう』と言っ 

てくれました。そこには父親らしい温かさがありました。わたしはそのことをミラ一兄弟に伝えたい 

と思ったのですが，『ありがとうございました。とても楽しかったです』としか言えませんでした。 

玄関のドアには鍵がかかっていました。わたしは呼び鈴を鳴らしてドアが開くまでそこに立って 

いました。はげかかったペンキ，1年前に犬が引き裂いたままのカーテンなどが目に入り，ミラー家 

と荒れすさんだわが家とを比べてみずにはいられませんでした。やがて父がスリッノ、。を弓1きずりなが 

らドアに近づいてくる音と，テレビの騒力《しい音力《聞こえてきました。父はドアを開けると，どなり 

声を上げました。わたしの帰りが遅かったこと，クリスマスイブくらい家にいたらどうだと言うので 

す。……でもわたしは，父がまた酔っているのを知って，その言葉をあまり気にしない方がいいと 

自分に言い聞かせました。 

……家の中にはクリスマスらしいものはこれといってありませんでした。ただ，ドアに色あせたク 

リスマスリースがかけてあり，小さい玉をヘアピンでつるした安っぽいクリスマスツリ一が立ってい 

るだけでした。家の中はごたごたしていて，古いベーコンのにおい力《充満していました。 

母が着古したローブをまとって出て来ました。……母の様子から，またひどい頭痛に悩まされて 

いること力《分かりました。『娘がたまには家にいて，母親の手伝いぐらいしてくれたらいいのにさ，ま 

ったく J 

涙が込み上げてきました。のどが詰まって言葉が出ませんでした。わたしは母の肩にちょっと触 

って『ごめんなさい』と言うのが精いっぱいでした。でも心からそう思って言ったのではありません。 
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第10課 

わたしは妹の靴をけ飛ばしながら自分の部屋に駆け込むと，ドアを閉めました。 

なぜミラーさんみたいな家ではなく，.こんな家に生まれてこなければならなかったのか，わたしに 

は分かりませんでした。……家族の中で自分一人だけが教会員ということは何と大変なことなので 

しょう。宣教師からも，これは大変な努力の要ることで，家族に良い模範を示すということは大き 

な仕事だと言われ，一生懸命やってきたつもりです。でも家族は，わたしが教会に入って自分の生 

活を改善しようと思っているのを鼻にかけていると思っているらしいのです。…… 

……わたしはお祈りもせずにべッドに入ってしまいました。とても祈りをささげる気分ではなか 

ったのです。悔しくて情けなくて，主はわたしの祈りなど聞いてくださるはずがないと思ったので 

す J 

話し合い 參シェリルは両親のことをどう-思っていますか。それはなぜですか。 

參あなたはシェリルの両親のことをどう思いますか。 

參シェリルは家の状態を改善するために何をすることができたでしょうか。 

物語 物語の後半を読む。 

「クリスマスの朝，目を覚ますと日はすでに高く，窓から暖かい日の光が差し込んでいました。朝 

だ！クリスマスだ！わたしは心をはずませて飛び起きました。……ガウンを着て居間に向かい 

ました。『それはあなたのよ，シェリルJそう言って母はクリスマスツリーの下に置いてある箱を指 

差しました。 

父が箱をわたしの方に押しやりました。大きな箱でした。包装紙はかけてありませんでしたが，残 

り物の様々なリボンで結んでありました。『体操着だ。だってどうしても必要な物なんだから，きっ 

とそうだ』と思いました。でもそれは体操着ではありませんでした。見たこともないほど豪華なロン 

グドレスがきれいに畳まれて入っていたのです。ひだがたくさん入っていて，レースとフリルの付い 

た昔のお姫様のようなドレスでした。相当値段の高いものに違いないのです。 

しばらくの間，わたしは何も言うことができませんでした。胸が詰まってしまったのです。『信じ 

られない！すてき！』わたしはドレスを胸に当てながら，同じことを何度も何度も繰り返して言 

いました。 

……父は目をそらしてはいました力く，わたしは父の隣に座り，父の首に腕を回して抱き締めまし 

た。こんなことをしたのはほんとうに久しぶりでした。 

『お父さん，どうやってこれを？だって，そんな余裕，うちにはないんでしよう。』父はソファの 

上をじっと見ているだけで，一言も言いませんでしたが，唇が何となくきりっと締まり，かすかにピ 

クッと動きました。そしてわたしの肩からさっと手を引っ込めてしまいました。わたしは父の擦れ 

たズボンのひざを見詰めながら，愛を示すこと，与えること，そしてこれから自分の目の前に横た 

わっている大きな仕事について考えずにはいられませんでした。」（キヤロル.C •才テセン"Holiday 

Homework” New Era「クリスマスに学んだこと」『ニューエラ』1972年12月号，pp.22 — 23) 

話し合い 參この物語の後半を聞いて，シェリルのお父さんに対する思いはどのように変わりましたか。 

•この若い女性と父親は，なぜお互いの気持ち力《理解できなかったのでしょうか。 

參シェリルの両親が彼女を愛していることは，どのようなことから分かりますか。 

拳あなたは両親が自分を愛してくれているのだろうかと疑問に思うことがありますか。 

參あなたの両親はどのような方法で，あなたへの愛を示してくれますか。 

參両親をもっとよく理解するにはどうしたらよいでしようか。 

両親を理解することは良い関係を築く鍵である 

相手の生活背景や経験し感じてきたことを知り，理解することによって，その人に対する愛と理 

解も深まっていくものである。 

アンケート 生徒がすでに記入し終わったアンケートを，クラスに持って来ている場合には，この場でそれに 

ついての話し合いを始める。そうでない場合には，ここでアンケート用紙を配り，来週までにでき 
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るだけ全部の項目に答えるように言う。記入できない箇所は両親に尋ねるように指示する。 

あなたは自分の母親についてどの程度知っていますか？ 

1.結婚前の姓 ：  

2.出生地 ：  

3.育ててくれた人（両親，親戚，そのほか） ：  

4.きょうだいの人数 ：  

5.続柄（長女，次女など） ：  

6.父親の職業 ：  

7 •経済状態：  

8.家の宗教 ：  

9. も心に残る霊的な経験 ：  

10.特別な伝統や習慣 ：  

11.親子関係の状況 ：  

12.学歴 ：  

13.学校時代の心に残る思い出 ：  

14.結婚前の職業 ：  

15.人生のおもな目標 ：  

16.好きなこと ：  

17.嫌いなこと ：  

18.克服した困難 ：  

19.家族と一緒にいちばんしたいこと ：  

20.余暇の楽しみ方 ：    

あなたは自分の父親についてどの程度知っていますか？ 

1.名前 ：  

2.出生地 ：  

3.育ててくれた人 ：  

4.きょうだいの人数 ：  

5.続柄（長男，次男など） ：  

6.父親の職業 ：  

7 •経済状態： ：  

8.家の宗教 ： ;  

9. も心に残る霊的な経験 ：  

10.特別な伝統や習慣 ：  

11.親子関係の状況 ：  

12.学歴 ：  

13.学校時代の心に残る思い出 ：  

14.結婚前の職業 ：  

15.人生のおもな目標 ：  

16.好きなこと ：  

17.嫌いなこと ：  

18.克服した困難 ：  

19.家族と一緒にいちばんしたいこと ：  

20.余暇の楽しみ方 ：  

話し合い アンケートを使って話し合いを続ける。 

•両親が宗教（教会）に対して，なぜ今のように感じているのか分かりますか。 

參両親の気持ちを理解するために，両親の幼いころの生活を知ることはどのように役立ちますか。 
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第10課 

拳アンケートの質問の答えを知ることは，両親と良い関係を築くためにどのように役立ちますか。 

両親の生い立ちを詳しく知ることによって，親子の関係がさらによいものとなることを説明し，ま 

とめとする。物語の中の少女は，父親力
5
何を思っているか分かったときに父親を身近に感じること 

力《できた。両親との関係を改善するには両親をもっと知らなければならないことを指摘する。 

聖 句 

天父は親を敬うように命じられた 

生徒に出エジプト20:12を開かせる。神はわたしたちに親を敬うように言われた。この聖句を一 

人の生徒に読ませる前に，この戒めを守るときにどんな祝福が与えられるかに注意して聞くように 

言う。 

•父母を敬う人はどのような祝福を約束されていますか。 

•それはどのような意味ですか。 

參主は父母を敬うことをなせ戒めとして与えられたのだと思いますか。 

生徒の一人にコロサイ3 ： 20にあるパウロの勧告を読んでもらう。 

參パウロは両親に従うべき理由をどのように述べていますか。 

地上の両親を敬い，従うことにより，彼らと良い関係をはぐくむことができる。また，天父にい 

っそうの愛と従順を示す備えができる 

わたしたちには両親との関係を良くする責任がある 

參両親を敬い，従うようにという戒めが神から与えられたことを知るだけで，両親との関係が向上 

するでしようか。 

考えさせるための質問 

黒板を使った 

話し合い 

參両親との関係を良くするために，あなたはどんなことができます力、。具体的に挙げなさい 

生徒の答えを黒板にまとめて書く。次のような事柄が考えられる。 

両親と良い関係を築くために，わたしは—— 

1.従順になる。 

2.敬意を示し，思いやりのないことは言わない。 

3.家族全員と明るく交わる。 

4.自分自身が良い人間になる。 

5.家の手伝いをする。 

6.両親のありのままの姿を理解するよろに努める。 

7.感謝の気持ちを表す。 

8.自分の悩みや計画，目標について両親に相談する。 

9.自分の所在をいつでも両親に知らせる。 

教師の提示 両親と良い関係を築くために，娘にできることは数多くある。親によって喜ぶことは違っても，良 

い人間になることは，両親を敬うためにだれもが共通してできることである。娘が親を変えるなど 

ということはできない力《，自分自身の態度を変えることによって両親との関係を改善し，強めるこ 

とはできる。このことについて，ローレン• C •ダン長老はその良い例を次のように述べている。 

「わたしは 近映画になった芝居の一場面を思い出します。それは軍隊から帰って来たばかりの 

一人息子を持つ親を描いたものでした。その父親と息子は，それまであまり打ち解けた親しい関係 

ではありませんでした。互いに心の底では愛し合っていたのですが，それを表現するすべを知らな 

かったために，お互いが相手は自分を憎んでいると信じ込んで，敵意のようなものを抱いていまし 

た。……この芝居のクライマックスは，息子が父親にこんなことを言った場面でした。 

『お父さん，|お父さんは今まで一度だってぼくを愛していると言ってくれたことがない。ぼくは 

子供のころいつもそのことを恨んでいたんです。だけど考えてみると，ぼくだってお父さんを愛して 

いるとロに出して言ったことがなかった。だからお父さん，今言いたいんです。お父さんを愛してい 

ます。』 
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黒板と物語 

このとき父と息子は感動に胸を震わせ，互いを抱き締めました。今まで長年心の奥深く閉じ込め 

てきた愛力《せきを切ってあふれ出したのです。もし息子が愛情を示さなかった自分も悪いのだと悟 

らなかったら，この親子はいつまでも憎み合っていたかもしれないのです。」(Conference Report 

『大会報告』1969年4月，pp.22-23) 

黒板のリストに「両親に愛情を示す言葉を述べる」と書き加える。 

ある少女力
《
両親に対する思いをさらに強くしようとし，そのことについて天父に心から祈りまし 

た。祈りの中で，彼女は両親のことを天父に感謝しました。それは今までになかったことでした。感 

謝の言葉を述べていると，彼女の心には両親に感謝する事柄が次から次へと浮かんできました。祈 

り終わったとき，彼女は両親に対する新たな愛と理解を感じ，二人が自分と同じように確かに神の 

子供であることを確信したのでした。 

黒板 

考えさせるための質問 

黒板に，「助けを求めて祈る」と書き加える。 

參両親と良い関係を築き，天父に喜んでいただくために，あなたは何をしようと思いますカゝ。 

活動®11案 

1.「両親を敬う」夕べを計画する。 

2.両親に敬意と感謝を示すため，家庭で自分のきょうだいと一緒にできることを計画する。 

3.両親に感謝の手紙を書く。 

4.両親に愛と敬意を示すための個人的な目標を定める。 
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あなたは自分の母親についてどの程度知つていますか？ 

1.結婚前の姓• • -

2.出生地 ： — 

3.育ててくれた人（両親，親戚，そのほか） ：  

4.きょうだいの人数 ： 一  

5.続柄（長女，次女など） ：  

6 •父親の職業：  

7 •経済状態：  

8.家の宗教 ：  

9. も心に残る霊的な経験 ：  

10.特別な伝統や習慣• • — 

11.親子関係の状況 ： 一  

12.学歴 ： — 

13.学校時代の心に残る思い出 ： — 

14.結婚前の職業 ： 一  

15.人生のおもな目標 ：  

16.好きなこと ：  

17.嫌いなこと ：  

18.克服した困難 ：  

19.家族と一緒にいちばんしたいこと： — 

20.余暇の楽しみ方•• 

あなたは自分の父親についてどの程度知つていますか？ 

1.名前 ：  

2.出生地 ： -

3.育ててくれた人 ： — 

4.きょうだいの人数• • 

5.続柄（長男，次男など） ：  

6 •父親の職業：  

7.経済状態 ：  

8.家の宗教 ： -

9. も心に残る霊的な経験••   

10.特別な伝統や習慣 ： — 

11.親子関係の状況 ：  

12.学歴•• 

13.学校時代の心に残る思い出 ：  

14.結婚前の職業 ： — 

15.人生のおもな目標 ：  

16.好きなこと•• — 

17.嫌いなこと ：  

18.克服した困難 ：  

19.家族と一緒にいちばんしたいこと： 一 — 

20.余暇の楽しみ方 ： — 
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家族を支え，助ける 

目 的 若い女性は，家族を支え，助け，家族のために働く方法を学ぶ。 

準 備 

教師へ 

1.視覚資料4，5「互いに助け合っている家族」巻末参照。レッスンの適当なところで用いる。 

2.「結び」の項にある聖句を書いた紙を人数分用意する。 

3.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

このレツスンの準備をするときは，親きようだいのいない姉妹や家族があまり活発でない姉妹も 

いることを考慮に入れる。 

レッスンの展開 

教師の提示と 

話し合い 

導 入 

友達と話していて友達が自分の話に全然耳を傾けてくれていないと感じた時のことを思い出して 

もらう。次に，逆に自分のことを心配してよく話を聞いてくれた時のことを考えてもらう。 

鲁友達から無視されているのではないかと感じたとき，どのような気持ちがしましたか。 

參話に心から耳を傾けてくれた時は，そうでないと時と比べてどう違いましたか。 

教師の提示 わたしたちはそれぞれ，自分に支えや励ましを与えて，自分のために尽くしてくれる人々が必要 

なのである。全員が心を--つにしてお互いに助け合うなら，家族でもこのような力と熱意，安心感 

を与えることができる。主はわたしたち力《家族のきずなでしっかり結ばれるように望んでおられる。 

一体感は末日聖徒として良い家族を築くうえで非常に大切なものである。一致して子供の養育に 

当たる両親，また親を助ける子供，互いに助け合う兄弟姉妹は，家庭の中にこの一体感を育ててい 

くことができる。家族が永遠の目標に到達できるようにするには，互いに努力し，助け合わなけれ 

ばならない。 

引 用 「養い，築く者となりましょう。理解し，赦し，人の長所に目を向ける者となりましょう。人の 

成長をさらに促し，高める者となりましょう0」（マービン.J •アシュトン「舌は銳い剣となる」陸 

徒の道』1992年7月号,p.21) 

話し合い 參目に見える人で，わたしたちのそばにいてわたしたちを支えてくれるのはだれでしょうか（両親， 

兄弟，姉妹，そのほかの親戚，教師，友達，教会の指導者)。 

參目に見えない人でわたしたちを支えてくれるのはだれでしょうか（天の父母，もうすでに亡くな 

つた，またはこれから自分の家族に生まれてくる愛する人々）。 

教師の提示 家族にいつ，どのような助けを与えたらよいかを知ることが大切である。まず 初にしなければ 

ならないのは，家族の一人一人が教会や会社，学校や家で何をしているかを知ることである。また, 

どのようなときにそれぞれが難関にぶつかるかも知っておく必要がある。 

話し合い 

父親を助け励ます 

父親は家長として，家族が霊的かつ物質的に満たされているかを見届ける責任がある。 

參あなたのお父さんは，家庭の中でどのような責任を果たしていますか（人によって答えが違うが， 

肉体的，情緒的，知的，霊的の中のどれかを満たしている)。 

參あなたのお父さん力《毎日の仕事や教会の責任を果たすうえで求められていることを知るには，ど 

うしたらよいでしよう力、。お父さんがそれらの大切な責任を果たせるように助けるために，あなた 
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はどのようなことができますか。 

教師の提示 父親の責任がどのようなものかを理解し，毎日父親のため祈るなら，父親を支え，助けるために 

自分に何ができるか理解できるようになる。単に父親のために祈ることしかないという場合もある。 

また，自分のために父親に祈ってもらったり，必要なときには祝福を与えてくれるように求めるこ 

ともできる。このようにお互いに支え合い，助け合うことによって大きな力力
《
得られることを強調 

する。 

話し合い 參どのようなときに神様の助けや特別な祝福が必要ですか汰事な試験を受けるとき，新しい学年 

が始まるとき，教会で話の責任を与えられたとき，知らない土地へ引っ越すとき，そのほか)。 

わたしたちが悩み事や試練，誘惑に立ち向かっているときには，主から特別な力添えを得ること 

が必要である。父親というものは子供が何を必要としているのかさえ分かれば，たいていの場合喜 

んで助けてくれるものである。しかし，そのためには進んで，自分の気持ちを打ち明けて助けを求 

めなければならない。 

鲁父親に祝福を求めることは，なぜ父親を支え助けることになるのですか。神権を持っていない父 

親は神権の祝福を与えることはできないが，そのほかの面でいろいろな助けを与えることができ 

物語と話し合い 次の物語を話し，その後にある質問を使って話し合いを進める。 

家を離れて一人で下宿生活をしながら大学に通っているのり子には，一つの悩み事があり，適切 

な助言を必死に求めていました。のり子のお父さんは活発な教会員ではありませんでしたが，相談 

できるのはお父さんしかいないと思いました。のり子が悩み事を打ち明けると，お父さんは 初の 

うちはためらっていました力《，やがて納得のいく助言を与えてくれました。後でお父さんは，お母さ 

んにこんなことを言っていたそうです。「のり子がわたしに悩み事を打ち明けて相談にくるとはねえ。 

何だかうれしくなったよ。」 

參のり子はどのようにしてお父さんを支持しましたか。 

參長い目で見て，のり子がお父さんに助言を求めたことは，お父さんにどのような影響を与えたと 

思いますか。 

參このようにお互いを支え合う父と娘はどのような関係にあると言えますか。 

わたしたちがやり遂げたことをだれかに認めてもらったり，立派に仕事ができたことを褒めても 

らいたいのと同じように，父親も同じ願望を持っている。ある娘は父親の誕生日に特別な手紙を書 

いて，次のように締めく くった。「お父さんはわたしの知っている人の中でいちばん偉大な人です。 

友達が親の悪口を言っているのを聞くと，ますますお父さんがわたしの親でよかったなと思います。 

お父さんを心から愛しています。そしてお父さんがわたしのためにしてくれるいろいろなことを，中 

でも特に良い模範を示してくれることを感謝しています。」 

參このような手紙をもらった父親はどのような気持ちがするでしょうか。 

參このほかにもどのような方法で愛や敬意，好意，感謝などを示すことができますか。 

今までに，服装から成し遂げたことまで，何でもいいから父親を褒めたときのことを生徒に思い 

出させる。 

鲁次のような事柄に対してお父さんに感謝の気持ちを示すために，娘はどうしたらよいと思います 

カゝ。例：旅行に連れて行ってもらったこと，快適な家庭生活，衣服，忠告や助言，良い模範，命 

そのもの。 

黒 板 このほかに娘力《父親を支持するためにできる方法を考えさせ，それを黒板に書く。 

母親を助け励ます 

話し合い 春あなたのお母さんは家庭でどのような責任を果たしていますか（肉体的，情緒的，知的，霊的必 

要性の中のどれかを果たしている)0 

子供を育てるのは大変な仕事であり，多大な犠牲を伴うものであることを理解させる。 
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參あなたのお母さんの日課はどうなっていますか。教会の責任を果たすためにどのくらい時間が必 

要でしょう力、。お母さんが大切な責任を果たせるように，あなたはどのような助けができますか。 

教師の提示 母親の責任について知ることが母親を支持する第一歩であることを指摘する。父親を助けること 

の多く力《母親を助けることにつながることも説明する。また，母親に相談したり，母親のために祈 

ったり，母親がしてくれることに感謝を述べたりすることもできる。 

物語と話し合い 次の話をする。 

母親力5亡くなった後，娘はその遺品の中に，きちんとひもで縛ったはがきや手紙の束を幾つか見 

つけた。母が自分の夫や子供たちから受け取った愛や感謝の手紙を，こんなに長い間大事にしまっ 

ておいたことを知って，娘は胸がいっぱいになった。これが母の宝物だったのである。このような物 

力《母にとってそんなに大切であったとは，娘は思ってもみなかった。 

參自分のしていることについて娘から感謝されたら，お母さんはどう感じるでしようか。感謝を示 

されないときはそれと分かるでしようか。 

両親を助け励ます 

教師の提示 親というものは子供から言葉以上の支えを必要としていることを説明する。親の持っている責任 

については，家族によって状況が異なることを指摘する。 

物 語 次の物語は，一人の娘が両親を支えたことを教えている。 

夫がステ一ク長会に召されたとき，その妻は壇上で証を述べるように求められた。彼女は長女が 

いつも家で手伝ってくれることを心から感謝した。夫が監督をしていたときも，娘力％人家族の世 

話を手伝ってくれたと述べた。また，娘が1年ほど前に書いた日記を見せてくれたことも話した。そ 

れには次のように書かれていた。「わたしは今まで家族のために十分なことをしていないので，わた 

しにできることは何でもしようという目標を立てた。もうすぐ赤ちゃんが生まれるので，お母さん 

は特にお手伝いが必要だ。お母さんが忙しいときには，いつでもわたしがそばにいて手伝ってあげ 

たいと思う。家族に仕えることは，天のお父様に仕えることだから。」 

話し合い 以下の状況を紹介し，それぞれについて親を助けるために，また親に愛と思いやりを示すために 

何ができるかを尋ねる。 

1.おばあさんが病気なので，お母さんは実家に通って看病しなければならない。 

2.—人住まいのおじいさんが心臓発作を起こして寝たきりになってしまったので，家に引き取っ 

て看病することになった。 

3.両親の結婚記念日 

4.今度の日曜日は断食日である。お母さんは今大きな問題を抱えている。 

5.お父さんに手伝ってほしいことがあると言われた。でも，放課後，友達が遊びに来たいと言っ 

ている。 

6.今日は両親とも家にいない。弟たち力《学校から帰るころにはわたしも家に着いている。 

きょうだいを助け励ます 

教師の提示 參自分のきょうだいに愛情を示したり，助けを与えたりすることは，なぜ灘しいのでしょうか。き 

ょうだいに愛情を表現することは，何となく照れくさいものである。助けや励ましを与えるどこ 

ろカゝ，けなしてばかりいる悪い習慣を持っている人もいる。 

物 語 デビッド• 0 •マッケイ大管長の妻，エマ•レイ•マッケイ姉妹は，家を訪れたお客さんや友達 

の前で，自分で伴奏しながら歌うのが好きだった少女について，次のように話している。 

「ある曰，彼女力M半奏しながら歌っているのをお兄さんが聞きました。家に帰ってから，妹のま 

ねをしながら兄はさんざん茶化したり，からかったりして言いました。『おまえはみんなが喜んで聞 

いていると思っているんだろう。とんでもない話だ。楽しんでいるふりをしているだけだよ。』それ 

40 



第10課 

からというもの，彼女はめったに人前で歌わなくなりました。少なくともお兄さんが音の届く範囲 

内にいないことを確かめてからでないと，歌わなくなってしまったのです。……どんな場合でも… 

•••きょうだいというものは，お互いの成功を祈るべきです。演奏しているときに，自分は家族の祈 

りのおかげで 善を尽くすことができるのだと感じることができれば，これからの人生の大事なと 

き，特に成功するかどうか心配で臆病になったときに，いつも家族がそばにいてくれることを望む 

ようになるものです。彼女が必要なのは褒められることであって，これは自分の家族から与えられ 

るべきものなのです。ですから，長く困難な練習を積み，無事に演奏を終えたとき，励ましと称賛 

のみを与えてくれる家族に囲まれるのは，何と幸せなことでしょうか。」(The Art of Rearing 

Children Peacefully『子供を温和に育てる』p.ll) 

物 語 これは子供たちが家族の中でお互いの必要を満たすことができることを，実物を使って証明した 

父親の話である。 

「あるとき父は，2個のバケツを居間に持って来ました。一つには水がいっぱい入っていて，もう 

一つは空っ【reした。そして父は，その日何か腹が立ったり，いらいらしたり，がっかりしたことが 

なかったかわたしたちに考えさせたのです。わたしたちが一つの出来事を言う度に，父は水の入っ 

たバケツからコップ1怦の水をくみ出しました。そして，わたしたちはこのバケツのようなものだと 

言いました。わたしたちの心を乱すようなことが起こると，その度にコップ1杯分の自尊心がなくな 

っていき，次第に底に近づいて，やがてバケツは空っぽになってしまうのだと話してくれました。次 

に父はもう一つのバケツを指し，空っぽになってしまったバケッをもう一度水でいっぱいにするに 

は，どうしたらよいかとわたしたちに尋ねました。提案が出る度に，父はわたしたちにコップ1杯の 

水を空っぽのバケッに入れさせました。この実験によって父の言わんとしたことは，家庭はわたし 

たちがバケッの水を満たす場所であるということでした。つまり，家族はお互いのことに気を配ら 

なければならない，わたしたちにきょうだいの必要を満たす責任があるのだから，ということでし 

た0」（エリック• G •ステイーブン，ジュデイス•ステイーブン•スミス，What Happy Families 

Are Doing『幸福な家族』pp.57-58) 

黒板と話し合い 自分のきょうだいを励まし助けるためにできる事柄として，肺妹たちが提案したものを黒板に書 

く。上記の物語や実験を基にして話し合いを進める。次のような質問をするとよい。 

參家族のだれかが表彰されたり，何かで良い成績を修めたりしたとき，あなたはどんな気持ちがし 

ますか。自分の持っているものをほかの人と喜んで分かち合いますか。必要以上の努力をしてき 

ょうだいを助けたことがありますか。そのとき，あなたとそのきょうだいとの関係はどうなりまし 

たカゝ。あなたはだれかが自分のために何かをしてくれるまで，その人を助けることをしませんか。 

話し合い 參家族を支持し，助けるために，あなたは次のような場合どうしますか。 

1.兄が、伝道に出ている。 

2.結婚をしている姉夫婦は小さい子供が3人いるので，二人だけで外出することがほとんどない。 

3.妹が生まれて初めて初等協会でお祈りをする責任を与えられた。 

4.兄弟が神権の昇進を受ける0 

5.妹が木曜の夜，ピアノの発表会で演奏することになっている力《，金曜日には学校で大事なテス 

トがある。 

結 び 

教師の提示 生徒の一人に教義と聖約108: 7を読ませる。わたしたちが家族を支え，助ける態度をとれば，そ 

れは次第に家族全員に広がっていき，やがて争いを減らし，家族の中に温かい「和」を育てること 

カ《できる。 

レッスンの応用 

生徒はそれぞれの家族の「応援団」となって，これからの1週間，きょうだいを助け励ますために 

少なくとも何か一つのことをするように提案する。 
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自立心を養うその1 

目 的 生徒は，自分力《独立心を培っていることを知り，さらに自立できるように努力する。 

準 備 1.視覚資料6「女の赤ちゃん」，7「少女」，8「花嫁と花婿」，9「若い母親と子供」巻末参照 

2.鉛筆を人数分用意する。 

3.本課末のチヱックリストを人数分複写する。（クラスで読むようにしてもよい0) 

4.任意——生徒たちが家に持って帰れるように，詩「出帆」を複写したものを人数分用意する。 

5.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

レッスンの展開 私たちは大人になるにしたがって，ほかの人に頼ること狀欠第に少なくなり，目立する求つになる 

教師の提示と 様々な年代の女性の写真を視覚資料から見せ，それぞれの女性にっいて考えるように言う。わた 

話し合い したちは大人になるにっれていろいろなことをする能力が増してくるものである。それにっいて視 

覚資料を見ながら，次ようなの質問を使って話し合う。 

參赤ちゃんにはできないが，5歲児にはできることは何ですか（歩く，話す，一人で洋服を着る，簡 

単な選択をする，など)。 

鲁14歲のときにはできないが，22歲になればできることは何ですか61転，デート，就職，結婚，子 

供を産む，など)。 

參なぜ5歳児に14歲の人のすることを期待したり，14歳の少女に22歳の女性のすることを期待しな 

いのでしようか。 

人に頼ることから次第に自立心を増していく過程は時間のかかるものであって，それぞれの年齢 

に応じた能力があることを理解させる。 

引 用 

話し合い 

教師へ 

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。 

「人生の中で初めの10年間というものは，喜びに満ち，幸福で，勝手気ままも許される時代でし 

た。両親や家族の保護の下に教えられ，養われ，衣服を与えられて庇護されてきました。しかし今 

では皆さんは10代となり，しつけのためにとやかく言われることも少なくなりました。人格も次第 

に身に付き，自ら決断を下さねばならない機会も少しずつ増えてきています。皆さんはそのように 

して成熟し，責任も引き受けられるようになってきました0」（「キンボール犬管長，若人の人生設計 

を語る」『聖徒の道』1982年6月号，P.42) 

鲁キンボール大管長はなぜ人生の 初の10年間を[B手気ままも許される時代」と言ったのでしょ 

うか。この時期にはだれがあなたの責任を取ってくれましたか。 

•あなたの両親や家族は，あなたをどのように庇護しましたか。 

拳パプテスマを受けたとき，あなたはどのような新しい責任を引き受けましたか。 

•10ftになってからは，なぜしつけのためにとやかく言われることが少なくなるのでしょうか。 

•10歳のときにはできなくて，今ならできる決断にはどんなことがありますか。 

わたしたちが責任を引き受け，自立することは望ましいことであり，天父もそれを望んでおられ, 

また期待しておられることを理解させる。ただしそれは天父の導きや両親および神権指導者の正し 

い勧告を無視して気ままな生活ができるという意味ではない。「主は御自分の与えられた自由には 

きわめて寛大な御方です。わたしたちは善に従うようになればなるほど霊的にも自立するようにな 

り，自由も独立心も確固たるものとなってきます0」（ボイド• K •パッカー「自立」®徒の道』1976 

年4月号，p.207) 
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黒 板 黒板の左側に「依存」，右側に「自立」と書き，「依存」から「自立」に向かって矢印を引く。聖 

徒たちをどのように治めるのかという質問に対して，預言者ジョセフ•スミスは自立ということを 

次のように定義している。だれかに読んでもらう。「わたしは人々に正しい原則を教え，人々に自ら 

を治めさせるJ (Millennial Star『ミレニアルスター』13 ： 339でジョン•テーラーが引用） 

自立には二つの大切な要素があることを指摘する。まず正しい原則を知ること。次に，その原則 

に基づいて自らを治める能力がなければならないことである。 

チエッフリス卜 生徒たちがどの程度自立しているかを知るために，次のチェックリストを活用する。鉛筆とチェ 

ックリストをそれぞれの生徒に配る。番号の付いた項目を左右1組ずつ読む。左側の項目は改善の 

余地があることを示し，右側の項目は自立を示している。それぞれの項目を10点満点として，各自 

の自立の程度を採点する。 

(1点） 

1.ほかの人に影響されやすい。 

2.家事や家族の手伝いをなるべく避け 

るo 

3.学校の宿題を後回しにして遅れがち 

になったり，親から言われないと勉強 

しない。 

4.必要なお金は親からもらうし，たいて 

いのものは親が買ってくれる。 

5.朝起きるときやピアノの練習をすると 

きなど，ぐずぐずしていてなかなか始 

めない。 

6 .物事が思レ、どおりにレ、かないときには， 

口実を探したり人のせいにしたりする。 

7.将来の進路に関して，就職か進学か， 

またどんな方面に進みたいのか，まっ 

たく目標を立てていない。 

8.教会のレツスのとき以夕Wこはほとんど 

聖典を読まない。 

9.学校や集会によく遅刻する。 

10.断食すると機嫌が悪くなったり，おな 

かがすくので，めったに断食しない。 

(10 点） 

1.たとえそれが友達と別行動を取らな 

ければならないことであっても，福音 

の原則に基づいた決断を下すことが 

できる。 

2.家事を手伝う必要性を理解し，家族 

を助ている。 

3.宿題をきちんとし，勉強も計画的に 

やっている。 

4.お金をきちんと管理し，什分の一を 

納め，貯金もしている。上手な買い 

物の仕方を心得ている。 

5.時間どおりに練習できるよう自分自 

身をコントロールし，努力している。 

6.自分の犯した過ちや問題に対して責 

任を取ることができる。 

7.将来の就職に役立つ技術を身に付け 

る準備をしており，またどんなことを 

勉強していきたいかも大体決めてあ 

8.自分できちんと計画を立てて聖典の 

勉強をしている。 

9.自分の時間をきちんと管理し，また 

時間を厳守する。 

10.何か特別な問題があって主の助けが 

必要なときには断食する。 

私たちはもっと自立することができる 

話し合いと 生徒がチェックリストをチェックし終わったところで，自立するということは一夜にしてできるも 

バズセッシヨン のではなく，徐々に達成するものであることを指摘する。また，チェックリストにあったようないろ 

いろな方面において，それぞれが異なった速度で成長していくのである。 

チェックリストの項目の中から生徒に当てはまると思われるものをみんなで2，3選ぶ。クラスが 
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大きい場合には，小さいグループに分け，それぞれのグループに話し合う項目を一つ割り当てる。各 

グループは割り当てられた項目に関して，どのようにしたらもっと自立できるかを話し合い，意見 

を交換する。例えば，ピアノなどの練習や，毎、日家でしなければならない割り当てられた仕事を忘 

れないようにする方法，小遣い帳のつけ方や什分の一をまず 初に納める方法，毎日聖典を読むこ 

とによって自分を強くする方法などについてそれぞれ意見を出し合う。各グループの中から一人ず 

つ選んで，出された意見を書き留めさせる。 後にグループごとに発表させる。 

聖 句 教義と聖約93 ：13-14,および20節を生徒に読ませ，印を付けさせる。この聖句にあるように， 

進歩や成長は突然起こるものではない。救い主御自身でさえ「恵みに恵み」を受けて，ついに「完 

全」を受けたのである。生徒に，20節について考えさせる。 

鲁この節ではどんな約束がわたしたちに与えられていますか。（わたしたちも救い主と同じように少 

しずつ成長し，やがて完全を受けることができる。） 

卵から生まれるひよこがまず自分の力で殻を破らなければならないのと同じように，わたしたち 

も自立するためには自分で努力し，行動することが必要である。時には，この過程は苦しくつらい 

ものである。 

配付資料：詩（任意）次の詩を一人の生徒に読んでもらう。 

出 帆 

苦痛を侔い 

ひなが卵の設を破る 

新しい世界の中で 

軟らかく弱々しい。 

ただピヨピヨと泣き回る 

淡い黄色の 

ふわふわとした物体でしかないことは 

丄、もとないことだろう。 

だからきっと 

きっと覚えておいで 

クラリオンの呼ぶ音を， 

「われめんどり:̂  

ひなを 

羽の下に 

集めるように 

彼らを集めよう……」と 

強く大きく 

成長できる場所へ。 

(ダイアン.デエバ.フォービス，New Era『ニューエラ』1977年12月号，p.7) 

參10代のときに経験する「卵の穀を破る」とは，また「新しい世界」とはどのようなことでしよう 

かき1しが強くなること，新しい誘惑，学校での新しいチャレンジ，新しい友達，今までの友達と 

のきずながいっそう強まること，そのほか)。このような新しい出来事や決断を目の前にすると， 

時には自分が「軟らかく弱々しい」「淡い黄色のふわふわとした物体」であることを感じ，おびえ 

ることがありませんか。 

參「クラリオン」とは何だと思いますか（中世のトランペットで，明るく響き渡る音を出す楽器)。 

參大人になる過程で，不安になったり怖くなったりしたときには，どうしたらよいとこの詩は教え 

ていますカゝ。どんな人や場所がわたしたちを助け，守ってくれるのでしようか（主，両親，家族， 

家庭)。 
生徒に教義と聖約29:1-2を開かせ，読んで印を付けさせる。 

話し合し 

聖典を使った 
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話し合い 眷「めんどり力《羽の下にひなを集めるように集めよう」と約束されたのはどなたですか。 

天父や救い主と密接な関係を保つことによって，わたしたちは力強く成長することができる。 

結 び 

教師の提示 天父はわたしたちが自立していくことを喜ばれる。また，わたしたちがいろいろなことを自分で 

できるようになるように切に望んでおられる。天父は，物事を命令されなければしない人を喜ばれ 

ない（教義と聖約58 ： 27-29参照)。 

わたしたちは次第に人に頼らなくてもすむようになるにつれて，主の明確な指示，すなわち「ク 

ラリオンの呼ぶ音」を聞けるように自分を訓練する必要がある。主の原則によって自らを治めるこ 

とを学ばなければならない。わたしたちが成長することを切に望んでおられる天の御父も，わたし 

たちに必要な力を与えてくださる。 

(1点） 

1.ほかの人に影響されやすい。 

2.家事や家族の手伝いをなるべく避 

ける。 

3.学校の宿題を後回しにして遅れが 

ちになったり，親から言われない 

と勉強しない。 

4.必要なお金は親からもらうし，た 

いていのものは親が買ってくれる。 

5.朝起きるときやピアノの練習をす 

るときなど，ぐずぐずしていてな 

かなか始めない。 

6.物事が思いどおりにいかないとき 

には，口実を探したり人のせいに 

したりする。 

7.将来の進路に関して，就職か進学 

力、，またどんな方面に進みたいの 

カゝ，まったく目標を立てていない。 

8.教会のレッスンのとき以外にはほ 

とんど聖典を読まない。 

9.学校や集会によく遅刻する。 

10.断食すると機嫌が悪くなったり， 

おなかがすくので，めったに断食 

しない。 

；) (10 点） 

1.たとえそれが友達と別行動を取ら 

なければならないことであっても， 

福音の原則に基づいた決断を下す 

ことができる。 

2.家事を手伝う必要を理解して，家 

族を助けている。 

3.宿題をきちんとし，勉強も計画的 

にやっている。 

4.お金をきちんと管理し，什分の一 

を納め，貯金もしている。上手な 

買い物の仕方を心得ている。 

5.時間どおりに練習できるよう自分 

自身をコントロ一ルし，努力して 

いる。 

6.自分の犯した過ちや問題に対して 

責任を取ることができる。 

7.将来の就職に役立っ技術を身に付 

ける準備をしており，またどんな 

ことを勉強していきたいかも大体 

決めてある。 

8.自分できちんと計画を立てて聖文 

の勉強をしている。 

9.自分の時間をきちんと管理し，ま 

た時間を厳守する。 

10.何か特別な問題があって主の助け 

が必要なときには断食する。 

45 

(あなたの採点） 



自立心を養うその2 

目 的 生徒は自立するにしたがって次第に，家族との関係をより強いものにしていくように努めるc 

m備 
1.鉛筆と紙を人数分用意する。 

2.服を2着用意する。1着は生徒には小さすぎるサイズの女子用の服，もう1着は大人っぽいデザ 

インで大きすぎるサイズの婦人服。 

3.スキットを演じる4人の生徒を選んで，前もって依頼しておく。 

4.神権指導者の許可を得て，4人のパネルメンバーを選ぶ。テーマ1と2は17歳のローレルかヤング 

アダルトにやってもらう。家族とうまくやっていくための積極的な案を出すように頼んでおく。 

テ一マ3は母親と14歲か15歳の女の子（その娘でもよい）に頼み，母と娘が大人同士の関係を 

持つ方法を提案してもらう。各パネルメンバーは4分以下で話をまとめる。教師はレッスンの目 

的を達成することができるように，意見を述べたり質問をしたりして話し合いを進める。 

パネルディスカッションができそうにない場合は， も大切と思われるテーマを一つ選んで 

クラス全員で話し合う。この成長期に家族のきずなを強く保つために，親子がともにできる事 

柄のリストを作る。 

5.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

教師へ レッスンの時間を上手に使うために，内容を入念に勉強し割り当てをしておく。パネルデイス力 

ッションには全体の約半分から3分の2の時間が必要である。 

レッスンの展開 

活動と話し合い 

わたしたちは自立するにつれて，変わっていく態度や感情に慣れる必要がある 

2着の服を見せる。一人の生徒に小さい方の服が着れそうか尋ねる。着れるとしたら着心地はど 

うカゝ，友達の中で着てみたいと思うか，またそれはなぜか尋ねる。別の生徒にもう1着の大きなサイ 

ズの服を着るとどのような気持ち力吋ると思うか尋ねる。着心地はどうか，なぜ着心地力《悪いかを 

聞く。 

教師の提示 一生のうちの現在の段階について考えさせる。この年代は次第に大人に近づき，自分の行動に対 

してより大きな責任を持つようになる段階である。この時期には，子供のころに与えられた規制に 

束縛されているように感じることがあるかと思うと，大人の責任を与えられて不安になったりする 

こともある。自立する能力が次第に増してくると，大きすぎる服を着たときと同じような気持ちに 

なるものである。このように気持ちが変化することは，本人にとっても家族にとっても理解しにく 

いものであることを指摘する。 

スキッ卜 以下のスキットを利用して，自分の行動がどのように変化し，またそれがどのように周りの人に 

影響を及ぼすかを理解させる。 

京子：（自分の部屋で母親と話している。）お母さん，わたしが学校に行っている間にこの部屋を 

片付けてくれなくてもいいのよ。わたしはもう子供じやないんだし，自分のことは自分でできるか 

ら。 

母：そうねえ。自分で責任を持つって言うのなら，母さんこんなにうれしいことはないわ。守や 

清もあなたみたいだったらいいんだけれど。（母親が部屋を出て行き，数秒が経過する。） 

京子：（自分の部屋から叫ぶ。）お母さん1演劇の練習に行くの忘れちやった。もう30分前から 

始まっているんだけど，衣装が見つからないの。この部屋のどこかにあるはずなんだけど。 
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話し合い 

スキッ 

話し合い 

聖 句 

引 用 

•どんな点で京子はもっと自立しようと努力していましたか。 

參それについて母親はどう思いましたか。 

參京子の態度は，自立したいという自分の希望といつも一致していましたか。 

參京子が衣装を見つけられなかったとき，母親はどんなことを考えていたと思いますか。 

•人の行動の変化について，母親も京子もどのようなことを知っておく必要がありますか。 

律子：（本を読んでいる父に近づきながら）お父さん，何かお手伝いをしてお小遣いをもらいた 

いんだけど。 

父：何のために。 

律子：新しい靴を買いたいの。 

父：この間買ったばかりじやないか。 

律子：あれはスポーツシューズじやないもの。 

父：じや，姉さんのを借りたらどうだ。 

律子：（腹立たしく）お父さんたら，わたしがどんな格好していても平気なんでしよう。親 

なんて何にも分かってくれないんだから（足音を荒立てて出て行く）。 

參律子はどのように自立しようと努力しましたか。 

•律子はどのようにしたら自分がもっと大人で，自立心があることを示せたでしよう。 

生徒にエペソ6 ：1-4を読ませる。この勧告を理解することによって，律子と父親との会話をど 

のように変えることができるか話し合う。 

大人になるということは，その一つとして，自分の感情や気分，態度をコントロールできるよう 

になるということである。したがって，このような成長期には親も子もお互いに愛していることを 

常に表現し合い，忍耐を示さなければならない。 

レッスンのこの部分のまとめとして，自立についての以下の文章を読み，みんなで話し合う。 

「主は，御自分の与えられた自由にはきわめて寛大な御方です。わたしたちは善に従うようにな 

ればなるほど霊的にも自立するようになり，自由も独立心も確固たるものとなってきます。」（ボイ 

ド• K •パッカ一「自立」『聖徒の道』1976年4月号，p.207) 

「自立はその意味を正しく理解して実践するならば，望ましく徳高いものであるが，そこに主の 

存在を考えなければ，人を義の道から迷わせる罪悪となる。…… 

しかし，そうは言っても，人は自分一人だけの力で完全に自立することはできない。自分の力だ 

けに頼ることも，肉の腕だけに頼ることもできないのである。主はわたしたちの助け主，救い主で 

あり，わたしたちは主に導きと指導，霊感を頼らなければならないJ (ブルース• R •マッコンキー， 

Mormon Doctrine『モルモンの教義』pp.701-702) 

成長期に強し、家族関係を保つことが大切である 

考えさせるための質問參自分力叶分に独立を認められていないと感じたとき，あなたはどのような行動を取りますか。 

物 語 わたしたちは独立したい，自立したいという望みがあまりに強くて，あらゆる権威を否定する態 

度をとることがあります。ジェームズ• E •タルメージ長老（過去の中央幹部）は，暑い夏の日に， 

オフイスに飛び込んできた蜂についてこんな話をしています。部屋の中を数回飛び回ってみたもの 

の，蜂は自分が飛び込んできた窓を見つけることができませんでした。タルメージ長老は幾つかの 

ことに気力《つきましたが，蜂にはそれは分からなかったでしよう。タルメージ長老は，蜂がこのまま 

部屋から出られないでいたら必ず死んでしまうと思ったので，外に逃がしてやろうとして窓辺に行 

き，窓をいっぱいに開けてやりました。そして蜂を開いた窓の方へ追いやろうと何回も試みました 

力《，うまくいきませんでした。一生懸命やっているうちに蜂は怒って，タルメージ長老の手を刺し 
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ました。そして，そのまま狂ったようにあちこちを飛び回り，結局窓を見つけて自由になることは 

できませんでした。翌日には，蜂は死んでいました。（ジェームズ.E •タルメージ“The Parable 

of the Unwise Bee” Improvement Era [愚力、な蜂のたとえ話」『インプルーブメント•エラ』1962年 

11月号，p.817参照） 

人生においてわたしたちが自由や自立を求めるのを助け，導いてくれる人は大勢いる。このよう 

な人々は，わたしたちには理解できないことを理解している場合カ哆い。 

•わたしたちが反抗的なときに，自由や独立を得るのカ嚷しいのはなぜでしよう力、。 

參両親にとやかく言われないで，自分のしたいことをしたいと思うのはなぜ正しくないのでしよう 

か。 

參このような態度は賢く，分別のあるものとは言えません。なぜでしようカゝ。 

春わたしたちや両親は， 終的にだれに対して責任を取らなければなりませんか（天父に対して)。 

教師の提示 主は，戒めに従って子供を教え訓練するという重い責任を親に与えておられる。教義と聖約93: 

40-43および68: 25をだれかに読んでもらう。聖典はまた，前にも学んだように，子供は親に従う 

責任があることを教えている。自立心が強まっていく過程は非常に複雑であることが多い。子供は 

ますます自立心を身に付けていく一方で，従順でなければならないからである。また，親にとって 

は，責任を果たすよう子供を助ける一方で，子供が自立していくのを認めるのは難しいものである。 

しかし，この時期に家族との関係を密接に保つ方法がある。 

パネルディスカッションここで前もって頼んでおいたパネルメンバーを紹介する。生徒に紙と鉛筆を配り，自分にとって 

大切だと思うアイデアを書いておくように言う。時間があれば，生徒からの質問に答える。 

テーマ1(17歳の若い女性またはヤングアダルト）：「どのようにしたら両親との関係を改善でき 

るか」 

次のような事柄，またはパネルメンバーが気がついたアイデアを基にして進める。 

両親との関係がうまくいっていない場合には，わたしたちはそれを改善するために誠心誠意努力 

する責任がある。そのような関係を打開する方法として，次のようなことが考えられる。 

1.両親と一緒に過ごす時間を作り，リラックスした雰囲気の中で話す。 

2.親のすることに感謝していることを知らせる。 

3.親カイ可をしているかを察知して，言われなくても手伝う。 

4.親の気持ちを害したら，素直にわびる。 

5.親が何か過ちを犯した場合や親が自分で悪いと思い込んでしまっている場合には，快く許す。 

6.ともに祈る。 

7.ユーモアのセンスを忘れない0 

テーマ2 (17歲の若い女性またはヤングアダルト）：「どのようにしたら親から信頼されるか」 

次のような事柄，またはパネルメンバーが気がついたアイデアを基にして進める。 

1.親は子供を愛するあまり，取り越し苦労をすること力《多い。このために，危険なこと，愚かに 

思われることは許可したがらない。子供はその点をよく理解して，両親が安心して許可できる 

ように十分な説明をする必要がある。 

2.娘を親がどれだけ信頼するかは，当人の日ごろの行いによる。自分が約束を守れることを証明 

すればするほど，また物事をきちんとすればするほど，親は娘の手綱を緩めるものである。親子 

の間に起こるいざこざは，家事の手伝い，勉強，夜の帰宅時間などささいなことが多いので，こ 

ういうことが自分できちんとできると証明すれば，親は娘が自立心を持つ大人になってきてい 

るという確信を持てるし，当人も自分が自立してきているという自信を得ること力《できる。 

テーマ3 (母親と14，15歲の娘）：「どうすれば変化していく親子関係に慣れること力《できるか」 

次のような事柄，またはパネルメンバーが気力りいたアイデアを基にして進める。 

母 親 
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1.親というものは子供に教えたり，いろいろな指図をするのに慣れてしまっているために，子供に 

とって何が大切なのかを忘れてしまうことがある。「ご両親の皆さん，皆さんが若かったころの 

ことを思い出してください。なぜあのとき自分があのようなことをしたかったのかを思い出して 

ください。‘どれほど人に受け入れてもらいたかったか覚えていますか。夕イミングの悪いときに 

受けた批判をどれほど気に病んだか，またささいなことにすぐ傷ついたのを覚えていますか。今 

では何ということはないのに，あのころには大問題で大騒ぎしたのを覚えていますか。こういっ 

たことをすベて親として思い出していただきたいのです。」（リチャード.L .エバンズ『インプ 

ルーブメント•エラ』1968年6月号，p.87) 

2.親にとって，子供カ诚長し独立していくのを見守るのは易しいことではないかもしれないが，親 

子が互いにもっと大人の関係を持つなら，新たな感動や幸福を見いだすこと力《できる。 

娘 

1.子供から不敬な仕打ちを受けることは，親にとってつらいことである。「親……も傷つきやすい 

心を持っています。また，皆さんと同じように，タイミングの悪い批判やその動機を誤解され 

ることに対しては心を悩ますものです。親というものは，それ力《正しいことであれば皆さんのた 

めに何でもしてくれるものであることを覚えておいてください。」（エバンズ『インプル—ブメン 

ト•エラ』1968年6月号，p.90)この成長期に，親に敬意を表す方法にはどのようなものがある 

カゝ ，話し合う。 

2.否定的な気持ちや感情はコントロ一ルすることができ，いつまでもそのような思いにとらわれ 

ていたり，家族にそのような感情をぶつけたりする必要はない。親子で協力して，否定的な気 

持ちや感情を取り除くための積極的な方法を見いだすことができる。 

母と娘 

母と娘が大人として互いの気持ちを通じ合えるような方法を提案する。「両親は皆さんのものであ 

り，皆さんは両親のものです。そして皆さんと両親には特権と，権利と，義務があります。それは 

双方がじっくりと腰をすえてお互いの考えを伝え合い，決断したことにマいて考える’また双方の 

意見を聞き合ってそれを尊重する，そして常に，永遠に皆さんの幸福力《完全なものであるようにと 

もに働き，祈り，計画するというものです。」（エバンズ『インプルーブメント.エラ』1968年6月号 

p.90) 

生徒とその家族がこの成長期に経験する気持ちや感情の変化はごく正常なものであることを強調 

してレッスンのまとめとする。お互いの理解と協力によって，この時期にあつても家族のきずなを 

強めることができる。 

レッスンの応用 

それぞれ力《紙に書いた事柄を参考にして，自分の気持ちや要望を率直に親と話し合うよう提案す 
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目 的 生徒は，神権指導者を支持することの重要性を学ぶ。 

準 備 1.次のような質問用紙を人数分用意する。 

あなたのために働いてくれる次の神権指導者の名前を書きなさい。 

大管長  

十二使徒定員会会員 , 

2- 2- JL 

. _ ， 
»_ 

__，， 
ステ一ク会長/伝道部長  

監督,支部長  

ホ一ムテイ一チャー—  

あなたを直接管理する神権指導者はだれでしょうか。（神権者である父親にその責任がある 

ことを理解させる。） 

2.鉛筆を人数分 

3.アーデス• G •カップ姉妹の記事の中の8つの質問を書いた質問用紙を，人数分準備する。 

4.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

レッスンの展開 

活 動 

わたしたちは神権指導者を支持することができる 

生徒に鉛筆とアンケート用紙を配る。空欄に神権役員の名前を書くように言う。終わったら，そ 

れらの神権役員を支持するかどうカゝ尋ねる。 

話し合い 

黒 板 

•だれかを支持し援助するということはどういう意味ですか。 

「支持」という言葉の一つの意味は，主義政策などを支え促進する，または正当なものとして主 

張し弁護するということである。 

以上の定義を黒板に書く。 

定義の下に，「理由」と「方法」と書く。さらにその下に，アンケートにある神権指導者を書く。 

支持：主義政策などを支え促進する。または正当なものとして 

主張し弁護する。援助を与える。 

理 由 方 法 

大管長 

十二使徒定員会会員 

ステーク会長 

監 督 

ホームテイ一チヤ一 
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拳主はわたしたち力榊権指導者を支持し援助するように命じられましたが，それはなぜですか:どの 

ようにしたらそれができるでしようか。 

各神権指導者について，わたしたちが支持しなければならない理由を少なくとも一つと，その方 

法を幾つか挙げさせる。生徒の答えを神権指導者の名前の横に書いていく。それぞれの指導者を支 

持するための具体的な方法を考えるように言う。例えば，魔督の言うとおりにする」と書くのでは 

なく，「聖餐会で話す責任を与えられたらそれを喜んで受け，入念に準備する」と書く。 

聖句と引用 なぜ神権指導者を支持すべきかを理解できるように，次の聖句と引用文を読ませる。教義と聖約 

1：38 ；112 ： 20 ；歴代下20 ： 20 ；アモス3 ： 7 0 

「神権を支持するという特権は男性と同様，女性も持っている。家庭でも教会の組織でも，女性 

が神権者を支持しないところには，霊感も進歩もない。」（マシユー.カウリー，Matthew Cowley 

Speaks『マシュー•カウリーは語る』P.194) 

わたしたちは指導者のために祈ることによつ"^持することができる 

わたしたちが指導者を助けることのできる一つの重要な方法は彼らのために祈ることである。 

物 語 次の話は，神権の召しにあるベンソン長老のために長老の家族カ循ますのを見て感動したある姉 

妹力1己したものである。割り当てておいた生徒に話してもらう。 

「わたしは……教会の総大会で，初めてソルトレーク•夕バナクルを訪れました。建物の大きさ 

にも圧倒されましたが，それ以上に，そこに集まった大勢の中央幹部を目にして，畏れに似た気持 

ちを覚えたものです。 

それまでにも，中央幹部は何人もモンタナ州のわたしたちの小さな支部を訪問していました。当 

時はテレビがありませんでしたし，ラジオで大会の模様を聞くこともできませんでした。ですからわ 

たしたちは，中央幹部の訪問を特別な祝福として待ち望んでいたのです。彼らはほかの人たちより 

も大きな力と信仰を持っているように，わたしには思えました。 

そして，……その4月のある日，わたしは一人の中央幹部の力の源を一つ発見したのです。 

わたしは，エズラ•タフト.ベンソン長老の6人のお子さんたちと並んで席に着きました。一人が 

わたしの大学のル一ムメイトだったからです。マッケイ大管長が席を立って次の話し手を発表され 

たとき，わたしの関心はますます募りましたoマイクに向かうベンソン長老をわたしは尊敬のまな 

ざしで見守りました。わたしはそれまでに一度もベンソン長老にお会いしたことがありませんでし 

た。長老は180センチは軽く越す背の高い方でした。博士号を持ち，合衆国農務長官として国際的 

に知られており，主の特別な証し人で，確信に満ち，落ち着いて見えました。そのとき突然，だれ 

かの手がわたしの腕に触れました。小さな女の子がわたしの体にもたれて言うのです。『パパのため 

にお祈りして。』 

わたしはちょっと驚いて考えました。『この列に座っている人に順々に伝わってきているのだわ。 

それならわたしも隣に伝えなくちゃ。「ベンソン長老のためにお祈りして」と言うのかな。それとも 

「お父さんのためにお祈りしてって言っているわよ」と言うのかな。』ぐずぐずしていられないと思っ 

たので，わたしはただ，『パパのためにお祈りして』と耳うちしました。 

見ていると，そのささやきは列を伝わってベンソン姉妹の席まで届きました。そのとき姉妹はす 

でに頭を垂れていました。 

わたしはあの日から，パパのためにお祈りして，家族の長である父親のためにお祈りして，といつ 

あの言葉を幾度も思い出してきました。地方部長として，あるいはホームティ—チヤ—として働く 

お父さんのために祈ってください。市民グループの責任者になったときや，仕事カ循調なとき，給 

料が支払われなかったとき，お父さんのためにお祈りしてください。家庭の夕べでお父さんが教え 

るとき，祈ってください。息子が伝道に行けるように，娘が大学に行けるように遅くまで働くお父 

さんのためにお祈りをしてください。お父さんが聖餐会で話をするときや，病気のお母さんが良く 

なるように祝福をするとき，お父さんのために祈ってください。子供にパプテスマを施すとき，産ま 

れたばかりの小さな赤ちゃんに命名して父親の祝福を与えるとき，お父さんのために祈ってくださ 

ぃ。夜になってお父さんカ壞れたり落胆したりして帰って来たら，お父さんのために祈つてくださ 
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い。小さなことでも大きなことでも，なすことすべてについてお父さんのために祈ってあげてくださ 

い0 

あれから歳月力
5
過ぎる間に総大会は何回も巡ってきました。わたしはベンソン長老が立って話さ 

れる度にいつも，『アメリカの各地に移り住むようになったお子さんたちは，今も一つになってお父 

さんのために祈っているに違いない』と考えるのです。 

そしてわたしは，……何年も前に大会のあの席でささやき伝えられたあの言葉が，家族にとって 

も大切なのだと考えるようになりました。どこにいても，『パパのためにお祈りして』とささやく 

娘や息子を持つお父さんは，毎日のチャレンジと取り組んでいる間も，どれほど大きな力と信仰が 

持てることでしよう0」（イレイン• S •マッケイ「パパのためにお祈りして」®徒の道』1976年4月 

号，p.196) 

神権指導者を支持するということはただ右手を挙げるだけのことではなぐ彼らのために祈り，彼 

らの良い点のみを口にし，彼らに従うことを意味する。 

わたしたちは若し砩権者を強めることfiできる 

教師の提示 神権者を支持するという義務は，指導者に対してだけとは限らない。生徒は自分と同年代の若い 

神権者を強め，支持することのできる大きな力を持っている。 

物 語 前もって割り当てておいた生徒に，次の話を紹介してもらう。 

外国の地に伝道に召された若い長老力《，ワードの聖餐会で話をしました。聖餐会には多くの若い 

女性も含めて，大勢の若人が集っていました。 

「彼の話の 後の部分を聞いているうちに，わたしは年齢以上に霊的に成熟しているこの青年に 

大きな影響を与えたのは，友人たちであることに気づきました。 後の証を述べるに先立って，家 

族や愛する人々に感謝の言葉を述べると，彼は説教壇の両端をつかんで体を前にかがめました。そ 

して，ほんのわずかの間，頭を垂れていました力《，顔を上げると，落ち着いた様子で，こう言いまし 

た。『また，わたしの友達みんなにも感謝しています。特に，この場に集まっておられる若い姉妹た 

ちに感謝します。皆さんが標準を守っているのに励まされて，わたしも伝道に召されるにふさわし 

い生活力《できたのです。』そして，小さな声でこう続けました。『皆さんのおかげそわたしは伝道に出 

る準備をすることができました。心から感謝しています。』」（ア一デス• G •カップ“By the W a y 

She Is” New Em「あなたの模範によって」『ニューエラ』1976年9月号，pp.10-12) 

話し合い 參少女たちは，どのようにこの若い宣教師に影響を及ぼしたのでしょう力、。 

•少女たちは，彼が伝道に出る決心をするのにどのような役割を果たしましたか。 

書皆さんの態度や行いは，若い兄弟の決断にどのような影響を与えますか。 

引 用 わたしたちは，神権者がその責任を遂行するように良い影響を与えることができる。では，どの 

ように影響を及ぼすことができるのだろうか。次のア一デス• G •カップ姉妹の引用文を読む。 

「末日聖徒イエス•キリスト教会の若い女性の皆さん，（1)あなたと交際している若い男性は, 

あなたが立派な標準を持っていて，それに反することは一切しないことを知っていますか。(2)彼 

らはあなたの言葉や行いから，あなたが両親を敬い，また（3)教会指導者の勧告に従っていること 

を知っていますか。（4)彼らは，あなたが主の預言者の指示に従って，16歳になるまでデートをし 

ないことを知っていますか。（5)彼らはあなたの行動から，あなたが善良な人間になることを決心 

していて，将来もその決心は変わらないことを知っています力、。(6)彼らはあなたの友情を自信や 

自尊心を養うものと見なすことができるでしょう力、。(7)あなたの言葉遣いや服装，レクリエーシ 

ヨンや音楽，書物，映画の選択は，若い男性に女性をたたえ，尊敬する気持ちを起こさせるもので 

すか。世の中のゆがめられた女性の役割の影響をまともに受けている昨今，（8)彼らはあなたの中 

に，聖なる女性としての召しを敬い尊ぶ心構えをさせるような品の良さや愛らしさを見ることがで 

きますか。 

今まで気づかなかったのが自分でも不思議なのですが，若い女性の 大の影響力は，若い男性を 

伝道に出るように励ますときに表れるのではないということです。むしろ，イエス•キリストの福 
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音に対する固い決意と証を行いによって表したり，良い模範を日々示したりすることによって， 大 

限に発揮されるのです。」（「あなたの模範によって」P.13) 

レッスンの応用 

配付資料 カップ姉妹が述べている8つの質問を書いた質問用紙を配る。これを家に持って帰り，祈りをもっ 

て自分自身や自分の行動を分析してみるように言う。また，これを覚えの書の中にしまっておき， 

時々8つの質問に照らして自分を評価してみるように提案する。 

質 問 

あなたのために働いてくれる次の神権指導者の名前を書きなさい。 

大管長  

十二使徒定員会会員 ^  

ステーク会長,伝道部長  

監督/支部長  

ホ一ムテイ一チャー  

あなたを直接管理する神権指導者はだれでしようか. 
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家庭における族長制度 

目 的 生徒は，家庭における族長制度について理解する。 

準 備 1.鉛筆を人数分用意する。 

2.この課にあるクイズ用紙を人数分準備する。クイズをしない場合には，それぞれの質問を生徒 

に割り当てる。割り当てた質問に相当する引用文を与え，パネルデイスカッシヨンを行わせる。 

3.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

教師へ クラスの生徒は，それぞれ皆異なった生い立ちや家庭環境を持っている。父親が族長として立派 

にその務めを果たしている家庭の生徒もいれば，教会から遠のいていたり，または教会員でない父 

親もいる。また，父親のいない家庭の子供もいるので，それぞれの生徒の事情を考慮に入れてレッ 

スンを行う必要がある。ただし，このレッスンの目的は，現在の家庭の事情にかかわらず，族長制 

度とは何か，また族長が家族をどのように祝福できるかを教えることである。 

レッスンの展開 族長制度は主臓族のために設けられた制度である 

クイズ 生徒に，鉛筆と，次のクイズを複写して配る。質問に答えるための時間として5分与える。問題 

用紙を提出させる必要はない。各質問について正解カレつとは限らない。 

族長制度についてあなたは何を知っていますか 

以下の質問にっいて正しい答え（一っとは限らない）を選び，•印を付けなさい。 

1.族長制度とは—— 

a.祝福師の祝福を受けるための推薦状 

b.監督の倉から品物を取り寄せるための制度 

c.主から与えられた管理政体 

2.教会で も大切な組織は—— 

a.十二使徒定員会 

b.大管長会 

c .家族 

3.家族の管理責任者は—— 

a.教会の大管長 

b .監督 

c.父親（父親のいない家庭の場合には，母親） 

4.家族の管理責任者としての父親の責任は—— 

a.家庭や家族に関する事柄を正しく管理し，導くこと 

b.家族の物質的，霊的必要を満たすこと 

c.家族に関して主から個人的な啓示を求めること 

5.母親の責任は一一 

a.子供を産み育てること 

b.夫を助けて，家族の物質的，霊的必要を満たすこと 

c.夫の同僚，相談相手，友となること 

6.主の計画によると，子供を愛し教育する責任があるのはだれですか—— 

a.父親のみ 

b.母親のみ 
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c •両親 

7.主の計画では一一 

a.男女はまったく平等である 

b.神権を持つ男性の方が優位にある 

c.神はその息子も娘も同様に愛しておられる 

8.父親は家族を管理する力ん家長としてそれを行うためには一一 

a.学位がなければならない 

b.一流会社に勤めていなければならない 

c. メルキゼデク神権を持っていなければならない 

9.父親が族長の責任を与えられている理由は—— 

a.よりふさわしく，その資格があるから 

b.それが神から与えられた役割であるから 

c.律法と秩序の問題である 

生徒が問題を全部やり終えたら，質問の一つ一つを読ませ，生徒に答えを挙げさせる。それ 

から教師または生徒のだれかが，以下のそれぞれの引用文を読む。 

それぞれの引用文には問題に対する答えの鍵が含まれており，その部分には下線が施されて 

いる。引用文を一つ読むごとに，その問題の正解を明らかにする。 

引用と話し合い 問題1 

「主の管理政体は，もともと族長制度によるものであり，その中心を成すのは家族である。」 

(ブルース• R •マツコンキー，Mormon Doctrirw『モルモンの教義』p.559) 

問題2 

「この世と永遠にわたって家族は も大切な組織である。この世におけるわたしたちの目的 

は，わたしたち自身のために永遠の家族単位を作り上げることである。」（ジョセフ•フイ一ル 

デイング•スミス「聖徒と世の人々への勧告」『聖徒の道』1972年12月号，pp.536-537参照） 

問題3 

「家庭の管理権は常に父親に与えられている。家事や家族の事柄に関してこれ以上の権威は 

ない。」（ジョセフ• F •スミス『福音の教義』p.278) 

問題4 

エズラ•タフト•ベンソン大管長はこう語っている。「神は父親を家庭の管理者として定めら 

れたので，父親には，家族を扶養し，愛し，教え，導く責任があります。」（「聖徒たちに与える 

勧告」『聖徒の道』1984年7月号，p.9) 

「父親は指導者です。それも も大切な指導者です。それは過去においてもそうでしたし, 

将来も変わりないでしょう。父親であるあなたは，永遠の伴侶から援助と助言と励ましを受け 

て，家庭を管理します。」（『聖徒の道』1988年2月号，pp.53-54) 

教師へ この問題4は非常に大切な教えであるから，答えについてもっと詳しく話し合うとよい。3つ挙げ 

られている答えはすべて正解である。それ以外に父親力《家長として果たす役目があるかどうカゝ，生 

徒に考えさせる。ベンソン長老カ嘰つか挙げているが，生徒から次のような答えを引き出す。例え 

ば，良い模範を示す，証や確信を家族と分かち合う，家族に正しい原則を教える，など。 

問題5 

「創造のとき，子供を産み育てる責任は母親に与えられた。家族を扶養する役目は主として 

父親に課せられた。この根本的な知識を変更する事実はどの聖典にも見られない。それどころ 

か，近代の預言者や聖典は，この父親と母親の基本的な間柄をいっそう強化しているのである。」 

(“The Church and the Proposed Equal Rights Amendment"『教会と男女平等憲法修正条項』 

〔パンフレツト〕pp.ll-12) 

「幸運にも〔父親は〕，だれの助けも受けずに家族を管理し，物事に判断を下すように求めら 

れているわけではありません。〔彼には〕伴侶であり，相談相手であり，同僚であり，助け手で 

ある奥さんがいます0」（『父よあなたは正しい道を歩んでいるか』〔パンフレット〕p.4) 
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問題6 

「子供が誕生すると，両親には実に大きな責任が課せられる。衣食住はもちろん，愛するこ 

と，優しくしつけること，教え，訓練することが求められるのである。」（スペンサー.W•キ 

ンボール「子供の教育」『聖徒の道』1978年9月号，p.4) 

問題7 

「教会においては男女はまったく平等である。主は男のためにも女のためにも同様に福音を 

案出された。……したがって，福音による特権も条件も基本的には男女平等である。神はその 

息子も娘も同様に愛しておられる。」（ジョン• A •ウイッツオー，Evidences and 

Reconciliations『証言と和解』p.30) 

問題8 

「父親は皆一家の長だとはいっても，正確に言うと，夫がメルキゼデク神権を持ち，妻は夫 

と神殿結婚をするか，神殿で結び固められ，子供たちは聖約の下に生まれるか，あるいは両親 

に結び固められていなければ，末日聖徒の家族は族長制だとはいえない。」(A Light unto the 

World『世の光』メルキゼデク神権定員会テキスト1967-68, p.55) 

教師へ クラスの中には，父親がメルキゼデク神権を持っていない生徒がいるかもしれないので，次の記 

事を読んで話し合うとよい。 

「『わたしの夫（または父親）は教会員ではありません。教会の存在を尊重する気持ちもない 

のです』という言葉に対して，わたしは愛をもって次のように答えます。『愛する姉妹，あなた 

の夫（または父親）が会員であろうがなかろうカ《，父親であり一家の長であることに変わりは 

ありません。……彼が正しいことを行おうとしているときには，心から支持してあげなさい。 

彼の家族を引っ張っていく能力を信じ，信頼していることを態度で示しなさい。立派な模範を 

示して彼を励ましなさい。』」（リチャード• G •スコット“Father Is Head of the Family" 

Ensign「父親は一家の長」『エンサイン』1977年2月号，pp.84 - 85) 

問題9 

「族長制度はその起源が神にあり，今も永世にも存続するであろう。ここに，男，女，子供 

がこの制度と神の民の群れにおけるこの権威を理解し……なければならない理由がある。…… 

これはだれ力ぐ 適任者かという問題ではない。まただれが もふさわしい生活を送っているか 

という問題でもない。主として律法と秩序の問題である。」（ジョセフ•スミス『福音の教 

義』pp.278-279) 

教師の提示 「族長」という言葉は「父」という言葉と深いつながりがある。また「族長制度」という言葉は， 

アダムに始まってからずっと永遠にわたる神殿の儀式によって結ばれたすべての時代の人々の系統 

を意味する。そしてこのような人々は永遠に家族関係を維持するのである。男女が神殿で結婚する 

と，その夫婦はこの大きな永遠の家族に加わる資格ができる。そして夫は父親になるだけでなぐ家 

族の族長となり，家族が天父のもとにともに帰ることができるような生活をする責任を負うことに 

なる。また，メルキゼデク神権を持っていることによってのみ可能な方法で，家族を祝福し教える 

ことができる。 

若し、女性は父親がそ®S割を果たすのを支持することfiできる 

黒板を使った 生徒に，自分の父親を支持するためにどのようなこと力《できるかを考えさせる。黒板に生徒の挙 

話し合い げるアイデアを書く。次のような事柄が考えられる。 
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父親を支持する方法 

従順になる 

一緒に時間を過ごす 

悩み事や関心を持っている事柄を話す 

父親の祝福を求める 

助言や勧告を求める 

父親のことをよぐ知る 

兄弟姉妹に良い模範を示す 

愛と感謝の気持ちを表す 

批判することを避け，励ます 

家庭の夕べのとき，父親を支持する 

家では明る<振る舞い，よく手伝ろ 

物言台 父親に愛を示したり支持することは難しいと感じている生徒がいるかもしれないので，生徒の一 

人に次の話をさせる。 

ロイス•クリステンセン姉妹がまだ少女だったときのこと，日曜学校の先生はある日のレッスン 

の 後に，家に帰ったらお父さんに愛していると言うようにとクラスのみんなに言いました。ロイ 

スは自分にはとてもそんなことはできないと思いました。ロイスのお父さんは教会から遠ざかって 

おり，父と娘の関係はお世辞にも親しいものとは言えなかったからです。しかも家では愛している 

などという言葉は決して口にされたことがなかったのです。ロイスはクラスカ絲冬わって，みんなが教 

室を出て行くのを待って，自分にはとてもできないと先生に話しました。そのときの模様をロイス 

は次のように語っています。 

「でもイネス姉妹は納得しませんでした。そしてわたしの目をじっと見て言いました。『あなたの 

お父さんがどんな人であろうと，どんなことをしようと，ほかのお父さんと同じように，この言葉を 

娘のあなたのロから聞く必要があるのよ。この宿題を必ずやって来るって約束してちょうだい。』 

わたしはしぶしぶ同意しましたが，それからの数日というもの，わたしは大きな重荷を背負って 

いるような感じでした。約束を果たさなければこの荷は軽くならないことを，わたしはよく承知し 

ていました。ある夜，家のみんなが寝てしまった後，わたしはあの言葉を言う機会を落ち着かない 

気持ちで待ちました。たばこをふかしていた父は，そのとき灰を灰皿に落とすために立ち上がりま 

した。わたしは胸がドキドキするのを抑え，聞き取れないような震える小さな声で，『お父さん，愛 

しているわ』と言いました。 

父はわたしの方に背中を向けていました。振り向きもしなかったし，何の反応も示しませんでし 

た。聞こえなかったに違いありません。わたしはもう一度勇気を振り絞って，か細い声で言いまし 

た。『お父さん，愛しているわ。』父はゆっくりとわたしの方を振り向きました。いつもなら物に動ぜ 

ず，感情を顔に表さない父の頰に，涙が一筋流れていました。父はわたしの背中に腕を回してしっ 

かりと抱き寄せ，頭にキスをしてくれました。16年の生涯でわたしの覚えているかぎり，父とわた 

しが抱き合ったのはこのとき力《初めてでした。 

わたしは今，大勢子供のいる母親です。『愛しているわ』という言葉は，わたしの家庭ではよく使 

われる耳慣れた言葉です。父はどうしたかですって？父は今大祭司の神権を持ち，神の王国を築き 

上げるために熱心に働いていますJ (ロイス.クリステンセンTelling M y Father I Loved You"「お 

父さん，愛しているわ」『エンサイン』1978年2月号，p.51) 

結 び 

教師の提示 父親は家の族長として神から任命されている。主は家族の霊的，物質的福祉を司どる責任を父親 

にお与えになった。父親はこの責任を負わなければならない。愛と義の精神をもって家庭と家族の 

諸事を管理監督するのが父親に与えられた召しである。家族の一人一人は族長という役割を果たす 

父親を支持する義務がある。この責任を果たすために，またこの重要な役割を果たす父親を支持す 

るように家族の協力を得るために，生徒にできることは数多くある。 
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レッスンの応用 

生徒は黒板のリストから2, 3の項目を選び，族長の役割を果たす父親を支持するために，今週そ 

れを実行する。 

族長制度についてあなたは何を知つていますか 

以下の質問につぃて正しぃ答え（一つとは限らなぃ）を選び，〇印を付けなさぃ。 

1.族長制度とは—— 

a.祝福師の祝福を受けるための推薦状 

b.監督の倉から品物を取り寄せるための制度 

c.主から与えられた管理政体 

2.教会で も大切な組織は—— 

a.十二使徒定員会 

b.監督 

c •承方矢 

3.家族の管理責任者は一一 

a.教会の大管長 

b.監督 

c.父親（父親のぃなぃ家庭の場合には，母親） 

4.家族の管理責任者としての父親の責任は—— 

a.家庭や家族に関する事柄を正しく管理し，導くこと 

b.家族の物質的，霊的必要を満たすこと 

c.家族に関して主から個人的な啓示を求めること 

5.母親の責任は一一 

a.子供を産み育てること 

b.夫を助けて，家族の物質的，霊的必要を満たすこと 

c.夫の同僚，相談相手，友となること 

6.主の計画によると，子供を愛し教育する責任があるのはだれです力^ 

a.父親のみ 

b.母親のみ 

c.両親 

7.主の計画では—— 

a.男女はまったく平等である 

b.神権を持つ男性の方が優位にある 

c.神はその息子も娘も同様に愛しておられる 

8.父親は家族を管理するが，家長としてそれを行うためには—— 

a.学位がなければならなぃ 

b.一流会社に勤めてぃなければならなぃ 

c. メルキゼデク神権を持ってぃなければならなぃ 

9.父親が族長の責任を与えられてぃる理由は—— 

a.よりふさわしく，その資格があるから 

b.それが神から与えられた役割であるから 

c.律法と秩序の問題である 
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メルキゼデク神権 

目 的 メルキゼデク神権者の義務と責任について理解する。 

準 備 1.視覚資料10「メルキゼデク神権の回復」（62371)巻末参照 

2.可能であれば「メルキゼデク神権の職と責任」ゐ表（本課末）を人数分複写する。 

3.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

レッスンの展開 導 入 

引 用 「兄弟の皆さん，わたしたちは神権力《全人類の祝福と救いのために働くよう男性に委任された神 

の力であることを知っています。わたしたちは神権を授けられた人を神権者と呼びますが、，神権が 

その人の所有物またはその人自身だと決して考えないようにしなければなりません。男性，女性，子 

供のために用いるように，聖い信任の下に託されたものなのです。ジョン• A •ウイッツオー長老 

はこう述べています。『神権と神権を有することから来る祝福について，男性は女性よりも多くの祝 

福を要求できるわけではない。』(Priesthood and Church Government『神権と教会政体』p.83) 

例えば，若い女性カヾ神権指導者から祝福を受ける機会は，若い男性とまったく同じでなければなり 

ません。」（『聖徒の道』1992年7月号，p.40) 

メルキゼデク神権が回復された 

教師の提示 メルキゼデク神権の回復の絵を見せる。ぺテロ，ヤコブ，ヨハネがメルキゼデク神権の鍵を持つ 

ていたことと，教会を組織するに当たり，この神権の力を地上に回復するために3人がジョセフ•ス 

ミスとオリバー•カウドリに現れたことを説明する。 

メルキゼデク神権を持つ者には特別な義務がある 

黒板を使った活動 神の王国を全地(^；げ，教会員一人一人に祝福をもたらすために，主は神権者を組織された。主 

の目的と業がその御心のままに遂行されるように，メルキゼデク神権のそれぞれの職には，特別な 

責任が与えられている。 

メルキゼデク神権の職または定員会について述べているヒントを読む。それがどの職または定員 

会を表しているカゝ分かった生徒は，手を挙げて答えを言う。第1ヒントで答えが出た場合でも，全部 

のヒントを読む。ヒントを全部読んだ後で正しい答えを言ってもらう。 

正しい答えが出たら，一っ一っ黒板に書く。 

1.(a)わたしの定員会の会員は，全世界に対するイエス•キリストの特別な証人です。 

(b)わたしの定員会の会員は，預言者，聖見者，啓示を受ける者として全世界の教会員から支 

持されます。 

(c)わたしは総大会でよく説教をします。さてわたしはどの定員会に属していますか（十二使 

徒定員会)。 

2. (a)わたしの定員会は世界中で伝道の仕事をし，外国で福音を宣べ伝える特別な責任を持っ 

ています。 

(b)この中央幹部による定員会は 大7っ組織されます。 

(c)わたしの定員会が完全に組織されると，70人の中央幹部がいることになります。わたしの 

定員会は何でしょう（七十人定員会)。 

3. (a)わたしの定員会の定員は96人です。 

(b)わたしは教会に入ってくる人々にパプテスマを施し，聖霊の賜物を授けることができます。 

(c)伝道地では同僚と一緒に働きます。 
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(d)病人にiしの儀式を施すために呼ばれることがあります。わたしの神権の職は何でしよう 

(長老)。 

4. (a)わたしはメルキゼデク神権を持っています。 

(b)皆さんは総大会でわたしを見るでしよう。 

(c)わたしは教会の管理大祭司です。 

(d)教会でこの職を持つのはいつの時代にも一人だけです。わたしの召しは何でしよう（教会 

の大管長)。 

5. (a)わたしは大祭司です。 

(b)わたしと一緒に二人の助手と12人の代表者力《奉仕しています。 

(c)わたしは教会の幾つかのワードを管理し，ワードのすべての神権活動に対して責任を持っ 

ています。 

(d)わたしはステーク大会で話をします。わたしの召しは何でしよう（ステーク会長)。 

6. (a)わたしはワードを管理する大祭司です。 

(b)わたしはワード祭司定員会の会長です（教義と聖約107 ： 87-88参照)。 

(c)わたしの仕事の多くはワードの若い人々に関係があります。 

(d)わたしの重要な責任の一つは若い女性を面接することです。わたしの召しは何でしよう濫 

督)。 

7. (a)わたしの定員会には定員数はありません。 

(b)わたしは監督にも副監督にもなれます。 

.(c)ステ一ク会長がわたしの定員会の会長です。わたしの神権の職は何でしよう（大祭司)。 

話し合い メルキゼデク神権者の義務や責任を生徒がよく理解できるように，「メルキゼデク神権の職と責 

任」の表に目を通す。生徒の質問に答えるとき，必要に応じて聖句を参照する。 

職 定員数 

メルキゼデク神権の職と責任 

責 任 __ 参照聖句 

長 老 

大祭司 

祝福師 

七十人 

96 

ステーク内の 

すべての大祭司 

定員会なし 

大祭司でもある 

70 

12 

使 徒 

1.敉又る。 

2 . 6兑へc 

3.バプテスマを施す。 

4.確認の儀式を執行する。 

5.集会を指導する。 

6.病人を癒す。 

7.教会宗紀評議会に参加する。 

8.アロン神権の職務を果たす。 

9.ほかの長老，祭司，教師，執 

事を聖任する。 

1.長老の責任をすべて果たす。 

2.監督，ステーク会長などの職 

に任命されることができる。 

1.長老または大祭司の責任を果 

たす。 

2.祝福師の祝福を与えるo 
1.中央幹部としての責任を果 

たす。 

2.全世界の人々に福音を宣べ 

伝又る。 

1.神権の責任のすべてを果たす。 

2.全世界に対してイエス•キリ 

ストの特別な証人として働く。 

教義と聖約20: 39, 41-45; 

42 ： 43-44，80 

教義と聖約20: 67;107 

10 ； 84 ：111；68 ：19 

教義と聖約107 ： 39-53 

教義と聖約107 ： 25，34， 

38，93-97 

教義と聖約18 ： 26-27 ； 

107 ： 23，33 
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3.十二使徒定員会は地上におけ 

る神の王国の鍵を持つ。この 

鍵は教会大管長の死亡に際し 

効力を発する。 

メルキゼデク神権の職に聖任されることは大きな祝福である 

聖句を使った メルキゼデク神権は，神が人類に与えられた祝福の中で も重要なものの一っであり，永遠の命 

話し合い と神のすべての大いなる祝福を得るのに必要な救いの儀式を執行する権能を人に与えるものである。 

この大神権はわたしたちの永遠の進歩に欠かせないものであるから，メルキ4fデク神権の職に聖任 

されることは，その人の生涯における非常に大切な一歩であると言える。 

教会のすべての若い男性は，メルキゼデク神権を受けるために準備すべきである。監督およびス 

テーク会長は面接によって，その兄弟の主と教会への献身ぶりを評価する。そして，ふさわしいこ 

とが分かれば，メルキゼデク神権の聖任を受けることができる。メルキゼデク神権は，聖典に説明 

されているように（教義と聖約84 ： 33-44参照)，誓詞と聖約によって受けるのである。 

引 用 マリオン• G • ロムニー長老は，メルキゼデク神権を持つ者の責任について，次のように教えて 

いる。 

「神権を受けた後，その聖約を破る人の状態について，主はこのような言葉で説明しておられる。 

すなわち，『だれでもこの聖約を受け入れた後にこれを破り，これから完全に離れてしまう者は，こ 

の世でも来るべき世でも，罪の赦しを受けることはない。』（教義と聖約84: 41) 

このように，聖約を破れば恐ろしい罰を受けること力《定められていることから，はたして聖約の 

義務を受け入れるべきかどうかと疑問に思う人がいるかもしれないが，それは罰について書かれて 

いる文章に続く部分を読むまでの話である。次の聖句を読めば，誓詞と聖約を受けない人は，それ 

を受けてから破る人と大差のないことが分かる。すなわち，主は『また，この神権に来ない者は皆， 

災いである』（教義と聖約84: 42)と言っておられるからである。 

これが『神権に伴う誓詞と聖約』のまことの意味である。」(Improvement Era『インプルーブメ 

ント•エラ』1962年6月号，p.416) 

聖 句 必要ならば，教義と聖約84 ： 41-42を復習し，兄弟たちがメルキゼデク神権に聖任されるときに 

受ける大きな責任について，生徒がよく理解できるように話し合う。 

話し合い 次の質問について話し合い，メルキゼデク神権とそれを持つ人に敬意を表す必要があることを理 

解させる。 

參メルキゼデク神権がなかったら，女性は永遠の進歩をすることができるでしようか。 

•わたしたちがメルキゼデク神権に対して持っている敬意は，考えや行動，言葉にどのように表れ 

てきますか。 

參神権者に敬意をもって接すること力〗，メルキゼデク神権を敬うことになるのはなぜですか。 

參神権者に神権を尊ぶように促すため，わたしたちは何ができるでしようか。 

結 び 

教師の提示 メルキゼデク神権とそれを受けている神権者を尊ぶことの大切さを強調する。メルキゼデク神権 

を有する人々は，天父に従い，天父の子供たちを祝福するために神権を行使することを約束した 

人々である。また，神権者もわたしたち同様，神のようになるために努力している。わたしたちは 

神権者に対して信仰と信頼を持つことによって，神権を十分に尊ぶように彼らを力づけることがで 

己^)0 
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メルキゼデク神権の職と霣任 

職 

長 老 

大祭司 

祝福師 

七十人 

使 徒 

定員数  

96 

ステーク内の 

すべての大祭司 

定員会なし 

大祭司でもある 

70 

12 

責 任  

1.教又々。 

2 .説 く o 

3.パプテスマを施す。 

4.確認の儀式を執行する。 

5.集会を指導する。 

6.病人を癒す。 

7.教会宗紀評議会に参加する。 

8.アロン神権の職務を果たす。 

9.ほかの長老，祭司，教師，執事 

を聖任する 

1.長老の責任をすべて果たす。 

2.監督，ステ一ク会長などの職に 

任命されることができる。 

1.長老または大祭司の責任を果た 

す。 

2.祝福師の祝福を与える。 

1.中央幹部としての責任を果たす。 

2.全世界の人々に福音を宣べ伝え 

るo 

1.神権の責任のすべてを果たす。 

2.全世界に対してイエス•キリス 

トの特別な証人として働く。 

3.十二使徒定員会は地上における 

神の王国の鍵を持つ。この鍵は 

教会大管長の死亡に際し効力を 

発する。 

参照聖句 一  

教義と聖約20 : 39, 41-45； 

42 ： 43 - 44, 80 

教義と聖約20: 67;107 ： 

10 ； 84 ：111；68 ：19 

教義と聖約107 ： 39-53 

教義と聖約107 ： 25, 34， 

38，93-97 

教義と聖約18 ： 26-27 ； 

107 ： 23，33 
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女性と神権者 第16課 

目 的 夫婦はどちらが欠けても神権の 高の位に入ることができないことを理解する。 

準 傭 1.レッスンに必要な言葉を書いた紙 

2.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

レッスンの展開 

聖句を使った話し合い 

教師の提示 

聖句を使った 

話し合い 

引 用 

考えさせるための質問 

言葉を書いた紙 

女性は男性とそ®»権に重要な関係を持つている 

二人の生徒に，1コリント11：11および教義と聖約131：1ー4をそれぞれ読んでもらう。 

參以上の聖句から，日の栄えの王国の 高の位の栄光を受けるためには何力《必要であることがかり 

ますか。 

神のようになるためには，正しい神権者と日の栄えの結婚をしなければならないことを理解させ 

る。また，神の永遠の計画においては，神権を持つ正しい男性とともに，女性が欠くことのできな 

い役割を果たすことも理解させる。男性tこは女性が必要であり，女性には男性が必要である。 

參男性が女性なしでいることについて，創世2:18には何と書いてありますかo 

次の点を説明する。「ふさわしい助け手」という言葉は，アダムにとってふさわしい人，アダムと 

ともにいる資格のある入を主力《与えたいと望まれたことを意味している。 

モーセ5:1を読む。地上の 初の男性と女性はお互いに大切な関係を持っていた。すなわち， 

「彼の妻エバも彼とともに働いた。」 

•夫婦が協力することはなぜ大切でしょう力、。既婚女性が置かれている人間関係の中でいちばん大 

切なものは何でしょうカゝ。夫は妻のことをどう考えるべきでしょうか。 

スペンサー.W•キンボール大管長の次の言葉を読む。 

「神が女性をどんなに大切なものと見なしておられたかを示す事実として，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。』瀏世2: 24) 

お分かりになるだろう力、。妻が第一なのであるcわたしたちが心から愛する父母にも増して大切 

な存在なのである。子供もまた，それなりの扱いをしなければならない。」("The Blessings and Res-

ponsibilities" Ensign「女性の祝福と責任」『エンサイン』1976年3月，p.72) 

若し、女性権者との関係において協力的でなければならなし、 

鲁一緒に働く神権者に対して，あなたはどのような態度をとっているでしょうカゝ。支持しているで 

しょう力、。それはなぜですか。 

次の言葉を書いた紙を1枚ずつ見せる。その言葉が協力的であるか，非協力的であるか考えさせ， 

黒板に正しぐ分類する。 
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黒板の完成図 

非協力的 協力的 

軽視する 促す 

弱める 強める 

無視する 支持する 

おろそかにする 導く 

話し合い 春この二つの欄に書かれた言葉のおもな違いは何ですか（一方は肯定的な行動を，他方は否定的， 

非生産的，さらには破壊的な行動を表している。） 

考えさせるための質問•この中でどの言葉が，一緒に働いたり交際したりしている神権者に対するあなたの態度を示して 

いますか。 

事例研究と話し合い 神権者を支持する機会がたくさんあることを理解させるために，次の事例を読んで話し合う。 

事例研究1 

淳子は1月に若い女性のクラス会長に召された。淳子は少しいらいらしていた。淳子には，合同 

活動をするときに，若い男性がほとんどの責任を若い女性に任せ切りにしているように思えた。そ 

して，いらいらして，気持ちが落ち着かなくなった。何かにつけ，若い男性の指導者たちに確認の 

連絡をしなければならないのである。うるさく言うのはいやだった力《，自分が言わなければ何も進 

まなくなってしまうのではないかと心配だった。アドバイザーと長時間話した結果，自分自身の態 

度を変えてみてはどうかという提案を受けた。そして，自分の責任や神権を持つ若い男性たちとの 

関係に関してもっと肯定的な態度をとるようにと助言された。 

淳子はその助言を受け入れ，割り当てられた仕事に対する自分の責任は何かを見極め，それを素 

早く効果的に成し遂げる方法について祈りをもって考えるようにした。そして若い男性たちはその 

責任を素早く効果的に果たしてくれるだろうと考え，祈るようにした。 

淳子の肯定的なやり方と態度は効果てきめんだった。兄弟たちは，彼女が信頼できる神権指導者 

として接したために，その期待にこたえるようになった。また，姉妹たちが自分たちを頼りにしてい 

て，支持し励ましてくれることを知り，割り当てられた仕事もきちんとし始めるようになった。や 

がて淳子はロうるさく言ったりせき立てたりする代わりに，神権者の後に従って行くようになった。 

それはすばらしいことだった。 

鲁淳子の否定的な態度は，神権者を支持しようという努力をどのように妨げていましたか。 

•淳子の神権者を支持する態度は，周りの人々だけでなく，彼女自身の行動をどのように変えまし 

たか。 

事例研究2 

ジェニーは，友達と今度の金曜日の夜の計画について興奮した面持ちで話し合っていた。学年 

末を祝ってジュリーの家でパーテイ一をしようと，何日も前から計画していた。支部長であるジェ 

ニーのお父さんと祭司に聖任されたばかりの弟のデビッドにも，金曜日の晩に楽しい計画があった。 

アラスカ州ケナイのやや孤立したような支部では，中央幹部の訪問を受ける機会はほとんどなかっ 

た。金曜日の夜には，約240キロ離れたアンカレッジへ行き，ステーク主催の父と息子のキャンプ 

に参加して，それから中央幹部が臨席する神権者大会に出席する計画だった。お父さんは，新たに 

召された神権指導者として聞きたいことがたくさんあったので，特に楽しみにしていた。 

金曜日の午後，学校力《終わると，ジェニーは急いで家に帰った。家ではお父さんと弟のデビッド 

力《とてもがつかりした様子で彼女を待っていた。お母さんが流感にかかり，小さな弟や妹の面倒が 
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みられなくなってしまったのだ。そのうえ’デビッドはキャンプの仕度をしていて寝袋を釘に引っか 

けて破いてしまい，中の羽毛が出てきてしまった。これではとても大会には行けそうにない。 

生徒に，ジェニ一の立場に立って，この物語の続きを考えるように言う。ジヱニ一がパ一テイ一 

に行くのをあきらめて家にいることにしたら，家族や支部にどんなに大きな祝福をもたらすか考え 

させる。彼女力《経験する犠牲の精神，新しい神権の召しを果たすためにお父さんが大会で受ける霊 

感や導き，デビッドが経験する喜び，ジェニ一への感謝の気持ちなどの祝福が考えられる。 

話し合いを活発にするために，次の質問の幾つかを使う。 

•ジェニーが家に残るなら，どのようにお父さんを助丨ナることになりますか。 

參弟のデビッドはジェニ一に対してどんな気持ちを持つでしょうカゝ。 

眷彼女カ聲々ながらではなく，喜んでこの犠牲を払うなら，どのような違いが出てきますか。 

•彼女の模範は，弟や妹にどめような影響を及ぼしますか。 

黒板を使った •神権を持っ若い兄弟を積極的に支持するために，若い女性としてあなたは何ができますか。黒板 

話し合い に生徒の挙げる答えを書く。次のようなリストができればよい。 

1.兄弟の長所に目を向ける。 

2.アイデアを出す。 

3.なってほしい人物と接するように兄弟と接する。 

4.聞く耳を持っ。 

5.誠心誠意で褒める。 

6.計画を立てるときや召しを果たそうとするときに協力する。 

7.頼まれたら助言する。 

8.割り当てられたことをする。 

9.祈りをもって支持する。 

結 び 

引 用 次の言葉を読む。 

「まことのキリストの教会では，階級や性別によって特権力《与えられることはまったくない。実 

際には，人がそれを作り上げ，許すときにのみ，差別は生じるのであるC性別や年齢を問わず，す 

ベての教会員のために男性にはなすべき業と行使すべき力がある。 

女性もしかりである。女性の持つ特別な賜物は，人類の利益と向上のために使われるべきである。 

このように平等に責任を分かち合うことによって男性と女性はまことの『チームメイト』となり，人 

間の進歩に貢献するのである。一方は他方を補足する。男性も女性も片方だけでは世の中で完全に 

その機能を発揮することはできない。」（ジョン• A .ウイッツォ一編，Priesthood and Church 

Government『神権と教会政体』pp.92-93) 

「今までの歴史において，教会の女性ほど思考や行動の自由を与えられた女性はいない。教会が 

回復されたその日から，女性は 大限の宗教的特権を与えられた。回復された福音の神殿において 

は，傍らに妻がいないかぎり男性は 高の儀式を受けることができないのである。あらゆる人生の 

営みの中で，女性はまったく独立した存在である。 

これは女性に大変な責任を課すのであって，もし女性がこれを尊重して正しく使えば，大きな力 

が与えられる力く，無視したり軽んじたり，その責任を果たさなかったりすると，今持てるものも失 

うことになり，それによって王国の相続権をも喪失してしまう。したがって’教会の女性は，この 

大いなる特権に対して永遠に感謝し，貴くかけがえのないこの関係を喜んで使い，大事にすべきで 

ある。多くを与えられる者には多く力《求められるのである。」（レア• D •ウイッツォー，Priesthood 

and Womanhood『神権と女性』，ジョン• A •ウイッツォー編『神権と教会政体』への引用， 

pp.90-91) 

証 わたしたちと神権との関係について，感想と感謝の気持ちを生徒に伝える。自分の回りにいる神 

権者の生活を積極的に祝福できることを生徒たちに理解させる。そうすることによって生徒たちは 

神権の祝福を受け，また自身の責任を果たすためのより大きな能力を得られるようになる。 
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17歲以上®•少年のため職動®Ji案 

次のような特別な活動に若い男性を招待する。活動を計画し実行するに当たり，このレッスンで学 

んだ原則を応用する。全員が何らかの割り当てを受け持って，活動が成功するようにする。 

若い男性とパネルディスカッションをし，祭司が神権を尊び，召しを果たし，伝道に出る準備が 

できるように助ける。 

早朝ハイキングと朝食。 

ご飯の炊き方，みそ汁の作り方など基本的な料理を教えるなどして，伝道に出る準備を手伝う。 

精神を高揚させるコンサート，美術館，博物館，または講演などに行く。 

神権指導者の協力を得て，地元の教会員または非教会員を助ける奉仕活動を計画する。 
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家族歴史と神殿活動について学ぶ 



第17課 聖約と儀式の目的 

目 的 生徒は，聖約を交わし，儀式を受けることが自分の生活にどのような影響を及(rrかを理解する。 

準 1厢 1.視覚資料11「パプテスマ」（62018)，12「聖餐式」（62021),13「神殿」 

2.紙ではしごを作り，その横木の部分に後で書き入れられるように余白を残しておく。黒板に描 

いておいてもよい。 

3.次の参照聖句を割り当てる。エノス1：15-17 ；教義と聖約82 ：10 ；信仰箇条1：5 ；教 

義と聖約84 ：19-22 ；モーセ 6 ： 58-59 ；ルカ22 ：19 — 20。 

4.相当する質問，聖句，引用文を書いた別々の用紙を準備する。 

5.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

導 入 

レッスンを始める前に参照聖句を割り当てる。レッスンで頼まれたときに読めるようにしておい 

てもらう。 

人と約束をする場合にその内容について完全に理解しておくことがどれほど大切であるかを，若 

い女性に認識させる。週3日，放課後に店を手伝うよう両親に頼まれたと仮定する。給料は良かっ 

たが，雇い主の都合で払えるときに払うと言われた。 

レッスンの展開 

聖句の割り当て 

教師の提示 

話し合い 

教師の提示 

參あなたはこのような契約をしたいと思いますか。なぜですか。 

•人と何かの契約をする前に，まずどんなことを知る必要がありますか。 

どんな契約をするときにも契約の相手に対して信頼を置かなければならないことを指摘する。そ 

の相手が、信頼できる人物だという確信がなければならない。 

わたしたちは神権®®式を受けるとき，聖約を交わす 

この人なら契約を守ると信頼できる人がいる0この人と交わす契約は常に公平で，決して無効に 

なることはない。それは「聖約」と呼ばれ，わたしたちに永遠の価値ある祝福を与えてくれる。その 

御方は主である。 

割り当てておいた生徒にエノス1：15- 17を読んでもらう。 

黒板を使った 

話し合い 

黒板に「聖約」と書く。それから次の定義を読む。 

「聖約とは，神と一人の人または選ばれた人々の集まりとの間で交わされる，拘束力のある正式 

な協定，同意，契約，すなわち相互の約束である。」（ブルース• R •マッコンキー，Mormon Doc-

trine 『モルモンの教義』p.166) 

參天父との聖約の条件は何によって知ることができますか。 

そのほとんどの条件は聖典に書かれてあり，天父がわたしたちに何を期待しておられ，その代わ 

りに何を約束されているかが説明されている。 

割り当てておいた生徒に教義と聖約82 ：10を読んでもらう。わたしたち力《祝福を受けるかどうか 

は，わたしたち力喫約を守るかどうかによる。天父は完全に信頼できる御方だからである。 

神権の儀式の中には，儀式を受けるときに主と聖約を交わさなければならないものが多くある。 

黒板に「儀式」と書く。 

參儀式とは何ですか。 
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次の引用文を読んで，生徒が儀式とは何かを理解できるようにする。 

「儀式とは，霊的なものを地上的な象徴で表現したものである。それはまた多くの場合，主との 

聖約や合意を象徴する行為であるJ (ジヨン• A •ウイッツォ一，Priesthood and Church Government 

『神権と教会政体』p.348) 

視覚資料 「パプテスマ」「聖餐式」「神殿」の視覚資料を見せる。パプテスマ，聖餐式，神殿での結び固めは 

すべて儀式である。これらの儀式を受けるとき，わたしたちは天父とある契約または聖約を結んだ 

ことを示すのである。 

聖句と話し合い モーセ6 ： 58 - 59およびルカ22 ：19 - 20を生徒に読んでもらう。パプテスマや聖餐の儀式の象 

徴によって，わたしたちは自分の結んだ聖約を忘れないようにすることができる。 

參福音の聖約を交わしたり，儀式を受けることはなぜ必要なのですかc良い人間になるように努力 

するだけではなぜ十分ではないのですか。 

教義と聖約84:19-22を生徒に読んでもらう。 

教師の提示 すべての福音の聖約，すべての福音の儀式はわたしたちのために存在する。聖約を守り，儀式を 

執行することによって，わたしたちは天父のもとに帰る準備をすること力《できる。聖約を結び，聖な 

る儀式を受け，忠実に聖約を守ることは，わたしたちを天父のもとへと導くはしごを登るようなも 

のである。 

引用と視覚教材 次の引用文を読ませる。それを聞きながら，紙で作ったはしごを見せる。または黒板に描く。 

あるいは黒板 「ヤコブ力《ベエルシパをたってハランへ向かったときに，彼は夢を見た。一つのはしごのそばに自 

分がおり，そのはしごは天にまで達してその上に主が立っておられるのである。彼は神の使いたちが 

それを上り下りしているのを見た。そしてヤコブはそこで主と交わした契約ははしごの横木であり， 

天で主とともに住むことができるという約束の祝福にあずかるためには，自分もそのはしごを登ら 

なくてはならないと悟ったのである。」（マリオン• G • ロムニー「神殿-——天国への門」『聖徒の道』 

1971年 8 月号，p.219) 

話し合い どのような聖約がはしごの横木と考えられるか話し合う。生徒の答えは紙のはしごの横木に書き 

入れる。神権の儀式に関連して結ばれる聖約を考えてみるように言う。例えば，パプテスマとその 

確認，聖餐にあずかる，神権を受ける，エンダウメントと日の栄えの結婚，など（モーサヤ18: 8 -

10 ；教義と聖約20 ： 37，75-79 ； 84 ： 33-34, 39 — 40 ；132 ： 6 を参照)。 

このような儀式を受け，聖約に従った生活をすることによって，わたしたちはどのように天で主と 

ともに住む資格を得るのかを話し合う。 

わたしたちは主と結/311約を守る責任がある 

教師の提示 わたしたちが主と聖約を交わすときには，「いつも御子を覚え，御子力《与えてくださった戒めを守 

る」（教義と聖約20:77)という聖なる約束をするのだということを生徒に理解させる。いったん主 

と聖約を交わしたら，わたしたちはその約束を忘れずに守るという責任がある。 

体験談 サモアの若い姉妹の体験を話す。 

「やがて監督とステーク会長から 終的な指示が来て，神殿に入りました。宮に入るとは，何と 

すばらしい祝福でしょう。目と耳と心をいっぱいに開いて，教えを吸収しました。わたしは一つ一つ 

の聖約を，体の骨という骨で実感しました。主と聖約を交わす度に，主の前に立っているように感 

じました。……わたしは，自分力泄にありながら世のものでないことをはっきり知ったのです。」（シ 

プアウ.j •マツアウト「あのすばらしい一時」『聖徒の道』1975年1月号，pp.18-19) 

儀式を執り行う神権者は，実際に主を代表しているのだということを強調する。信仰箇条第5節 

を読んでもらう。 
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教師の提示 天父はわたしたち力咬わす聖約を御存じである。聖約を守ろうと努力しているときに孤独感を感 

じることがあるかもしれないが，主はわたしたちのことを御存じであり，忠実であろうと努力すると 

き，そばにいてくださる。 

引 用 初期の教会指導者の書いた次の文章を読む。 

「わたしたちがパプテスマの水に入り，主に仕えその戒めを守ることを天父と聖約したとき，天 

父もまたその聖約によってわたしたちに義務を負われた。その義務とは，わたしたちを決して見捨 

てず，一人で放っておくことをせず，忘れない。また試練や辛苦のさなか，主はわたしたちのそばに 

いて支えてくださるというものである。これが天父のなされた聖約であり，わたしたちはこの約束を 

信頼することができる。」（ジョージ.Q •キヤノン，Gospel Truth『福音の真理』ジェレルド• L • 

ニュークイスト編，1：170) 

天父がわたしたちを助けると約束されたことを知っていると，わたしたちの交わした聖約を守る 

能力と決意が強められることについて話し合う。 

交わした聖約をどのように守るかによって，わたしたちの生涯は大きな影響を受ける 

物語（任意） 次の話をし，聖約を交わしたことによってこの少女の生涯がどんな影響を受けたかを学ぶ。 

何年も前のこと，一人の少女が近くの湖でパプテスマを受けた。まだ衣服から水のしたたるまま 

座っている少女に，父親はこのパプテスマが日の栄えの王国に入る第一歩であることを説明した。そ 

して，これからの人生の第2歩目であるエンダウメントと神殿結婚の準備を始めなければならない 

と教えた。また，確認の儀式を受けるときに聖霊の賜物を受けるが，これは今交わした聖約を守る 

助けとなるものであることも丁寧に説明した。 

確認の儀式を受けた少女は，このとき，その第2歩目を歩む妨げとなるようなことは一切しない 

と，心の中で主に誓った。やがて10代を迎え，異性との交際の問題や誘惑が強くなったこともあっ 

たが，彼女はあのときの約束を忘れなかった。それからまた歲月が流れ，6人の子供の母親となっ 

た今，神殿でエンダウメントを受け，日の栄えの結婚をし，自分の永遠の家族を持っために，あの 

ときの約束がどんなに大切であったかを，彼女は思い起こすのであった。 

質問と参考資料 主と交わした聖約をどのように守るかによって人生は大きな影響を受ける。生徒は以下の質問に 

っいて考えることによってそのことを学ぶ。クラスの全員で3っの質問にっいてそれぞれ話し合って 

もよいし，クラスを3っのグループに分け，各グループに質問を一っずっ与えて話し合わせ，その結 

果を発表させてもよい。 

以下は質問とその答えを考えるための助けとなる参照聖句，引用文，アイデアなどである。 

1.聖約をしなかったら，あなたの生涯はどのような影響を受けますか（教義と聖約58 ： 30 ；132 ： 

7参照)。「二人の人を例に取ってみよう。二人とも善良であるという点で等しく，同じように純 

潔で，愛に満ち，正直であり，公正であるとしよう。しかし一人はパプテスマを受けており，一 

人は受けていない。二人の間には大きな違いがある。一人は神の律法に従って贖われた神の子 

であり，もう一人は，暗黒の中にとどまっているからである。」（ジョセフ• F •スミス『福音の 

教義』p.95) 

2.聖約を結んでもそれを守らなかったら，あなたの生涯はどうなりますか（教義と聖約1：14-

15; 58: 29，および前記のキャノン長老の言葉を参照)。キャノン長老が述べているような祝 

福力《なかったら，わたしたちの人生はどのように違ってくるでしょう力、。 

3.聖約を結び，それに忠実であったら，あなたの生涯はどうなりますか（教義と聖約54: 6 ；モ 

一サヤ5 ： 7，15参照)。「また神は，わたしたちを愛しておられるがゆえに，失敗や悲しみ，失 

望から免れ，終わりまで忠実に堪え忍ぶ者に約束されている完全な栄光を受けられるようにと， 

聖約を交わしてくださった0」（エルレイ• L •クリスチャンセン「主と聖約を交わす」『聖徒の 

道』1973年8月号，p.379) 
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レッスンの応用 

聖餐式の間，パプテスマのときに交わした聖約について考え，この1週間どのようにしたらこの 

聖約をもっとよく守ることができるか計画を立てる。 
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目 的 生徒は，神殿結婚が永遠の家庭生活を築くうえでなくてはならないものであることを理解する。 

準 備 1.視覚資料8「花嫁と花婿」巻末参照 

2.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

レッスンの展開 

黒板を使った 

話し合い 

導 入 

「花嫁と花婿」の視覚資料を見せる。黒板に「結婚式」と書き，写真と「結婚式」という言葉か 

ら心に浮かぶことをできるだけ多く出させ，手早く黒板に書いていく。次のような言葉が考えられ 

る。結婚衣裳，幸福，結婚指輪，永遠，神殿推薦状，花，結納，愛，ふさわしさ，新婚旅行，儀式, 

贈り物，友人，家族，権能，披露宴。 

「結婚式」という言葉を消し，代わりに「神殿結婚」と書く。神殿結婚と結婚式は違うことを説 

明する。結婚を祝うには，披露宴を開いたり贈り物をするなどいろいろな方法がある。しかし，神 

殿結婚は神聖な儀式，すなわち花嫁と花婿と主の間に交わされる聖約である。花嫁は花婿と主と， 

そして花婿は花嫁と主と聖約するのである。生徒に，黒板に挙げた言葉を見て，神殿結婚を表す言 

葉を選び出してもらい，〇印で囲む。ほかに付け加えたい言葉があれば言ってもらう。 

視覚資料および 

教師の提示 

「花嫁と花婿」の視覚資料を見せ，神殿結婚は大きな教会の結婚式に連想されるような華やかな 

ものではないことを説明する。神殿結婚は，小さく簡素ではあるカ壤しい結び固めの部屋で行われ 

る。花嫁と花婿は，神殿推薦状を持つ家族や親しい友人の前で，聖壇に向かい合ってひざまずく。 

この世から永遠にわたる結び固めの権能を保持した人が二人に勧告を与え，それから結び固めの儀 

式を執行する。 

話し合い 
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神殿結婚 
永遠の家族^0必要条件 

若人が神殿結婚を望まない理由を生徒に挙げてもらう。以下は若人から出された理由である。一 

つ一つについて，またそのほかに生徒力《提案した事柄について皆で手短に考えてみる。 

1.神殿結婚の重要性を理解していない。 

2.結婚年齢が若すぎる。 

3.ガーメントを着たくない。 

4.ふさわしくない61徳的に清くない，知恵の言葉を守っていない，什分の一を納めていない，な 

ど)。 

5.両親，家族，親戚，友人など神殿での結婚式に出席できない人がいる。 

6.教会員でない人と結婚する。 

7.永遠に結婚したいほどお互いが愛し合っているかどうか自信がない。 

次に，若人力榊殿結婚をしたいと思う理由を挙げてもらう。以下は若人から出された理由である。 

生徒が出した理由とともに少しの間考える。 

1.神の戒めである。 

2.御自身の宮で結婚し，そこで交わした聖約を守る人に，天父はたくさんの祝福を約束された。 

3.来世においても夫と妻と子供たちがともに住むことのできる唯一の方法である。 

4.日の栄えの王国の 高の栄えにおいて，神の前に住むことができる。 

5.両親カ吁供たちに神殿結婚について教え，そうすることを望んでいる。 

6.友達が神殿結婚をしている。 

7 .互いに強く愛し合う夫婦は永遠にともにいたいと思う。 

8 .お互いに相手が福音を大切に思っていることを知ることができる。 



第15課 

9 .お互いに相手が貞節で徳ある人物であることを知ることができる。 

神殿結婚は永遠の儀式である 

物 語 ブルース.R •マッコンキー長老の話を読む。 

「 近のことである。妻とわたしは，二人が受けてきた数々の祝福を数え上げながら真剣に話し 

合っていた。わたしたちは教会や家族から，また永遠の真理がこの時代に回復されたことによって 

受けた多くの祝福を数え上げたのである。そして，妻のこの質問で話し合いは頂点に達した。『あな 

たにとっていちばんの祝福は何でしたの？』 

わたしはちゅうちょすることなく，こう答えた。『それは何と言っても，1937年10月13日午前11時 

20分，ソルトレーク神殿の主の聖壇にひざまずいて，君を永遠の伴侶にできたことだね。』 

すると妻は，『合格ね』と言った。 

末日聖徒力《現世で行う一つの も重要なことは，ふさわしい人と，ふさわしい場所で，正当な権 

能を保持した人によって結婚することであるとわたしは思う。そして預言者エリヤにより回復され 

た權能によって結び固められた後なすべき も重要なことは，交わした聖約条件がこの世から永遠 

にわたっても履行され，効力のあるものとなるように生活することであると思う。」（“Agency of 

Inspiration?" New Era「選択の自由か霊感か」『ニューエラ』1975年1月号，p.38) 

教師の提示 男性と女性を永遠に結ぶ権能は神権である。一人の男性と一人の女性力《神殿結婚をするとき，ニ 

人は神権の権能により，戒めを守って正しい生活をしますという聖約すなわち約束を天父と交わす。 

一方，天父は二人とその子供たちが永遠に一つの家族であることを聖約される。また，二人が、戒め 

を守り，義にかなった生活をするとき，多くの祝福が与えられることを約束される。 

話し合い 參ふさわしい人と，ふさわしい場所で，正当な権能によって結婚することは，なぜ現世で行えるこ 

とのうちで も重要なのでしょう力、。 

參結婚はどれほど大切ですか。 

•天父はなぜ御自分の息子と娘が神殿で結婚するように望んでおられるのでしょうか。 

參神権のほかに夫婦を永遠に結び固める権能がありますか。 

參神殿結婚は，夫婦が永遠に進歩していくうえでどのような助けになりますか。 

春民事結婚の場合，結婚の契約は永遠の拘束力がありますか。なぜですか。 

教師の提示 天父は息子と娘が神殿で結婚するように命じておられる。キンボール大管長は次のように述べて 

いる。「曰の栄えの結婚を通してのみ，人はまっすぐで狭い道を見いだすことができる。永遠の命は 

ほかのいかなる方法によっても得ることはできない。主は結婚に関してきわめて具体的かつ明確で 

あられた。」("Marriage——The Proper Way"「結婚——正しい道」『ニューエラ』1976年2月号，p. 

6)永遠に夫であり妻であるためには，二人は主の宮で神権の権能により結婚し，神殿で交わした 

聖約に従って生活しなければならない。 

今が準備のときである 

引用と話し合い 過去の二人の大管長の言葉を読み，話し合う。 

「若くふさわしい末日聖徒の男性，または女性が，二人の生活を始めるために主の宮に行くように， 

それ相応の努力を払わない法はないとわたしは思う。この聖なる場所で立てられる結婚の誓いと，こ 

の世から永遠にわたって結ばれる神聖な聖約は，家庭を破壊し幸福を打ち壊そうとするこの世の多 

くの誘惑に耐えるものである。 

主の神殿で，この世から永遠にわたる共同生活を始めることによりもたらされる祝福と約束は，決 

してほかの方法では得られない。神殿から出発する立派な若い末日聖徒の男女は，永遠の聖約の下 

で永遠に協力し合うことが，平和，幸福，徳行，愛，そのほか人生の永遠の真理のすべてを，この 

世においても来世においても築く基となることを理解するのである。」（ヒーバー• J •グラント 

“Presidents of the Church Speak on Temple Marriage”「教会の大管長，神殿結婚について語る」 

『ニューエラ』1971年6月号，p.8) 
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「幸福な結婚生活の種は若いときにまかれるc幸福は聖壇にひざまずくときに生まれるのではな 

い。青年時代，コートシップ®女交際）の期間に始まるのである。この幸福の種は駆り立てる熱 

情を制する力によってまかれる。純潔は若人の間で も大切な徳でなければならない。末日聖徒ィ 

エス•キリスト教会にあって，標準は一つだけである。これは男性と同様女性にも当てはまる。あ 

なたがこの標準に従うならば，つまりあなたの真心のささやきに耳を傾けるならば，青年時代に自 

制することと唯一の道徳の標準に従うこと力《，まことの男らしさの源，まことの女性らしさの冠，幸 

福な家庭を築く土台，人種存続の力となることを知るであろう。 

若いときの放縦は，一生かけて返済しなければならない借金のようなものである。20年，30年，40 

年先まで支払い続けなければならない。しかし，自制と純潔は何年かたって大きな配当をもたらす 

種である。そして，その年は光のごとく過ぎて行く。あっという間に過ぎて行く。」（デビッド* 0 • 

マッケイ"The Choice of an Eternal Companion” Improvement Era「水逨の伴侶の逅ゴ尺」IM ノ 7 

ループメント•エラ』1965年4月号，p.285) 

神殿結婚を通して若い女性にもたらされる幸福 

次の物語を読む。 

「それは確かあの3月の第1日曜日に始まったと思います。もっとも’カレンとエミリーとわたし 

は永遠の昔から親友でしたので，始めというのもあるような，ないようなものですけれど。プライマ 

リーに行っていたころ，3人で誕生日のお祝いをし合ったり，おそろいの袋を編んだり，高校時代 

にはグループでデ一トしたり，まったく個性の違った3人が互いに補い合って15年間もずっと仲良 

くしてきたのです。 

しかし高校を卒業してから，わたしたち3人組の友情にも変化の兆しが見え始めました。カレン 

とエミリ一は自宅から大学に通い，一方わたしは3時間ほど行った所にある小さな州立大学の寮に 

入って，5人の新しいルームメイトと一緒に生活することになったのです。長年3人でいろいろな 

ことに耐えて育ててきた友情が，わずか数キロ離れたぐらいで薄れたり弱くなったりするものではな 

いと，お互いに思っていました。けれども，それは甘い考えだったことを間もなく知らされました。 

わたしは，3人の間の特別親しいつながりカ礴れていくのを感じていました。でも，ある日エミリ 

一から来た手紙で，彼女の結婚のことを知らされたときはやはりショックでした。もっと驚いたこと 

は，手紙の中に神殿という言葉がまったく見当たらなかったことです。 

その週末，わたしは家に飛んで帰ると，そのままエミリ一の家に向かいました。そしてエミリ一と 

わたしは語り合いました。ほとんど忘れかけていたあの友情がよみがえってきたかのようでした。エ 

ミリーがテッドと知り合ってから，まだ2か月しかたっていませんでした。テッドは学校一のハンサ 

ムで頭が良く，キャンパスの人気者でした。二人カ咩部を卒業したら，テッドは大学院の歯学課程 

に進むことにしていました。テッドの両親もそのことには賛成で，経済面で二人を援助してくれる 

ことになっていました。ですから問題は何もなかったのです。エミリーは，テッドが卒業して働くよ 

うになれば，毎晩座ってお金を数えるようになるわと冗談を言いました。 

わたしは再びエミリーに親しみを感じるようになりました。そして突然，思い出したように，なぜ 

あの通知に神殿のこと力《書いてなかったのカゝ尋ねました。するとエミリーは，わたしの心配をよそに 

浮ついた態度でこう言ったのです。『ああ，そのことね。わたしたちにはできないのよ。第一，テッド 

はバプテストでしょう。それにわたしたち，彼の両親が持っているスキーロッジで結婚式を挙げたい 

の。自分たちで式の言葉も準備してね。結婚式ってどれもみんな同じ言葉を言うんじゃなくて，も 

っと個人的で意味のあるものであるべきよ。テッドはいつかは教会に入ると思うわ。でも，たとえ入 

らなくてもわたしの信仰は変わらないわ。現にわたしの父は会員じゃないけど，母が教会に行くの 

を止めたりしないし。だからわたしとテッドも同じことよ。』 

人の心配を無視したエミリーの態度は，彼女の口上めいた話が終わらないうちに，再びわたした 

ちの間に壁を作ってしまいました。わたしに何が言えたでしょうか。わたしは，不愉快な気持ちを取 

り去ろうとして少しおしゃべりした後，家に帰りました。」 

ここで物語を中断し，生徒に次の質問について考えさせる。 

參あなた力5エミリーの友達だったら，彼女に何と言いますか。 

物言吾 
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第14課 

物語を続けるC 
「それから3週間後，わたしはスキーロッジで行われたテッドとエミリーの結婚式に出席しまし 

た。宗教的な雰囲気はまったくありませんでしたが，結婚式は思ったより印象的なものでした。ニ 

人はフルートの演奏をバックに，詩の朗読を交換しました。その後ダンス力《始まり，わたしたちモル 

モンにはジュース，そのほかの人々にはシャンペンが出されました。テッドの両親はすごいお金持ち 

の様子で，結婚式の計画はほとんど彼らが立てたのだそうです。両親は息子の嫁にご満悦で，幸福 

に酔っていました（たぶん，シャンペンの酔いも加わっていたと思います力り。でもわたしは，エミリ 

—のお母さんが泣きはらしたような赤い目をしているのに気づきました。母氧というのはそのような 

ものです。一人娘を嫁がせるようなときは特にです。 

エミリ一力《結婚後も教会活動に積極的だったことは，またまた驚きでした。学校の勉強や主婦と 

しての務めがあるにもかかわらず，彼女は熱心に教会に集い，図書委員としても働いたのです。テ 

ッドとエミリーはわたしたちのワ一ドの区域内にあるアパートに住んでいたので，よく彼女の姿を見 

かけました。会う度に，彼女は幸福いっぱいといった様子で結婚生活を語り，テッドがどんなによ 

ぐしてくれるかを話しました。そしてわたしはその度に，『人生って何だろう』と考えたものでした。 

それから半年して，今度はカレンが，教育の修士号を取得したばかりの帰還宣教師と結婚しまし 

た。彼らはローガン神殿で結婚したので，もちろんわたしは行くことができませんでした力％教会堂 

で行われた披露宴には出席しました。ほんとうにすばらしい披露宴でした。 

わたしはエミリーが楽しそうに教会に来て，自分のしているすべてのことに熱中している姿をよく 

見かけました。エミリ一はよくこう言いました。『わたしたち何も問題はないのよ。彼ってとても寛 

大なの。彼ったらこう言うのよ。「君は君の教会に行くといいよ。ぼくはぼくの教会に行くから」つ 

て。教会なんか行きもしないのにね。』わたしの心の奥には，小さいころのエミリーの姿が残ってい 

ます。父親が改宗して自分にパプテスマを施してくれるように祈っていたエミリー。父親がプライマ 

リーの『父と娘のパーテイ一』に連れて行ってくれるだろうかと気にしていたエミリ一。また，父親 

がゴルフに行ってしまってセミナリーの卒業式に来てくれなかった寂しさを，何でもない振りをして 

隠していたエミリ一。とはいっても，幼年時代は人生のごくわずかな部分です。それが長い人生に 

一体どんな影響を及ぼすというのでしょう力、。 

今でもいろいろなことを一緒に楽しんでいるカレンとエミリーが，1週の間に相次いで女の子を 

出産したとき，わたしはエミリーの赤ちゃんにピンクの洋服をプレゼントしました。そのかわいいこ 

とといったら，わたしは一目で夢中になってしまいました。ある日，わたしは教会でカレンのお母さ 

んから，3月になったらカレンとデビッドが娘のメリッサを教会に連れて来るということを聞きまし 

た。赤ちゃんをみんなに見せるためと，おじいちゃんやカレンの敬愛する3人のお兄さんに一緒に祝 

福してもらうためです。 

そして，あの3月の第1日曜日がやって来たのです。…… 

礼拝堂に入る途中，わたしは玄関で赤ちゃんを抱いたエミリ一に会いました。ジュリ一を出産後， 

エミリーが教会に姿を見せたのはその日力《初めてでした。わたしたちは少し話をしてから礼拝堂に 

入りました。エミリーと彼女のお母さんは，わたしの前の列に座りました。…… 

わたしは後ろから4列目に座っていました。前の方には，人々の頭や肩越しに，カレンとカレンの 

家族が中央の列にずらりと陣取って座っているのが見えました。…… 

賛美歌を歌い，発表があって，聖餐を頂いた後，エドワーズ監督は説教壇の前に立つとこう言い 

ました。『今日は特別にうれしいことがあります。皆さんは，カレン•エバンズを小さいころから御 

存じだと思います。』エミリーはわたしの方を向くと，わざと目くばせして，またすぐ向き直りまし 

た。『さて，今日は，カレン•サンダ一スとなったカレンが，命名の祝福を受けるため赤ちゃんを連 

れて来ています。御主人のサンダース兄弟力《祝福を行います。カレンのお父さんとお兄さんたちは 

輪の中に加わってください。』‘ 

デビッドが赤ちゃんを抱いて，敬虔な面持ちで前に行くのを見ていると，エミリーの横顔が目に 

入りました。彼女の青い目はたちまち涙であふれ，頰を伝ってジュリ一のやわらかい髪の上にこぼれ 

落ちました。エミリーは，子供を抱き締めたまま，激しく肩を震わせました。エミリーのお母さんも 

目に涙をためながら，むせび泣く娘の肩にそっと手を回しました。エミリ一が顔を上げたとき，わた 

しは彼女の絶望的なささやきの声を聞きました。『ママ，この子はだれ力《祝福してくれるの？』 
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『メリッサ，わたしはあなたに健康な精神と肉体を祝福します。』前の方からデビッド•サンダ一 

スの声が聞こえてきました。『またあなた力
《
正しい生活を送るように。そして時至らば，神権を尊び， 

永遠に結び固められるようにあなたを主の神殿に伴って行ってくれる，天父の選ばれた息子に会え 

るように祝福します。』祝福力《始まってから集会が終わるまで，ジュリ一のベビーショールは涙で乾 

くことがありませんでした。 

あれから1年たった今でも，……孤独な母と子の姿を見る度に，わたしの心は痛みます。なぜな 

らわたしはずっとエミリーを見続けてきたからです。」（キヤロリン•ホワイト.ザーグ“I Keep 

Seeing Emily"「ずっとエミリーを見てきました」『ニューエラ』1975年6月号，pp.26 - 29) 

結 び 

次のボイド• K •パッカー長老の話を読む。複写したものを人数分用意しておいて配ってもよい。 

「わたしは皆さんが神殿に行ってこの世から永遠にわたって結び固められる姿を心に描いている。 

わたしは聖なる結び固めの儀式について皆さんにお話ししたいと心から思っている。しかし聖なる 

神殿の壁の外では，それについて話すことはできない。一つ言えることは，結婚の聖壇の前で授け 

られるすべての深遠なるものは，非常にすばらしいものであり，待つだけの，またどんな誘惑にも抵 

抗するだけの価値あるものである。 

しかし神殿結婚は愛の物語の終わりではない。本や劇や舞台ではここで幕が下りる。しかし真実 

の愛にそのようなことはない。神殿結婚は物語の終わりではなく，始まりなのである。」(Eternal 

Love『永遠の愛』p.20) 

用
 

弓
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個人の記録 第19課 

目 的 生徒は，個人の記録をつけることの大切さを理解する。 

準 傭 1.レッスンの初めに出てくる2組の質問をそれぞれ列の紙に書いておく。その答えは書かないで， 

参照聖句だけを含めるようにする。 

2.教師自身の先祖の一人について話す準備をし，またその人からどんな影響を受けたかについて 

も話せるようにしておく。あるいは，神権アドバイザーによって承認を受けたゲストに先祖のこ 

とを話してもらう。 

3.レッスンの 後にある引用文を配付資料として配れるように人数分準備しておく。 

4. 2，3人の生徒に，自分の祖父母ゃ曽祖父母の中から一人選んでその人について簡単に話し， 

その人からどんな影響を受けたかについても述べるよう割り当てておく。 

5.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

6 .そのほかの家族歴史活動については課末を参照する。 

レッスンの展開 天父は個人の記録をつけるよう命じておられる 

クイズ 生徒を二つのグループに分け，それぞれのグループに標準聖典と筆記用具を持たせる。一つのグ 

ループにAセットの質問と参照聖句を，もう一つのグループにBセットの質問と参照聖句を渡す。 

生徒は約5分でその質問に答える。 

Aセツ卜——質問 

1. 初に覚えの書を記録した人はだれですか（モーセ6 ： 5 - 8 )。 

2.そのほかに覚えの書を記した『旧約聖書』の預言者を二人挙げなさい（モーセ6 ： 4 5 - 4 6 ;マ 

ラキ3 ：16)。 

3.パプテスマや神殿結婚などの神権の儀式が行われたとき，その記録はどこに記されますか（救 

義と聖約128 ： 7)。 

4.なぜ日記や個人の歴史を書くのですカゝ。その理由を一つ挙げなさい（2 ニーファイ25 ： 23)。 

5.イエス•キリストはニ一ファイの民を訪れたとき，その記録に大切な出来事が 1己されていないこと 

に気づかれました。救い主はニーフアイの民に何と命じられましたか（3 ニーフアイ23: 6-13) 0 

Aセツ卜一一答え 

1.アダム 

2.エノクとマラキ 

3.この世と天 

4.子孫を説得してキリストを信じさせるため 

5. ニーフアイの民力《記録しなかった出来事を書くように命じられた 

日セツ卜_•質問 

1.イエスがダビデおよびアブラハムの子孫だということがどうして分かりますか（マタイ1：1)。 

2. ニーフアイとその兄弟はなぜラバンの家へ行ったのですか（1ニーフアイ3 ： 1 - 4 )。 

3. ニーフアイは家族と一緒にエルサレムを去ってアメリカへ渡るとき，なぜ自分の生活を記録し 

たのでしよう力、（1ニーフアイ1：1 — 3)。 

4.アダムとその子孫は覚えの書の書き方をだれから教わりましたか（モーセ6 ： 46)0 

5.アブラハムは神権の権能と創造に閨する知識をどのようにして得ましたか（アブラハム1:31)。 
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Bセツ! 答え 

1.『聖書』に記録されている 

2.ユダヤ人の歴史と先祖の記録を手に入れるため 

3.神の恵みと奥義とを知っていたから 

4.神の手によって教えられた 

5.先祖の記録の中に記されていた 

話し合い それぞれのグループに答えを発表してもらったら，今度は全員に次の質問をし，答えてもらう。 

參モ_セやニーフアイ，アブラハムは覚えの書にどんなことを記録しましたか。（家族の名前，重要 

な出来事，個人の証，預言，天父から受けた祝福や戒め。） 

參個人の記録をつけることはなぜ大切です力、。（個人の記録を通して，子孫に自分の生涯の出来事 

や証，自分が感じたことや考えたこと，天父から授かった祝福を伝えることができるから。） 

參天父はあなたが個人の記録をつけるように望んでおられます。どうしてそれが分かりますか。（時 

の初めより，天父はその子供たちに個人の記録を記すように命じておられるから。また現代の預 

言者たちも，生涯を通して日記をつけるようにわたしたちに勧めている。） 

先祖の記録は喜びと力をもたらす 

物 語 次の物語を話す。 

「ベンジャミン大おじさんが亡くなったのは30年以上も前。その大おじさんの持ち物が，屋根裏 

の古ぼけたトランクにぎっしり詰まっていた。 

『どうしておじいちゃんはこんなもの大事に取っておいたのかな。』ジョンは文句を言いながら，母 

と姉がトランクの中身を整理するのを手伝っていた。ジョンのおじいさんは数週間前に亡くなって， 

残っているただ一人の娘ジェニ一.リンとその二人の子供は，古びた家の掃除にやって来たのだっ 

た。 

ジョンは，部屋の中央に置いてある大きなたるに形の崩れたフェルトの帽子を投げ込んだ。『何だ 

ってこんながらくたばかり取っておいたんだろう。ほら，このぼろぼろになった本見てよ。「パメラ」 

とかいうの。もう，うんざりだよ0』 

姉のアリスは，ジョンをなだめるように言った。『それはね，英語で書かれた 初の小説なのよ。大 

事に箱に入れてね。』 

『ねえ，これは何なの？ちょっとしか使っていないけど。何だってこんなもの取っておいたんだろ 

ぅJ 

ジェニ一はそばに行って，息子のジョンが手にしているノートを調べた。 

『何が書いてあるか読める？』そう言ってアリスも仲間入りした。 

『簡単だよ。』ジョンはB要を下ろすと，パラパラとめくり始めた。 

『1888年5月4日……』 

『へ一え，日記かなんからしいや。』 

『1888年5月4日——母は今朝，またわたしのバイオリンを木の箱に入れてしまった。母に言わ 

せれば，牛の乳を搾る前にわたしにバイオリンを持たせるのは，誘惑が大きすぎると言うのだ。もっ 

ともだと思う。ほかの兄弟たちがわたしよりもずっとよく働くのは良いことだ。そうでなかったら， 

猫の額ほどのちっぽけな土地で家族8人を養うことはとてもできないだろう。父が生きていたら，も 

っと暮らしが楽だったろうに。 

1888年9月3日——母は今日-ぼくのことでバイオリンのカー夕一先生から，自分が知っている 

ことは全部教えたので，もっと優れた先生につくようにと言われたそうだ。コールズビルにはケンド 

ル姉妹といって，教会に入って西部に来る前，一時フィラデルフィア交響楽団で演奏していた人が 

いる。母は，ぼくがケンドル姉妹のところへ行って生徒にしてくれるかどうか聞いてもいいと約束し 

てくれた。問題はレッスン料だ。ぼくはにわとりの世話をし，卵を売ったお金でレッスン料を払って 

いいことになっている。 

1892年4月8日——ぼくは今日，自分力《何よりも愛しているものが3つあることに気づいた。救 

い主と家族と音楽だ。そしてぼくは今，その一つを愛することが，必ずしもほかの二つへの愛を阻 
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第15課 

むことにならないこ’とを知っている。3つが3つともに良いものであれば，みんなうまくいく。 

1892年12月1日——夜はとうに更けているのに眠ることができない。母の手を借りて夕方からず 

っと楽譜を書き写していた。……オーケストラのオーディションを受けるために，ソルトレークへ行 

くように言われているのだ。 

1893年3月5日——数週間の練習とまたその間熱心に祈り続けた後，ソルトレークに行きオーデ 

ィションを受けた。指揮者のディ一ン氏は，デンバーから西の地方で聞いた中でぼくが 高のバイ 

オリン奏者だと言ってくれた。デンバーから西といっても，ディーン氏が聞いた奏者はそう大勢いた 

わけではないだろうが，母にそのことを話すと，とて、喜んでくれた。秋になったらすぐデンパ-へ 

行き，リハーサルに入る予定だ。自活するには十分のお金と’うまくいけば母にも少しは仕送りす 

るだけの収入があるはずだ。今度の日曜日には，聖餐会でモーツァルトの曲を演奏することになっ 

ている。オーディションのため•に覚えた曲だ。 

1893年3月11日——どうして今こんなことが，何だってまたこのときに……o日曜日，聖餐会が 

終わった後，監督に呼ばれ，オーディションの結果について尋ねられた。ぼくは合格して才—ケスト 

ラに入団したことを話した。すると監督は，入団をあと2年先に延ばせないかと聞いた。才一ケス 

トラで働く前に主に対してしなければならないことがある，と監督は言う。それが主の御'!:、であると 

いう確信をもって，監督はぼくに伝道の召しを受けるょうに言った。ぼくは，自分のすべてを主に 

負っていることも，バイオリンから2年間離れることはそんなに大きな犠牲ではないということも分 

かっている。でもオーケストラをあきらめるということは，ぼくにとってもつらいことだった。どう 

しょうかという迷いょり心配が先にたって，あいまいな気持ちのまま，伝道資金を得る方法があれ 

ば召しを受けますと，監督に約束した。 

1893年3月13日——夕べ，母に伝道の召しのことについて話した。母は大喜びだった。母にょれ 

ば，父はずっと伝道に出ることを望んでいたが’その夢を果たさないうちに死んでしまったという。 

ぼくが父に代わって伝道できる。伝道資金のことを話すと，母の顔は曇った。ぼくは母にこれ以上 

土地を手放してほしくないと告げ，監督とは条件付きの約束をしたのだと言った。母はしばらくじ 

っとぼくを見詰めていたが，やがてこう言った。『ベン，一つだけ方法があるわ。あなたのバイオリン 

を売りましょう。伝道資金を得るだけの価値のあるものといったら’家にはそれしかないのょ。』 

1893年3月17日——約束は守らなければならない。手段はあるのだ。来週の月曜日，バイオリン 

を売りにソルトレークへ行こう。そして，もし必要なだけのお金が手に入ったら，すく、、伝道に出よう。 

そう決心すると，何かほっとしたょうな気持ちだった。 

1893年3月23日——朝，目が覚めると，ケースからバイオリンを取り出した。そして一日中，好 

きな曲を弾いた。夕暮れて，もう弾けないことに気力りくと，バイオリンをケースにしまった。これ 

でいいのだ。明日は出発なのだから。』 

『これだけ。』ジョンは信じられなさそうに言った。『きっかりここで終わっている。あと何も書い 

てないや。何があったんだろう。伝道から帰って来てから，またバイオリンを買ったの？交響楽団の 

バイオリニストになることができたの？ねえ，ママどうなったの？』 

『ジョン，お母さんは何も知らないわ。だれか知っている人がいたと思うけどね。でも日記がそこ 

で終わっていてもいいじゃないの。大おじさんについていちばん大切なことを知ったのだから。』ジ 

ョンの母は静かにそう答えた。 

『待って！』ジョンは叫んだ。『見て，ノートの後ろにも少し書いてあるよ。』ジョンはそれを一目 

見るなり，込み上げてくるものを殺すょうに軽くせき払いをして，ノートをジェニーに渡した。『マ 

マ。』それっきりジョンはロを閉じた。 

ジェニ一はノートを受け取ると，小さな切妻窓のそばに行き，薄れていく光の中でそのページを見 

詰めた。筆跡は書き始めほどしっかりしたものではなかったが，一様に丁寧な文字だった。 

『1938年6月23日——わたしがこの生涯で下した 大の決断は，自分が心から愛していたものを， 

もっと大きな神への愛のために捨てたことである。そのために神は決してわたしを忘れられたことが 

なかった。ベンジャミン•ランダート。」（カレン•ノーレン"Benjamin: Son of the Right Hand 

New Era「右手に座す子’ベンジャミン」『ニューエラ』1974年5月号，pp.35-37) 

話し合い 鲁アリスとジョンの経験から，日記をつけることについて何を学ぶことができますか。 
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參アリスとジョンは日記から大おじさんについて何を知りましたか。 

參アリスとジョンは日記を読んだ後，大おじさんについてどのように感じたと思いますか。 

眷ベンジャミン•ランダートの日記は，彼自身の生活にどのような幸福をもたらしましたか。 

參個人の日言己は，その人の子供や孫にどのような恵みをもたらしますか。 

拳両親があなたぐらいの年齢だったころのことについて，何か興味深いことを知っていますか。 

眷あなたは両親から，彼らの子供のころのことや二人の出会い，あなた自身の幼いころのことを聞 

くのが好きですか。 

鲁両親や先祖の生涯について知ることは，あなたが今日もっと雄々しく生きていくのにどのように 

役立ちます力、。 

教師の提示 日記を読んで，アリスとジョンは大おじさんであるベンジャミン•ランダートの家族と彼自身が関 

心を抱いていた事柄を知った。またベンジャミンの天父に対する愛も知った。二人のベンジャミン 

大おじさんへの愛は，その生涯を知ることで強まった。日記は，わたしたちが自分の生涯にあった出 

来事を思い出すのに役立つし，また日記をつけることによって子孫に喜びを与えることができる。 

一人の若い女性はこう言っている。「日記をつけることはわが家の伝統になっています。……家 

庭の夕べで父は時々，ひいおじいさんの日記を読んでくれます。それを聞いていると，自分もまじ 

めに日記をつけようという意欲がわいてくるのです。わたしの日記を読む子孫が，わたしがおじい 

さんやおばあさんの日記を読んで得た喜びの半分でも味わうことができたら，わたしの努力は報わ 

れるのです。」（ロ一ラ•コール，キヤサリン•ルーベックの“A Journal Called Lucy”「ル一シーと 

いう名の日記」『ニューエラ』1981年11月号，p.40に引用） 

教師の体験談 教師の先祖の一人を生徒に紹介し，その人の生活体験からどのような影響を受けたかについて 

話す。または，ゲストに経験を話してもらう。それから前もって割り当てておいた生徒に，祖父母 

や曽袓父母について話させる。 

結 び 

次のスペンサー• W •キンボール大管長の言葉を複写して配り，みんなで一緒に読む。 

「わたしたちは若人の皆さんに，今日から日記をつけ始め，自分の生活に起こる重要な出来事を 

残らず記録するよう強くお勧めするものである。」（“The Angels May Quote from It”「天使がそこ 

から引用するかもしれない」『ニューエラ』1975年10月号，p.4) 

「あなたがたが日記をつけ，大事な事柄を記録しておけば，それがあなたの家族や子供たち，そ 

のまた子供たちやほかの人々に何世代にもわたって，大きな霊感の源となることをわたしは約束す 

る。わたしたち一人一人は，近しい者や愛する者にとって重要な存在であるから，子孫がわたした 

ちの一生の経験について読むことにより，彼らもわたしたちを知り愛するようになるのである。そ 

して家族が永遠に一緒になるあの輝かしい日が来るときには，わたしたちはすでにお互いを知り合 

っていることになる0」（“President Kimball Speaks Out on Personal Journals”「キンボール大管長 

——個人の記録について語る」『ニューエラ』1980年12月号，p.26) 
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第14課 

任意活動 ファミリーサーチによる先祖®«求 

目 的 ファミリーサ一チとは何カゝ，先祖を探求する際にどのような助けになる力、，またファミリ一サーチ 

をさらに充実させるために生徒に何ができるか説明する。 

場 所 ファミリーサ一チを利用できる場所へ若い女性を連れて行く。 

準 備 準備としてまず，どこで活動を行うか決める。地元の状況により，家族歴史センタ—，ステ一ク 

セン夕一，地元の集会所，あるいは会員の家で行ってもよい。できれば，同時に何人かの生徒が実 

習できるように，複数の端末機のある場所を選ぶ。 

注意——生徒の数が多ければ，小人数のグループに分けて行う方が賢明である。 

端末機の操作に代わる活動を計画しておく。一部の生徒がファミリーサ一チの端末機を使ってい 

る間，ほかの生徒は家族記録抄出プログラムについて学んだり，実際にそれを行ってみたりするこ 

とができる。その場合は，ワードの家族記録抄出コーデイネ一夕一と調整をする必要がある。ほか 

にも，神殿に関する指示や，生徒の心を先祖に集中させるようなゲームを採り上げることもできる。 

活動の前に，両親と協力して系図表をできるかぎり完成させるよう，生徒に割り当てる。 

家族歴史活動を通して先祖を探求する 

活 動 わたしたちはこの世で神の家族の中に結び固められているが，それと同じ機会を先祖の人々に与 

えるために，彼らの名前を探していることを説明する。救いに必要な儀式（パプテスマ，神権の聖 

任，エンダウメント，結び固めなど）を受けた人は，ふさわしい生活をすることを条件に，日の栄え 

の王国に入ることを許されるのである。 

ファミリーサ一チは，先祖に関する情報の入手を可能にしたコンピューターシステムである。先祖 

の名前がコンピュータ一に入力されると，ファイルにある何百万人もの名前が速やかに検索されて， 

該当するものが見つけだされる。先祖の名前が分かれば，その人の出生’結婚，死亡の年月日と場 

所，両親や子供，伴侶の氏名など，幅広い情報を引き出すことができるのである。 

ファミリ—サーチに入っている情報は，家族の系図，教会の記録，政府の記録などを基に集めら 

れている。 

ファミリーサ—チは，幾つかの情報ファイルから成っている。生徒にとって も利用しやすいのは， 

「アンセストラルファイル」である。このファイルには，1979年以来，教会員でない人も含めて世界 

中の人々から寄せられた家族歴史に関する情報が収められている。その中には，家族や系図ごとに 

結ばれた数百万人の名前がある。 

注意-系図表と家族の記録がたくさん入った「覚えの書」を生徒に見せることにより，家族歴史 

の情報を提供することの大切さを理解させることができる。この「覚えの書」の情報は非常に貴重 

なものであるが，文書の形式では数人の人しか利用できないことを指摘する。しかし，この情報を 

『パーソナル.アンセストラルファイル」というプログラムを使って）コンピュータ一に入れれば，ア 

ンセストラルファイルの一部にすることができる。つまり，多くの人がその情報を利用できるように 

なるのである。 

アンセストラルファイルはまだ完成していないことを指摘する。すでに多くの情報が入っているが， 

生徒たち力《先祖について得られる情報も含め，付け加えることのできる情報はさらに多いのである。 

またアンセストラルファイルには，情報を提供してくれた人の名前と住所が®られている。それ 

によって，まだ会ったことのない親戚の人を見つけることができるかもしれない。 

ファミリ—サーチの重要性をさらに理解させるために，次の点を説明する。もしコンピュー夕一が 

なければ，先祖の情報を見つけるために’マイクロフィルムを1巻1巻，あるいは書物を1ページ 

ずつ調べなければならない。これは，実際に行った多くの人にとってたいへんな作業であった。コン 

ピュー夕一は，同じ情報をわずか数分で探すことを可能にしたのである。 

アミリーサーチを使って先祖の情報を探す練習をさせる。系図表に先祖の名前を呼び出せるよう 

に助ける。アンセストラルファイルに生徒の先祖に関する情報がない場合，その先祖の情報を見つ 
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けてファイルに提供することにより，すばらしい働きができることを思い起こさせるc 
ファミリーサーチを使って情報を見つけたら，それを印刷する。先祖のファイルでは，系図表も印 

刷することができる。 

生徒全員がファミリーサーチを使って実習したら，彼らが行ったことを復習する。引き続き先祖 

に関する情報を探して，アンセストラルファイルに提供するようにチヤレンジする。 

奉仕活動 ワードの会員の中には，家族歴史の膨大な情報を印刷物虎えの書）の形で所有している人がい 

るかもしれない。そのような情報をコンピューターに入れてアンセストラルファイルに送る作業を助 

ければ，生徒たちは価値ある奉仕を行うことができる。この活動を行うためには，「パーソナル•ア 

ンセストラルファイル」を使用できる十分な数のコンピューターが必要である。ワードの家族歴史 

相談員がこのような奉仕活動の準備を助けてくれるであろう。 

注意一日本ではまだアンセストラルファイルを利用することはできない。 
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伝道活動に参加する 



第20課 手榜し伸^:う 

目 的 生徒は，同年齢の少女たちに友情の手を差し伸べ，教会の活動や集会に参加するように励ます。 

準 備 物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

レッスンの展開 導入一類似点を見いだす 

事例研究 次の事例を生徒に読んで聞かせ，それぞれの場合に欠けているものを一つ見つけさせる（友一 

心にかけてくれる人)。 

1.追いはぎに襲われてひどい目にあった男の人が，道端に倒れています。道行く人はみんな知ら 

んぷりです。 

2.色あせた古めかしい洋服を着た少女が歩いて学校へ通っています。やせているので，服はぶか 

ぶかです。ほかの少女はグループで一緒に通学するのに，彼女はいつも独りぼっちです。 

3.日曜日，いつも家に残っている少年がいます。この少年は，神権定員会の入はだれも自分のこ 

とを心にかけてくれないと感じています。 

わたしたちはいろいろな人々と友達になることができる 

寓 話 ある日，2匹の犬が道端で遊んでいた。すると，そこへ1匹の猫がやって来た。 

「わたしも入れて。」猫は聞いた。 

「だめ。」1匹の犬から冷たい返事が返ってきた。猫は仕方なく，とぼとぼと去って行った。 

すると，もう1匹の犬が尋ねた。「どうしてあんなことを言ったんだい？」 

「犬はほかの動物とは遊ばないんだ。猫はぼくたちとは違うんだ。変な声を.出すし，いつでも木に 

登りた力《る。ぼくは同じ仲間と遊びたいのさ。」 

少しすると，寂しそうな顔をしたかめ力ぐ，のろのろとやって来た。かめもまた，猫と同じことを聞 

いた。さっきの犬がまた言った。「だめだよ。」そこで，かめもまた行ってしまった。 

「ねえ，どうして一緒に遊んであげないの。」友達の犬が聞いた。 

「君，あの顔見たかい？ぼくたちとは違うじゃないか。それに，のろまだしね。たぶんぼくたちの 

ように早く走ったり，追いかけたりはできないと思うよ。ぼくは同じ仲間がいいんだ。」 

「うん」と友達は不服げにうなずいた。 

今度は，灰色をしたうさぎがぴょんぴょん跳びはねながらやって来た。うさぎは2匹の犬が遊んで 

いるのに気がつくと，仲間に入っていいかと尋ねた。 

「だめ。」 

「どうしてだめなの。」うさぎは理由を聞いた。 

例の犬は遊ぶのをやめて，うさぎに向かってこう言った。 

「君はぼくとは違うカゝらだよ。体の色だって，顔の形だって違うだろう。君はぼくたちと伺じこと 

はしないし，声も違うもの。ぼくは同じ仲間と遊びたいんだよ。」 

「じゃ，君は何をするのが好きなの。」 

「走ったり跳びはねたりすることさ。」 

「なあんだ……」とうさぎは言った。 

話し合い 

物 語 

ここで話を中断し，物語の結びはどうなると思う力、，生徒に尋ねる 

物語を続ける。 

うさぎは2匹の犬に，どっち力《早いか近くの森で競走しようと言った。うさぎの方がずっと早か 
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第15課 

ったうさぎは振り向いて，犬が追いつくのを侍った： 

「ぼくも走ったり跳びはねたりするの好きだよ。」うさぎは言つた。 

すると，もう1匹の犬がこう言った。「君は顔も声もぼくたちとは違うけど，同じところもあるん 

だね。ぼくたち，君のことを知らなかったんだ。」 

話し合い あなたはこの物語を自分の生活にどのように結びつけることができますか。 

參ー緒に遊んであげなかった犬は，なぜほかの動物と遊びたくなかったのでしょうか。 

參犬は 後にはうさぎと遊ぶようになりました力〗，それはどうしてですか。 

•あなたは，これらの考えをどのように自分の生活に応用することができます力、。 

參あなたは，身近で，友達を必要としている若い女性を知っていますか。 

參その人が自分と同じことに関心を持っているかどうか，どのようにして知ることができます力、。 

教師の提示 わたしたちは時々，皮膚の色や衣服，習慣などの相違から，ほかの人々を無視したり仲間に入れ 

ないことがある。じっくり時間をかけてその人のことを知り，その人の良い点や自分と同じような 

関心を持っていることを見いだすこと力《大切である。 

わたしたちはほかの人々に手を差し伸べることができる 

イエスは，失われた人々を特に気遣っておられた。一つのたとえ話の中で，失われた銀貨のことを 

述べておられる。生徒にルカ15: 8-10を開カゝせ，一人にそのたとえ話を読ませる。 

このたとえ話に出てくる失われた銀貨は，孤独な人または失われた人にたとえることができる。ま 

たこの女は，その人を失ったことを寂しく思い，一生懸命探し求める人にたとえられる。たとえ話 

をもう一度1節ずつ読み，あまり友達のいない人や教会に活発でない人にどのようにこれを応用す 

ることができるかを話し合う。わたしたちがほかの人のことを心から気遣うとき，主はなぜそれがお 

分かりになるのだろうカゝ。生徒の意見を聞く。 

あまり活発でないクラスの一人を，再び積極的に教会に来るように助けるにはどうしたらよいか 

を話し合う。心から関心を持ちそれを示すことは大切なことである。 

生徒に次の事例を提示し，問題を解決させる。 

1.マーケットで， 近教会に顔を見せていないクラスメートに会いました。あなたは，自分が彼女 

に関心を持っていることを知らせたいと思います。どうしますか。 

2.近ごろ教会に来ていない友達を若い女性のクラスに誘いました。彼女はちょっとためらってい 

ました力％「そうね，いつかね」と言いました。どうしたらよかったのでしょうか。 

3. 近教会に来ていない友達を若い女性のクラスに誘いました。でも彼女は，自分力《行くと，み 

んながじろじろ見るから行きたくないと言います。あなたはどうします力、。彼女に何と言ったら 

よいでしょうか。 

4. 近教会に来ていない会員にクラスに出席するよう誘いかけました。すると彼女は，集会は好 

きじやないからと言いました。どうしますか。 

5.近ごろ教会に来ていない会員に，クラスに出席するように誘いました。でも彼女は行かないと 

言います。どうしたらよいでしょうか。 

教会に来ていない会員を再び積極的に参加させようとするとき，生徒たちはいろいろな事態にぶ 

つかる。しかし，これだという的確な解決方法はない。大切なことは，どのような状況にあってもそ 

の人に思いやりと関心を示すことである。思いやりのある態度はどんな困難をも克服し，また何よ 

りもその人を感化する。 

次の図のように，黒板に3本のろうそくの絵を描く。 

聖句を使った 

話し合い 

ブレーンストーミング 

事例研究 

教師の提示 

黒板を使った話し合い 
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初のろうそくを指して，このろうそくは生徒たちを表していると説明する。 初のろうそくの 

下に，自分と書く。次に2番目のろうそくは教会から遠のいている会員を表す。その炎ほかっては 

初のように明るく輝いていたが，一時消えてしまったものである。した力ぐって，明るく燃えている 

ろうそくの力を借りれば，再び燃えるようになる。ろうそくの火を再びともすことは，教会から遠の 

いている会員をまた積極的に参加させるようにすることを意味する。2番目のろうそくに炎を描く。 

• 3番目のろうそくはだれを表していると思いますか（教会員ではない人)。 

聖句を使った 3番目は今まで一度も火をともしたことのないろうそくであるが，火のっいたろうそくに触れれば， 

話し合い ほかの2本のように燃え出す。3本のろうそくとも同じものからできている力く火をともすには外か 

らの火かっ必要である。人も基本的には皆同じである。一度聖典に感化されると，ろうそくのように 

世の光となることができる。一人の生徒に教義と聖約103 ： 9を開力、せ，主が聖徒たちについて述 

ベておられる言葉を読ませる。 

•どのような方法でわたしたちはほかの人々の光になることができるでしょうカゝ。（ろうそくの絵の 

横に，生徒の答えを書く。伝道に出る，あるいは模範を示す，友情，フエロ一シップ，奉仕を通 

して光になる，などが考えられる。） 

3番目のろうそくに炎を描く。 

物 語 次の物語は，福音を実行することによってほかの人のろうそくに火をともした人の話である。 

「彼女はわたしの親友で，小学校に恐る恐る入学した 初の日からずっと一緒だった人です。お人 

形遊びに始まって高校のパーティ一まで，女の子たちのするようなことはみんな一緒にしてきた友 

達です。でも二人の間には一つだけ違うことがありました。それは，わたしは真理を知っていて，彼 

女はまだ知らないということです。 

福音がわたしだけのものではなく，彼女のものでもあること，彼女に福音を知らせてあげるのはわ 

たしなのだということに気がっくには，12年の長い歳月がかかりました。 

わたしはその仕事を宣教師に任せようと考えて宣教師に話をしました力％肩すかしを食らわされ 

た感じでした。 

宣教師は，『自分で彼女に聞いてみてください。それから教えましょう』と言うのです。 

彼女に教えることはそんなに大きな問題ではありません。結局いちばん難しい仕事をわたしが受 

け持っことになってしまいました。 

わたしは彼女に電話しました。 

『ねえ，今晩わたしの家にスライドを見に来ない？ワードの新しい宣教師たちが来て見せてくれ 

ることになっているんだけど。』 

彼女は来ました。でもスライドを見た後，別に感想を述べるでもなく家に帰ってしまいました。 

それから1週間して，長老たち力《家に立ち寄りました。『彼女にいっ福音の話をするか決めました 

か。』 

『あのう，スライドのことは別に何も言いませんでした。だから，また誘ったものかどうか迷って 

いるんです。』 

『電話して聞いてみてください。J一人力《言いました。彼は思い立ったら時間を無駄にしたくない 
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夕イプの人でした:わたしは長老に口答えなどできないので，ためらいがちに，ドキドキしながら受 

話器を受け取り，ダイヤルを回しました。こんなことがどうしてそんなに難しいのだろうと，何度も 

不思議に思ったものです。 

『もしもし，シェリル。ねえ，どうかしら。……あの，……長老たちが今ここにいるの。それで… 

…ねえ，いつか家に来て……教会について話を聞かない？ j 

長い沈黙がありました。 

『そうね。いいわ，行くわ。』 

わたしはほっと息をつきました。『いつ来られる？』 

『いつでもいいわよO』 

『じや，明日の晩は？』 

『うん，大丈夫よ。』 

わたしは長老たちに『明日の晩はいいですか』と聞きました。 

彼らはうれしそうにうなずきました。 

『ありがとう，シェリル』と言って電話を切ろうとすると，『ちょっと待って，パティ一。わたし， 

その人たちの言うことに賛成なんかしないわよ』と釘をさされました。 

『ええ，いいのよ，それでも。とにかく来てくれれば。』 

『でも，議論になるかも。そんなことになったら嫌だな。』 

『賛成したくなかったら，それでもいいのよc長老たちだって気にしないから。』 

こうして2番目の段階も済みました。 

彼女は，4回目の集会が終わるまで，一度も議論を仕掛けませんでした。長老たちの言うことす 

ベてに心から同感できたのです。その夜は若い方の長老がレッスンを担当し，レッスンが終わった 

ところで彼女を見詰めて言いました。『あなたのパプテスマを土曜日に予定したいと思うのですが， 

いかがですか。』 

先輩の長老はびっくりしました。こんなに早くパプテスマのことを持ち出すつもりはなかったので 

す。わたしは胸がドキドキして，ただ息をひそめているのがやっとでした。一瞬沈黙がありました。 

『はい。』シェリルはうなずいて，そう答えました。 

わたしは身じろぎもせずにいましたが，長老たちが彼女にお祈りを頼んだときには，体が震えだし 

ました。 

彼女は祈りました。それはとても簡単なものでしたがすばらしいお祈りでした。 

わたしは頭を垂れたまま，顔を上げることができませんでした。宣教師たちも何も言わずに帰って 

行きました。 

わたしたち二人は抱き合って，一緒に泣きました。 

『パティ一。』彼女は涙の顔に笑みを浮力ゝベながら『ありがとう』とつぶやきました。 

シェリルはわたしにありがとうと言ってくれたのです。わたしの方こそ，彼女からいちばん願ってい 

た贈り物をしてもらったというのに。わたしのいちばん大切な財産-イエス•キリストの福音-を 

彼女は受け入れてくれたのです。」（パティ一•ウィルトバンク「 初さえできたら」陸徒の道』1976 

年6月号，p.269) 

結 び 

黒板のろうそくを指す。主は明かりを祈の下に隠してはならないと言われた（マタイ5 ：15-16)。 

わたしたちは光をほかの人々と分かち合わなければならない。一人の若い女性の小さな光でも大き 

な影響を与えることができる。 

誠心誠意で友情の手を差し伸ベれば，主は必ずその努力に対して祝福を与えられるということを 

証する。真心をもって自分の光をほかの人々と分かち合うように，生徒を励ます。 

教師の提示 

証 
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レッスンの応用 

クラスのみんなで協力して，再び教会に戻ってきてほしい会員，または福音に改宗してほしい人 

を一人選び，それを実行に移すための計画を立てさせる。一人の生徒に，計画を練るうえで出され 

たアイデアを書き留めさせる。その中からクラス全員ですぐ実行に移せるものを一つ選ぶ。 
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正しし濮範mえる影響 第21課 

目 的 生徒は，ほかの人々に正しい模範を示す。 

準 備 1.次の聖句を書いたものを各1枚ずつ用意する。ヨハネ13 ：15 ；1テモテ4 ：12 ；1ぺテロ 2 ： 

21；マタイ5 ：16。 

2.レッスンの中の二つの話の内容をよく把握する。 

3.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

レッスンの応用 正しい模範はほかの人々に影響を及ぼす 

物 語 ア一デス• G •カップ姉妹の次の言葉を読む。 

「戒めを守り，救い主の模範に従うのは，光を高く掲げることに似ています。次第に暗さを増す 

この世にあって，皆さんの模範は道を見いだす助けになります。自分で正しいと分かっていること 

を実行するには勇気が必要です。実行が難しいときほど特にそうです。でも勇気は，自分から捨て 

さえしなければ決して失うことはありません。」（『聖徒の道』1989年2月号，p.99) 

次の実際にあった話を紹介する。 

「わたしは17歳で，8歳のときから教会員です。わたしにとって福音に従って生活することは何 

でもないことでした。でも，つい先日，クレイグという男の子のことで一つの問題が起きました。 

……代数のクラスでのことでしたdクラスの男の子たちがわたしの隣の席のクレイグをいじめる計 

画を立てたのです。クレイグはおとなしくて，.しかもあまり頭もいい方ではありませんでしたから， 

男の子たちにとってはからかうのにうってつけの相手でした。その日の計画は，クレイグを徹底的に 

無視しようというものでした。わたしはそれまで，クレイグの勉強を手伝っていたので，その話を聞 

いたときには，どうしたらよいか分かりませんでした。 

……そして，クラスがもう少しで終わるというころ，クレイグが身を乗り出して，ある問題の解き 

方を聞いてきたのですcクラスのみんなの目がわたしに集中しました。心臓が高鳴り，手のひらには 

汗がにじんできました。わたしとしては親切に答えてあげたかったのですが\わたしがクレイグのこ 

とを無視することを今か今かと待っているクラスメートからのプレッシャー力《伝わってきます。 

顔がほてってきました。振り向いて答えを教えたわたしの顔はたぶん真っ赤になっていたことでし 

よう。ついにやってしまいました。クラス力《終わると，男の子たちはロ々にわたしをののしりました0  

高校生だなんてとても思えないようなロ振りです。小学生のようです。わたしは泣きたくなりました。 

でも心の底では，正しいことをしたんだという自信がありました。 

次の曰，代数のクラスに出るのが恐ろしい気持ちでした。クラスに着くと，同じ男の子たちがまた 

クレイグを無視するように言ってきました。わたしは，自分が正しいことをしてきたと思っていたの 

で，応じる気持ちはさらさらありませんでした。 

それを口にすると，驚くことが起こりました。近くに座っていたわたしの親友が，自分も協力しな 

いと言ってくれたのです。それから何人かそれに同調し， 後にはクラスのほとんど全員が 1皮らのや 

ろうとしていることが子供じみたばかげたことであるとの結論に達したのです。そしてクラスが終わ 

るころには，だれもがクレイグに話しかけ，あの男の子たちでさえ一緒に問題を解いていたのです。 

わたしはこのことから，良い模範になることは思ったほど簡単なことではないけれど，一人でも大 

きな影響を及ぼすこと力《できるのだということを学びました。たとえプレッシャーがあっても，信仰 

と勇気があれば，みんなを変えることだってできるのです。」（ステファニー.クリステンセン“When 

the Pressure Is On” New Era「プレッシャーを受けて」『ニューエラ』1988年1月号，pp.8 - 9) 

話し合い 次の質問をする。それぞれ何人かの生徒に答えてもらう。 
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教師の提示 

話し合い 

黒板を使った 

話し合い 

聖句を使った 

話し合い 

物言台 

•なぜ大変なときでも模範を示さなければならないのでしょつカゝ。 

•良い模範となるために，どのような助けが得られるでしょうか。 

•どのようにしたら友達に良い影響を与えられるでしょうか。 

參あなたが父親だったら，この場合どのように対処しますか。 

眷あなたが娘だったら，どうしますか。 

•良い模範を示すために，あなたにはどのような責任がありますか。 

參どのようにしたら友達に良い影響を与えることができますか。 

末日聖徒イエス•キリスト教会の会員には，人々に手を差し伸べて良い模範を示すという大切な 

責任がある。わたしたちは物事の善悪を知っており’正しいことを行うときには天父がいつもとも 

にいてくださるという確信を持っている。戒めを守って天父に近づく方力S戒めを破って人に好か 

れるよりはるかに良い。 

ほかの人から良い影響を受けたとき，あるいは，自分がほかの人に良い影響を与えたときの経験 

を生徒に話してもらう。教師自身の経験も話すとよい。 

良い模範を示すことができたのに，それをしなかったときの経験，またその後でどんな気持ちがし 

たかを数人の生徒に話させる。 

黒板にマイナス記号（-）を書き，ほかの人にマイナスの影響を与えるとはどういうことか尋ね 

る。またプラス記号（+)を書き，人々にプラスの影響を与えるとはどういうことか尋ねる。 

人々にプラスの影響を与えることのできる方法について話し合う。 

聖典は模範の大切さを強調している 

救い主がわたしたちに良い模範となる方法を示されたことを説明する。救い主は正しい•ことに対 

して忠実であった。次の4つの引用文をそれぞれ4人の生徒に割り当て，順番に読ませる。 

1.「わたしがあなたがたにしたとおりに，あなたがたもするように，わたしは手本を示したのだ。」 

(ヨハネ13 ：15) 

2.「あなたは，年が若いために人に軽んじられてはならない。むしろ，言葉にも，行状にも，愛に 

も，信仰にも，純潔にも，信者の模範になりなさい。」（1テモテ4 ：12) 

3.「キリストも，あなたがたのために苦しみを受け，御足の跡を踏み従うようにと，模範を残され 

たのである。」（1ぺテロ 2 ： 21) 

4.「そのように，あなたがたの光を人々の前に輝かし，そして，人々があなたがたのよいおこない 

を見て，天にいますあなたがたの父をあがめるようにしなさい。」（マタイ5 ：16) 

以上の聖句カ《生徒の生活にどのように当てはまるかについて話し合う。以下の質問をする。 

參あなたが光を輝かす（良い模範を示す）ことによって，どうして人々は天父をあがめるようにな 

るのですか。 

拳言葉や愛，信仰，純潔において，あなたはどのようにして友達の良い模範になることができます 

か。 

良い模範は多くの人々に幸福をもたらす 

有名なアメリカのプロゴルファー，ビリー•キャスパー夫人，シャーリー•キャスパー姉妹の次の 

liしを読む。物語の中で，模範力《様々な方法で重要な役割を果たしている点に注意して聞くように言 
う。 

「何度かお話ししてきたことですが，わたしは主人より何年も前に，末日聖徒イエス•キリスト教会 

に入る準備ができていました。モルモン教会の人々について，わたしは主人よりもずっと多くのこと 

を知っていました。と申しますのも，わたしがまだ少女だったころ，親友に何人かモルモンの人がい 

ました。成長して，後に主人と結婚してからも，わたしたちは全国のあちこちに多くのモルモンの友 

人がいました。 

ビルが1959年の全米オープンゴルフトーナメントで優勝したとき，わたしたちはユタ州のソルト 
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第15課 

レーク•シティ一で少しの時間を過ごす機会がありました。わたしは宗教というものについて十分 

知っていたので，興味を持って観察することができました。わたしがモルモンについて熱心に学び始 

めたのはこのころでした。モルモンについて知りたいと思いました。そして知れば知るほど，ますま 

す続けて学びたいと思うようになりました。 

モルモンの人々は率直でした。軽率だという意味ではありません。むしろその態度から，会員一 

人一人は’宗教を実践することが自分の望みにかなったことであると確信しているように思えました。 

また，モルモンの人々がほかの人々よりもずっと豊かな生活をしているように見えました。これは 

金銭的な面を言うのではありません。モルモンは健康で，幸福で，忙しい人々でした。家族中心に 

生活していました。一人のモルモンに会えば，その人の家族に会ったも同じだと言えるほどです。 

わたしは，教会の若人のプログラムが好きでした。夕バナクル合唱団も好きで，いつも合唱団に 

入って歌いたいと思っていました。わたしたちに宗教を押しつける人は一人もいませんでした。それ 

で，わたしたちはただ，モルモンの友人のありのままの姿を見て楽しんでいたように思います。 

ユ夕で初めてのパ一ティーのことも覚えています。お酒を飲む人はあまりいませんでしたし，もち 

ろんたばこを吸う人もほとんどいませんでした。たばこの煙の充満する部屋に毎日毎晩いた後では， 

きれいな空気がどんなに気持ちがよいかお分かりになるでしょう。 

繰り返して申し上げます力《，わたしはモルモンの人々の生き方が好きでした。この気持ち力Sわた 

しの好奇心をそれまでになくかき立てたのです。…… 

ずっと長い間，わたしは主人と一緒に神殿に入ることを望んでいました。でも主人はその準備が 

できていませんでした。わたしたちの主である救い主は，このようなわたしたちに寛大であられまし 

た。主は，わたしたち力守ることのできない律法はお与えになりません。わたしたちはまずそれを守 

る能力を備えなければなりませんでした。そして初めて’今与えられているような律法を受けること 

ができたのです。 

主人力《パプテスマを受けたいと言ったとき，わたしは彼が心の底からそう望んでいることが分かり 

ました。…… 

それから後は，新しい世界が開けたようでした。香港で何人かの姉妹宣教師に会い，一緒にちら 

しを配ることによって，伝道プログラムがどういうものかをかいま見ることができました。 

わたしたちはゴルフのためにいろいろな国に出かけます力〗，どこへ行っても末日聖徒は同じように 

愛ある，親切な人々です。彼らはもはやただのゴルフフアン，主人のゴルフの観衆というだけではな 

くなりました。福音のうえでの兄弟，姉妹なのです。天父の息子，娘として前世にいたときの兄弟 

姉妹と同じなのです。…… 

わたしたちキャスパ一一家がモルモンだということを誠意をもって人々に伝えることは，わたした 

ち自身の成長につながるということも分かりました。人々は’その信仰のゆえにわたしたちを尊敬 

してくださ^)のです。たとえわたしたちに同意はしなくとも，わたしたちがほかの人々とその信仰を 

尊敬するように，彼らもわたしたちを尊敬してくださいます。……わたしたちは今はその教えのゆえ 

に尊敬されています。もしわたしたちがその尊敬に値するような模範を示すならば，わたしたちは 

人々から称賛されるでしょう。 

わたしは，それぞれの立場にあって，模範が大きな意味を持つことを知りました。わたしが教会に 

入ったのも，一つには知り合いのモルモンの模範によります。わたしも，彼らがわたしに示してくだ 

さったように，人々に多くの良い模範を示したいと思っています0」（ハック•ミラ—，The New 

Billy Casper『新生ビリー•キヤスパー』pp.132— 135) 

話し合い どのような模範がキャスパ一姉妹に影響を与えたか，生徒に考えさせる。キャスパー姉妹が自分 

の経験を通して，自ら良い模範になることにより人々を助けたいと思うようになつたことを指摘する。 

レッスンの応用 

周囲の人々の良い模範に注目するように，また自分自身も人々の良い模範となるように若い女性 

を励ます。 
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霊性を高める 



第22課 悔い改め 

目 的 生徒は，悔い改めの原則を理解する。 

準 備 1.次の9枚の言葉のカードを用意する。「悔い改めの段階」「過ちを認める」「二度と同じ罪を犯さ 

ないことを約束する」「新たな生活をすることを決意する」「過ちの償いをする」「心から後悔す 

る」「時間」「自分と人を赦す」「主の赦しを得る」 

2.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

レッスンの展開 

考えさせるための質問 

悔い改めは赦しを得るために欠くことのできないもの 

鲁悔い改めをする前はどんな気持ちがしますか。後はどうですか。 

聖 句 アルマは心から悔い改めた後の気持ちについて述べている。生徒の一人にモーサヤ27 ： 29を読ん 

でもらう。 

引用と話し合い 次の引用文を読む。ここで教会の指導者は悔い改めを消しゴムにたとえている。 

「神は消しゴムつきの鉛筆を持っておられ，わたしたち力M毎い改めて心を入れ替えるなら，その消 

しゴムを使うと約束しておられる。……わたしたち力《悪を捨て，悪に立ち向かう固い決心をすれば， 

神はその悪を心からぬぐい去り，それに関するすべてのことを忘れる，と言われた。もちろん，わた 

したち自身もそのことを忘れるように期待しておられる0」（スターリング•シル，Making the 

Most of Yourself『 良の自分に』p.93) 

參悔い改めがすばらしい原則であり，わたしたちの生活に大きな祝福をもたらすのはなぜでしよう 

か。 

悔い改めの段階 

引用，言葉カード， 參あなたはどのように悔い改めをしますか。 

話し合い 上の質問の回答として，ロバート• D •ヘイルズ長老が述べている悔い改めの段階について話し合 

う。それぞれの段階の意味を話し合いながら，適切なカードを黒板にはっていく。段階2と8に示 

されている聖句を読ませる。 

まず初めに，カード「悔い改めの段階」を黒板にはる。 

1.過ちを犯したことを認める。 

2.その罪を決して繰り返さないと主に聖約する。『人が罪を悔い改めたかどうかは，これによって 

分かる。すなわち，見よ，彼はそれを告白し，そしてそれを捨てる。』（教義と聖約58: 43) 

3.すべての面で福音に従った生活をするよう決意する。 

4.犯した過ちの償いをする。 

a.主に祈って悔い改める。 

b.監督に告白する（罪が重大なものである場合)。 

c.傷つけた相手に謝罪する。 

5.悔い改めの深さは，犯した罪と同じくらい深くなければならない。安易な道はない。たとえ傷つ 

いても，それは同時に清めでもある。 

6.悔い改めと償いの次の要素は時間である。 

a.自分自身と主と隣人に対して，自分カ噺しい人生を始めたことを証明するための時間。 

b.聖典を勉強し，再び幸せになり喜びを得るために一生懸命戒めを守るための時間。 

7. _分を完全に赦し，また白分を傷つけた人をも報復の気持ちを持たずに完全に赦す。 
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第22課 

引用と話し合い 

教師の提示と 

話し合い 

引 用 

物 詰 

8. 後に， 大の祝福である主の赦しがある:もはや傷つき失意をもって過去を振り返ることな 

く，希望と喜び，神や自分自身，全人類への愛をもって将来に目を向ける。」(Conference 

Report『大会報告』1976年4月，p.34) 

常に悔い改めることが必要である 

悔ぃ改めがこの世で成長するためのすばらしぃ賜物であることを説明する。わたしたちはこの賜 

物を賢明に用ぃなければならなぃ。次の引用を読む。 

「悔ぃ改めは，福音の第一の原則の2番目として与えられてぃる。…… 

人はだれでも過ちを犯すものである。もしわたしたちの悔ぃ改めが心からのものであれば，天父に 

赦しを求めることができる。しかし，心にとどめておぃていただきたぃことは，わたしたちには，何 

回過ちを犯してよぃとぃう割り当てがあるわけではなぃとぃうことである。過ちは犯さなぃ方力ぐぃぃ 

に決まってぃる。また，愚かにも，かたくなにも，同じ過ちを何度も繰り返すべきでなぃことも確か 

である。わたしたちは教訓を得る必要がある。今日を単に昨日と同じように送るのでは，十分とは 

言えなぃ。昨日よりも進歩しなければならなぃ。……しかし，このように言う入がぃる。どうせ1回 

過ちを犯したのだから，あと1回，ぃやあと何回それを繰り返しても同じことだ，と。これは誤った 

考え方である。悔ぃ改めるときは今，次に同じ過ちを犯す前である。」（リチャード• L •エバンズ 

『大会報告』1969年10月，p.68) 

悔ぃ改めは重大な罪を犯した人だけがするものではなく，善ぃ人間になるために必要な過程であ 

ることを理解させる。わたしたちは毎日の生活の中で，悔ぃ改めの原則を用ぃるべきである。 

次の言葉を引用して，人には常に悔ぃ改めが必要なことを理解させる。 

「悔ぃ改めは，生活を向上させるために不可欠なものである。なぜなら，向上には常に適応と吸 

収，脱皮力《付き物だからである。一つの言葉あるぃは行ぃで，悪ぃ生活を良ぃ生活に置き換えるこ 

とはできなぃ。過ちを正しぃ行ぃに，悪を善に，良ぃものをさらに良くするとぃう一連の過程がなけ 

ればならなぃ。…… 

常に悔ぃ改めが必要なことを説く際，過ちを犯しても，悔ぃ改めさえすれば何度犯してもかまわ 

なぃ，とぃうような受け止め方をされなぃように気をつける必要がある。号れは完全な悔ぃ改めでは 

なぃ。完全な悔ぃ改めによる祝福を得ようと思うなら，正しぃものを見極め，それに従わなければ 

ならなぃ。同時に，誤りに気づき，『神の御心に添った悲しみ』をもってそれを捨てなければならな 

い。」（ヒュー• B •ブラウン，Eternal Quest『永遠の探求』チャールズ•マンリ一.ブラウン編， 

pp.99, 102) 

人は霊的に成長すると’それまで良いと思っていたことが間違っていたことに気づくものである。 

そして霊的に成長することによって，新しく気づいた弱点を克服することができる。これが進歩と 

いうものである。このようにして人は毎日避けるべき事柄を見いだしながら，知識を高め進歩して 

いくのである。悔い改めは，自分の弱点を認めながら，自分の思いと行いを常に向上させていく過 

程であり，生涯し続けていくべきものであることを強調する。 

眷あなたがす毎い改める必要のある「小さいこと」にはどんなことがありますか。 

•毎週，改めるべきことを一つずつ直していったら，あなたの生活や自尊心はどのように改善され 

るでしようカゝ 。 

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。「わたしたちすべての人間は，程度 

の差こそあれ，罪を犯す者であるから，常に悔い改め，絶えず目を覚まして自らを高めていかなけ 

ればならない。わたしたちは主の戒めを1日，1週間，1か月，1年といった単位のうちに実行す 

ることはほとんど不可能である。これはわたしたちの全生涯を通じて傾けるべき努力なのである0」 

(『赦しの奇跡』P.212) 

悔い改めは平安をもたらす 

次の物語を聞いて，悔い改めの原則とどのように比較できるか考えさせる。 

節子は戸外でする活動力5好きだった。よく山道を何時間も一人で歩いた。ある日，節子は洞穴を 
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発見した。中に入らない方がいいという予感がしたのに好奇心からちょっと中をのぞいてみること 

にした。恐る恐る足を踏み入れた節子だが，中の珍しい地層につられて奥^IIへと入ってしまい，気 

づいたときには辺りは真っ暗だった。道に迷ってしまったのである。 

節子は慌てた。そして恐ろしくなり，このような苦境に陥ってしまった自分が腹立たしくなった。 

どうにも出口力《分からなくなると，節子は望みを失ってしまった。どうしたらいいのだろう。方向の 

感覚がまったくなくなってしまい，どうしても出口は見つからなかった。そのとき，節子は祈って助 

けを求めようと決心した。洞穴に入るなどという愚かな過ちを犯したが，どうか出口を見つけられ 

るように，助け導いてくださいと主に嘆願した。それから立ち上力、て壁を伝って手探りで進み，角 

を曲がると，遠くにかすかな光が見えた。節子はその光に向かって走り出し，やっとのことで明るい 

日差しの中に出ることができたのだった。 

考えさせるための質問春節子は道に迷うつもりで洞穴に入ったのですか。 

參洞穴からやっと出られたとき，節子はどんな気持ちだったと思います力、。 

參節子のように道に迷い，天父のもとに帰る道を見失ってしまったような経験があります力、。 

悔い改めとは，節子のした経験と同じように，まず過ちを認めて，悔い，赦しと導きを祈り求め， 

やがて光の中に戻って来ることである。そのことを説明する。それは人力《味わうことのできる何より 

も快い，安らかな気持ちである。 

わたしたちは皆毎日過ちを犯している。正しい完全な方法でそれらを悔い改めることによっての 

み，心の内に安らぎを感じることができる。 

『モルモン書』の預言者アルマは，若いときに教会を迫害した。しかし，主の天使が現れて，悪行 

をやめるようにアルマに告げた。罪を悔い改め始めたアルマは強い後悔の念を覚えた。一人の生徒 

にアルマ36 ：12- 13，15- 16を読んでもらう。 

•自分の罪を認めたアルマは，どのような気持ちになりました力、。 

別の生徒にアルマ36 ：17 - 21を読んでもらう。 

參アルマはイエス•キリストの贖いを思い起こし，赦しを受けることができると知ったときの気持 

ちを，どのように述べていますか。 

參心から悔い改め，赦しを求めるとき，救い主に対するわたしたちの愛と感謝の気持ちはどのよう 

に大きくなっていきます力、。 

あかし 

証 イエスの愛と贖いの犠牲が現実であることについて，教師の証を述べる。義は幸福への道である 

こと，しかし罪を犯した場合，完全な赦しはイエス•キリストに対する信仰とまことの悔い改めを 

通してもたらされることを証する。 

聖句を使った 

話し合い 
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赦し 第23課 

ゆる 

目 的 生徒は，互いに赦し合うことの大切さを学ぶ。 

準 備 1.人数分の紙と鉛筆 

2.次の聖句を書いた大きな紙を用意する。 

「互に情深く，あわれみ深い者となり，神がキリストにあってあなたがたをゆるして下さったよ 

うに，あなたがたも互にゆるし合いなさい。」（エペソ4 ： 32) 

3.レッスンの第2項で引用されているスペンサー•W•キンボール大管長の言葉を紙に書く。そ 

れをレッスンが始まる前に一人の生徒に渡し，クラスで上手に読めるよう練習しておくように 

目つ。 

4.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

レッスンの展開 導 入 

事例研究 生徒に紙と鉛筆を配る。これから二つの出来事を述べるので，もし自分がその立場だったらどの 

ような態度をとるかを紙に書くように指示する。 

事例研究1 

真佐子は友達の絹代に秘密を打ち明けた。そして，だれにも言わないでほしいと念を押し，絹代 

を信頼していた。ところ力《しばらくして，絹代がほかの人に漏らしているのを耳にしてしまった。そ 

ればかりか，絹代はありもしないことまで，さもほんとうらしく付け加えていた。真佐子は，友達が 

約束を破ったことに大きなショックを受けるとともに非常な怒りを感じ，絹代とはもう二度とロを 

利くものかと思った。 

自分カ滇佐子の立場だったらどうするかを生徒に書かせる。 

事例研究2 

開会行事のとき，礼子はいすの上にハンドバッグを置き，そのまま忘れてクラスへ行ってしまった。 

気づいて取りに行ったが，ハンドバッグはなくなっていた。翌日，先ごろ近所に引っ越してきた鈐代 

が’礼子の家に来た。鈐代は自分がハンドバッグを取ったことを告白し，心からわびて，赦しを請 

うた。礼子は言った。「いいわ，そのことはもう忘れましょJ数日後，礼子が友達数人と話していた 

とき，そのうちの一人が，「だれか鈴代さんってどんな人か知ってる？」と尋ねた。 

礼子の立場だったらどのような態度をとるかを書かせる。この用紙はレッスンの後半でも参照す 

るので，大事に取っておくように言う。 

救い主は奮葉と行いによって赦しを教えられた 

人から嫌なことをされたとき，どのような態度をとるべきかをイエスは教えられた。マタイ5 ： 

43-44に書かれている。一人の生徒に読んでもらう。ほかの生徒には，それを聞きながらイエスが 

どのように教えられたかに注意するように言う。 

參あなたに害を与える人をどうせよと書かれていますか。 

イエスは，自分に従う者はすべての人を赦さなければならないと教えられた。敵を愛し，迫害する 

者をも祝福するように求められた。人を赦すことをしないなら，その人は害を与えた人よりももっと 

罪深いとさえ教えられた。一人の生徒に，教義と聖約64 ： 9 -10を読ませる。 

參人を赦さないとどうなりますか。 

眷だれを赦すようにと書かれていますか。 

聖句を使った 

話し合い 
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引用と話し合い イエスは，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。教会の指導者の一人 

は次のように述べている。「地上に生を受けた人の中で，世の救い主が地上での 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。『聖書』の歴史はわたしたちにそのように伝えて 

いる。 

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感情をおもんぱかった判決が出されたのである。」 

ここで朗読を中断し，次の質問をする。 

參もし友達に裏切られたら，どう思いますか。 

參自分を不正に罪ありとした人にあなたはどのような態度をとりますか。 

イエスの苦しみは，不正な告訴や友の裏切りだけでは終わらなかった。引用文を続ける。 

「そして苦悶は次々と続いた。重い十字架を背負いながら進むカルバリへの長い道。群衆からは 

道々あざけられ，つばを吐きかけられた。そして，酢いぶどう酒。手足にくぎが打ち込まれたとき， 

その苦しみは絶頂に達した。イエスは十字架にかけられ，その肉体は痛められて血が流れていた。し 

かもまだ敵のあざけりを受けていた。『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……』（ルカ23: 34)とイエスが心から静かに御父に嘆願したのは，このような 

苦しみのただ中にあるときであった。」（ロバート• L •シンプソン，Conference Report『大会報告』 

1966年10月,p.128) 

神の赦しを得るためには，人を赦さなければならない 

引用と話し合い わたしたちが人を赦すとき，主もまたわたしたちを赦してくださる。マリオン• D •ハンクス長老 

は次のように問いかけている。「人を『心の中で』また公に赦そうともしないで，神の赦しを請うこ 

とは，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) 

•心の中でまた公に人を赦すというのはどうすることですか。 

參真心から赦すためには，害を与えた人への恨みや怒り，仕返しをしたいという気持ちをどのよう 

に克服したらよいでしよう力、。 

參人を赦そうとするとき，祈りはどのように役立ちますか。 

•救い主をほんとうに知り理解することは，人を赦すのにどう役立ちます力、。 

天父は聖典の中で，人がその罪を悔い改めるなら，主はそれを赦し「もうそれを思い起こさない」 

(教義と聖約58: 42)と述べておられる。わたしたちも人を赦すときには，その人に率直にそれを 

伝え，罪を忘れ，二度とそのことに触れないようにすべきである。 

引 用 割り当てておいた生徒に，スペンサー•W•キンボール大管長の次の言葉を朗読させる。 

「これはわたしも冷淡で卑劣な態度をとり続けている彼らを赦さなければならないということで 

あろうか。確かにそうであるに違いない。罪人は赦しを請う前に，謝罪し，己を低くしなければなら 

ないというのは通説であるカヾ，これは誤りである。人に害を与えたらそれを全面的に償う努力をし 

なければならないのは事実であるが，一方，害を受けた方は，相手の態度に関係なくその人を赦さ 

なければならない。」（『赦しの奇跡』p.290) 

拳あなたに害を与えた人が赦しを請わない場合，その人に対してどのような態度をとるべきですか。 

その人が申し訳ないと思っていない場合にはどうしますか。 

拳同じ罪を何度も繰り返す人に対しては，どのような態度をとるべきですか（マタイ18 ： 21-22)。 

提 示 用意しておいた聖句の大きな紙を提示する。「互に情深く，あわれみ深い者となり，神がキリスト 

にあってあなたがたをゆるしてくださったように，あなたがたも互にゆるし合いなさい。」（エペソ4 ： 

32) 

事例研究と話し合い レッスンの初めに行った事例研究を再び採り上げる。紙に書いた自分の意見をもう一度よく考え 

てみるように言う。変更したい場合には，書き換えてもよい。 

參もしあなたが真佐子だったら，次に絹代に会ったとき，どのような態度をとりますか。 

參真佐子と絹代がほんとうに赦し合っていたら，心の中でどのように感じると思いますか。 
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第15課 

參礼子は鈴代を赦して「もう忘れましょ」と言いました。もしほんとうに鈴代を赦すなら，礼子は 

鈴代に対してこれからどんな態度をとるべきですか。 

赦しは愛と祝福をもたらす ルバ 

物語と話し合い 「わたしが彼に会ったのはミュンヘンのある教会でだった。灰色の外套を着て茶色のフェルトの帽 

子を両手でぎゅっとつかんだ，はげ頭の大男だった。わたしはその教会の地下室で話を終えたばか 

りだった。人々は席を立ち，木のいす力M可列も並んだ通路を，列になって後ろの出口に向かって進 

んでいた。それは1947年のことだった。わたしは’神は赦されるというメッセージを携えて，才ラン 

ダから敗戦国ドイツを訪れていたのだった。 

激しい爆撃を受けて荒廃したこの国で，人々力«も必要としていたのは真理であった。そこでわ 

たしは，気に入っている一つの情景を心に浮かべ，それを人々に述べた。海がオランダ人の心と切 

っても切れない関係にあるからかもしれないが，わたしは海を，赦された罪カ锻げ込まれる所と考え 

るのが好きだった。わたしはこう述べた。『わたしたち力《罪を告白すると，神はその罪を海の奥深く 

に投げ込み，永遠に忘れてくださる……。』 

信じ難いと言っているような真剣なまなざしが返ってきた。1947年にドイツで行ったその話の後 

には’一つの質問も出なかった。人々は無言のまま席を立ち，無言のまま外套をまとめ，そして無 
言のまま部屋を出て行った。 

わたし力く，人波に逆らってこちらに向かって来る彼に気づいたのは，そのときだった。一瞬わたし 

は彼の外套と茶色の帽子を見，次に青い制服とがいこつの印のついたまびさしのある帽子を思い浮 

かべた。そのとき，過去の出来事がまざまざとよみがえってきた。頭上にどぎつい明かりをともした 

広い部屋，部屋のまん中に山のように積み上げられた哀れな衣類や靴，この男の前を下着も着けず 

に裸で通らなければならなかった恥ずかしさ。そしてわたしの前には，かさかさの皮膚を通してあば 

らがはっきり見えるほどやせた，弱々しい妹がいた。ベッツィ—，あなたは何とやせ細ってしまったの。 

〔ベッツィ—とわたしは，オランダがナチの占領下にあったとき，ユダヤ人を家にかくまったかど 

で捕らえられ，ラ一ベンスブルクの収容所に送られていた。そこの監視人がこの男だったのである。〕 

彼はわたしの前に立ち，手を差し出した。『すばらしいお話でした。あなたがおっしゃるように’わ 

たしたちのすベての罪が海の奥深く沈められるということは，ほんとうにうれしい話です。』 

赦しについてあれほど流暢に話していたこのわたしは，差し出された手を握ろうともせず，ハンド 

バッグの中をかき回していた。彼はもちろんわたしのことなど覚えていない。収容所の何千人という 

女の中の一入を覚えているはずがない。 

でも，わたしは覚えている。彼のことも，ベルトに下げていた皮の鞭のことも。わたしを捕らえて 

ひどい仕打ちをした男たちの一人を目の前にして，血力《凍りつくような思いだった。 
『お話の中でラーベンスブルクとおっしゃいましたが......』と彼は言った。『わたしはそこの監視 

人でした。』彼はわたしのことなどまったく覚えていなかったのである。 

『あれ以来』と彼は続けた。『わたしはクリスチャンになりました。わたしがあそこでした残酷な 

ことを神は赦してくださったと分かっていますが，あなたのロからそれをお聞きしたいのです。』そ 

して再び手を差し出して，『わたしを赦してくださいますカゝ』と言った。 

わたしはただ立っていた。自分の罪は何度も何度も赦してもらってきたわたしだったが，赦すこと 

はできなかった。ベッツィ一は収容所で死んだ。ただ赦しを求めさえすれば，べッツィ一の惨めな死 

をぬぐい去ることができるというのだろうか。 

彼が手を差し出したままそこに立っていたのはほんの数®̂ 、のことであったが，わたしには，これま 

でにない難題中の難題に直面して何時間もたったように思えた。 

赦さなければならないことは分かっていた。神は赦されるというメッセージには前提条件カぢ寸いて 

いた。その条件とは，自分を傷つけた人を赦すことである。『もし人をゆるさないならば，あなたが 

たの父も，あなたがたのあやまちをゆるしてくださらないであろう。』イエスはこう言われた。 

わたしはそのことを単に神の戒めとしてだけではなく，日々の経験から承知していた。戦争が終 

わると，わたしはナチの残虐行為の犠牲者のためにオランダに療養ホームを設立した。肉体的にど 

のような傷跡を残していようとも，昔の敵を赦すことのできた人は社会に復帰し，生活を立て直す 

ことができた。しカゝし，憎しみをいつまでも抱いている人は立ち直ることができなかつた。それは恐 
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ろしいほどはっきりした事実だった。 

わたしはまだ心を凍らせたまま立っていた。赦しは感情的なものではないことも知っていた。赦し 

は意志に基づく行為であり，その意志は心力{凍っているいないにかかわらず鋤くことができるはず 

だ。『イエス様，助けてください……！』わたしは心の中で祈った。『わたしは手を差し出します。そ 

こまではわたしにもできます。ですから，心から赦すという気持ちを起こさせてください。』 

そしてわたしはぎこちなく，機械的に手を差し出し，相手の手を握った。そうするやいなや，信じ 

難いことが起こった。肩に電流のようなものを感じたと思ったら，それが腕に下がっていき，握り合 

った手に伝わってきたのである。それから，この和解の温かい血潮はわたしの体中に流れたように 

感じられ，涙があふれた。 

『わたしはあなたを赦します，兄弟。心の底からです。』わたしはこう言った。 

しばらくの間，わたしたちは手を放さなかった。かつての監視人と囚人が。わたしはあのときほど 

神の愛を強く感じたことはない。」（コリ一•テン•ブーム“I，m Still Learning to Forgive” 

Guideposts Magazine「わたしはまだ赦しを学んでいます」『ガイドボストマガジン』誌の許可を得 

て掲載。Copyright 1972 by Guideposts Associates, Inc.. Carmel, NewYork 10512) 

結 び 

聖句と証 レッスンのまとめとして教義と聖約64 ： 8-10を読んで聞かせ，教師自身の経験またはほかの人 

の体験を話して，赦しの教えを理解させる。主力《約束されている祝福を得るためには，この原則を 

守らなければならないことについて証を述べる。 

聖 句 紙に書かれているエペソ4 ： 32をもう一度読み，赦すことと救い主の模範に従うことによって， 

人々に親切にし，優しくするように勧める。 
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祈りと瞑想 第24課 

めいそう 

目 的 生徒は，毎日祈ることと瞑想することの価値を認識する。 

準 備 1.視覚資料14「ゲツセマネで祈られるイエス」®2175)巻末参照 

2.「人生はもろいものです。ですから，祈りをもって大切に扱ってください」という，ハロルド* 

B •リ一大管長の言葉を書いた紙を用意する。 

3.次のような招待状を生徒の人数分用意する。 

招待状 

だれ：教義と聖約104 ： 79 

なぜ：教義と聖約19: 28 

：1テサロニケ5 ：18 

ヤコブの手紙1_: 5 _ _ 

アルマ34 ： 27 

どのように：3 ニーファイ19 ： 6 

1テモテ4 ：15 — 

どこで：マタイ6 ： 6 

：ァルマ34: 26 

いつ：アルマ34 ： 21 

1テサロニケ5 ：17 

約束：ァルマ37 ： 37 

御出席いずれかに〇印を付けてください。 

御欠席 

4.この課の次の項目を読んでくるように割り当てる。 

a.詩「形にとらわれない祈り」 

b.祈り方に関するH •バーク•ピーターソン長老の話 

c.瞑想に関するデビッド• 0 •マッケイ大管長の話 

5. 二人の生徒に，「祈りは魂の」（『賛美歌』83香）をデュエットで歌ってもらうように頼んでおく。 

6.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

レッスンの展開 導入一招待状を配る 

配付資料 用意しておいた招待状を生徒に配る。招待状の内容を知るために，生徒はレッスンの中で招待状 

に書かれている聖句を読むように指示を受ける。 

この招待状はだれあてのものであるかを生徒とともに話し合う。教義と聖約104 ： 79を開けさせ, 

一緒に読む。この聖句によって，招待状が生徒一人一人にあてられたものであることが分かる。 

聖典は祈りについて教えている 

話し合い 主はなぜわたしたちに祈るように言っておられるのか，その理由を生徒に述べさせる。その後で, 

招待状に書かれている4つの聖句を読ませ，主が述べておられる理由を挙げさせる。 
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教義と聖約19: 28 (戒めである）；1テサロニケ5 ：18 (すべてのことについて感謝する，神が 

求めておられることである）；ヤコブの手紙1：5铷恵に不足しているなら）；アルマ34: 27 (自 

分自身とほかの人々の幸福のために祈る） 

このほかにも祈る理由はたくさんあり，上記の理由はその一部にすぎないことを説明する。 

詩 祈りの仕方について話し合う前に，割り当てておいた生徒に次の詩を朗読させる。 

形にとらわれない祈り 

レムエル•キース執事が言いました 

「正しいお祈りの仕方は 

それも唯一の正しい姿勢は 

ひざまずくことです」 

神学博士のワイズ牧師は言いました 

「いや，お祈りはまっすぐ立って腕を広げ， 

一心に天を仰いで 

ささげるべきです」 

スノー長老は言いました 

「いやいや，とんでもない 

そのような姿勢はあまりにも高慢です 

目を閉じ， 

頭を低く垂れて祈るべきです」 

神学博士のハント牧師はこう言いました 

「わたしは，前で手をぐっと握り締め， 

両手の親指を地面に向けて 

祈るべきだと思います」 

それを聞いたサイラス•ブラウンは，誇らしげにこう言いました 

「去年ホジキンの井戸に 

まっさかさまに落ちたが， 

かかとが天を向いて， 

天地が引っ繰り返った 

おらあ，どうすることもできねえから 

そのままのかっこうで祈っただ 

今までのうちでいちばんいい祈りだった 

逆立ちしたまま祈ったときがね」 

(サム•ウォルター•フォス T h e Prayer of Cyrus Brown” The Stars to Steer By「サイラス• 

ブラウンの祈り」『星に導かれて』ルイス•アンターマイヤー編，pp.301 —302) 

聖 句 生徒に，招待状にある3 ニーファイ19 ： 6を開けさせる。救い主はアメリカ大陸を訪れたとき，弟 

子たちに祈りの仕方を教えられ，それから弟子たちは民に教えた。生徒にこの聖句を読ませ，ニー 

ファイ人はどのように祈るように教えられたか尋ねる。 

引 用 天父は，わたしたちが天父により近づくことができるように，現代の指導者を通してどのように 

祈るべきかについて多くの勧告を与えてくださっている。割り当てておいた生徒にH •バーク•ピ 

—夕一ソン長老の話を読んでもらい，その提案について話し合う。 

「主に打ち明けたり主との対話一一祈りと呼びたければそれもいいでしょう——をより豊かなもの 

に向上させたりする必要を感じたならば，次のことをしてみるようにお勧めします。まず一人になっ 

て考え，ひざまずいて声に出して祈ることのできる場所へ行ってください。寝室や浴室，押し入れ 

の中でもよいでしょう。そうしたら，主を心の中に思い描きます。そして自分がだれに向かって話し 

ているのかを考え，思いを制します。雑念カヾ入らないようにして，あなたの父であり友である主に話 
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第15課 

しかけるのです：:.そして，自分が心から主に話したいと思っていることを話します"意味のない使い 

古された言葉を並べるのではなく，誠心誠意，真心をもって主と話します。主に心の底を打ち明け， 

赦しを求め，嘆願し，また主と親しみ，感謝し，主への愛を表してください。祈った後は，主の答え 

に耳を傾けてください。……主の答えは静かに，非常に静かにやって来ます。事実，主の答えを自 

分の耳で聞く人はほとんどいません。ですからわたしたちは心を傾けてよく聞かなければなりません。 

さもないと決して主の答えを知ることはできません。主の答えは，ほとんどの場合，温かいよい気持 

ちとして心に感じられます。あるいは心に思いとして生じる場合もあります。主の答えは，備えので 

きた人，忍耐強い人に与えられるのです。」(Conference Report『大会報告』1973年10月，p.13) 

視覚資料を使った 救い主がゲツセマネの園で祈りをささげておられる絵を見せ，この絵から祈りにっいて何を学ぶ 

話し合い ことができる力、，生徒に挙げさせる。謙遜になること，一人になれる場所で祈ること，信仰をもって 

祈ること，ひざまずくこと，集中すること，瞑想することなどが出るであろう。 

瞑想は祈りの一つの形である 

招待状の「どのように」の欄にある1テモテ4 ：15を読むように言う。それから瞑想という言葉 

は何を意味すると思うか尋ねる。 

生徒が上の質問に答え終わったら，割り当てておいた生徒に次のデビッド.0 •マッケイ大管長 

の言葉を読んでもらうc 

「わたしたちは祈りの本源である瞑想の価値についてまったく注意を払っていないように思う。… 

…瞑想は魂の言葉であり『個人の祈り，あるいは宗教上のある主題について深く思い巡らすという 

霊的な儀式の一つである』と定義されている。瞑想は祈りの一つの形なのである。…… 

瞑想は， も神秘な，また も神聖な扉である。わたしたちはその扉を通って，主の前に行くの 

である。」（MaziMayK/Kw/orMmsd/『白分で知るために』クレア•ミドルミス編，pp.22 - 23) 

ここでもう一度，ピー夕一ソン長老カ褪案している一人になれる場所について簡単に話し合う。そ 

れから，自分だったら瞑想するためにどこへ行くか，生徒に尋ねる。 

どこで，どのように祈り，また瞑想するかは互いに密接な関係がある。生徒に招待状の「どこで」 

の欄に記されている聖句を開カゝせ，一緒に読むc主はどこで祈るように勧めておられるか話し合う。 

マタイ6 ： 6 (自分の部屋か秘密の場所で祈りなさい） 

アルマ34 ： 26 (部屋の中，秘密の場所，野の中） 

ここで生徒に，自分たちにとってとはどこであるかを考えさせる。一人で瞑想できる場所を 

幾つか考え出せるように助ける。 

天父はまた，いつ祈るべきであるかも教えてくださっている。招待状の聖句を参照して，いつ祈 

るべきかを学ばせる。 

アルマ34: 21(朝も昼も晚も祈りなさい） 

1テサロニケ5 ：17 (絶えず祈りなさい） 

天父はいつでもわたしたちの祈りを聞いてくださり，わたしたちが天父と祈りによって交わるよう 

望んでおられることを強調する。義にかなった生活とは，絶えず主に感謝の祈りをささげることを 

含む。 

人生はもろい一一祈りをもって大切に扱う 

提 示 次の言葉を書いた紙を提示する。「人生はもろいものです。ですから，祈りをもって大切に扱って 

ください。」（ハロルド.B •リー『大会報告』メキシコ•中央アメリカ地域大会，1972年，p.48) 

黒 板 日々の生活には様々な問題や決断しなければならないこと，誘惑などがあるが，祈りと瞑想によ 

ってもっと有効に解決できるものにどんな事柄力《あるカゝを尋ねる。生徒の意見を黒板に書く。 

螟想と祈りは以下の事柄に役立つ 

聖句を使った 

話し合い 

引 用 

聖句を使った 

話し合い 

聖句を使った 

話し合い 
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1.証を築く。 

2.消極的な態度を克服する。 

3.意義ある断食をする。 

4 .仲間の圧力にくじけない。 

5.教会の標準を守る。 

6.学校での問題に対処する。 

7.自己のイメージを向上させる。 

8.知恵の言葉を守る。 

9.良い習慣をはぐくむ。 

10.弱点を克服する。 

引 用 參黒板に挙げられたような問題について祈るとき，瞑想することによってどのようにその効果が増 

すでしよう力、。 

生徒が上記の質問に答え終わったところで，質問の意味をさらに明確にするため，次のボイド• 

K •パッカー長老の言葉を読む。 

「何か問題があれば，まず自分の心の中で考えてみてください。深く考え，分析し，熟考するの 

です。聖典を読み，その問題について祈るのです。…… 

毎日少しずついろいろなことについて深く考え，とっさに重大な決定をせざるを得ないような羽 

目に陥らないようにしてください。•…” 

わたしは，経験から，重大な問題と取り組む 適の時間帯は，朝の早い時間だと考えています。朝 

は心もさわやかですし，反応も敏感です。肉体的にも十分休息カ诹れています。この時間帯こそ，物 

事について丹念に考え，かつ個人的に啓示を受ける時なのです。」（「自立」『聖徒の道』1976年4月 

号，p.206) 

結 び 

多くの招待状には出欠の返答を問う項目が含まれており，招待状を受けた人はどちらにするかを 

決め，その返事を出さなければならない。瞑想と祈りに関する招待を受け入れるかどうかを決める 

前に，まず招待状に書かれている約束を読むように言う。アルマ37 ： 37を読ませ，主がどんな約束 

をされているかを学ばせる（主はわたしたちを善い方に導き，わたしたちを見守り，終わりの日には 

高く上げてくださる)。 

招待を受けるかどうかを真剣に考えるように言う。もし瞑想し祈るという招待を受けるのであれ 

ば，日々の生活の中で必ず実行することを決意しなければならない。 

「人生はもろいものです。ですから，祈りをもって大切に扱ってください」という言葉をもう一度 

3冗む。 

証 生徒に祈りのある生活を送るように勧め，教師自身の生活における祈りと瞑想の価値について証 

する。祈りに関する教師自身の経験を話してから，生徒たちもそれぞれの経験を話すように言う。 

賛美歌 割り当てておいた姉妹に「祈りは魂の」（『賛美歌』83番）を歌ってもらい，レッスンを終わる。 
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安患日 

目 的 生徒は，各自の安息日の過ごし方を向上させるように努力する。 

準 備 1.人数分の紙と鉛筆 

2.下図を参照して，行いの物差しを人数分作っておく。 

3.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

レッスンの展開 

聿s己活動 

安息日の備えをすることは，その祝福をさらに豊かなものにする 

生徒に紙と鉛筆を配る。紙を縦に二つに折り，左の欄に「先週の日曜日にしたこと」と書かせるC 
この活動は5分以内で終わるようにする。この紙は後でも使用するので大事に保管させる。 

物 語 次の話を読む。 

「わたしはこう考えたのを覚えている。『わたしは一体どうなってしまったの。日曜日が嫌なのnど 

うしてなのかよく分からないけど，頭力《痛くなったり，泣いたり，両親と言い争ったりしてしまうの。 

毎週教会にちゃんと行っているのに，別に目に見えて進歩があるわけではないし。約束されている 

祝福は一体どうなっているのかしら。わたしは安息日を聖く保とうと努力しているわ。映画や買い 

物にも行かず，集会に出席しているのに，わたしのどこが悪いというの。』ところ力むわたしは自分 

の間違っていたところに気がついたのである。 

日曜日に学校の宿題をしたり，テレビを見たり，裁縫したりすること，また友達の家に行ってお 

しゃべりしたりすること，これらはほんとうは安息日の聖い過ごし方ではないことを，わたしは知っ 

ていた。これでは日曜日はほかの日と何ら変わりないからである。 

そして安息日に関するレッスンを受けたときから，わたしはこれまでの生活を変えようと決意し 

た。まずわたしは自分をよく見詰めようと決心した。一度こう決心すると，安息日をいっそう特別 

な曰にすることに関して，多くの霊感を受けた。レッスンでは，安息日に先立って，前もって準備 

しておくことのできる事柄のリストを作るようにと教えられた。リストカ《できたら，なすべきことが 

きちんと分かるようになった。」 

グループによる レッスンの初めに作ったリストを参照させ，日曜日をいっそう特別な日とするために，土曜日に 

ブレーンストーミング行った方がよい事柄を選ばせる。日曜日は聖なる日であるから，そのために特別な準備をする必要 

があることを指摘する。生徒を幾つかのグループに分け，それぞれ書記を決めさせる。各グル一プに 

以下の質問のいずれか一つを与え，ブレーンストーミングを行わせる。5分以内で終える。その際 

自分の「日曜日の行い」のリストを参考にさせる。 

1.日曜日を特別な日とするために，土曜日にどのような準備をしたらよいでしようか。 
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安息日行動測定 

それは良しヽ行いでしようか。霊的な高揚に役立ちますか。イエス様もされるようなこと西か。 
わたしの目標：世の汚れに染まらない生活をする。 



2.日曜日をさらに霊的な日とするために，今まで安息日に行ってきたことのうち，どんなことを 

改める必要があります力、。 

3.日曜日に家族がともに過ごし，一緒に活動ができるようにするためには，どんな準備が必要で 

すか。 
各グループの書記に，グループで話し合ったことをまとめて発表してもらう。 

黒板を使った 

話し合い 

參安息日のために前もって備えることにより，どのような祝福を受けることができますか（満足感， 

安息日の心構え，考え，瞑想し，祈り，聖典を読む時間，家族や天父とのきずなを強める)。生徒の 

意見を黒板に書く。 

聖 句 安息日を聖く保つとき，わたしたちは天父の戒めに従ったことに対する祝福を受ける。一人の生 

徒に，出エジプト20: 8-11を読ませる。 

言葉と思いと歌と行いによって天父を礼拝する 

教義と聖約59: 9-10には，安息日にはどこへ行くべきかにっいて述べられている。一人の生徒 

にこの聖句を読ませる。 

•安息日にはどこへ行くようにと書かれていますか。 

參聖餐会にはどのような態度で出席すべきですか。 

參家族全員力《そろって集会に出席することによって，そのきずなと関係はどのように強められますか。 

聖句を使った 

話し合い 

引用と話し合い 次の引用文を読む。 

「わたしたちは服装や身だしなみなど外見的なものに比べ，内なる心を準備しようとしないで，礼 

拝に出かけたり，ささげ物を納めたりすることがあまりに多い。」（ロバ一ト• L •シンプソン， 

Conference Report『大会報告』1966年10月） 

參安息日を迎えるに当たって，「内なるi、」をどのように準備したらよいでしょう力、。 

事例研究 次の事例研究を行い，話し合う（安息日を聖く保つ方法も，逆に汚す方法もいろいろあることを 

理解させる)。 

1.幸枝と則子は監督が開会の祈りの発表をしているさなかに，そっと後ろの席に着いた。そして 

聖餐会の間中ひそひそとおしゃべりをし，メモを書いては交換し合っていた。 

•幸枝と則子の態度は，周りの人々にどのような影響を及(rrでしょうか。 

2.聖餐の賛美歌のとき，栄子はいすの背に低くもたれ，賛美歌も歌わずに目を閉じていた。 

•賛美歌の歌詞やメ ロデイ一は集会の雰囲気にどのような影響を及ぼしますか。 

3.聖餐会のとき，みどりは陽子の隣に座った。聖餐力《祝福され，配られている間，みどりの心は 

昨日見た映画のことでいっぱいだった。聖餐が回ってきて陽子につつかれ，みどりははっと我に 

返った。 

參みどりの内なる心と外見の敬虔さを比べた場合どうでしょうか。 

•聖餐式の間もっと敬虔になるためには，どうしたらよいでしょうか。 

4.照美は監督の悔い改めについての話に聞き入っている6そしてこのすばらしい福音の教えを聞 

いて，平安な気持ちに浸っている。 

參照美はどのように敬虔な態度を示しましたカゝ。 

參敬虔になることによって，どのような祝福を受けることができますか。 

5.日曜日の集会後，恵美子は静江から新しく買ったレコードを聞きに来ないかと誘われた。一方， 

別の友達の明子が病気だということを聞いた。土曜日に母のクッキー作りを手伝ったことを思 

い出した恵美子は，静江の家に行ってポピュラーミュージックを聞く代わりに，クッキーを持っ 

て明子のお見舞いに行くことにした。 

參恵美子の行いには礼拝のときの敬虔な思いがどのように反映されていますか。 

參恵美子がもし静江の家に行っていたら，礼拝のときに感じた敬虔な気持ちはどうなったでし 

ようか。 
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まとめとして，わたしたちは言葉や良い思い，霊的な音楽，良い行いなどを通して主を礼拝でき 

ることを指摘する。礼拝とは生活や行いを通して天父に従うことである。 

引 用 次のベンソン大管長の言索を読む。 

「安息日の目的は，霊的な高揚を図ること，交わした聖約を新たにすること，礼拝，休息，祈り 

を行うことである。世に染まらないように，神の戒めを守ることによって霊の糧を得ることである。」 

(エズラ•タフト.ベンソン，God, Family, Country: Our Three Great Loyalties『神と家庭と国家』 

pp.10 -14) 

安息日の行いを反省する 

話し合い 參安息日に何をし，何をしてはいけないのか，どのようにしたら知ることができますカゝ。 

•安息日にしてよいこと，してはいけないことの表が欲しいと思いますか。 

その昔，ユダヤ人は安息日を聖く保つために与えられた指示に従い切れなかった。してよいこと 

と，してはいけないことをはっきり知らせるために，ユダヤの律法学者による厳しいおきてが定めら 

れた。次に挙げたものはそのうちの幾つかである。 

1.「ある種の結び目は結んでもほどいてもいけない。片手でできるものであれば，ほどいてもよい。」 

2. 「火はつけても消してもならない。」 

3. 「旅行できる距離は1マイル（1.6キロ）よりやや長い距離以内で，それをわずかでも越えては 

ならない。この距離は『安息日に許されている距離』として知られ，モ一セの時代に使われてい 

た幕屋から も遠い天幕までの往復距離から計算されたものである。もし安息日に1マイル以 

上旅をすれば，働いたと見なされ，罪に定められた。」（“Is It Lawful to Do Good on the 

Sabbath" NewTestament Daily Teacher Manual「ユダヤ人の律法による安息日の行い」『セミ 

ナリーハンドブック』p.15) 

4.律法を知らない鶏力{安息日に産んだ卵を食べてもよいかどうかという問題が起こった。一人の 

ラビはこれを許し，もう一人は禁じた。（アルバ一ト• E .ベイリ一，Daily Life in the Bible 

Times『聖書の時代の日常生活』p.255参照） 

引 用 わたしたちには安息日に関してこのような制約とは異なった，末日の指示が与えられている。 

「わたしたちの時代にあって，主は安息日を守ることを非常に重要視しておられる。…… 

わたしたちは安息日を安息日として過ごさないことが普通になっている社会に住んでいる。…… 

わたしたちは，世にあって世のものとなってはならない。…… 

安息日に買物をすべきではない。シオンの町では安息日に買物をする人は一人としていないだろ 
う。 

安息日に娯楽行事に参加したり，»や釣りに出かけるべきではない。 

もし，わたしたちが……したいと心から思うならば，主が教義と聖約の59章で与えられた指示の 

範囲内で安息日を過ごすはずであるJ (マリオン• G • ロムニ一「汝ら主の器を持つ者よ清くあれ」 

『聖徒の道』1974年9月号，p.423) 

參教義と聖約59: 9によると，安息日のおもな目的は何ですか泄の汚れに染まらないようにする 

しと)。 

鲁それ力《世の汚れに染まらないような行いかどう力、，どのようにして判断しますか。 

自己評価 次の質問を黒板に書き，各々の手もとにある紙の右の欄に順に書かせる。 

1.それは良い行いでしょうか。 

2.霊的な高揚に役立ちますか。 

3.イエス様もされるようなことですか。 

上の3つの質問を基準にして，日曜日に各自が通常行う事柄を評価させる。 

教師の提示 これらの質問は，その行い力く安息日にふさわしいものかどうかを判断する際の基準となるもので 

ある。この方があらゆる場合について細かいおきてを定めるよりも，はるかに高度なものだと言える。 
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安息日の目的と世の汚れに染まらないという目標を心に留めるなら，わたしたちはさらに安息日に 

ふさわしい行動が取れるようになる。 

引 用 3つの基準について話し合ってから，次の教会指導者の言葉を読む。 

「家庭にあっても教会にあっても，あなたがたの思いと行いは常に安息日の精神と目的に一致し 

たものでなければならない。娯楽やレクリェーションの場所というのは，時として必要な目的を果た 

してくれはするカヾ，霊の成長を促すものではない。このような場所はあなたがたを『世の汚れに染ま 

ら』ないようにするどころか，むしろ安息日の律法に従って行動する人に約束されている『地に満 

ちているもの』を受ける妨げとなる。安息日を破ることを習慣とする人は，安息日を聖くすること 

を怠った者として，わずかばかりの楽しみのために，全身にあふれるほどの喜びを失うことになる。 

そういう人は，肉の欲求を満たすことばかりに心をとらわれて，霊の健康を犠牲にしているのであ 

る。」（ハロルド• B •リー，Decisions for Successful Living『立派な生活を築くための決断』 

pp.147 - 148) 

配付資料 全員に，行いの物差しを配り，3つの基準に従って自らの行いを評価し，安息日をさらに聖くす 

るよう励ます。安息日を聖く守ることの大切さと，それに伴う祝福について証を述べる。 

110 



第26課 

あかし 

目 的 生徒は，証を得，強め，分かち合う方法を学ぶ。 

m備 1.種と鉢植えの植物を用意する。 

2.模造紙に以下のことを書いておく。 

証とは，以下の事柄ド対して聖霊から受ける確かな知識である。 

a.イエスは神の御芋であり，世の救い主である。 

b.ジョセフ•スミスは福音を回復した神の預言者である。 

c.末日聖徒イエス•キリスト教会は唯一のまことの教会であり，今日でも預言者によって導 

かれている。 

3.別々のカードに次の参照聖句を書く。アルマ32 ： 27 ；教義と聖約11：22 ；モロナイ10 ： 4 ； 

ヨハネ7 ：17 ；アルマ5 ： 46。 

4.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

レッスンの展開 

実物を使ったレッスン 

と聖句を使った 

話し合い 

導 入 

花の種と鉢植えの花を生徒に見せる。 

•この二つにはどのような関連がありますか。 

參この種が生長して大きくなるためには，どのような過程を経なければなりませんか。 

『モルモン書』の中で，アルマは種をあるものにたとえている。生徒にアルマ32 ： 27 —28を読ま 

せ，種を何と比較しているのかを理解させる（神の言葉)。 

參神の言葉が真実であるという知識を何と言いますか（証)。 

提示と話し合い 

聖 句 

証に関するマッコンキー長老の定義を書いた紙を掲示し（「準備」の項参照)，生徒の一人に読ま 

せる。証にとって も重要なこれらの要素が一つでも欠けていれば，わたしたちの証は完全ではな 

い。このマッコンキー長老の定義はレッスン中ずっと掲示しておく （ブルース• R •マッコンキー, 

Conference Report『大会報告』ボリビア•ラパス地域大会，1977年，p. 7参照)。 

だれでも証を得ることができる 

証を得ることを種の生長にたとえたアルマ自身，強い証を持っていた。彼は若いときに主の使い 

の訪れを受けたが（モーサヤ27: 8-15)，そのアルマも福音力{真実であるということを自分自身で 

知らなければならなかった。 

生徒の一人にアルマ5 ： 45-46を読んでもらう。 

•アルマはどのようにして知りましたか。 

だれも生まれながらにして証を持っている人はいない。証を得ようとする真剣な努力は，ほぼマイ 

アメイドの年齢になるころから始まるものである。 

考えさせるための質問 •あなたはマッコンキ一長老が説明しているような福音の証を持っています力、。 

鲁あなたはアルマのように，「わたしは自分で知っている」と，心の底から言うことができますか。 

•まだ証を持っていない人は，どうすれば証力て得られるのだろうかと考えたことがありますか。 

引用と話し合い スペンサー.W •キンボール大管長は，だれでも証を得ることができると，次のように述べている。 

「わたしたちは……神が実在することについて，またキリスト力《今も働いていらつしやることにつ 

いて……さらに神がジョセフ•スミスを通して福音を回復されたことについて，はつきりとした確 

1 1 1 

証 



信を得ることができるC……これらのことは，太陽力《輝いていることをはっきり知ることか’できるよ 

うに，すべてのふさわしい人に明らかにされる。この知識を得ることができないのは，その代価を払 

っていないからである。」(Faith Precedes the Miracle『奇跡に先駆ける信仰』pp.13-14) 

參キンボール大管長カ艰案しているように「代価を払う」ためには，わたしたちは何をしなければな 

らないでしょうか（神とキリスト，またジョセフ•スミスと回復にっいて知識と証を得なければ 

ならない)。 

聖典の中には，証を得るためにどのような代価を払わなければならないかについて，ほかにも預 

言者たちの言葉カ衝録されている。 

聖句を使った 以下の聖句を書いたカードを配る。アルマ32 ： 27 ；教義と聖約11：22 ；モロナイ10 ： 4 ；ヨハ 

活動と話し合い ネ7 ：17 ；アルマ5 ： 46。クラス力5大きい場合には，4つか5っのグループに分ける。小人数の 

クラスの場合には，個々にあるいは二人1組で行う。配られたカードの聖句に生徒が目を通した後， 

各グループに次の質問をする。 

•あなたの読んだ聖句には，証を得るためにはどのような代価を払わなければならないと書かれて 

いますか。 

生徒の答えと参照聖句を黒板に書き，証を得るためにそれがどのように役立つかを話し合う。 

信じようとする望み07ルマ32 ： 27) 

聖典や近代の預言者の言葉を勉強する 

激義と聖約11：22) 

誠心誠意祈る（モ•ナイ10 ： 4 ) 

福音の原則を実行する（ヨハネ7 ：17) 

断食と祈り（アルマ5 ： 46) 

注——後でも使うので，黒板は消さずにそのままにしておく。 

參望みを持ち，聖典を勉強し，祈り，正しい生活をし，断食をするという代価を払った後で，証を 

得る 終段階として何を受けなければなりませんか。 

生徒がこの質問に正しく答えられない場合には，モロナイ10: 4を読ませる。 

証はすべて，それがすぐに得られようが時間がかかろう力％聖霊の力を通してもたらされる。証は 

人によって得る方法力《違う力ぐ，よく言われるように，心に燃えるような感じや思いとして与えられ 

る（教義と聖約8 ： 2 - 3 ； 9 ： 8 ；ルカ24 ： 32参照)。 

引 用 「ただ証言するだけでは十分ではありません。初期の十二使徒の証も聖霊の証に根ざしていなけ-

ればなりませんでした。 ある預言者は，聖霊の証はわたしたちの心に天使の訪れよりも強い印象を 

与えると述べています0」（ダリン-H •オークス「キリストの証人」陛徒の道』1991年9月号，p.33) 

証は偉大な報いをもたらす 

物語と話し合い 若い女性がいったん証を得ると，その生活には，特別な祝福がもたらされるものである。同年代 

の少女の話を聞きながら，彼女の持つ福音の証がどのような祝福をもたらしたかを考えるように指 

不1るo 
「1972年5月のある日，王竹玲（ワンチクリン）は台湾，高雄（カオシュン）市の通りを歩いてい 

ました。ふと見ると，二人の外国人が通行人一人一人にちらしを手渡していました。渡されたちら 

しには，イエス•キリストの福音の回復について書かれていました。……竹玲は福音の教えの中で 

手厚く育てられてきたので，これを読んで御霊に動かされ，福音が回復されたことについてもっと 

知りたいと思いました。竹玲が宣教師に連絡を取ると，間もなく長老たちの訪問を受けました。そ 

して話を聞いたその瞬間から，福音が真実であると知り，パプテスマを受けたいと思いました。 

教会の牧師であったお父さんには，娘の願いが理解できませんでした。でも竹玲が末日聖徒イエ 

ス•キリスト教会についてさらに詳しく話すと，お父さんも回復のメッセージを受け入れてくれま 
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した。 

1973年4月1日の日曜日，竹玲は両親と蚵寮（力リョウ）教会の62人の信者とともに高雄の教 

会堂へ向かいました。その日，竹玲は目に涙を浮かべて，両親がパプテスマを受けるのを見ました。 

……また幼いころから愛してきた48人の人たちがパプテスマの水に沈む姿を見て，その喜びはあふ 

れるばかりでした。 

……15歳の少女の力と勇気と証によって，一つの教会の大勢の信者が末日聖徒イエス•キリスト 

教会に導かれたのです。」（メイラン• R •ジヤクソン「王竹玲」『聖徒の道』1974年1月号，p.7) 

•竹玲の証は，自分自身やほかの人の生活にどのよう令祝福をもたらしましたか。 

物語と話し合い 次の若い改宗者の体験から，証が個人的に及ぼした影響について学ぶことができる。証が彼女の 

生活にもたらした祝福を注意して聞かせる。 

「パプテスマを受けて間もなく，わたしは手術を受けることになりました。教会員でない友達が病 

院にお見舞いに来てくれたとき，わたしは末日聖徒イエス•キリスト教会のパプテスマを受けたこ 

とを話しました。すると彼女は，わたし力《入院するような羽目になったのは，キリストを信じない教 

会なんかに入ったからだと言いました。わたしは驚いてしまいました。彼女は何年間もこの教会の 

会員に囲まれて生活していながら，教会のことについては何も知らなかったのです。 

わたしはそれまで証を述べたことはありませんでした。でもそのときはどうしても証をしなければ 

ならないと感じました。わたしはこの教会がイエス•キリストを礼拝していること，イエスは神の御 

子であること，ジョセフ•スミスが神の預言者であること，教会は今でも啓示によって導かれてい 

ることを彼女に話しました。 

わたしが証を述べたからといって，彼女力敬会に入る決心をしたわけではありませんが，この経験 

を通して，わたしは言葉では言い表せない内に秘めた力のようなものを感じることができました。こ 

の力は入院中わたしの支えとなってくれましたし，それ以来ずっと心のよりどころとなっています。」 

參証を述べることによって，どのような恵みがもたらされますカ Cゝ 
參証を述べるとき，内なる力がわき，慰め力《得られるのはなぜですか。 

教師の証 

実物を使った 

レッスンと言舌し合い 

証を得るために喜んでその代価を払おうとする人はだれでも，証を受けることができ，その証に伴 

う祝福を受ける。 

証は絶えず強め，述べなければならない 

參一度福音の証を得たら，決してそれを失うことはないという保証はありますか。 

鉢植えの花を見せる。 

春証とこの鉢植えは，どんな点力M以ていますカゝ。（どちらも絶えず手入れをして養い育てる必要があ 

る0) 

鲁十分な手入れがされないと，証はどうなりますか。 

參証を失う理由としてどんなことが挙げられますか。（安息日を守らない，祈りや福音の勉強を怠 

る，霊的な事柄よりこの世的な事柄を追い求める，知恵の言葉を破る，など。） 

參この鉢植えの花に水をやり，十分な手入れをしたら，どうなりますか。 

証についてもこれと同じことが言える。 

•どのようにしたら証を強く保つことができますか。 . 

ここで黒板に注目させ，証を得るための方法は証を強めるためにも役立つことを理解させる。 

引用と話し合い 証を強める一つの方法は，証を述べることである。 

ゴードン• B •ヒンクレー長老はこう述べている。「一度証を得たら，わたしたちにはそれを人々 

に述べる責任がある。」（『大会報告』韓国*ソウル地域大会，1975年，p.12) 

•なぜわたしたちには証を述べる「責任」があるのでしようか（教義と聖約88 ： 81参照)。 

眷教会では月に1回証会がありますが，それはなぜだと思いますか。 

眷福音についての強い証を聞いたとき，あなたはどんな気持ちになりますか。 

參それはあなたの証にどんな影響を及ぼしますか。 
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わたしたちの証は，それを述べるとき，また人の証を聞くときに強くなる。 

次の若い女性は証を述べることによってそのことを体験した。 

物 語 「おもしろいことですが，証を述べることによって証は急成長します。わたしは教会員の家庭に 

生まれ，育ち，いつもできるかぎりの努力をして福音の教えに従ってきました。自分は人並みの強 

い証を持っていると信じていましたが，それを述べたことは一度もありませんでした。もちろん，親 

しい友達はわたしが教会に対して強い確信を持っていることを知ってはいました。でも，その程度 

だったのです。 

そしてある日，セミナリーに出席していたときのことです。クラスの中から3人力《指名されて，証 

を述べるようにと言われました。その一人がわたしだったのです。わたしはぎくりとし，怖くて心臓 

が止まりそうでした。ついにわたしの番が来たとき，わたしは何と言っていいのか分からないまま立 

ち上がりました。するとそのとき，ロから言葉が自然に出てきたのです。わたしは心に感じているま 

まを言葉にしました。イエスがキリストであり，この教会が真実のものであり，現在の大管長が神 

の預言者であると同様にジョセフ•スミスも預言者であったと証したのです。 

証を述べ終わったとき，わたしは心の中にとても温かい，特別な気持ちを感じました。わたしの証 

は強まったのです。ほんとうにそう感じました。それは花の生長を高速度撮影したものを見ている 

ようでした。」 

この証にはマッコンキー長老の述べた3つの事柄が全部含まれていることを指摘する。 

考えさせるための質問參あなたの証はどのくらい強いでしょうか。 

參証をより強くするために何をしていますか。 

•あなたは 近いつ証を述べましたか。 

教師の証 御霊の勧めを感じたら，生徒たちに対して証を述べるc生徒の一人一人が，イエスはキリストで 

あり，ジョセフ•スミスが預言者であること，また末日聖徒イエス•キリスト教会が今日唯一のま 

ことの教会であり，今日，生ける預言者がわたしたちを導いていてくれるということを，生徒の一 

人一人が自分自身で知ることができると確信していると述べる。翌月の証会で証を述べるように促 

す。 
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聖文の研究 第27課 

目 的 生徒は，毎日聖典を学びたいという気持ちをさらに強める。 

準 備 1.人数分の紙と鉛筆 

2.「導入」で指示されている品物 

3.以下の参照聖句をそれぞれ別のカードに書き，それを箱の中に入れておく。全員に少なくとも 

1枚は渡るように，必要に応じて同じものを何枚か用意する。 

マタイ18 ：15 

2 ニ-ファイ32 ： 9 

教義と聖約121：7 - 8 

ヤコブの手紙 1 : 5 - 6 

4.レッスンの 後に指示されているしおりを人数分作る。（できれば厚紙を用意する。） 

5. 2，3人の生徒に，自分の好きな聖句とそれ力ぐ好きな理由を話してくれるように，1週間ほど 

前に頼んでおく。 

6.任意——く考えることのすばらしさ」について発表するよう，一人の生徒に割り当てる。 

レッスンの展開 導 入 

次の品物の中から幾つかを展示する。ラベルの付いていない缶詰，ラベルの付いていない瓶，説 

明の書いていない洋服の型紙，作り方の抜けている料理の本。それぞれの品物の欠けている部分を 

指摘する。 

鲁このままの状態では，これらの品物はどんな価値がありますカゝ。 

•それぞれの品物の使い方が分かりますか。 

參説明書きはどんな価値があります力、。（その品物の使い方や作り方の指示が書かれている。） 

•わたしたちの人生で指示カ^!、要なのはどんなときですか。 

•人生に対する指示はどこに書かれていますか。（聖典を手に持って見せるo) 

聖 句 黒板に，2 ニーフアイ33 ： 4 - 5と書く o 
生徒に聖句を読ませ，聖典を読むべき理由としてニーフアイがどのようなことを挙げているか質 

問する。生徒たちの答えを黒板に書く。 

現在の聖典ができるまでには，多くの犠牲が払われた 

教師の提示 いつの時代にあっても，預言者は主とのかかわりを記録するように指示を受けてきた。そして，預 

言者や記録者は，わたしたちが聖典を手にすることができるように，多くの犠牲を払ってきた。 

筆記活動 生徒に紙と鉛筆を配る。生徒にそれぞれ聖典を1冊ずつ与え，割り当てられた聖典の 初の書の 

初めから紙に書き写すように言う。2，3分したらやめさせる。 

參今の速度で行くと，この聖典全体を書き写すのにどれくらいの時間がかかると思いますか。 

手で1冊の書物を書き写すことがどれほど単調で，時間と集中力を要するかを痛感させる。また 

預言者たちにとって，金属の版に文字を刻んだり，巻き物に記すことがどんなに大変な仕事であっ 

たかを強調する。聖文が言己録された後も，原文をほかの言語に翻訳するためには，長い歳月と主の 

直接の導きが必要であった。 

參聖典を書き写したり翻訳するのに時間や労力が要るほかに，今日のような聖典ができるまでには 

どんな努力や犠牲が払われましたか。 
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キクょう/な答え力'、考えられる。 

1.真鍮版を手に入れるためにニーフアイとその兄弟たちの払った努力（1ニ一フアイ3 - 4) 

2. ニーフアイの大版を抄録し，モルモンの版（後にジョセフ•スミスがこれを翻訳し，『モルモン 

書』となった）を刻んだモルモンの多大な努力（モルモンの言葉1：1 -5およびモルモン1 

1 - 5 ； 5 ： 8 - 9 ； 6 ： 6 ) 

3.記録を完成し，金版を地中に埋めたモロナイの孤独な労苦（モルモン8 ： 1 - 5 ；モロナイ 

1： 1 - 4) 

4.『モルモン書』を翻訳し，地上にイエス•キリストの教会を回復したことによってジョセフ•ス 

ミスが受けた苦難，迫害，そして殉教（ジョセフ•スミス-歴史1：30-67;教義と聖約 

135 ： 1 - 3 ) 

(上記の参照聖句は教師の参考のためであって，クラスで読み上げる必要はない。）これらの人々 

は不可能と思われるような責任を与えられたが，その努力によって，わたしたちは今日地上で神の 

言葉を読むことができるようになった。 

聖典を喜ぶ 

生徒の発表と聖句を 割り当てておいた生徒に，自分の好きな聖句を読み，それがなぜ自分にとって大切な聖句なのか 

使った話し合い を説明させる。 

參ニ一ファイは聖典に関してどのような態度をとっていましたか。（2 ニーファイ4 ：15を読ませる。) 

•「聖文に喜びを感じる」とはどういう意味ですか。（聖典を学ぶことを喜びとし，聖典があること 

を感謝すること。） 

自分自身力《抱えている問題について，聖典の中に答えを見いだせるようになると，聖典に対する 

感謝と喜びが増すことを説明するニ 

引 用 初期の教会指導者であったパーリ一• P、.プラットは，『モルモン書』を読んだときの経験を次の 

ように述べている。 

「わたしはむさぼるようにその書物を開き，タイトルページを読んだ。それから，この書物がどの 

ように発見され，翻訳されたかについて述べている数人の証人の証へと読み進んだ。そしていよい 

よ本文に入った。一日中読みふけった。食べることさえ面倒になり，食欲もなかった。夜が来ても 

眠るのが惜しかった。この書物を読み続けたかったのである。 

読みながら，わたしは主の御霊を感じた。そして人が自分の存在を簡潔明白に理解し認めるのと 

同じように，この書物力《真実であることを知った。わたしは喜びに満たされた。この大きな喜びのお 

かげで，わたしは人生のあらゆる悲しみや犠牲，試練に耐えることができた。」(Autobiography of 

Parley P. Pratt『パーリ一• P •ブラットの自叙伝』p.37) 

教師の提示 聖文は預言者たちに与えられた個人的な啓示であり，わたしたちがその聖文を読むときにはそれ 

がわたしたち個人への啓示となる。そのときわたしたちは心に喜びを覚える。つまり聖文を喜ぶので 

ある。 

聖句による問題解決 生徒に箱の中から参照聖句を書いたカードを引かせる。力一ドに書かれている聖句を見つけ，そ 

れを黙読させる。次に，教師は以下の問題を読む。生徒はそれを聞いて，自分に割り当てられた聖 

句によってその問題を解決できるかどうかを考えさせる。問題を解決できる聖句を持っている生徒 

は，それを読み上げる。 

順子は学校の人気者です。そんな順子のことを友達の澄江はねたましく思い，学校で順子の評判 

を落とすようなうわさを立てました。順子はどうすべきでしようか（マタイ18 ：15参照)。 

真知子は学校の成績のことで悩んでいます。自分の能力を 大限に発揮したいと思うのですが， 

そのためには助けが必要です。でもだれに，またどこに相談したらいいのか分かりません。どうした 

らいいのでしよう（2 ニーフアイ32: 9參照)。 

幸代は先日家族の一人を亡くしました。突然のことだったので悲しみも大きく，なかなか立ち直 

ることができません。慰めを得るためにはどうしたらいいでしようか教義と聖約121：7 -8参照)。 
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第27課 

秋子の家に二人の宣教師がやって来ました。彼らの話を聞いているうちに，秋子はこの宣教師の 

言うことが真実かどうか知りたいと強く思うようになりました。秋子はどうしたらいいでしょうか 

(ヤコブの手紙1：5 - 6参照)0 

眷皆さんの中で，聖文の中に自分の問題を解決する糸口を見っけたことのある人はいます力、。 

生徒に自分自身の経験を述べる機会を与え，聖句がどのように役立ったか説明させる。教師自身 

にも同様の経験があれば，それを話す。 

教師の説明 自分にとって特別な意味のある聖句を暗記するよう，生徒に勧める。 

教師の提示 わたしたちは聖文をもっと効果的に，また楽しく読み，学ぶことができる。毎日聖文を学ぶよう 

になったある少女は，その勉強を通して得た恵みや喜びにっいて次のように述べている。 

引 用 割り当てておいた生徒に，次の「深く考えることのすばらしさ」にっいて発表させる。 

「わたしは神に仕えた人すべてが，どのように神を知り，福音を学んだかが少し分かってきました。 

それは選ばれたごくわずかな人に与えられる賜物ではなぐ従順の律法と長時間かけて努力し研究 

することによってもたらされる祝福です。 

わたしは聖文を読んで……深く考えることと探求することの基本を幾っか学びました。 

1.聖典を読む前に必ず祈る。世の煩いを離れ，読むことに注意を集中する。また，読んでいる間 

に，特定の教えに魂を呼び覚まされたり，疑問力《生じたりしたときにはいっでも祈る。ためらわ 

ず天父に祈り求める。 

2.紙と鉛筆を手近に置いておく。聖文を読むことによって眠っている魂力喇激され，新たな目標 

やすばらしいアイデア，独創的な考えが浮かんでくることがよくある。 

3.ゆっくり読む。これは競争ではない。床に就く前に，一定数の章を読まなければならないといこ 

とはない。1章または1節を幾日もかけてじっくり読む。聖句を暗記する。それによって今まで 

気がっかなかった意味を発見したり，自分の生活に役立っ事柄を学ぶことができる。 

4.聖文を読みながら問う。……疑問を持ち，主にその答えを求める。問うときに，心の扉が開か 

れ，聖霊を宿らせることができる。 

5.探求している事柄について一日に何度も深く考える。例えば，『自分を愛するようにあなたの隣 

り人を愛せよ』という真理にっいて考えてみる場合-この聖句を繰り返して言ってみる，自分 

の行動の一っ一っを反省する，聖句を小さなカードに書いて身に付ける。 

これらすべては自分で時間を取って毎日行わなければならないことです。常に新たな観点に立っ 

ていることに，あなたはきっと満足を覚えるでしょう。これはあなたの生活に新たな指針と，さらに 

は日々の啓示を与えてくれるものです。 

深く考えることによって，わたしたちは福音，わたしたちの使命，神の栄光にっいてのまことの深 

い理解を得ることができます。あなたが心に深く考えるとき，聖霊の安らぎが心に満ち，あなたの全 

身が真理の輝きを放っでしょう。…… 

ジョセフ•フィ一ルディング.スミス大管長はこう語っています。『わたしは生涯を通じ，福音の 

諸原則にっいて研究し，深く考え，そして主の律法に従った生活をするよう努めてきた。その結果， 

わたしの心の中には，主に対し，主の業に対し，さらにこの地上にあって主の目的を果たそうとす 

るすべての人々に対し，大いなる愛がはぐくまれた。』(Conference Report『大会報告』1971年10 
月，p. 6 ) 

深く考える時間を取る-これは地上にあってこの上ない喜びと知識を得るための鍵です。 

〔救い主は言われました〕『わたしはこれらの言葉と，あなたがたに与えるこの戒めとを残す。わ 

たしが近くにいる間に，あなたがたはわたしに呼び求めなければならない。 

すなわち，わたしに近づきなさい。そうすれば，わたしはあなたがたに近づこう。』數義と聖約88: 

62 - 63) J (スーザン•ヒル“Pondering Isn't Preposterous” New Eraけ荣く考えることのすばら 

しさ」『ニューエラ』1976年5月号，pp.49 - 50) 

まとめ 聖典を読んで深く考えることにより，喜びと楽しみが増すだけでなく，救い主にいつそう近づく 
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ことができる。 

結び一幸福への鍵 

引 用 次の言葉を引用し，聖文がわたしたちの生活に重要な意味を持っていることを強調する。「わたし 

たち一人一人が，生涯のそのときどきに応じて，自分自身の益になる聖句を見いださなければなら 

ない。一度といわず何度となく聖句を発見する必要があるJ (スペンサー• W •キンボール“How 

Rare a Possession——the Scriptures!"「犬いなる富——聖典」『エンサイン』1976年9月号，p.4) 

わたしたちもまた神の預言者から，毎日『モルモン書』を読むように言われてきている。エズラ• 

タフト•ベンソン大管長はこう語った。「わたしたちは個人的に，また家族としても毎日学ぶべき1 

冊の書物があります。それは『モルモン書』です。」（「神聖な務め」®徒の道』1986年7月号，p.78) 

[？モルモン書』は『その教えを守ることにより，ほかのどの書物にも増して神に近づくこと力《できる』 

(History of the Church『教会歴史』4 ： 461)書物であり，わたしたちは毎日この書物を読まな 

ければなりませんJ (「『モルモン書Jで洪水のごとく地を満たす」『聖徒の道』1989年1月号，p.4) 

配付資料 生徒にしおりを配る（下の見本を参照)。しおりの裏に，毎日いつ聖典を読むか，その時間を書か 

せる。たとえ1日数節でも読めば，大きな恵みを受けることができる。聖典を読むときにこのしおり 

を使い，毎日聖文を勉強するという決意を新たにするように促す。また，このしおりは聖文を研究 

し，それについて深く考えることが，各自の救いと幸福への鍵であることを認識させるものである。 
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聖典を 
I • な さ い 

「わたしは聖文に喜びを感じるカヽ ら…… 
聖文について心に深く考え〔る。〕」 
(2ニ-ファイ4 ：15) 



罪碰ける 第28課 

目 的 生徒は，誘惑に打ち勝つために，良らを強めなければならないことを理解する。 

準 備 1.視覚資料15「ルアー漁をだますもの)，おとり，わな」巻末参照（実物を用意してもよい） 

2.人数分の紙と鉛筆 

3.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

注——サタンに関する教えについて話し合うために長時間を割いてはならない。また，サタンに 

関する個人的な経験について話し合うことも避ける。 

レッスンの展開 サタンとはだれか，またその目的と力について学ぶことは，誘惑に打ち勝つための大きな助け 

となる 

わたしはだれでしょう 全員に紙と鉛筆を配り，それに1-10の番号を打つように指示する。次のヒントを聞きながら， 

各番号の横に，それはだれのことを言っているのか答えを書く。10のヒントが全部与えられるまで， 

答えをロに出してはいけない。 

ヒン卜 

1.わたしは天父の霊の子供です。 

2.わたしはあなたの霊の兄弟です。 

3.わたしは天上の会議に出席しました。 

4.わたしは神の天使でした。 

5.わたしは神の前で権威をもって話しました。 

6.わたしは「暁の子」と呼ばれていました。 

7.わたしは天父の計画に反対しました。 

8.霊の兄弟姉妹の多くがわたしに従いました。 

9.わたしには霊の体しかありません。 

10.わたしは天群の3分の1を神の前から連れ去りました。 

(答え——サタンまたはルシフエル） 

生徒の答えを比べ合い，だれが 初にサタンまたはルシフエルと答えたかを調べる。 

話し合い 參サタンについてのヒントの中に紛らわしいものがありましたか。 

參サタンはほかにどのような名前で知られていますか（悪魔，滅ぼす者，悪い者，滅びの子，悪霊 

どもの頭，龍，蛇，試みる者，あらゆる偽りの父，など)。 

聖 句 鲁地上におけるサタンの目的は何ですか（モーセ4 ： 3 - 4参照)。（サタンは人の選択の自由を滅 

ぼそうとしている。人を治める神の力を得ようとしている。人を欺き，その目をくらまそうとして 

いる。人を自分の意のままにし，とりこにしようとしている。） 

サタンがわたしたちを誘惑する理由はほかにもある。生徒に2 ニーファイ2 ： 27を読んでもらう。 

「悪魔は，すべての人が自分のように惨めになることを求めているから」である。 

參サタンにはわたしたちを支配する力がありますか。 

引用と話し合い 生徒の答えを聞いてから，次の引用文を読む。 

「わたしたちがサタンにその力を与えないかぎり，サタンはわたしたちを支配する力はない。…… 

神がわたしたちに正しいことをするように強制されることはないし，サタンにもわたしたちに悪を行 

うよう強制する力はないのである。」（スタ一リング• W •シル，Gonfcrcncc Report『大会報告』 
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1970年4月) 

•サタンとはだれか，またその目的や力について知ることはなぜ大切なのですか。（サタンの策略を 

知り，その影響力に心を配ることによって強い信仰をはぐくみ，サタンを拒むことができるよう 

にする。） 

「スペンサー.w.キンボール大管長が若人に語ったように，神と福音と御父の計画に対して力 

強く感動的な証を持つと同時に，サタンの実在と，その力と計画とを意識することは，これらの若 

人が自分の永遠を左右するこの上なく大きな業を成し遂げるうえで，大きな助けとなるであろう。」 

(エルレイ• L •クリスチャンセン「サタンに打ち勝つ力」『聖徒の道』1975年5月号，p.237) 

視覚資料と話し合い 

誘惑はあの手この手で襲いかかる 

「ルアーC魚をだますもの)，おとり，わな」の視覚資料，または実物を見せる。 

參釣り針（ルアー）やわな，おとりは何に使いますか漁や動物をおびき出し’捕らえるため)。 

眷おとりやわなは，魚や動物の気を引くためにどのように偽装されていますか。 

サタンはわたしたちを捕らえようとして，いろいろ不正なわなやおとりを使う。生徒にアルマ12 

5-6を言売ませる。 

#この聖句には，サタンのわなは何のためだと書いてありますか。 

拳サタン力M吏うわなの中で，若人が陥りやすいものは何ですか。 

•どうしたらそのようなわなを避けることができますか。 

わな力《幾つも仕掛けられている暗い部屋があると想定し，その部屋を歩いて行くにはどうしたら 

よいと思うか質問する。 

鲁暗ぃことは，あなたの進歩をどのように止めたり妨げたりしますか。（暗くて見えないので，何も 

できない。） 

聖 句 

引 用 

教師の提示 

物 語 

話し合い 

教義と聖約50 ： 23- 25を読ませ，わたしたちの生活から暗黒を追い出し，神の光を受けることの 

大切さを理解させる。 

參光は何を意味しますか（神，神の真理，神の御業)。 

參この光は，わたしたちが生活の中から暗黒すなわちサタンを追い出すのに，どのような助けとな 

りますか。 

「サタンは巧妙なことに，攻撃すべきところとその方法を知っている。 もサタンの犠牲になりや 

すいのは，青少年である。……悪魔はあの手この手で攻めていく。」（エズラ•タフト.ベンソン，God, 

Family, Country: Our Three Great Loyalties『神と家庭と国家』p.247) 

古いギリシャの伝説に，ただ一つ弱点を持った若者の話がある。割り当てておいた生徒にアキレ 

スの話をしてもらう。 

アキレスは，ギリシャ神話に登場する偉大な英雄の一人である。母テテイスは，アキレス力《生まれ 

ると間もなく，彼をステユクス川の水につけて不死身とした。しかし，その際母のつかんでいたかか 

とだけが水にぬれなかった。10年間にわたるトロイ戦争で，アキレスはそのかかとにパリスの矢を受 

け，死んだ。 

•「そこがアキレス腱である」とは，どういう意味ですか。沙トからの影響を受けやすい弱点がある 

ということ。） 

眷サタンはどうしてわたしたちの弱点を知っているのですか。（サタンはわたしたちを前世から知っ 

ている。） 

參わたしたちはどのようにして弱点を克服することができますか。 

引 用 話し合いの後，次の言葉を引用する。 

「サタンはわなのすべてを知り尽くしている。わたしたちのどこを突けば誘惑に乗りやすいか，ま 
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たどのようにすれば悪を行わせられるかを，よぐこ、得ている。サタンとその手先どもは，悪を行うこ 

とを進め，罪のゆゆしさをひた隠しにして，人を悪の道へいざなう。」（エルレイ• L •クリスチヤン 

セン“Q and A” iVew 「質疑応答」『ニューエラ』1975年7月，p.49) 

引 用 生徒の一人に，次の引用文を聞きながら，誘惑の数々を黒板に書カゝせる。 

「悪魔は小さな罪が小さいままでは済まないことも知っている。悪魔はすべての者を自分の王国 

に引き入れようと，まずわたしたちに小さなうそをつかせ，次にそうしたことを正当化させようとす 

る。あるいは不正を働かせたり，物を盗んだりさせることもある。事実，悪魔に説き伏せられて，安 

息日を汚すようになり，それを習慣としてしまう人がいる。またある人は酒を『骨休みに一杯』とい 

う軽い気持ちで始めている。麻薬の常用，悪口，両親への反抗，自分の&侶への背信，これらはす 

ベてサタンがわたしたちを正しい道からわき道へとそらせる方法である。このようなことを続けるな 

らば，やがてそれは悔恨，悲しみ，損失を生み出すことをサタンは十分に心得ている。なぜなら，小 

さな罪は，わたしたち令さらに大きな罪へと招くものだからである。 

悪魔力《仕掛ける も狡猾なわなは紛れもなく不貞のわなである。」（クリスチヤンセン「サタンに打 

ち勝つ力」p.237) 

黒 板 若い女性が陥りやすいそのほかの誘惑を考え，それを黒板に書き加える。 

ろそを言う 万引き 

欺く 麻薬や薬物 

神聖さを汚す両親に対する不従順 

盗み ごまかし 

引き延ばし 不品行 

安息曰を汚す人の悪•を言ろ 

落胆 （そのほか） 

飲酒 

グループ活動 クラスを2，3人のグループに分ける。上記の表の2，3の項目について，各グループに話し合 

いをさせる。これらの誘惑と戦レ，それを克服する方法を考える。話し合った後，その結果を発表 

させる。各グループの発表するそれぞれの誘惑に打ち勝つ方法を聞きながら，黒板に書かれている 

誘惑のリストを消し，それを克服する方法を書き入れていく。 

誘惑を克服する方法 

1.事前に適切な決定を下しておく。 

2.悪いと思われることはしない。 

3.別の方法を考えておく。 

4.話題を変える。 

5.防御策を講じておく。 

6.助けを求めて祈る。 

7.親に相談する。 

8.良い友達を選ぶ。 

9.価値あることに時間を使う。 

10.誘惑に陥りやすい状況を避ける。 

天父はわたしたちが誘惑に打ち勝つよう努力するとき.助けてくださる 

引 用 誘惑を退ける力をどのように得ることができるか，次の引用文を読む。 

「悪魔は，人が許さないかぎり，その人の心に入って悪を行わせることはできない。したがってわ 

たしたちは，イエス•キリストの福音の原則に忠実に従うことによって，サタンが引き起こす害悪 
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を退ける揺るぎない力を得ることができるのである。教会の会員は，伴侶であり，鼓舞する者でも 

ある聖霊からの祝福にあずかることもできる。また聖霊が体内に宿っていると，サタンは決して入 

って来ない。聖文を研究すること，祈ること，主の戒めを忠実に守って生活すること，教会の責任 

と義務を果たすこと……これらは，聖霊を絶えざる伴侶とし守護者として受け入れる基となるもの 

である。」（クリスチヤンセン「サタンに打ち勝つ力」p.237) 

黒板のリストにまだ含まれていなければ，「聖霊との交わりを求める」と書き力!]える。 

聖句を使った 救い主は，誘惑に打ち勝っためのきわめて大切な方法を強調しておられる。3 ニーフアイ18:15， 

話し合い 18-19を読ませる。黒板のリストにまだ書かれていない場合には，「助けを求めて祈る」と書く。 

わたしたちがこの助けを求めて祈るとき，ある特別な方法で祈るように教えられている。モルモン 

9 ： 28を読む。 

鲁誘惑に打ち勝つためには，どのように祈るべきだと書かれていますか。（「どんな誘惑にも負けない 

で……という，確固とした決意をもって」祈る。）「誘惑に屈しないという固い決意」と黒板に書く。 

天父はまた，別の方法によってもわたしたちを助けてくださると約束しておられる。1コリント 

10 ：13を読む。 

參ここではどんなことが、約束されていますか。 

わたしたちが誘惑を避け，誘惑に打ち勝とうと精いっぱい努力をするなら，天父は必ず助けてく 

ださるということを理解させる。 

レッスンの応用 

黒板に挙げた事柄を守り，1コリント10 ：13に書かれている約束を常に心に留めておくように言 
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キリスnm臨 第29課 

目 的 生徒は，キリストの再臨に備えるという若い世代の持つ責任を認識する。 

準 備 1.視覚資料16「再臨」（62562)巻末参照 

2.『賛美歌』を数冊用意する。 

3.任意——教義と聖約87: 8を書いた大きい紙を準備する。 

4.教義と聖約87: 8またはレッスンの中の引用文を一つ選んで小さな力一ドに書き，美しく飾っ 

たものを人数分用意する。 

5.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

レッスンの展開 導 入 

世界の歴史を通して，王や女王が地上の多くの人々を支配してきた。人民を公正に扱った王や女 

王もいた力《，その権力を悪用して，民を苦しめた悪い支配者もいた。このような支配者は民の忠誠 

を受ける資格はない。 

視覚資料 どこでも忠実な民は，公正でしかも愛にあふれ，「王の王」と呼ばれるにふさわしい王の統治を長 

い間待ち望んできた。 

「キリストの再臨」を見せる。わたしたちの世代は「高貴な世代」と呼ばれ，その中の勇敢な者は 

人々を救い主の再臨に備える手助けをする。 

黒板を使った 

話し合い 

イエス•キリストを王に頂く「高貴な世代」の若者を表す特質としてどんなことが挙げられるか 

生徒に尋ねる。生徒の答えを黒板に書き，一つ一つの言葉について簡単に話し合う 

選ばれている 清 潔 

正しい幸福 勇気がある 

喜びにあふれている 偉大である 

ふさわしい 愛がある 

汚れかない 忠 実 

誠 実 強い力 

愛されている 

引 用 教会の若人に与えられた次の言葉を，生徒の一人に読ませる。 

「愛する友人の皆さん，皆さんは高貴な世代である。皆さんは特別な使命を果たすためにこの時 

代に地上に来るように，長年天にとどめておかれた。ほんの何人かではなく，皆さん方全員がそう 

である。皆さん一人一人には，ほかの人にはできないこと，皆さんにしかできないことがある。…… 

もし神に頼ってそれを行うならば，天父は生涯皆さんとともにいて，霊感を与え，この世における 

あなたの特別な使命を教えてくださるであろう。」(H •バーク•ピーターソン「目的ある人生」『聖 

徒の道』1980年6月号，p.33) 

地の民を救い主の再臨に備える 

教師の提示 正しい生活を送っている人は，喜びをもって主の再臨を待っている。その日のために世の人々を 

備える手伝いができるのは，大きな祝福である。主が栄光に包まれて地上に来られる前に，多くの 
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しるしが現れ，出来事が起こらなければならない。もうすでに起こったものもある。また現在起こり 

つつあるもの，そして古代および近代の預言者力《預言しているようにこれから起こるものもある。 

話し合い 春救い主が、再臨される前に，どんなこと力《起こるのですか。 

末の日に現れるしるしや預言として，次のようなことが挙げられる。預言者ジョセフ•スミスの 

召し，『モルモン書』力(与えられる，神権と教会の回復，神殿と神権の儀式の回復，福音が全世界に 

宣べ伝えられる，悪人が滅び，義人が救われる。（注——主の再臨に先駆けて現れるしるしや出来事 

のすべてについて話し合う時間はない。それは別のレッスンで詳しく学ぶ0) 

教師の提示 主の再臨に先立つこれらの出来事が実現するためには，過去においても，また現在，未来におい 

ても高貴な世代の存在が必要である。（注——「世代」という言葉を一代，すなわち30-40年ぐら 

いの短期間というふうに定義してしまうと，救い主がいつ再臨されるのか推測できると生徒が誤解 

してしまうかもしれないので注意する。「世代」という言葉には幾つか異なった意味があり，千年間 

を意味する場合もある〔ブル一ス• R •マッコンキー，Mormon Doctrine『モルモンの教義』p.310 

参照〕)。正しい生活，また忠実で献身的な奉仕によって，地の民を主の再臨に備えることはすべて 

の教会員の責任である。主の目的を受け入れ，その指示を遂行するためには，熱心な聖徒力《必要と 

される。地上に神の王国を築き上げるためには，強く確固とした人々力《必要なのである。 

引 用 

聖句を使った 

話し合い 

次の言葉を読む。 

「主が地上に再び来られるときには，栄光に満ちた，天の王としてやって来られる。…… 

……主の王国を築くことは，常に主の民の課題であった。……シオンを築くことはわたしたちの 

責任である。——それは主御自身の町シオンの意味ではないが，民の旗じるしとして主の再臨に先 

駆けて築かなければならない宗教的，社会的，経済的制度のことである（教義と聖約64 ： 42参照)。 

わたしたちは清められて王を迎える用意のできた世代を築かなければならない。『それゆえ；主の日 

が来るまで，あなたがたは聖なる場所に立ち，動かされないようにしなさい。』」（コートニー •ラセ夕 

一 " W h e n He Comes Again" Ensign「主が再び来られるとき」『エンサイン』’1976年6月号， 

pp.68 - 70) 

教義と聖約87: 8を書いた紙を提示する。 

參「聖なる場所に立ち，動かされないようにしなさい」とはどういう意味ですカゝ。 

生徒の意見を聞いてから，この聖句に印を付けさせる。 

教師の提示 

主の再臨の備えをするために，この世代は選ばれた 

時満ちる神権時代に生きることはすばらしい特権である。古代の預言者たちは，福音が回復され 

てあらゆる国の人々に宣べ伝えられ，救い主の再臨のために 後の準備がなされるこの日を，大き 

な喜びをもって待ち望んだ。 

話し合い 參わたしたちが主の再臨の備えをする忠実な聖徒の一人となるためには，どうしたらよいでしよう 

か。 

•わたしたちの周りに存在するこの世的な堕落から身を守るためには，どうしなければなりません 

力、。なぜそうしなければならないのですか。 

引 用 以下の引用文のうち幾つかを，または全部を使って，「若い世代」の役割をまとめる。これらの引 

用文は現代の人々に与えられているチヤレンジや責任，また教会の若人に対して主が期待しておら 

れることを述べたものである。生徒に読ませるとよい。 

1.「この世代はほかのいかなる世代とも異なっている。それは，末日には天の神が王国を築かれ， 

この王国は二度と滅びることもなく，またほかの人々に与えられることもないと，地が創造され 

る以前から主が定められた世代だからである。」（ウイルフオード.ウツドラフ，Discourses of 

Wilford Woodruff『ウイルフオード.ウッドラフ説教集』G •ホーマー•ダラム編，p.145) 
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「主は……少数の優れた霊たちを選ばれた。これらの選ばれた霊たちは，この 後の時代にこ 

の世に来て，……地上に神の王国を組織し，それを確立し，擁護し……。」（ウィルフォード* 

ウツドラフ，Our Lineage『わたしたちの血統』ユタ系図協会手引き，P.4) 

2.「皆さんはありきたりの若い男性，女性ではない。選りすぐりの霊である。しかも皆さんの多く 

が，かってなく責任と機会と誘惑の多いこの時代に，この地上に生まれてくるよう，およそ6，000 

年間もの長い間天にとどめおかれたのである。…… 

……皆さんが指導者として手綱を取る備えができているよう祈ってやまない。…… 

……若く，やがて次代を担う世代の皆さんが，身と心を清く保ち，世の汚れに染まることの 

ないように祈っている。そうするならば皆さんは，神の王国を担うにふさわしい清い器となって， 

救い主の再臨に備えることができるであろう。」（エズラ•タフト•ベンソン「若者に贈る言葉」 

『エンサイン』1977年11月号，pp.30, 32) 

3.「主は今日すばらしい若い世代を送られました……。彼らは打ち負かされてしまうような世代で 

はありません。…… 

若い友人の皆さん，このことを覚えておいてください。皆さんは純粋な信仰を持ち，しかも 

意志が強く’いっでも競争できる用意ができていなければなりません。行く手に待っ暗い時代 

の灯台として，人格，高潔さ，真理の原則を優先させる必要があります。…… 

身と心を清く保ち，イエス•キリストの教えと模範に忠実な人々には，すばらしい未来が待 

っているのです。」(These Are Not M e n to Be Conquered" New Era「打ち負かされない世代」 

『ニューエラ』1980年4月号，p.5) 

4 •姉妹たち，あなたがたはこの時代に，またこの地に偶然に生まれてきたのではありません。主 

がそれを望まれたからこそ，あなたがたは今ここに存在するのです。…… 

……意志強固な女性が必要とされています。周囲の汚れに染まらずに身を清く保っ女性。家 

族が支えられ，母親自らが愛と献身によって子供たちを養育する場，っまり小さな天国として 

の家庭を築く女性。年齢にかかわらずポルノグラフィーを寄せっけず，個人的にも社会的にも 

自分を磨き，より高い教養を身に付けようと努め，家庭や神権の権能を尊ぶ女性。このような 

女性が必要とされているのです。教会が発展するにっれて，指導者たる女性，世界中どんな地 

にあってもイエス•キリストの証を公言する勇気のある女性，主の望んでおられることを知る 

ために祈り，聖典を学び，そして正しい決断を下し，自らを主の手にゆだねる女性，こういう 

女性がもっともっと必要なのです。」（ベティ.E .ブラウン，Confcrcncc Report『大会報百』 

オーストラリア.メルボルン地域大会，1976年2月，p.29) 

5.「今日青年期を迎えているあなたがたは，この世におけるいかなる時代に生まれた霊よりも輝か 

しい霊たちである。……キリストが王の王，主の主として統治される栄光の福千年にあって指 

導する舍となることができるように，備えをしなさい。」（ハロルド.B •リー『家庭の夕べ』1978 

年版，p.14) 

配付資料 自分の大切な役割を忘れないようにするために，教義と聖約87: 8またはレツスンの中の引用文 

を書いたカードを配る。よく目に留まる場所にはっておくように言う。 

結 び 

賛美歌 「来ませ，王の王」（『賛美歌』29香）の1節から4節までを全員で歌う。皆で一緒に歌詞を読ん 

でもよい。 
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第30課 奉仕 

目 的 生徒は，奉仕をすることに喜びを見いだす。 

準 備 1.金づち，のこぎり，くま手，シャベル，ドライバーなどの道具を2，3個，またはその写真給） 

を用意する。 

2.「愛をもって互に仕えなさい」(ガラテヤ5 ：13)をカードに書いておく。 

3.レッスンをする前に，奉仕とはどういう意味か，また個人あるいはグループでどんな奉仕活動 

ができるかをクラス会長会と話し合う。それに基づいて，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る。 

4. 4人の預言者の生涯から（レッスン参照），模範として学ぶことのできる奉仕を発表するよう， 

4人の生徒に割り当てておく。 

5.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

レッスンの展開 

提 示 

導入一主の道具 

幾つかの道具，あるいはその写真（I会）を見せる。 

參これらの道具がその目的を果たすためには何が必要ですか。 

何をするための道具にしろ，人が手に持って使わないかぎり，その道具は機能を果たさない 

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次のように述べている。 

「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。このことについて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わ力《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，この財布，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，あなたのエネ 

ルギ一，それらは主が働かれるための道具なのである。」(Service『奉仕』ブリガム•ヤング大学年 

度講話，1958年10月15曰,p. 3) 

參あなたにとってこの言葉はどんなことを意味していますか。 

預言者は自らの模範によってまことの奉仕を教えた 

教師の提示 教会を導き，人々に教えるために天父から召された預言者たちは，主の道具として無私の奉仕を 

することを模範によって示してきた。割り当てを受けている4人の生徒にそれぞれ次の話をさせる。 

物語と話し合い ジョセフ•スミス 

預言者ジョセフをよく知っていたマーシー• R .トンプソンは次のように書いている。「彼がわた 

しと，父を失った娘に示してくれた心からの思いやりと福音における兄弟としての親切を，わたし 

は一生忘れることができません。あれはわたしたちがジョセフとエマの馬車に乗せていただいたとき 

でした。ジョセフは幼い娘のために馬車を降りて，草原の花を摘んでくれたのです。」("Recollections 

of the Prophet Joseph Smith" Juvenile Instructor HS言者ジョセフ•スミスの思い出」『ジュブ 

ナイル•インストラク夕一』1892年7月1日，p.399) 

參この行いの中に，ジョセフ•スミスの奉仕に対するどのような態度がうかがえますか。 

126 



第28課 

ジョージ•アルバ一卜•スミス 

ソルトレーク•シティ一とサンフランシスコの間の汽車の中で，ジョージ.アルバート.スミス大 

管長は，カリフォルニアのナパから来た男に会った。二人は意気投合し，別れた後は文通力《始まっ 

た。 

しばらくしてスミス大管長は，その文通相手ジョン•ディレイニーから長いこと手紙をもらって 

いないことに気づいた。調べてみると，ディレイニー氏は入院していたことが分かった。そこでスミ 

ス大管長は励ましの手紙を書き，毎日曜日の朝放送される夕バナクル合唱団の放送を聴くように勧 

めた。ディレイニー氏は言われたとおりに放送を聴き，大いに元気づけられた。早速スミス大管長 

にお礼の手紙を送り，いっか自分の大好きな「主の祈り」を夕バナクル合唱団力《歌うのを聴いてみ 

たいものだと書いた。驚いたことに，次の日曜日の朝の放送で早速その曲がラジオから流れた。デ 

ィレイニ一氏は友の思いやりを心に深く感じ，涙を流しながらそれを聴いたという。（イーデス•ス 

ミス•ェリオット“The Joy of Serving Humanity”「人に仕える喜び」『インストラク夕-』1966年 

11月号，p.427参照） 
鲁スミス大管長の模範から，奉仕にっいて何を学ぶことができますか。 

ジョセフ•フィ一)レディング•スミス 

ジョセフ•フィ一ルディング.スミスは34歲のとき，十二使徒評議会の一員に召された。その責 

任を果たすために世界各地を旅行し，多くの人々がスミス大管長を親しく知るようになった。この 

偉大な人物にっいてスミス姉妹は，次のような身近な観察をしている。 

「わたしの知っている主人は優しくて愛の豊かな夫であり，父親です。人生の第一の目標は家族 

を幸せにすることで，そのためには自らを忘れて努力しています。ぐずる子供をあやして寝かしっけ 

てくれたり，子供たちの枕もとで話をしてやったりします。また，上の子供たちの学校のややこしい 

問題を解決するために，どんなに忙しくても，どんなに疲れていても，文句も言わずに夜遅くまで， 

あるいは朝早く起きて相談に乗ってやります。家族のだれかが病気になると，優しく見守り，看病 

してくれます。」（ェセル•スミス，ブライアント• S •ヒンクレ—“Joseph Fielding Smith 

Improvement Era「ジョセフ•フイ一ルデイング•スミス」『インプル-ブメント.エラ』1932年6 

月号，p.459に引用) 

鲁ジョセフ•フィ一ルディング.スミス大管長は，家族への愛をどのように示しました力、。 

參スミス大管長の模範から，家族のために尽くすことにっいて何を学ぶことができますか。 

スペンサー• W •キンボール 

ボイド• K •パッカ一長老は，スペンサー•W•キンボール大管長にっいて次のように語っている。 

「キンボール大管長の家族や友人，知人は，大管長力5決してじっとしていられない人であること 

を知っている。何かを成し遂げるために’いっも何かをしていなければ気が済まない様子である。… 

わたしはかって，ユ夕とアイダホの州境近くのハイウェーで，キンボール夫妻を追い越したことが 

ある。大会へ行く途中で，北へ向かっていた。キンボール姉妹が運転し，キンボール兄弟は後ろの 

座席で，ひざのいっもの場所に小型の夕イプライターを載せ，両側には紙を置いて仕事をしていた。 

これは人のためにもっともっと仕事をする良いチャンスだったのである。」（T並の人にあらざるスベン 

サー• w •キンボール」『聖徒の道』1974年7月号，p.292) 

參キンボール大管長が教会員を愛していることは，どんなことから分かりますか。 

參キンボール姉妹はどのような奉仕をしていますか。 

參教会の大管長の働きは’あなたの生活に今どのような祝福をもたらしていますか。 

拳キンボール大管長にっいての話から，教会での奉仕にっいて何を学ぶことができますか。 

引用と話し合い わたしたちは，人々に奉仕する預言者たちの模範に従いたいものである。キンボール大管長は次 

のように語っている。「神はわたしたちのことを心に留め，わたしたちを見守っていてくださる。し 

かし，わたしたちの必要を満たしてくださるのは，神力《手ずから行われるのではなく，ほかの人々を 

通してなされるのである。した力《って，互いに奉仕し合うこと力《ぜひとも必要なのである。……『教 
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義と聖約』の中には，『弱い者を助け，垂れている手を上げ，弱くなったひざを強』くすることがい 

かに大切かが述べられている（教義と聖約81：5)。わたしたちが行う奉仕は，単なる励ましや日常 

の仕事の簡単な手伝いしかできないことが多い。しかし，そのような単純な助けや，ささやかでも心 

のこもった行いから，すばらしい結果がもたらされるのである。」（“There Is a Purpose in Life” 

New Era「人生には目的がある」『ニューエラ』1974年9月号，p. 5 ) 

キンボール大管長は，曰々の奉仕がどのように人々の生活に恵みをもたらすかを教えている。こ 

れは数々の預言者の生涯を見てもよく分かる。奉仕することによって，わたしたちは天父の道具と 

なるのである。 

奉仕するときの心構えは，奉仕の行いと同じように大切である 

言葉のカード 言葉のカード「愛をもって互に仕えなさい」を提示する。 

物 語 次の物語は，若い女性のグループが奉仕の器としてどのような活動をしたかを示している。 

カレンは生まれながら脳に障害があった。しかし意義ある生活を送ることについて将来の見通し 

は明るかった。それには何人かの若い女性の助けによるところが多分にあったからである。カレンが 

生まれて 初の数か月間は，普通の赤ちゃんと変わらないように見えたが，次第に上の子供たちが 

小さかったときと同じ速度では成長していないことが目につき始めた。それが脳障害だと分かった 

とき，両親は嘆き悲しんだ。しかし医師は彼らを励ました。たっぷり時間をかけて教えれば，カレン 

はたくさんのことができるようになるということだった。 

そこで両親はカレンに必要な愛と関心を注いだ力《，ほかの子供たちにも時間を割いてやらなけれ 

ばならなかったので，カレンに一日中掛りっ切りになることはできなかった。このことを知ったワー 

ドの若い女性たちは，協力を申し出た。夏休みの間中，毎日午前と午後1時間ずつ，計画表に従っ 

て，若い女性が交代で来てくれることになった。初めのころ，カレンは自分の体も支えることができ 

なかった。母親はこう語っている。「皆さんのおかげで，あの子は今のような筋力がついてきたので 

す。初めは少ししかはうことができなかったのです力《，皆さんが助けてくださったおかげで，今では 

だいぶはうことができるようになりました。カレンには刺激と励ましが絶えず必要なのです。 

医師からは，足の筋肉をつけるために，1日2時間スプリングつきブランコに乗るように言われ 

ました。すぐ飽きてしまうカレンのご機嫌を取りな力《ら，午前中1時間と午後1時間このスプリン 

グつきブランコで跳ねさせるのは大変な仕事でした。彼女たちはいろいろなゲームをして，カレン力？ 

途中でやめないように遊んでくれました。……」 

秋になって学校が始まってからも，ローレルの一人とマイアメイドの4人の少女たちが，それぞれ 

週に1度，放課後1時間ずつ訪ねて来ては，カレンと遊んでくれた。彼女たちの奉仕のおかげで，そ 

れまでできそうになかったことや，覚えるのにはもっと長い時間が、かかるだろうと思われたこと力《で 

きるようになったのである。 

カレンの母親はこう言った。「あの子たちはほんとうによくやってくれました。カレンを散歩に連 

れて行ったり，本を読んでくれたり，落ち葉の中で遊ばせたりして，カレンの良いお友達になってく 

れました。カレンは毎日だれかが来てくれるのを楽しみに待っていました。みんなが来てくれるよう 

になってから1年後，カレンが2歲半になったときには，もう歩くことができるようになったので 

すJ 

カレンの母親は，彼女たちが遊んだり，話しかけたり，抱いたり，運動させたりして世話をしてく 

れた中でも，いちばん大切なことは彼女たちがカレンを愛し，心にかけてくれたことであると感じて 

い々。("Young Women's Loving Service” Church News「若い女性の愛ある奉仕」『チャ一チニ 

ュ-ズ』1976年11月27日付け，pp.8,13参照) 

話し合い 言葉のカードを指して，次の質問をする。 

參使徒パウロは，「愛をもって互に仕えなさい」と言っていますが，これはどういう意味だと思いま 

すか。 

參先の少女たちは，カレンとその両親への愛をどのように示しましたか。 

拳カレンに愛の奉仕をするために，少女たちはどんな犠牲を払いましたか。 
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拳奉仕をするときには，どんな態度で行うべきですか。 

聖 句 この質問に答えるために，一人の生徒に2コリント9 ： 7を読んでもらう。 

引用と話し合い 

わたしたちは曰々の奉仕の中に喜びを見いだすことができる 

カレンを助けた少女たちの感想を聞く。 

「自分はだれかの役に立ったのだと思うと，とてもうれしい気がします。……始めたばかりのとき 

は，カレンが歩けるようになるなんてとても考えられませんでした。わたしはよく自分がカレンだっ 

たらどうだろうと想像しました。そのためにいっそう，カレンに歩いてほしいという気持ちが強くな 

ったのだと思います。」 

またほかの少女は，自分が受けたいちばん大きな報酬は，カレンが新しいことを学ぶのに熱意を 

示すのを見ることだと言い，こう結んでいる。「これまでカレンのために費やした時間は，ほんとう 

に価値あるものだったと思います。」（「若い女性の愛ある奉仕」p.13) 

生徒の中に奉仕の経験のある人がいれば，その体験談を話してもらう。 

參奉仕をして受ける報いは何ですか。 

參あなたの奉仕に対して礼を言わない人や感謝の気持ちがない人，またあなたが奉仕したことに気 

づかない人に対して，あなたはどんな態度をとったらよいでしょう力、。（お礼を言われたり，褒め 

られたりするために奉仕をするのではないことを理解させる。） 

教師の提示 キンボ一ル大管長の言葉を思い起こさせる。「わたしたちカ珩う奉仕は単なる励ましや，日常の仕 

事の簡単な手伝いしかできないことが多い。しかし，そのような単純な助けや，ささやかでも心のこ 

もった行いから，すばらしい結果がもたらされるのである。」 

話し合い 眷あなたは天父の「道具」としてどのように奉仕することができます力、。 

參家族や友人，そのほかの人々に，毎日どのような愛の奉仕をすることができますか。 

•その奉仕は，あなたにどのような喜びをもたらしてくれると思いますか。 

この質問の答えを求める前に，少し考える時間を与える。それから生徒の考えを聞く。いろいろ 

な種類の奉仕を挙げてみて，それらについて話し合う。例えば，小さい弟や妹に本を読んであげる， 

隣人にほほえみや優しい言葉をかける，家族や隣人の手伝いをするなど。 

レッスンの応用 

愛ある奉仕についてまだ目標を立てていない生徒には，この機会に目標を立てるように勧めるC 

クラス会長の提示 グループの奉仕活動についてクラスで話し合う時間を与える。目標を決めさせ，それをクラスの 

カレンダーに記入する。 
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徳高し注活をする 

導 入 

教師へ 聖典や預言者を通じて，主は各神権時代に道徳の標準を教えられました。わたしたちを取り巻く 

世界の道徳的退廃は，世力《受け入れるものと，主が承認されるものとの間に深い溝を作り出してい 

ます。わたしたちは主の道徳的標準を知り，それに従って生活するようにしなければなりません。 

この単元のレッスンを行う際には，生徒たちの成熟度と準備の度合いを考慮して，適切な方法で 

教えられるよう，細心の注意を払わなければなりません。 

また，この単元のレッスンを教えるときには，何を，どのように，いつ教えたらよいかを知るため 

に，御霊の導きを得る必要があることを，肝に銘じておかなければなりません。話し合いを行う際 

には，預言者の教えとレッスンの中にある資料の範囲内で話し合うようにしましょう。 

ビデオ『若人のために』（ビデ才力セット④〔53481 300〕）は，この単元の紹介か，締めく くりに適 

切なビデオです。この単元の 初か 後のレッスンのときに上映するとよいでしょう。1時限では 

ビデオを上映し，なおかつ話し合いをする十分な時間はありません。した力《って，1時限でビデオを 

上映し，もう1時限を使ってビデオに付いているガイドを利用して話し合いをするとよいでしょう。 
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グループ活動 
—賢明なデ一卜の基本 

目 的 生徒は，健全なグループ活動を通して，男女間の友情が築かれることを知る。 

準 備 1.人数分の紙と鉛筆 

2.可能であれば，レッスンの 初の部分にある引用文の写しを用意する。スペンサー•キン 

ボール大管長の長い引用文は3つに分けてもよい。 

教師へ レッスンの終わりにある資料や活動（任意）によく目を通す。パネルデイスカッシヨンをする場合 

には，前もって責任を割り当てておく。 

レッスンの展開 グ)レープ舌動に参加することによって，新たな興味，自信，社交性が生まれる 

以下の大管長会および十二使徒評議会の言葉を読む。 

引 用 「マイアメイドの少女および教師の職にある少年は……学校でも教会のプログラムでも社交性を 

伸ばす活動を数多く行っている。これはグループで行うべきものであり，少年少女の一対一の交際 

は避けるべきであるJ (.‘Policies and Procedures” New Era「方針と手続き」『ニユーエラ』1971 

年1月号，P.30) 

スペンサー.W.キンボール大管長は，教会の青少年に次のような勧告を与えている。 

引 用 「愛する若人の皆さん，よく聞いていただきたい。人生は陽気で愉快なことだけとは限らない。き 

わめて真剣に取り組まなければならないものなのである。初めの数年間は男の子も女の子も一緒に 

交わりながら子供として成長していく。そして10代を迎えるが，まだそこでも皆さんの交際は広く 

浅くという状態にとどめ，一対一の交際は少なくとも16歲になるまで待つべきである。また，たと 

えその年齢に達したとしても，相手の選択とどの程度の交際をするかは慎重に考慮すべきであるC 

また，男性は19歳になると伝道に出るので，数年間は親密な交際を制限すべきである。交際は清 

く保ち’肉体的な関係を含むどのような親密な関係にも足を踏み入れることがあってはならない。ど 

のような形であれ，婚前の肉体関係は断じてあってはならないのである。」（T結婚と人生」®徒の道』 

1976年 7 月号，p.282) 

キンボール大管長の述べている少年少女間の正しい交際の仕方を復習する。生徒の答えを黒板に 

まとめて書くとよい。 
鲁キンボール大管長は16歳以上になるまでデートを始めないようにと言っていますが，それはなぜ 

だと思いますか。 

•この勧告に従うことはなぜ大切なのでしようか。 

引用の続き 「すべての若い男性は伝道資金を貯金しておくべきであり，宣教師になるための資格を失わせて 

しまうようなものには，どのようなものであってもかかわり合いを持ってはならない。……伝道を終 

えて帰った兄弟は，自由に交際を始める。そして自分にふさわしい女性を見つけたら，正しい神殿 

結婚をするのである。人は自らを管理し，正しい過程を踏むとき，このすベての祝福を受けること 

ができる。伝道前の広く浅い交際，伝道，コートシップ，そして神殿結婚という順序である。これ 

以外の道を歩むと必ず窮地に陥るであろう。」（「結婚と人生」P.282) 

この引用文は少年たちについて述べたものである力《，少女たちにはどのように当てはまるか，生徒 

に尋ねる。 
參16歲になってからデートをするために，今どのような準備ができますか（異性の友達を作る，新 

第31課 
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第28課 

しい分野に関心を持つ，社交性を身に付ける，など)。 

參恋愛感情抜きで異性と親しくなることはなぜ大切ですか。 

參グループ活動は若い男女にとってどのような利点がありますか。 

黒板に生徒の意見をまとめる。次のような事柄を含むようにする。自信を養うことができる。新 

しい分野に関心を持ったり，新しい活動に興味を持ったりするようになる。ほかの人がどんなこと 

に関心を持っているかを知ることができる。話し方を学んだり，社交性を身に付けることができる。 

グループの交わりを通して，いっそう深みのある人間になることができる。 

正しいデ一卜の基礎を築くグループ活動 

教会の指導者は，正式にデートを始める前の年齢は備えの時，成長の時だと勧告している。 

「『デートを始める前の年齢は「つぼみが開く準備をする」時である，とわたしは見ている。この 

時期に，少女たちは目標に達したときに感じるのと同様の満足感を得るべきだと思う。正式にデ一 

トを始める前の年齢は……グループ活動や楽しい時を過ごすための，また成長し大人になるための 

備えをする時期である。…… 

何もしないでただ待つのは無駄である。……自分が置かれている状態を知り，それを十分生かし 

活用して自分を伸ばし，今日を楽しむとよい。明日の来るのをただ無為に待ってはいけない。』」（ル 

ース• H •ファンク。ゲリ—•エイバントによる引用“Pre-dating Years: A Vital Season” Church 

News「デート前の年齢-—一貴重な時期」『チャーチニューズ』1977年12月3日付け，p. 9 ) 

「『デ一トができるようになるのをただ待つだけではなく，その間にできるすばらしいことはたくさ 

んある。例えば，いろいろな人々と親しくなることは，本人の心がけ次第で非常に興味深いものに 

なる。 

友達が大勢いる人は，もっと多くの人を引きつけるようである。友達の輪を大きく広げていけば 

いくほど，ほかの人々もその中に引き込まれてくる。デートはしなくても，すばらしい経験を共にし 

たり，楽しい思い出を積み重ねていくことができる。 

不安になったり，デートをするのが待ち切れなくなったりしたら，そのことについて天父に相談す 

ることを覚えていてほしい。』 

……あまり早くデートを始めることによって，どうしても必要な準備の時期を途中で中断してし 

まうようなことがあってはならない。『人生のこの重大な時期’期間をおろそかに扱ってはいけない。 

この時期の交わりがやがて時が来てデ一トへと進んだ場合でも， 高のものを求め，認める備えが 

できているようにしなければならない。 

このデート前の時期は，正しく過ごすならば，人々に力強い良い影響を与えるような，人格を築 

くための経験を得る機会となる。』 

……このような準備期間なしには，わたしたちの人々との交わりはきわめて浅いものとなってし 

まう。『準備期間なしには，デートに伴う責任や自分自身同様にほかの人々も強めるという責任を負 

うだけの十分な備えをすることができない。』」（ア一デス.G •カップ。ェイバントによる引用『チャ 

一チニューズ』1977年12月3曰付け，pp. 9，14) 

「若人がグループ活動を求めるのは自然なことである。年齢不相応の刺激を避けるためにも，団 

体で行うレクリェーションや社交活動は健全であり，またおもしろいものにすることができる。たく 

さんの友人との交際は肉体的，道徳上の安全度が高い。自分たちで考案したグループのレクリェ一 

ション活動は非常に楽しいばかりでなく，非常に有益でもある。」 

ここで引用文の朗読を一時中断し，キンボール大管長がどんなグループ活動を勧めているかをよ 

く注意して聞くように言う。生徒を一人指名して，黒板または紙にそのァイデァを書かせる。ほか 

の生徒は配られた紙にメモしておくように言う。 

レッスンの初めで，グループ活動の利点を黒板に書いた場合には，キンボール大管長の言葉を聞 

きながら指名した生徒にァイデァを書き加えさせる。黒板に書いていない場合には，生徒は自分の 

紙にアイデアのメモを取り，後で話し合う。 

用
 

弓
 

用
 

弓
 

用
 

弓
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引用の続き 「ファイヤサイドは友情をはぐくみ，精神を鍛えることであろう。グループでのピクニックは，若 

人が立派なマナーを身に付け，フェローシップをするよい機会にもなるし，親しい友情の輪をさら 

に広げる機会ともなる。 

スポーツは肉体の頑健さと忍耐強さを増進するものである。また，スポーツは精神をも鍛えて，困 

難，敗北，勝利にも直面できるようにし，無私と分別を教え，立派なスポ一ツマンシップを育て，実 

際に競技をする人に対しても観客に対しても寛大な態度を培う。演劇は才能を伸ばし，忍耐を教え， 

友情を育てるものである。グループで行う音楽活動も同じような効果を持ち，さらに雰囲気を和ら 

げ，精神を豊かで美しいものにし，美的な欲求を満たすことができるものである。…… 

ダンスパーティ一もよく計画するならば，好ましい場所，楽しい時間を提供してくれるものであっ 

て，その中で初めての人々と知り合いになり，友情の輪を広げることができ，幸福への扉とするこ 

とができるのである。愉快なダンスと語り合いの夕べに，参加者は多くのすばらしい若者たちと知 

り合いになれる。彼ら一人一人はそれぞれすばらしい特質を持っており，少なくともある•点ではほ 

かのだれにも負けない優れた点を身に付けている人々である。ここでパートナーは比較対照するこ 

とによって，相手の特質，身に付けているもの，優れている点などに気づいたり評価したりすること 

ができるのである。このようにして得られる友情は後にふさわしい年齢と内容を身に付けた人力《，特 

定の相手に絞らないで，分別をもってその中から自分の相手を見つけていくデートを行う基礎にな 

るのである。これはやがて特定の相手とのデートとなり，さらにコートシップとなり，次いで永遠に 

続く幸福な結婚によって頂点に達するのである。」（スペンサー• W •キンボール敝しの奇跡』P.231) 

ブレーンストーミング グループ活動のための新しいアイデアを全員で考える。ブレーンストーミングを始める前に，次の 

指示を与える。 

1.創造力を働かせる。 

2.男子の活動に女子が参加する可能性，また女子の活動に男子カ渗加する可能性を考えてみる。 

3.楽しぐしかも自信と社交性を高めることのできる活動を考える（伸び伸びと楽な気持ちで会 

話をする方法，正しいエチケットなど)。 

生徒力《活発な話し合いをすることができるように次のようなアイデアを与える。 

競技会 

男女混成チームを作り，各種のスポーツ，マラソン，トニナメントなどを行う。その種目について 

よく知らない人がいる場合には， 初に十分な説明をする。いろいろな室内ゲーム，バレーボール， 

一定の時間内に行うワイシャツアイロンかけ競争，そのほか。 

映画製作 

ビデオカメラ，フィルム，衣装，簡単な小道具などを使い，適当な背景の前で撮影する。映画の 

台本は即興で作る瀬の表情や動作だけの無声映画でもよい)。後日，映画鑑賞会を計画する。 

手作りの本 

紙，はさみ，のりを使い，また雑誌のさし絵や絵の上手な生徒力《描いたスケッチなどを利用して， 

子供の絵本を作る。完成したら，病院や保育園などに寄付する。 

即興劇場 

コミカルな寸劇や勧善懲悪劇，ロマンチックなミュージカルなどの台本を探す。自分たちで創作 

したものでもよい。衣装を調達し，簡単な音響効果や音楽を使う。各人カ锻を選び，ぶっつけ本番 

で読む。それをテープに吹き込み，後でリフレッシュメントを食べながら聞く。 

祭日を祝ぅ 

外国の祭日を一つ選んで，どのようにその日を祝うかを調べる。その国の慣習に従って，料理，飾 

り付け，音楽などを盛り込んだプログラムを計画する。 
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愛の奉仕 

子供たちを動物園や公園，遊び場などに連れて行く。子供たちのお弁当を作る。または入院中の 

人や病弱で外出できない人を訪問し，特別なプログラムを催す。 

夕食会 

正式な夕食会を計画する（洋式または和式)。スペシャリストの援助を得て，食事の前にエチケッ 

ト（テーブルマナーなど）を教えてもらう。 

話し合い 時間があれば，これまで考えてきたいろいろな活動は，同性または異性とのよい友達関係を築く 

うえでどのように役立つかを話し合う。 

參このようなグループ活動を通して，わたしたちは魅力的なデートの相手となるためにどのような 

準備をすることができますか。 

レッスンの応用 

キンボール大管長の勧告に従うように言う。この勧告に従おうと決心している娘の親は，何の心 

配も要らない。正しい原則を学び，それに従って自らを治めている人は，すでに立派な大人と言え 

々0 

引 用 スペンサー.W.キンボール大管長の言葉の一部をもう一度読む。「人は自らを管理し，正しい過 

程を踏むとき，このすベての祝福を受けることができる。伝道前の広く浅い交際，そして伝道，コ 

—トシップ，そして神殿結婚という順序である。これ以外の道を歩むと必ず窮地に陥るであろう。」 

(「結婚と人生」『聖徒の道』1976年7月号，p.282) 

教師の提示 キンボール大管長が述べている祝福の中には，健全な交友関係も含まれる。16歳までの年齢は, 

このような特別な交友関係を築き，将来のデートに備える時期である。 

追加レッスン，または活動 

教師へ 来週もこのテ一マで続けてレッスンを行ってもよいCあるいは，ファイヤサイドまたは週日の活動 

を計画し，自分のワード（または支部）あるいは近くのワード（または支部）から同年代の兄弟を 

3，4人招いて，「グループ活動——デートの準備」についてパネルディスカッションを行う: 

パネルディスカッションを計画する場合には，前もって十分な余裕を持って，アロン神権定員会 

の兄弟たちを招待する。ゲストの選択は慎重に行い，若い女性の会長はその名前を監督（または支 

部長）に提出し，承認を得る。2週間前にクラスの生徒に質問を提出させ，兄弟たちへの適切な質 

問を書いたリストを作る。 

質問例—— 

1.兄弟たちは，姉妹たちがどんな服装をするよう希望しますか。 

2.兄弟たちは，姉妹たちと話すとき，どんな話をしてほしいですか。 

3.兄弟たちは，おとなしい姉妹を好みますカゝ。それともおしゃべりな方がいいですか。 

4.兄弟たちは，姉妹に電話をかけてほしいと思いますか。 

5.兄弟たちは，低俗でみだらな言葉を口にする姉妹をどう思いますか。 

質問のリストを前もって与えられていれば，兄弟たちはより有意義で，よく考えた答えを出すこ 

と力《できる。また，このレッスンの目的や，ゲストが知っていた方がよいと思われる引用文（例えば 

キンボール大管長の言葉）などを前もって知らせておくとよい。 

このパネルディスカッションは，グループの中で健全な交友関係を築き，正しいデートの基本や 

準備としてグループ活動を利用することの価値を理解させることを目指している。そのことをゲス 

トがよく理解できるように配慮する。 

教師は司会者として，ディスカッションを指導する。すべての答えや意見が適切なものであるよ 

うに注意する。正しくない答えや適切でない答えは，機転を利かせて上手に訂正する。司会者はデ 

イスカッシヨンの雰囲気を作り，話し合いのテーマを発表する。まず初めにパネルメンバーを紹介 
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する。それから，前もって用意してある質問をする。質問に対する答えを聞いていて，言わんとする 

点をもっと明らかにしたり，強調したりする必要があると思われる場合には，自由に質問してもよ 

い。ディスカッションが活気を失ったような場合のために，追加質問を用意しておく。パネルメンバ 

一全員がディスカッションに参加するように気を配る。 

後にまとめをして，招待した兄弟たちに感謝する。 
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清し)^活を送るための 
自己訓練 

第32課 

目 的 生徒は，清い生活をするために自己訓練がどのように役立つかを理解する。 

準 備 1.アンの物語の後に使う5枚の言葉のカードを用意するc 

2.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

レッスンの展開 

物 語 

わたしたちは自分を訓練することができる 

コンサートホ一ルに割れるような拍手力{起こった。世界一流のバイオリニストが，その夜のプログ 

ラムの 後の曲を演奏し終わったところだった。そのとき，一人の女性がこの偉大な演奏家に賛辞 

を送りたいと思い，ステージに向かって進んで行った。人込みの中を縫って，やっとの思いで彼女 

はバイオリニストのところまで来た。彼の手を握り，興奮した面持ちで言った。「まったく，あなた 

のようにすばらしい演奏ができたら，わたし，命をささげてもかまいませんわ。」すると，この著名な 

バイオリニストはすかさず答えた。「奥様，わたしはおっしゃるとおり命をささげたのですよ0」 

話し合い •バイオリンをマス夕一するために，このバイオリニストはどんなことをしなければならなかったと 

思いますか（自分を訓練して練習する，安易な方法を取らない，楽しいことをあきらめる，上手 

になりたいという強い望みを持つ，優れた教師に師事する，偉大な音楽家になるという目標を立 

てる)。 

わたしたちの人生において何ができて何ができないかは，多くの場合，自己を訓練する能力によ 

って決まる。この訓練は，してはならないことをしないと同時に，難しくつらいことを成し遂げると 

いう意味である。 

鲁毎日しなければならないことの中で，あまりしたくないものにどんなものがありますカゝ注徒に答 

えさせる)。 

•してはいけないと分かっていることをしないようにするには，どうしたらよいですか。 

次のような場合，自分だったらどうするかを頭の中で考えさせる。 

1.弟があなたをからかっています。ちょうど今，どなり返すか，殴ってやりたいようなことを言い 

ました。このような気持ちを抑えることができますか。 

2.断食日です。おなかがすいてどうしようもないのですが，まだ断食を終える時間ではありません。 

我慢することができますか。 

教師の提示 •このようなことについて考えるとき，{、の隅で何かが葛藤しているのを感じますか。 

自分の中で，半分は手綱を「放して丄ありのままの感情や欲望を表に出したがっているカ碼りの 

半分は感情や欲望を制しようとする。このような抑えよう，制しようという力は，わたしたちの霊の 

働きによる。 

引 用 「今の世の中は，わたしたちが肉欲や情欲のえじきになっているという誤った考え方をしている。 

しカゝし，真実のところは，肉体はその中に宿る霊によってコントロ一ルされているということであ 

る0」（テレンス• D •オーソン“Teachings Morality to Your Children" Ensign「子供に道徳を教 

える」『エンサイン』1981年3月号，p.14) 

黒 板 黒板に，「肉体をコントロ一ルするのは霊である」と書く。肉体は，コントロールしやすいことも 

あるし，難しいこともある。 
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教師の提示 体のある部分（例えば指など）は簡単にコントロールすることができる。指に「曲がれ」と命じれ 

ば，何の支障もなく曲がるし，伸ばすように言えば，伸びる。足に何かを命じれば，足はそのとおり 

に動いてくれる。同様に，頭の中で考えることも選ぶこと力《できるようになる。そうすれば，建設的 

で良いことだけを考えるように訓練することができる。 

活 動 自己訓練の実験をする。まず生徒に，右手で円を描かせる。次に左足を前後に動かしながら，頭 

を上手に動かすように言う。今度は静かに座り，教師がおいしそうな食べ物を描写するのを聞きな 

がら，それ以外のことに考えを集中させる。 
鲁手や足を思いどおりに動かすのと，頭の中で考えることや感情を自由に変えるのと，どちらが難 

しいですか。 

思いをコントロ一ルしたり，自分を訓練したりすることはできないと考えている人が多い。しかし 

わたしたちは一度に一つのことにしか集中することができないから,•何を考えるかを選ぶことによっ 

て自分の思いをコントロールすることができる。このような訓練は必要ではないとか，難しすぎると 

力、，努力するに値しないと考える人もいる。 

引 用 「ある人はどうにもならない悪癖の奴隸になったり，肉欲のなすがままになったり，みだらな行い 

をしておきながら，自分は習慣の前には無力だと抗弁する。やむにやまれずやったとか言い含めら 

れたと弁解したり，誘惑が強すぎて退けようという意志が負けてしまったなどと言い訳する。しか 

し，わたしたちは選ぶこと力?できるのである。……悪癖を捨て，良い習慣を身に付けること力《できる。 

心に固く決心することによって，何を考え，何を思う力、を選ぶことができる。」（リチャード* L •エ 

バンズ“Self Control” Improvement Era「自己制御」『インプル一ブメント•エラ』1963年12月号， 

P.1113) 

教師の提示 自己をコントロ一ルすることは易しいことではない力《，努力すれば身に付けること力《でき•る。天父 

は，思い，食欲，感情などを一定の限度の中にとどめるようにと言われた。天父はわたしたちに不 

可能なことはお求めにならない。わたしたちは天父の子供であり，天父のようになる能力を持って 

いる。 

物 語 若い女性の少女アンの経験を話す。アンが自分を訓練するためにどんなことをしたかを学ぶ。 

「みんながやっているのだから，わたしだけいけないということはないと思う。十戒は『主の御名 

をみだりに口にしてはいけない』としか言っていないのだから，などといろいろ口実をつけてみたが， 

どうしても気持ちはすっきりしなかった。いくらみんなが使っているからといっても，悪い言葉を使 

うのがいけないことは分かっている。どうしても気になって仕方がないので，ついに何とかしなけれ 

ばいけないと決心した。このままでは主に祈るにしても，自分が『汚れ』ていてふさわしくないよう 

な気がした。悔い改めなければ，事態はいっそう悪くなるのだった。 

わたしはまず1日だけ自分をコントロールしようと努力した。いけない言葉を使うのが習慣にな 

ってしまっていたのだ。学校で一日中こういう言葉を聞いているので，何の抵抗もなく自然にロか 

ら出てしまうのだった。だからまず，1日だけこういう言葉を使わずに過ごすよう努力することにし 

た。 

初の日は一生懸命努力して，お昼休みまではもった。お弁当の時間になって，みんなはがやが 

や楽しそうにおしゃべりを始めた。その騒音の中でうっかりとロに出てしまった。初めは気がつかな 

かったのだが，はっと我に返って自分の悪い習慣に気がついたときには，自分に失望し嫌気がさし 

た。 

その夜わたしは心から祈り，力を与えてくださいと求めた。翌日，勇気を出して，自分たちの使 

っている言葉は良いものと思えないので，直したいと親友の二人に宣言した。その日も一生懸命努 

力した。 

こんなに大変なものだとは予想もしなかった。福音に従って生活するのはそんなに難しいことで 

はないと，何となくいつも思っていた。4日目になって初めて，1度もいけない言葉を使わずに1 

日を過ごすことができた。とてもうれしかった力?，これから毎日よく気をつけなければならない。ち 
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ょっと気を許せば，すぐに前の悪い習慣に戻ってしまうからだc 

こうして努力している間，力力《与えられるように祈り続けた。悪い言葉も使わなくなり，大きな 

進歩を遂げたが，まだ赦しを受けたという気持ちは持てなかった。そんなとき，若い女性の集会で 

証会があった。わたしは悪い模範であった自分を赦してくださいとみんなの前で求めた。御霊を強く 

感じたので，証を述べたいという気持ちを抑えることができなかったのである。わたしは天父と御子 

と福音を愛していることを述べた。その後，わたしの両肩から大きなおもりが取り除かれたような 

感じ力《した。わたしは赦されたのだ。」 

話し合い 次の質問を使って，アンの経験について生徒と話し合うo—つの質問について話し合うごとに，自 

己訓練について話し合った事柄をまとめた言葉のカードを提示する。 

1.アンは自分の行いをどのように正当化しようとしましたか。わたしたちはなぜ自分の行いをその 

ように弁解しようとするのでしょうか。自分の悪い行いを正当化しようとするのは，なぜよくな 

いことなのでしょうか。（言葉のカード「戒めを破ったことを弁解すると，自己をコントロ一ル 

する能力を弱めることになる」を提示する。） 

2.アンが自分の行いを直そうとした理由は何でしたか。アンはどんな気持ちでしたか。戒めを破 

ると，どんな気持ちがしますか。（言葉のカード「戒めを破ると，主の御霊を失う」を提示する。） 

3.自分を訓練するためにアンはどんなことをしましたか。アンが友達に自分の決意を伝えたこと 

は，どんな助けになりましたか。自分にできそうなことから始めて，一歩一歩進歩していくこと 

は，自己訓練にどのように役立ちますか。（言葉の力一ド「一度に一歩進むことによって自己を 

訓練する」を提示する。） 

4.アンが自己を訓練しようと努力していたとき，その力のいちばんの源となったのは何でしたか。 

(言葉の力一ド「天父は，わたしたちが助けを求めて祈るとき，力を与えてくださる」を提示す 

る。） 

5.自分の悪癖を克服したとき，アンはどんな気持ちがしました力、。証を述べることによって，どの 

ように心の平安が得られましたかc (言葉のカード「自己訓練は，天父とわたしたち自身を一つ 

にする」を提示する。） 

自己訓練に関して生徒たちの経験を述べさせる。特に助けとなった事柄を述べてもらう。 

自己を訓練することによって清い生活をすることができる 

楽器を習おうとしているとき，怒りを抑えようと努力しているとき，朝眠くても起きようとすると 

きなど，日常生活のどんなことでも，自分を訓練しようと努力することは，清い生活をするのに大 

いに役立っ。 

次の話をする。 

「アメリカ東部で伝道していたある宣教師は，ある日，福音のメッセ一ジよりも宣教師が守らな 

ければならない厳しい道徳律に関心を持っている一人の大学生に会った。彼は，周りに美しい女性 

がいっぱいいる中で，どうして欲望を抑えることができるのかと，まるでその宣教師が異常な神経 

の持ち主であると言わんばかりに嘲笑的に質問した。すると長老は答えた。『わたしは異常ではあり 

ません。ただ自分の心と体を管理する責任があることを知っているだけです。あなたは欲望の前に 

は手も足も出ない，どうしようもないと思っておられるのでしょう。わたしは自分が主人であり，欲 

望をコントロールできることを証明したのです。』」（オーソン「子供に道徳を教える」p.14) 

參大学生と長老の見解の相違はどんな点にありますか。長老は自分の気持ちや感情をどうすること 

を学んだのですか。 

道徳的に清く正しい生活をするためには，肉体の欲望を抑えることと自制力《必要である。 

わたしたちは自己を訓練することによって，霊が肉体を制する力をっけるのである。そして自分 

を制する能力は，これを実行するごとに増していく。 

教師の提示 

物 語 

話し合い 

教師の提示 
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事例と話し合い 

糸口 入 

事例と話し合い 

糸o ネ 

次の事例の中から，クラスの生徒に もよく当てはまるものを選ぶcそれぞれの事例を述べた後 

で，次の質問をする。 

1.この場合，どのような自己訓練が必要ですか。 

2.もし自己訓練をしなかったら，どうなっていると思いますか。 

3.このような事態になるのを避けるために，どうすべきでしたか。 

4.このような場合に自己訓練はどうして大切ですか。 

生徒の意見を聞いてから，その事例の結末を読む。 

1.学校の友達からパーティーに誘われました。わたしは好きな男の子から，_分も行くから来て 

ほしいと言われ，胸がわくわくする思いで，彼に会えるのを楽しみにしていました。友達と二人 

でパーティーの会場に行くと，その家の両親は留守で，大人はだれもいませんでした。うす暗い 

明かりの中で，何組かの男子と女子がダンスをしていました。.わたしの好きな男の子は，わたし 

が入って来たのに気がつきました。 

わたしはこのまま家に帰るべきだと分かっていたのです力く，あの人が好きだったのです。もしわた 

し力鳴ってしまったら，彼に何と思われるか心配でした。それに外はもう暗くなっていたので，夜道 

を一人で歩いて帰るのは嫌でした。でも，わたしはやっと自分を取り戻して家に電話をし，迎えに 

来てくれるように頼みました。 

2.16歲になるまではデートをしてはいけないことは知っていました。でも学校で男の子と話した 

り，一緒にいろいろなことをするのは，とても楽しいことでした。その中にハンサムで，わたし 

に興味を持っているらしいフランク力《いました。ある日，昼食の時間にフランクから土曜日の 

午後，デパートで落ち合って一緒に映画に行こうと誘われました。その日はちょうど若い女性 

の活動がある日でした。わたしは両親には教会へ行くと言って家を出，若い女性の活動が終わ 

るころ，家へ帰って来ればいい，そう思いました。それでフランクに「いいわ」と答えてしまっ 

たのですが，土曜日の午後になって約束の時間が近づいてくると，なんだかとても落ち着かな 

い気持ちになってきました。母は寒くないようにコートを着て行きなさいと注意してくれ，「い 

ってらっしゃい」と気持ちよく送り出しくれました。 

わたしはバス停の方へ向かって歩いていました。わたしを好きな男の子と映画を見に行くのです 

から，もっと心がうきうきしていいはずでした。それなのになぜ，こんなに気持ちが晴れないのでし 

ょう。わたしは，行きたい気持ちと，家に戻りたい気持ちと半々でした。わたしは立ち止まって考え 

ました。家に帰ってから，いかにも教会の活動に行って来たようなふりをしなければならないこと, 

これから何日もうそを言い続けなければならないことを。そのときお父さんに習ったこんな言葉を思 

い出しました。「意志あるところに道は開ける。」わたしは次第に気持ちが落ち着いてくるのを感じ， 

頭の中の考えを整理することができるようになりました。そして自分に言い聞かせました。「家に帰 

ってフランクに電話するの。どうして映画に行けないかを説明して，それから教会へ行くのよ，いい 

わね。」そしてわたしは自分に言い聞かせたことを実行しました。 

話し合ってきた事例のような場合に，自己訓練することによって，どのように自分をコントロー 

ルし，清い生活をすることができるかを話し合って，この部分のまとめとする。 

結 び 

教師の提示 このレッスンで扱ったいろいろな人の体験を考えてみると，自己訓練をしようとするとさに心に 

tiがあることがうかがえる。しかし結局みんな自己を訓練して正しい選択をすること力《できた。_ 

己訓練に成功する度に，わたしたちは清い生活をする能力を増す。ブリガム•ヤング大管長の次の 

言葉を読んで，レッスンの結びとする。ヤング大管長は，わたしたちが自己を制するのは可能だと 

断言している。自分をコントロールするときに与えられる約束に耳を傾けさせる。 

「あなたが無意識に悪に引きずり込まれたり，明らかに罪だと思われる行為をしたとき，あるい 

は邪悪な思いに囚われ，それに屈してしまいそうになったとき，直ちに立ち止まつて’神があなたの 
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幕屋に注いでくださっている御霊にすべてをゆだねなさい。それができるならば，あなたはあらゆる 

悪に打ち勝ち，永遠の命を得ることができると，わたしは約束する。」(Journal of Discourses『説教 

集』2 ： 256) 
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第33課 メディアの悪影響を避ける 

目 的 生徒は，日常生活における低俗なメディアの影響を認め，それを避ける。 

準 備 1.任意一白い殻付きのゆで卵，卵が隠れる程度の水を入れた容器，スプーン，食紅を用意する。 

2.黒板または大きな紙に次のような表を作る。3つの欄に分け， 初の欄には，スペンサー.W-

キンボール大管長の述べているルシフヱルの使う道具を書く。2番目の欄には，ベンソン長老の 

判断の基準を書く。3番目の欄には，ピーターソン監督の低俗なマスコミの影響を避ける方法を 

書く。それぞれの欄を3枚の紙で隠し，必要なときに一つ一つの欄を別々に見せられるようにする。 

3.「メディアを評価するためのガイド」を全員に配付できるように準備しておく。 

4.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

レッスンの展開 低俗なメディアはサタンの最も強力な道具の一つである 

話し合い 役に立つ面と有害な面との両方を持っているものを生徒に挙げさせる。例えば殺虫剤，スプレー， 

化学薬品，洗剤など。これらのものはその使い方によって，役に立つこともあるし，有害になること 

わめるo 

教師の提示 交差させた骨とずがい骨のマークは，毒物を示す世界共通のシンボルである。このマークを見る 

とどの国の人でも，これが体内に入るとこのようになると警告しているのだなと分かる。末日の預 

言者たちも，体には出ないが霊や心にとって致命的な汚染を及ぼすものに関して警告している。メ 

ディア一テレビ，ラジオ，雑誌，新聞など一は一時に大勢の人々に伝達することができる。こ 

れらの報道機関は，地上での主の業を推し進め，人々に教育と娯楽を提供するのに役立っているが， 

同時に破壊する力も持っている。そのために，わたしたちすべての道徳的な行いを乱そうとする悪 

魔の重要な道具となっている。 

話し合い わたしたちはマスコミを通して流される性的な描写，わいせつで汚れた言葉や行い，暴力などか 

らはあまり大きな影響を受けないと主張する人もいるが，これは正しくない。 

マスコミを通して流される性的な描写，わいせつ行為，暴力などから，どんな有害な影響を受け 

るかを話し合つ。 

引 用 スペンサー•w.キンボール大管長は，低俗なマスコミにさらされることによってどんな危険が 

待っているかを，次のように警告している。 

「……悲劇の始まり力《，……成人映画を上映する映画館へ出入りすることであり，ポルノ雑誌を 

盗み見ることであることに疑いはない。また婚前交渉や姦淫，同性愛などの重大な罪が，性や暴力 

を売り物にしたテレビ番組に端を発することも事実である。」（「報告とチヤレンジ」『聖徒の道』1977 

年2月号，p.36) 

引 用 キンボール大管長はまた，マスコミのいろいろな分野で見られるポルノグラフイーの害悪について， 

次のように警告している。 

「ポルノグラフイーと……倒錯には関連したものがある。…… 

ポルノグラフイーが無害であるかのように主張する人がいる力実にばかげたことである。犯罪と 

関係があることは明白である。殺人，強盗，婦女暴行，売春，當利本位の策略は，この不道徳とい 

う思いによって培養される。性犯罪の統計は，犯罪とポルノグラフイーの間に一定の関係があるこ 

とを物語っている。」（「神は欺かれず」陛徒の道』1975年2月号，p.81) 
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話し合い 毎日テレビや雑誌そのほかで目にするものを挙げさせ，それら力嗜る物や使う物，娯楽の選択，時 

間やお金の使い方などにどのような影響を与えるかを話させる。マスコミがどんなに効果的にわた 

したちの生活に影響を与えているかを理解させる。マスコミカ级(rr有害な影響について話し合う。 

教師の提示 わたしたちはこれらの有害な影響にすぐに気づくとは限らない。毎週あるいは毎日，少しずつ自 

分の霊を弱めていき，やがては現実が見極められなくなり，主の御霊を感じられなくなってしまう 

のである。そしてついには罪に至る悪の力に巻き込まれてしまう。 

提 示 

引 用 

大きな紙または黒板のリストの 初の欄を見せる。 

スペンサー• w •キンボール大管長は，わたしたちの霊がどのように弱まっていくかについて，次 

のように述べている。 

「ルシフエルはその極悪なたくらみをもって思慮の浅い人々をだまします。そして，そのために使 

える武器は何でも使うのです。……ルシフエルは（1)彼独特の論理を用いて人を混乱に陥れ，その 

⑵理屈を用いて滅ぼすのです。⑶言葉の持つ意味をほんの少しずつ変えながら（4)扉を一寸刻 

みに開け，わたしたちを（5)純白の状態から灰色の世界，そしてついには真っ暗闇へといざなうの 

です。」（「キンボール大管長，道徳について語る」『聖徒の道』1981年4月号，p.178〔番号付加〕） 

実験（任意） ルシフエルの道具汸法）によってわたしたち力《少しずつ影響を受けていくことを示すために，次 

の実験をする。 

食紅で色をつけた水の中にゆで卵（あるいは，白い布地）を一瞬浸して，すぐ取り出す。どのくら 

い色がついたかを見せる。 初はほとんど色がついていない。次に再び卵を色のついた水の中に浸 

し，スプーンで何度も水をかけるc卵の殻にだんだん色力巧農くついていく様子を見せる。 

話し合い 鲁この実験は，低俗なメディアにさらされることとどんな関連がありますか。下品な映画やテレビ 

番組を一度見ただけでも，どんな影響を受けますか。何度も繰り返してそのようなものを見たり 

読んだりしたら，どうなるでしようか。 

教師の提示 低俗なメディアによって周りの人々は影響を受けても，自分は影響されないと思うことがあるか 

もしれないが，実際には，手遅れになってどうしようもなくなるまで，その有害な影響に気力りかな 

いことが多い。 

引 用 「偉大な預言者モルモンは，堕落した自分の民を見て，彼らはその邪悪のために『心の鈍い民』 

(モロナイ9 ： 20參照）であると息子モロナイに告げている。御霊が取り去られ，善悪を区別する感 

覚がまひしてしまった状態は，何と悲惨なことであろうかJ (マ一ビン• J •アシュトン「 高の評 

価」®徒の道』1978年2月号，pp.110-111) 

話し合い 參低俗なテレビ番組や雑誌に終始さらされていると，「心の鈍い」状態，つまり良心がまひした状態 

に陥り，低俗なものかどうかという判断をすることができなくなってしまいます。それはどうして 

ですか。何を見，聞き，読むべきかを判断するときに，正しい標準に従うことはなぜ大切ですか。 

わたしたちはメディアを判断し，低俗なものを避けることガできる 

教師の提示 どのようなものを見，聞き，読むかを選ぶ前に，まずそれについて知らなければならない。また, 

だれの意見を基準にして判断するかについても，心して選ばなければならない。正しい標準を基に 

して述べられた意見ではないかもしれないからである。ある映画やテレビ番組，テープ，レコード， 

小説などの中に下劣な部分が含まれていても，評論家はそれを鑑賞に値するものとして推薦するか 

もしれない。エズラ•タフト•ベンソン長老は，わたしたちがメディアを判断する際の指針となる基 

準を次のように述べている。ベンソン長老はここでは主として本について述べている力す，ほかのメデ 

イアについても同じ基準を当てはめて判断することができる。 
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提 示 

引 用 

話し合い 

教師の提示 

引 用 

黒板を使った 

話し合い 

事例研究と 

話し合い 

大きな紙または黒板に書いてあるリストの2番目の欄を見せる。 

「おびただしい量の本が出版されている今日，読むに値しない本を見分けることができるのは真 

に教養ある人のしるしである。……ジョン•ウェスリー淡国人，メソジスト教会の創始者）の母 

親は息子にこう勧告している。『(1)理性を弱めるもの，（2)良心を損なうもの，（3)神からの霊感 

を不明瞭にするもの，⑷霊的なものへの欲求を取り去ってしまうもの……，（5)理性を抑えて肉欲 

を強めるようなもの，こういったものを避けなさい。』 

その本が昔書かれたものだからといって，必ずしも良い本だとは限らない。また，その著者が1冊 

優れた本を書いたからといって，その著者によるすベての本が読むに値するとも限らないのである。 

あなたの頭脳を他人のかすを捨てるごみ捨て場にしてはならない。腐敗した読み物を読んだ心を清 

めることは，腐った食物を体内から取り除くことよりも難しく，魂にも害を与えることになる。」（エ 

ズラ•タフト•ベンソンIn His Steps” Speeches of the Year「主の足跡」『年度講話J1979年，p.61) 

5つの基準について話し合う。低俗なメディアの影響を受けることによって御霊が離れ，聖霊の導 

きを受けることができなくなってしまうことを生徒に理解させる。これらの5つの基準を使って，メ 

ディアの中からどのようにわたしたちに適したものを選ぶことができるか質問する。 

わたしたちを取り巻く低俗なメディアの影響から自分を守ることは，ますます難しくなってきて 

いる。した力《って，まずそうしたものに近づかないようにするための予防策や，自分ではどうしよう 

もない状態に置かれた場合の対処の仕方を知っておく必要がある。 

H•バーク•ピー夕一ソン監督は次のように勧告している。 

「わたしたちは成人映画を見たり，それについて話したりすべきではありません。また，ポルノ雑 

誌やそれに類する写真，小説なども避けるべきです。……皆さんは映画のいかがわしい場面で席を 

立つ勇気があるでしょうカゝ。それとも，そのような映画を見ながら，『この場面はすぐに終わるから』 

とか，『みんなが見ているじやないか。きっと見てもいい映画なのだ』などと自分に言い聞かせるの 

でしょうか。皆さんはいかがわしい会話や性的な描写にあふれたテレビ番組を家庭から締め出す勇 

気を持っているでしょうか。このような番組がかなりの影響力を持っていて， 強の霊といえども 

刺し貫いてしまうということを 近考えたことがあるでしょうか。……くだらない食物で自らを養 

ってはならないのです。」（「心と霊を清める」『聖徒の道』1981年4月号，p.73) 

大きな紙または黒板のリストの3番目の欄を見せる。 

低俗なメディアを避けるための方法としてどんな事柄カ喂案されていたかを，生徒に答えさせる。 

次の事例に対する指針，または解決策として，紙または黒板に書かれている方法について話し合わ 

せる。 

1.恵子はビデオ映画を見に来ないかと誘われた。さいわいにも行く前にどんな映画を見るのかが 

分かり，それがいかがわしいものであったので，ほかの映画に変えてもらうことにした。またあ 

るとき，友達の家に遊びに行っていて，ビデオ映画を見ようということになった。それは新聞 

や雑誌でも評判の良い映画で，大勢の友達もすでに見ていたものだった。みんなロをそろえて 

良い映画だと言っていた。しかしこの映画には，恥ずかしくなるような言葉やシーン，賛成で 

きないような思想が含まれていることを恵子は聞いていた。 

參恵子はどうしたらいいでしょうか。あなただったらこんなときどうします力、。 

2.サラの親友のメアリーは，いつもラジオのロック番組を聞いていた。ある日二人はたまたまその 

局で流すロックミュージックのことを話していた。サラは，こういう音楽はいろいろ不道徳なこ 

とについて歌っているというのにどうしてこんな音楽をいつも聞くのかと尋ねた。メアリーはた 

だビートと曲が好きだから聞いているのであって，歌詞の方はあまり気にしていないと答えた。 

鲁特に歌詞に耳を傾けていなくても，その言葉はどんな影響を及ぼすと思います力、。サラは親 

友に何と言ったらいいでしょうか。 
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第30課 

3.一人の男子高校生がある競技大会に学校代表で出場するために，付き添いの先生と大都会に来 

ていた。しかし付き添いの先生が気分が悪くなり，その夜は一人でホテルの部屋にいることに 

なった。退屈なのでテレビを見ることにしたが，映るのはいかがわしい映画を放送しているチャ 

ンネルーつだけだった。彼は一晩中，このチャンネルを見ようか見ないでいようかと，心の中で 

言い争った。自分が何の映画を見たかほかの人はまったく知らないときにこの誘惑に勝つため 

には，大変な自制心による戦いが必要であった（ジャツク•ウェイランド“The Quiet War" 

New Era「静かなる戦い」『ニューエラ』1981年10月号，pp.12—19参照)。 

4.家族みんなで映画を見に行くことになり，父が映画館に電話して，どんな内容の映画かと尋ね 

た。映画館のマネージャ一によると，「家族の皆さんが楽しめる映画」とのことだった。ところ 

映画は 初からあからさまなべツドシーンで始まった。わたしたちは直ちに席を立って映画 

館を出た。 

眷この父親は子供たちに何を教えましたか。もし父親が 後まで映画を見ていたら，ルシフェ 

ルはどんな道具を使って，子供たち力《父親に倣うように仕向けたと思いますか。 

5.ダンとマーサはあるとき，何をしようかと話し合っていた。ダンは映画を見に行こうと言った。 

するとマーサは答えた。「いいわよ。でもわたしの標準に合わない場面が出てきたら，わたし帰 

っちゃうわよ0」 

マーサはそれ以上は絶対に越えないという標準をはっきり持っていた。このように高い標準 

を持っているだけでなく，相手の感情を害する危険を犯してまでもそれを守ろうとする女性 

を見て，男性はどんなことを考えると思いますか。 

引 用 エズラ•タフト.ベンソン長老は，「あなたがたが直面する 大の戦いの幾つかは，あなたがた自 

身の心の中で戦われる」（「主の足跡」P.60)と述べている。 

時々わたしたちは，周りにだれもいないときに一人でテレビを見たり，書店で雑誌を見たりする 

ことがある。家に一人でいたときにどんなテレビ番組を見たかを生徒に思い出させる。そんなときに 

いかがわしい番組を見たりしたら，ルシフエルのどんな道具を使うことになるのだろうカゝ。 

結 び 

メディアはきわめて大勢の人々に影響を与える。しかし，その俗悪な影響を避けるために，わたし 

たちはいろいろな手段を取ること力《できる。すなわち，見たり読んだりするのに値する映画やテレビ 

番組，本などが上映され出版されるのを探し求め，待つこと，また，読んだり見たり聞いたりするも 

のの選び方を知り，毎日の選択で自制と自己訓練を実行すること，などである。 

レッスンの応用 

「メディアを評価するためのガイド」を配る。このガイドを使って，毎日の生活において低俗なメ 

ディアを避けるように勧める。日記にこのガイドを挟んでおくように言う。 
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メディアを評価するためのガイド 

「悪徳は物凄レ、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， 

あまり見慣れて親しみカ燏き， 

初の我慢が憐れみに，や力《て抱擁するようになる。」 

(アレクサンダ一•ポープ“An Essay on Man”「人間論」書簡2『世界名詩集大成9 -イギリス1』平 

凡社刊，p.162より引用） 

サタン0)®具 

論理を用いて人を混乱に陥れる。 

理屈を用いて滅(rr。 

意味をほんの少しずつ変える。 

扉を一寸刻みに開ける。 

純白から灰色の世界，ついには真っ暗闇へといざなう。 

(スペンサー.W •キンボール「キンボール大管長，道徳について語る」『聖徒の道』1981年4月号， 

P.178参照） 

メディアを判断するための基準 

理性を弱めるもの 

良心を損なうもの 

神からの霊感を不明瞭にしてしまうもの 

霊的なものへの欲求を取り去ってしまうもの 

理性を抑えて肉欲を強めるようなもの 

(エズラ•タフト•ベンソン「主の足跡」『年度講話』1979年，p.61参照） 

低俗なメディアの影響を避ける方法 

俗悪な映画を見たり，それについて話したりしない。 

ポルノ雑誌や写真，小説などを避ける。 

いかがわしい映画は席を立って出る。 

いかがわしい会話や性的な描写にあふれたテレビ番組を家庭から締め出す。 

(H •バーク•ピーターソン「心と霊を清める」『聖徒の道』1981年4月号，p.70参照） 
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清い思い 第34課 

目 的 生徒は，清い思いは清い生活につながることを理解する。 

準 備 1.フィルムストリップ『価値ある音楽，価値ある思い』およびテープ（20分，51129 300)を用意 

する。プロジェクタ一，テープレコ一ダ一，スクリーンも用意し，クラス力《始まる前にすぐ映写 

できるようにセットしておく。 

2.レッスンの数日前に，フイルムストリップを見ておく。（台本が掲載されているので，レッスン 

を準備する際に活用する。フィルムストリップを入手できない場合には，この課の「活動の提 

案」の項を基に話し合いを進める。） 

3.次の聖句を書いた紙を用意する。 

「絶えず徳であなたの思いを飾るようにしなさい。」（教義と聖約121：45) 

4.全員に配付するために上の聖句を書いたカードを用意する。 

5.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

レッスンの展開 

教師の提示 

自らの思いを支配するときに，清い生活をする力を得る 

クラスの中には，純潔の律法を破り，このような重大な罪を犯さなければよかったと心から後悔 

している人を知っている生徒がいるかもしれない。このレッスンでは，清い生活をするための重大な 

鍵について学ぶ。 

引 用 ボイド• K .パッカ一長老の次の言葉を読み，その鍵が何であるかを見いだす。 

「わたしたちの思いは，行いを操作する配電盤であり制御盤である。」(Let Virtue Garnish Thy 

Thoughts『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，1967年9月 

26曰，p.4) 

話し合い 

フィルムス卜リップ 

と話し合い 

教義と聖約121：45を書いた紙を見せる。 

參「徳で思いを飾る」とはどういう意味ですか。 

參その結果はどうですか。 

フィルムストリップ『価値ある音楽，価値ある思い』の中でパッカー長老は，どのようにわたした 

ちの思いを徳で飾るか，また自分の考えることをコントロールすることによって，どのように清い生 

活をすることができるか説明している。思いをコントロールする力を強める方法を，フィルムを見な 

がら各自に考えさせる。 

フィルムストリップを見せる。（フィルムストリップを入手できない場合には，台本を基にして話 

し合いを進める。）フィルムストリップ力く終わったところで，思いをコントロールする力を強める方 

法について話し合う。 ’ 

話し合い 話し合いを進めるために，次の質問を参考にするとよい。 

1.パッカー長老は，わたしたちがこの世で直面する も難しいことは何であると言っていますか。 

(自分の思いをコントロールすること。） 

2.思いがコントロ一ルできるようになると，どんな恵みがもたらされますか。（悪い習慣を直すこ 

とができる。勇気がわいてくる。恐れがなくなる。幸福な人生を送ることができる。） 

3.何を考えるかを決めるのはだれですか（自分自身)。 

4.汚れた思いをあたかも清くて無害であるかのように見せかけるために，どんな方法が使われます 
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か。 

5.汚れた思いを取り除くためには，どうすればよいですか。 

6.パッカ一長老は，思いをコントロールするのを助けてくれるものとして，何を提案しています 

か（価値ある音楽)。 

7.霊を鼓舞しない音楽はなぜ危険なのでしょうか。好ましくない思いを抱かせる。不敬，不道徳 

なことを連想させたり，おぼれさせてしまったりすることが多い。） 

8.どんな種類の音楽を聞いたらよいのでしょう（霊性や敬虔な思いを高め，幸福，美しさに目覚 

めさせてくれる，また精神を高揚させる音楽)。 

9.わたしたちが心や頭を良いこと，美しいこと，精神を高揚させることで満たすなら，どんな祝 

福が与えられると約束されています力、。（聖霊の導きを常に受けることができる。） 

10.パッカ一長老は，思いをコントロールするために何をするようにと勧めていますか（賛美歌を1 

曲選び，それを覚えて，思いをコントロ一ルしたいときに歌う。） 

レッスンの応用 

パッカ一長老の提案に従って，各自に賛美歌を1曲選ばせる。その賛美歌の歌詞を暗記し，思い 

をコントロールする必要があるときにそれを歌って，心を清く保つように励ます。 

配付資料 全員に，「絶えず徳であなたの思いを飾るようにしなさい」と書いた聖句力一ドを配る。カードの 

裏に，自分の選んだ賛美歌の題名を書いておくとよい。生徒の一人に，教義と聖約121：45をもう 

一度読ませる。 

活動の提案 

自分の持っているC Dやテープを調べて，清い思いを抱くにふさわしくないものがあったら処分 

する。 

価値ある音楽，価値ある思い 

ボイド• K •パッカー長老 

「わたしが子供のころ住んでいた家は周囲力《果樹園でした。ところが，この果樹園はいつも水不 

足に悩まされていました。毎年春になると，用水路を掘り起こすのですが，すぐにまた，雑草で埋ま 

ってしまうのでした。ある日，わたしが当番で用水路を見回っていると，一大事を発見しました。水 
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第28課 

路が雑草でふさがれていて，水が四方にあふれそうになっているのです：，わたしはぬかるみにつかっ 

て，水路に堤防を築き始めました。ところ力《，1力、所で堤防を作り終えると，すぐにまたほかの箇所 

から水があふれてしまうのです。そうこうしているうちに，近所の人力《果樹園の中をこちらへやって 

来ました。そして，しばらくわたしの様子を眺めていると，やおらシャベルを手に持ち，勢いよく水 

路の底に突き立て，何度カ澜り返したのです。すると，水はその溝を流れ始めました。『水路に水を 

流したければ，水力硫れるように道を作ってやらなくちゃいけないよ。』 

•この言葉から，わたしは，人の思いも水のように流れる道を作ってやれば，そのとおりに進むこと 

を学んだのです。もしそうしなければ，わたしたちの思いは，より抵抗の少ない道を，より低い所へ 

と流れていくのです。恐らく，わたしたちがこの世で遭遇する 大の試練と苦難は，自分の思いを 

支配することだと言えるでしょう。『聖書』にもこう記されています。『人となりは，その心に思うそ 

のままである。』欽定訳箴言23: 7)自分の思いを支配できる人は，自分自身を征服した人です。 

自分の思いが支配できるようになると，悪い習慣をも克服できるようになります。そうすれば，勇 

気がわいてきて，恐れがなくなり，幸福な人生へと進むのです。わたしは成長する過程で，思いを支 

配しなければならないと，繰り返し繰り返し教えられてきました。けれどもその方法はだれも話して 

はくれませんでした。わたしは長い間そのことを考え続けてきました。そして，やっと結論に達した 

のです。それは，わたしたちの心を舞台と考えるのです。眠っているとき以外は，いつもこの舞台の 

幕は上がっています。そこでは，絶えず何かの場面が演じられています。喜劇あるいは悲劇，おもし 

ろいものやつまらないもの，良いものや悪いものもあるでしょう。いずれにしても，皆さんの心の舞 

台では，常に何かが演じられています。 

皆さんの思いが舞台に立って何かを演じているさなか，自分ではそうするつもりがなくとも，時を 

選ばず舞台のそでから影のように忍び寄って来て，あなたの注意を引こうとする小さな思いに気づ 

いたことはありませんか。これらの悪への小さな思いは，皆さんの注意を引こうと懸命になっていま 

す。もし，それらを登場させておくと，良い思いはことごとく舞台を降りてしまうのです。そして， 

あなたは悪い思いのなすがままにされてしまいます。それはあなたが許したからです。舞台を明け渡 

しておくかぎり，それらの陰りのある小さな思いは自由奔放に演じるのです。悲しみ，嫉妬，憎悪と 

いった演劇もあれば，下品，不道徳，堕落といった劇もあるでしょう。これらの思いはあなたの許し 

を得て，いったん舞台に上がると，あなたの興味を失わないように，巧妙な手段を考え出します。あ 

なたの関心を独占したり，思うだけなら罪にならないと納得させたりすることもできます。そんなと 

き，あなたはどうしますカゝ。外見上は清くとも実は薄汚れた思いや，見るからに汚れた思いが，あな 

たの心の舞台を占領しているのです。もし.あなたの心が，清く建設的な思いで満たされていれば， 

すきあらば入り込もうとねらっている悪魔たちも，入る余地がなく，退散してしまうはずです。 

わたしは，この現代社会では，わたしたちの心をいつも価値ある思いで満たしておくことは，時に 

は難しいこともあるということをよく承知しています。そうするためには，細心の注意を払って思い 

を支配する必要があります。実際には，あなたの思いのために安全な行き先を作っておいてやれば， 

これはできるのです。わたしはこの安全地帯を作る方法を見つけました。それを皆さんにお教えした 

いと思います。音楽，それも価値ある音楽の助けを借りる方法です。ある賢人は次のように述べて 

います。『音楽は，人の心を支配するうえで， も強力な手段である。』音楽が人の心を正しい方向 

に向けるか，あるいは，間違った方向に向けるかは，心の舞台に何を登場させるかで決まるのです。 

霊的な感動を与え，自分をいっそう高い観点から眺めさせてくれると感じる歌は，価値ある音楽と 

言ってよいでしょう。心を和ませ，精神を高揚させるだけの音楽でも，価値はあるのです。しかし， 

惰欲や官能をかき立てたり，よこしまな思いを抱カゝせるような音楽は，絶対に避けるべきです。価 

値のない音楽だからです。 

世の中には，そのままで美しいものを，わざと堕落させてしまうような人がいます。自然を破壊し 

ている人，文学や演劇，美術，そして音楽の分野にもそういう人はいます。旋律は美しくても好ま 

しくない歌詞カ咐いていれば，それは人々を堕落させます。このことは歴史を見れば明らかです。ま 

た旋律そのものも，演奏方法やリズム，音の強弱によっては，霊的な感受性を鈍らせることがあり 

ます。 

現代社会は少しずつではあっても，大きな勢いで変化しています。娯楽という枠の中に何でも入 

れて，それを受け入れようとする傾向にあります。その結果，大衆の人気を得ている音楽家たちは 
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こぞって，心和ませる曲よりも騒がしい曲，静かな曲よりも興奮させる曲を選んでいます。中には 

公然と，正しくない考えや行動を勧める演奏家もいます。 

若人の皆さん，皆さんの心を現代の堕落した音楽で満たすようなことがあってはなりません。そ 

れは，危険なことです。心の舞台にふさわしくない思いを招き，それらの思いが踊るリズムとテン 

ポを用意し，あなた自身もそれに合わせて行動するようになりかねないのです。空虚，不敬，不道 

徳，耽溺，こうした音楽に囲まれていると，あなた自身も堕落していきます。そのような音楽は，あ 

なたにとってまったくふさわしくありません。 

どういう曲を聞き，どういう音楽を演奏したらよいかよく考えてください。なぜなら，それらは 

あなた自身の中に入り込んで，あなたの思いを支配するばかりカゝ，ほかの人々にも影響を与えるか 

らです。皆さんが親しんでいる曲を一度総点検し，卑しい思いを抱かせるような音楽を捨て去るよ 

う，お勧めします。そのような音楽は，霊的な成長に関心を持っている若人とは無縁な音楽です。 

かといって，今日の音楽力《すべて卑しい思いを抱かせるというのではありません。精神を高揚さ 

せる，健全な音楽もたくさんあります。また，人々の心をつなぐ音楽もたくさんあります。勇気を 

奮い立たせる音楽もあれば，霊性，敬虔な思い，幸福，美しさに目覚めさせてくれる音楽もありま 

す。 

主は次のように言われました。『わたしは心の歌を喜ぶからである。まことに，義人の歌はわたし 

への祈りである。それに対する答えとして，彼らの頭に祝福が注がれるであろう。』（教義と聖約 

25:12)音楽がわたしたちの生活に及ぼす影響について，大管長会は次のように言っています。 

『音楽によって自分自身を表現する能力は，微妙さと説得力においては，言語の域を超えるもの 

である。音楽は人を高め，鼓舞する一方，人を堕落させ，破滅に導くこともある。したがって，わ 

たしたち末日聖徒は，身近に接する音楽を選択する際には，いつも福音の原則に照らして検討し， 

御霊の導きを求めることが大切である。』(Priesthood Bulletin『神権会報j1973年8月） 

このことは，皆さんに重大な責任力《課せられていることを意味します。特に，指導者として召さ 

れている人はなおさらです。若人の指導者の方々に申し上げたい。活動で使う曲目については十分 

な注意を払ってください。選択の際には，アドバイザーの助言を求めてください。皆さんには，彼 

らの知恵と分別力《必要です。現在，極端な例が音楽に見られるように，教会と社会の間の食い違 

いは，ますます大きくなっています。 

教会の偉大な指導者であったJ •ルーベン•クラーク副管長は，そのことを次のように説明して 

います。 

『わたしたちは，教会が与えなければ，若人は別の場所で求めるという理由で，不健全な娯楽を 

与えたり，黙認したりすることはできない。教会で用意しなければ，若人は賭博場へ行くかもしれ 

ないという理由で，わたしたちは教会の文化ホールにルーレットを置くことができるだろうか。わ 

たしたちはこのような方法で若人を教会に引き止めることはできないのである。』 

世間一般の若者の歓心を買うような音楽や雰囲気をことさら用意することも，正しいことではな 

いのです。皆さんは，正しく，良いと知っていることを守り，決して妥協するようなことがあって 

はならないのです。価値ある思いに結びつかない雰囲気だと判断したら，部屋を明るくし，演奏を 

中止する勇気を持たなければなりません。演奏者や参加者の服装と演奏内容についても高い標準 

を維持しなければなりません。たとえ若人がすでに歩き始めていると思われる道であっても，それ 

に合わせて教会の標準を落とすことはできません。青少年であれ成人であれ，指導者にはそのよう 

な権限力《与えられていないことを覚えておいてください。教会は真理と固く結びついており，揺ら 

ぐこと力《ありません。真理の中にいれば絶対に安全なのです。わたしたちには，若人を導く責任が 

あります。それは，若人が歩む道を明らかにし，若人の標準を高め，世の汚れから守る道を築くこ 

とです。わたしは皆さんが才能を伸ばすようお勧めします。音楽に才能のある方でしたら，次のこ 

とを考えてみてください。まだ，作曲されたことのない，演奏されたことのない音楽はたくさんあ 

ります。皆さんは，人々の精神を高め，福音を広め，人々の心を動かし，悩む人に慰めと力を与え 

る，価値ある音楽を作曲し，演奏することができます。 

良い音楽の持つ影響力については，それを証明する例カ沽代，近代を問わずたくさんあります。 

例えば，開拓者たちは，試練にあったときに，隞れず来たれ，聖徒』を歌って，落胆した気持ちを 

奮い立たせ，平安を得ました。この賛美歌は，長年にわたって多くの人々に霊感を与えてきました。 
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あるとき，わたしは，危険な飛行を終えたばかりのパイロットと話す機会がありました。勇気と恐 

れに話が移っていったとき，わたしは，そのパイロットに，いろいろ危険な目に遭ったとき，どの 

ようにしてそれを乗り越えてきたのかを尋ねました。すると彼はこう答えました。『わたしは自分の 

好きな歌を歌うんです。』もう絶望だと思ったときも，無事帰還する望みが消えカゝかったときも，エ 

ンジンのうなりを背に，この賛美歌を心の中で歌い続けるのです。 

傲れず来たれ，聖徒進み行けよ 

その旅は辛くとも恵みあらん』 

このようにして，彼は信仰にすがったのでした。この信仰こそ，勇気を生む源なのです。 

大きな試練を前にした主も，音楽によって御自身を準備なさいました。聖典には，こう記されて 

います。『彼らは，さんびを歌った後，オリブ山へ出かけて行った。』（マルコ14: 26) 

若人の皆さん，忘れないでください。この教会はあなたの教会です。そして，この教会の頭とし 

て立っておられる御方は，あなたの主であり，あなたの救い主です。あなたがいつも心を善と美と 

霊感で満たしていれば，主は絶えず導きと霊感を与えてくださいます。そのための方法がこれです。 

パイロットの友人がしたように，好きな賛美歌か歌を1曲選んでください。気持ちを高める歌詞と 

敬虔な旋律を持つ曲，霊感に近い何ものかを感じる曲を選んでください。そうした美しい曲はたく 

さんあります。選曲する際，御霊の導きを求めてください。次にその歌を心の中でかみしめながら 

何度も歌い，覚えてください。音楽の訓練を受けたことのない人でも，簡単な歌ならばかみしめて 

歌うことはできます。こうして，自分の思いを導く道しるべができました。非常時の水路ができた 

のです。 

陰りのある役者が，あなたの思いの端の方から舞台に入り込んできたら，心の中でその歌を思い 

巡らしてください。ムードが一新するでしょう。 

音楽によって心カ镐められ，清められるため，卑しい思いはこそこそと逃げ出して行くのです。美 

徳は清くないものと交わることができないため，悪魔は光の前に立ち続けることができないのです。 

やがてあなたは，心の中でほとんど自動的に覚えた歌をハミングして，卑しい思いを追い払うよう 

になるでしょう。心の舞台から汚れた思いを一掃したら，正しい，価値のあることを行って，そう 

いうことだけを考えるようにします。若人の皆さん，いつも心を価値ある思いで満たしてください。 

人となりは，その心に思うそのままだからです。こうして価値ある思いを心に満たしていれば，人 

生において価値のある事柄を次々に成し遂げていくことができるのです。 

皆さんは，全能の神の息子娘です。わたしは神がわたしたちの御父であって，わたしたちは神の 

子供であること，神はわたしたちを愛しておられるので，この世に偉大な，すばらしいものを用意 

してくださっていることを証します。わたしは，わたしの思いと霊を高める良い音楽を与えてくだ 

さった神に感謝します。」 
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目 的 生徒は，圧力を受けながらも正しい生活をすることを学ぶ。 

準 備 1.視覚資料17「ししの穴のダニエル」（62096)巻末参照 

2.人数分の『賛美歌』と鉛筆 

3.レッスンの終わりの部分にある10の質問と参照聖句を書いた紙を人数分用意する。 

4.任意——次の言葉を書いたカードを人数分用意する。「永遠に日の栄えで統治できるように，今 

日，世の圧力に耐えさせてください。」（「結び」の項参照） 

5.「シオンの若者，真理を守り」（『賛美歌』163香）を全員で歌う際の指揮者を生徒の中から選び, 

前もって依頼しておく。レッスンの 後に，この賛美歌を歌うとよい。 

6.物語，聖句，弓丨用文などの発表を割り当てる。 

レッスンの展開 導 入 

かつてモルモン夕バナクル合唱団の指揮者であったエバン.スティーブンスは，ちょうど総大会 

で合唱団の指揮を終えたところだった。彼は静かに席に戻って座り，やや前かがみになって，今ま 

さに始まろうとしているジョセフ• F •スミス大管長の話を待っていた。彼は預言者の話に感動し 

た。そのテーマは若者であり，彼らが出会う世の中の圧力や福音の教えに忠実であることの大切さ 

についてであった。大会力《終わってから，スティーブンス教授は大管長の霊感あふれる言葉につい 

て考えな力ぐら，一人で近くのシティ一クリークキヤニオンに散歩に出かけた。彼は，急流の激しい圧 

力にびくともしない岩の上に立った。その岩は朝，総大会で聞いた大管長の言葉をそのまま象徴し 

ているかのようだった。すると突然，詩と旋律が頭の中に浮かんできた。教授はその岩に腰かけて, 

頭に浮かんでくる言葉と旋律を書き留めた。これが現在教会の若者お気に入りの賛美歌「シオンの 

若者，真理を守り」となったのである。彼は，預言者と同様，若者を愛していた。そしてこの歌は， 

若者への霊的なアドバイスであると言った。（J •スペンサー.コーンウォ一ル，Stories of Our 

Mormon Hymns『モルモンの賛美歌物語』pp.173- 174より） 

話し合い 『賛美歌』を配り，「シオンの若者，真理を守り」（163香）を開いてもらうo 4節までの歌詞と折り 

返しの部分を交代で生徒に読ませる。 

•この作者は，どんなことを表現したかつたのでしようか。 

わたしたちは不義な世の中にいても正しく生活することができる 

教師の提示 世の初めから，多くの人々は，周りを取り囲む不義な世の中の圧力にも屈せずに，勇気をもって 

正しい生i舌をしてきた。その良い例が『旧約聖書』のダニエルである。 

•ダニエルは，不義な世界で正しく生きることが可能であることをどのようにして証明しましたか。 

生徒に，『旧約聖書』のダニエル書を開かせる。 

配付資料 質問と参照聖句を書いた用紙を配る。次の事実を頭に入れておくように言う。それぞれの質問の 

後で，聖句を調べるための時間を与える。 

教師の提示 ダニエルは若者のときに，見知らぬ土地に連れて来られました。そこでは見慣れない習慣が行わ 

れ，聞き慣れない言葉力《話され，人々は不思議な宗教を信じていました。……このような不慣れな 

環境の下で，蕞初の試練がやって来ました。……その国の王は，バビロンに連れて来られた者は皆， 

王の酒と王の食べ物を食べるようにと命じたのです。ダニエルは両親から教えられた戒め，また主 
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から与えられた戒めによって，それらの物が自分の体によくないことを理解していましたハ……ダニ 

エルとその友人たちは，神の戒めに従うよう教えられていました。……ダニエルは，自分たちに与え 

られている撻康のおきてを守らせてくれるように嘆願しました。そして，どちらの食べ物力《健康的か， 

10日の間試してみてくださいと言いました。（L •トム.ペリー“In the World” Speeches of the 

Year, 1981「世にあって」『年度講話，1981年』pp.2 — 7より） 

1.王の食物と比べ，ダニエルの食物の結果はどうでしたか（ダニエル1：15)。 

2.健康のおきてを守ったダニエルたちに対し，神はどんな祝福をお与えになりましたか（ダニエル 

1：17)。 

ダニエルの2番目の試練は，ネブカデネザル王が見た夢を解くように命じられたことでした。国 

中から博士や法術土，魔術士が集められましたが，だれ一人としてその夢とその解き明かしを王 

に示すことはできませんでした。このために王は怒り，ダニエルを含むバビロンの知者すべてを 

殺すように命じました。 

3.王が自分たちを殺すように命じたことを知って，ダニエルはどうしましたか（ダニエル2:16)。 

4.ダニエルは，王の夢の解き明かしをどのようにして得ましたか（ダニエル2 ：18 - 20)。 

5.ダニエルから夢の解き明かしを受けた王は，どのように反応しましたか。また，ダニエルは王か 

らどんな報酬を受けましたか（ダニエル2 ： 47-48)。 

ダニエルはさらに3つ目の試練を受けました。彼は3人の王の下で重要な地位に就き，すべて 

の総督の長となりました力《，総督たちはダニエルをねたみ，……何とかして彼を王に訴えるロ 

実を探そうとしました。ところが，ダニエルには何の落ち度もないことを知って，総督たちは一 

計を案じ，30日の間すベての民に，王にのみ願い事をさせるという新しい禁令を定めるよう王 

に求めました。王はそれを良いことだと考えたらしく……この禁令を守らない者への刑罰も定 

めました。これを聞いたダニエルは，大いに心を悩ませました。神に祈り，感謝することは，彼 

にとって非常に大切なことだったからです。（ペリ一「世にあって」p.6参照） 

6.この禁令を守らない人はどんな刑罰を受けることになっていました力、（ダニエル6: 7)。 

7.ダニエルは王の禁令と刑罰を知った後，どうしました力、（ダニエル6:10)。 

ダニエルの失脚を望む者たちは，ダニエルをひそかに見張りました。そして，ダニエルが神に 

祈っているのを確かめると，そのことを王に報告しました。王はダニエルを愛していたので，悪 

い総督たちがダニエルを陥れたことに気がついて心を痛めました。王は禁令を変えて，ダニエ 

ルがししの穴に投げ込まれるのを救おうとしました力《，王がいったん定めたおきては変えること 

ができませんでした。（「世にあって」p.6) 

8.ダニエルがししの穴に投げこまれるとき，王は何と言いましたか（ダニエル6:16)。 

ダニエルは常日ごろ，立派な模範を示していたので，王はダニエルの神がししの穴から彼を 

救ってくれると信じていました。王はその夜一晩中ダニエルのために断食し，朝になると早々 

に穴に行き，ダニエルを呼ばわりました。（「世にあって」p.6) 

9.王はダニエルに何と聞きましたか（ダニエル6: 20)。ダニエルは何と答えましたか（ダニエル 

6 ： 22)。 

10.この奇跡とダニエルが神に示した忠誠とを目撃した王は，新しくどんな命令を出しましたか（ダ 

ニエル6 ： 26-27)0 

(L •トム•ペリー「世にあって」『年度講話，1981年』pp.2 —7より） 

自分の信仰に対する決意とダニエルのそれとを心の中で比べてみるように言う。 

•あなたはダニエルがしたのと同じようなことをする勇気がありますか。 

正しい生活をすることによって，ダニエルが王国全体にどんな影響を与えたかを指摘する。 

今日わたしたちは，ダニエルとは違った形のチャレンジを受ける。どんな形であれ，チャレンジは 

必ず来るものであり，ダニエルが受けたチャレンジが彼にとっては難しいものであったように，わた 

したちの受けるチャレンジも困難に思えるかもしれない。また，わたしたちがする決断によって及ぼ 

す影響も非常に大きい。 

配付資料 

話し合い 

教師の提示 
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物 語 デ一トの標準を決して下げようとしなかった若い女性の話をする。 

「彼女はクラスでただ一人の末日聖徒であった。男子生徒の間で人気があり，しばしばデートに 

誘われていた。しかし彼らは，教会で彼女力《教えられてきた標準を守っていなかった。そこで彼女 

は，デートに誘うすべての男子に，自分が守っている標準を話した。そして彼女がデートを承諾す 

る場合，相手は彼女の標準に従って振る舞うことを求められたのである。彼女はそのような約束を 

してからデートを承知した。年間を通じて皆が も楽しみにしている特別なダンスパーテイ一を前 

にしたある曰，学内のフットボールでスター的存在の生徒力《彼女のもとへやって来て，こう言った。 

『君がもう少し標準を下げてくれたら，ダンスに誘いたいんだけどなあ。』 

しかし，彼女は一瞬のためらいも見せずに，こう答えた。『わたしの標準を下げなければデートで 

きないのなら，残念だけどお断りするわ。どんな人からデートに誘われても，この標準は絶対に守る 

と心に決めているの。』」(L •トム•ペリ一「正しい決断を下す」®徒の道』1980年3月号，pp.47 -

話し合い 

教師の提示 

參彼女はどうしてこのように答える勇気を持っていたと思いますか。 

ダニエルは，正しい生活をしようとしたときに，何の助けもなくただ一人取り残されたわけではな 

い。わたしたちにとってもそれは同じである。主はすべての神の子を愛しておられ，わたしたちが成 

功することを望んでおられる。したがって，何の助けもなくわたしたちを放っておかれることはなさ 

らない。けれども主は，わたしたちがいろいろな経験から学び，もっと多くの正しい行いができるよ 

うに知識と勇気を持つことも望んでおられる。 

引 用 次の引用文を読む。 

「天父は愛の深い御方であり，ただ罪を犯さないという結果としてだけではなく，正しい生活を 

実行した結果としてわたしたち力《幸福を得るように望んでおられるcしたがって，天父は時には，つ 

らいが多くを学べるような経験をわたしたち力《受けるままにされる。ただしその際には，わたしたち 

カ铽練に十分立ち向かうことができるように助けてくださる。」（ニール* A •マックスウェル“Talk 

of the Month" New Era「今月の講話」『ニューエラ』1971年5月号，p.30) 

黒板を使った 

話し合い 

參わたしたちが正しく生きようと努力するときに，天父以外にどんな助けが得られますか。 

生徒の答えを黒板に書く。次のような答えが考えられる。両親を含む家族，聖霊，聖典，神権指 

導者および教会の指導者，良い友達。わたしたち力《正しく生きようと努力するときに，いろいろな 

こと力《起こるが，これらの人々がどのように助けてくれるか，その例を生徒に考えさせる。世の圧力 

の中で正しい生活をしようとした経験があったら，生徒に話させる。 

義を選ぶ人には，喜びと祝福が与えられる 

教師の提示 •ダニエルが強い信念を持っていたことによって，どんな祝福を与えられましたか。 

ダニエルは，もし自分力《神に背くようなことをしたら，自分を許すこと力《できないと分かっていた。 

神に背く くらいなら，死んだ方がまだましだった。自分が真実だと知っていることに背を向けたり， 

自分の信念をひた隠しにして，どうして心に喜びや平安を得ること力《できるであろう。こうしてダニ 

エルは，周りの圧力や困難な事情にも負けずに，正しく生きる決心をした。それによって，彼は天 

父から祝福を受け，王からは多くの報酬を与えられた。わたしたちも，同じように清く正しい生活 

をすれば，祝福を受けることができる。わたしたちは訓練を受けるであろうし，世の人々力《求めるよ 

うな富や名声を受けることはないかもしれない。しかし，人生において，それよりもはるかに大切な 

面で豊かになることができる。ジェームズ* E •ファウスト長老は次のように語っている。 

「美徳や信仰といったものは，この世の中では取るに足らないつまらないものであると考えられて 

います。したがって自分の気まぐれとか好みに合ったように生活すればいいと考えている人も大勢 

います。道徳律や社会規範に束縛されない，価値観の多様化した時代にあって，大勢の人々が自分 

の価値，自尊心,威厳に無関心で勝手気ままな生活を送っています。英国のノッチンガム市の標語 

にはこう記されています。『美徳は死後も生き続ける。』老若を問わず，この言葉を心に刻み込まなけ 

154 



ればならない人が大勢いるのではないでしようか。」（「個人の尊厳」『聖徒の道』1981年9月号，p.ll) 

話し合い 眷徳高く正しい生活からどんな喜びや祝福がもたらされますか。それは称賛されたり，この世的な 

栄誉を受けることよりも，なぜもっと大切なのですか。 

結 び 

社会で起こるいろいろな暗い出来事や見通しにもかかわらず，現代のダニエルはまだまだ存在す 

る。わたしたちも，天父がいつもそばにいてわたしたちを力づけ，祝福してくださることに勇気を得 

て，ダニエルのように周りの圧力にもめげず，正しく生きることができる。賛美歌にあるように，わ 

たしたちは信仰をもって，ひるまずに，逃げずに，正しい生活をすることができる。 

閉会の歌として，「シオンの若者，真理を守り」（『賛美歌』163香）を歌う。 

「永遠に日の栄えで統治できるように，今日，世の圧力に耐えさせてください。」 

賛美歌 

配付資料（任意) 

圧力に耐えて正しい生活を送る 

1.王の食物と比べ，ダニエルの食物の結果はどうでしたか（ダニエル1：15)。 

2.健康のおきてを守ったダニエルたちに対し，神はどんな祝福をお与えになりましたか（ダニエル 

1：17)。 

3.王が自分たちを殺すように命じたことを知って，ダニエルはどうしましたか（ダニエル2 ：16)。 

4.ダニエルは，王の夢の解き明かしをどのようにして得ましたか（ダニエル2 ：18 - 20)。 

5.ダニエルから夢の解き明かしを受けた王は，どのように反応しましたか。また，ダニエルは王か 

らどんな報酬を受けましたか（ダニエル2 ： 47-48)。 

6.この禁令を守らない人はどんな刑罰を受けることになっていましたか（ダニエル6:7)。 

7.ダニエルは王の禁令と刑罰を知った後，どうしましたか（ダニエル6:10)。 

8.ダニエルがししの穴に投げ込まれるとき，王は何と言いましたか（ダニエル6:16)。 

9.王はダニエルに何と聞きましたか（ダニエル6: 20)。ダニエルは何と答えましたか。（ダニエル 

6 ： 22)。 

10.この奇跡とダニエルが神に示した忠誠とを目撃した王は，新しくどんな命令を出しましたか（ダ 

ニエル6 ： 26-27)。 
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第36課 徳高い生活における 
真理の重要性 

目 的 生徒は，清く徳高い生活における真理の重要性を理解する。 

準 備 1.レッスンの初めに示されているような言葉のカードを用意する。 

2.レッスンの2番目の項で使うための表を作っておく〔黒板に書いてもよい)。 

3.任意——「レッスンの応用」の項で使う配付資料を用意する。 

4.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

レッスンの展開 わたしたちはすべてのことに関する真理を知ること/)できる 

空欄を埋める 次の文章を黒板に書く。 

「 とは， あるとおりの， にあったとおりの，また にあるとお 

りの，物事についての知識である。」 

生徒に，教義と聖約93 ： 24を開かせ，真理の定義を述べているこの聖句の空欄を埋めさせる。そ 

れができたら，この聖句に印を付けさせ，一人の生徒に読ませる。 

教師の提示 教義と聖約93 ： 24の聖句を示し，永遠の真理は変わらないことを生徒に理解させる。神がこの地 

上でわたしたちに啓示された真理は，前世で教えられたものと同じであり，それはまた永遠に同じ 

である。真理は永遠に変わらない。 

言葉のカード 言葉のカード「真理は変わることがない」を掲示する。 

聖句を使った 眷真理はどのようにして知ることができますか。 

話し合い 二人の生徒を指名して，ヤコブの手紙1：5および『モルモン書』ヤコブ4 ：13を読んでもらう。す 

ベての真理の源は神であることを強調する。わたしたちは天父に祈り，その真理を知ることができ 

るように求めることができる。そして，この真理は御霊によってわたしたちに与えられる。 

キンボール大管長は，真理を求める人のために次のような指針を与えている。 

引 用 「あなたもいずれお分かりになると思います。疑うことは何もありません。……必要な手順は，研 

究し，考え，祈り，そして主の戒めと教えを守ることです。……主は，人が自己を正しい心の状態 

に置くことができて初めて霊的な事柄に関する知識を与えると，繰り返し約束しておられます。… 

...『そして聖霊の力によって，あなたがたはすべてのことの真理を知るであろう。』（モロナイ10: 5)」 

(スペンサー.W •キンボール「絶対的な真理」『聖徒の道』1979年7月号，pp.8-9) 

話し合い 書真理を得るために必要であるとキンボール大管長が述べている4つの事柄は何ですか。 

生徒の答えに従って，該当するカードを掲示する。「次の手順に従うことによって，真理を知るこ 

とができる」TOf究する」「考える」「祈る」「行う」 

次の聖句を使って，どのようにこの手順に従うかを理解させる。 

1.研究する(ヨハネ5 ： 39) 

2.考える（3ニーファイ17 ： 2 - 3 ；モロナイ10 ： 3 ；教義と聖約88 ： 62-63) 

3.祈る（エレミヤ29 ：12- 13 ；アルマ5 ： 45-46 ；モロナイ10 ： 4) 

4.行う(ヨハネ7 ：16- 17) 

物 語 リチャード•G•スコット長老は次のように語っている。 
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第28課 

「主は，わたしたちが正しい生活をしているとき，真理を与えてくださいます。時には，導きが必 

要なときに，熱心に求める心からの祈りの答えとして与えられることもあります。 

わたしが……伝道部長をしていたときのことです。ある夜，わたしは宣教師の一人が助けを必要 

としていることを心に強く感じました。どの宣教師だろうと一生懸命考えてみましたが，思い浮か 

びません。そこでわたしは……伝道本部の屋根の上に登り，平らな場所を見つけてそこで一晩中， 

思い悩みました。今までともに働いた宣教師を一人ずつ心の中に思い出したり，全部の宣教師につ 

いて知っているかぎりのことを考えたりして，その助け力《必要な宣教師の居所を教えてくださいと 

主に祈り求めました。そしてついに，空が白みかけたころ，伝道部のどこに弋の宣教師がいるのか思 

い当たったのです。……早速わたしはその土地へ行って面接をし，主が助けたいと望んでおられた 

宣教師を見つけ出し，助けることができました。確かに，神は，わたしたちが教えに従順であり，必 

要な信仰を持つときに，わたしたちの祈りにこたえ，真理を与えてくださるのです。」（“Truth” 

Speeches of the Year「真理」『年度講話』1978年，p.101) 

話し合い この伝道部長は，言葉の力一ドに書かれている4つの手順をどのように踏んだかを説明する。主は 

「心に思いをわき起こさせる」ことによって，必要な助けをお与えになったこと，また伝道部長はど 

うすべきかを知る前に，いろいろな事実を心の中に思い巡らして考え，思い悩み，そして主に願い 

求めねばならなかったことを強調する。 

物 語 次のジョセフ•F•スミス大管長の経験を話す。 

「少年のころ，わたしはよく夕fに出て行って，証力ぐ得られるように何かすばらしいことを示してく 

ださい，と主に願ったものだった。しかし主はわたしに特別なことを示されなかった。むしろ，教え 

に教え，規則に規則，ここにも少し，そこにも少し，といった方法でわたしに真理を示^てくださっ 

た。そしてわたしは全身で真理を知り，疑いや恐れは一掃された。……生ける神の御霊の静かな細 

いささやきによって，神はわたしに今の証を与えてくださったのである。神は今後もこの原則と力に 

よって，すべての人々に，彼らの心に残る真理の知識を与えてくださることだろう。そう’するときに 

人々は，神が今御存じのように真理を知り，キリストが行っておられるように御父の御_心を行うよ 

うになることだろう。」（『福音の教義』p.7) 

まとめ 言葉の力一ドを使って4つの手順をもう一度繰り返し，レッスンのこれまでの部分を簡単にまとめ 

<Qo 

聖句を使った 

話し合い 

表または黒板を使った 

話し合い 

真理の土台の上に清い生活を築く 

次に挙げる聖句を読み，印を付ける。これらの聖句を基にして話し合いを進め，その後に述べら 

れている要点を理解させる。 

1.モーセ5 ： 58;モ一セ5 ：12。アダムとエバは福音の真理を教えられ，それをまた子供たちに教 

X. /v-O 
2.モーセ5 ：13。サタンがアダムの子孫の中に来て，偽りをもって多くの人をだました。 

「神を拒むことは，同時にサタンの支配下に置かれることである。そして，サタンの影響を受け 

てすぐに神の知識を失い，肉体，肉欲，悪魔に従う者となってしまう。」（マリオン• G • ロムニ一 

"Truth and Knowledge"「真理と知識」『年度講話』1977年，p.63) 

わたしたちがこの地上で学ぶべきことの一つは，悪を退けて善を選ぶためにどのように真理を見 

分けるかということである。サタンはわたしたちをだまして肉体，肉欲，悪魔に従う者とするために， 

その力の及ぶ限りを尽くすことを知っている必要がある。（次の表を用意する。黒板に書いてもよ 

い0) 
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引 用 真理を避けることによる結果について，次の引用文を読む。「うそをついて自由な入は一人として 

いません。うそという重荷を背負いながら生きてきた人には，そのこと力痛いほど分かるはずです。 

また大勢の人がしているからといって，悪力《正当化されることはありませんし，だれも見ていないか 

らといって正当化されることもありません0」（マ一ビン• J •アシュトン「何ら害悪にあらず」『聖 

徒の道』1982年7月号，P.18) 

サタンはやっきになってわたしたちをだまそうとしている。サタンの道に足を踏み入れないように 

するためには，正しいと心に思うことを行う勇気が必要である。 

結 び 

わたしたちカ缴心に研究し，考え，祈り，行うならば，福音の真理という確かな土台の上に，わ 

たしたちの生活を築くことカ《できる。また福音の原則を理解することができる。そして，わたしたち 

がそれに従おうと努力するならば，主は，わたしたちが試練や苦難を受け，困難な選択に迫られた 

ときに助けと導きを与えてくださる。真理に従順であれば，罪や悲しみから解き放される。そして徳 

高い清い生活をし，永遠の幸福を味わうことができる。なぜなら，「真理はとこしえにいつまでも変 

わらない」（教義と聖約1：39)からである。 

レッスンの応用 

用意しておいた配付資料を生徒に配る。その行いはわたしたちを主の方に向けるか，それとも主 

に背を向けることになるのかを考え，善か悪か，真理か過ちかを判断するのにこれを使う。 
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清い_ 

それはわたしが良い行いをするように誘うものか？一 

それはわたしが悪い行いをするように誘うものか？ 

純潔 
汚れのない生活 

不道徳 
罪ある生活 



第30課 

話し合し 

聖 典 

物舌吾 

5舌しC3し 

物 語 

話し合い 

上の表に関して，次の質問をする。 

•この地上に生まれてきたとき，わたしたちはどんな状態でしたか。 

參成長していろいろな人間関係を築く際，サタンの道に通じる状態をニっ挙げなさい。 

參わたしたちを神の真理に導くのはどの行いですか。 

•永遠の生活を示している言葉はどれですか。 

參偽りの道はどれですか。 

天父は，善悪を判断し，真理を見極めるための鍵をわたしたちに与えてくださった。モロナイ7: 

15-17をみんなで読み，印を付けさせる。決断を迫られたときや，良いことか悪いことかを知りた 

いときには，次のように自分に問うとよい。「これは良いことをするような気持ちにさせるだろうか。 

キリストへの信仰を強めるだろう力、」と。 

ヨハネ8: 32を開き，全員で一緒に読む。それから次の物語を読むにれらの物語は，真理の重要 

性，その見極め方，それを実行するにはどうしたらよいかなどを理解させるのに役立っ)。 

真由美はボーイフレンドのことで悩んでいた。真由美の好きな人は教会員ではなかったからであ 

る。「どうするのがいちばん正しいのか知りたくて祈りました。そして，その答えを受けたとき，わた 

しはそれを受け入れたくなかったのです。彼との交際をやめたら，もうわたしは一生ほかの男性を好 

きになることはないだろうと思ったからです。祈りの答えとして受けた気持ちを何とカ锯り払おうと 

しました力《，それが正しいことであることは否めませんでした。心の中ではどうすべきかちゃんと分 

かっていたのです。このまま彼との交際を続ければ，行くべき道から外れてしまうことは明白でした。 

わたしはとても悩み苦しみました。けれどもやっと祈ったときに御霊の導きに従う勇気を得ること 

ができました。天父はわたしたちを愛しておられ，わたしたちが困難な選択をしなければならないと 

きには，わたしたちとともに苦痛を感じられるのです。」 

參真由美はどのようにして，ボーイフレンドとの交際に関する真理を知ることができましたか。 

參もし真由美がこの真理を否定し，彼との交際を続けていたら，どうなっていたと思いますか。 

參真理を知り，それに従うことで真由美はどのように自由になりましたか。 

參真由美は表に示されている事柄のうち，二っのことに従いました。それはどれですか。 

順子は監督から面接を受けていました。監督は一っの戒めにっいて質問し，それを守ることに関 

連のある行いを説明してくれました。そのとき突然順子は，自分が悪いことをしたことがあるのに 

気がっきました。胸の鼓動が早くなり，手に汗がにじんできました。「はい」と口ごもって，そのまま 

黙って次の質問に移ってしまうのを待っか，……それとも正直に告白するか……。 

どちらが利己的で，どちらが自己訓練を要するか話し合う。 

眷御霊の導きを無視してうそをついたら，どうなりますか。順子はどの道を進むことになります力、。 

159 

清い 

• 生 ） 

非利己的 

利己的 

自己訓練 

気まま 

法律で認められた結婚 
に よ る 肉 体 関 係 一 

法律で認められた結婚 
以外の肉体関係 

神の真理に従う 

純潔 

離 

サタンの偽り_えに従う 





健康を維持する 



第37課 大切な体cm理 

目 的 体が与えられている意味を理解し，常に 高の状態に保つようになる。 

準 備 1.巻末にある次の絵を用意する。視覚資料13「神殿」（あるいは教会付属図書館にある神殿の写 

真を用いてもよい)，視覚資料18「運動する少女」 

2.紙と鉛筆を人数分用意する。 

3.石けん，水，デオドラント，くし，ブラシ，シヤンプー，歯ブラシ，つめ切りなどの，身繕いの 

用具を用意する。 

4.厚紙か画用紙に下の図のような少女の絵を書き，5つに切ってパズルを作る。各パズルに言葉を 

書く。この絵をはる大きめの紙を用意する。 

5.必要であれば，持久力テストの得点表を用意する。 

6.生徒に，聖句の発表を割り当ててもよい。 

教師へ レッスンに先立って，平日に活動の日を設け，下の持久力テストをする。（M跳びができるくらい 

の長さのロープを2，3本用意する。）あるいは個人でこの活動を行い，続けて何回跳べたか報告させ 

る。この場合，教師はレッスンの日までに全員力潮り当てを終えているか確認する必要がある。 

持久力テス卜 

2，3人の生徒にロ一プを1本ずつ与え，ロ一プが足や頭に触れないようにして，連続50回を目差し 

て緦跳びをさせる。本番の前に一度練習させてもよい。生徒はそれぞれ，自分が跳んだ回数を用紙 

に記録する。 

注——体力的に限界や健康上問題がある生徒には，このテストを受けさせてはならないcそのよ 

うな生徒には回数を数え，得点の記録をしてもらうとよい。 
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第28課 

写真，話し合い 

聖句 

レッスンの展開体が与えられてし、る意味趟解し，魅力的になりたし、と望む少女は，体を大切にする 

神殿の写真を見せ，1コリント3 ：16-17を読ませる。わたしたちは自分の体を大切にするよう戒 

められていることを強調する。 

パズルと話し合い パズルの頭の部分を紙にはる。 

參体を大切にする方法は聖典のどこに書かれていますか（教義と聖約89章「知恵の言葉」)。 

眷知恵の言葉によると，わたしたち力《体に取り入れてはならないものは何ですか（ぶどう酒または 

強き飲料，たばこ，熱き飲料，具体的にはコーヒーやお茶)。 

聖 句 自分の宮を清く清潔できれいに保つために，知恵の言葉を守ることのほかにもいろいろなことが 

できる。教義と聖約88 ：124を黙読させる。 

眷この聖句は，体を大切にすることについて，どのように言っていますか。 

一人に，その節の「早く床に……」から後半を読んでもらう。 

パズルと黒板を使った 

話し合い 

パズルの「休息」と書いてある部分を紙にはる。 

參主はなぜわたしたちに早寝早起きをするよう勧告しておられるのだと思いますか。 

參適度な休息を取るのがいいのはどうしてですか。（生徒の答えを黒板に書く-頭がさえる，喜びを 

感じる，気分がよくなる，元気が出る，きれいになる。） 

•寝すぎはなぜよくないのですか。 

聖句とパズル 教義と聖約42 ： 41を開かせ，より美しくなるためにほかにどのような方法があるか探させる。肉 

体的にも道徳的にも清くあることの大切さを強調する。パズルの「手入れ」の部分をつけるC 

実物を使ったレッスン 

と話し合い 

身繕いの用具を見せる。歯や肌，髮を清潔にしていると人はより美しく見えることを強調する。 

さわやかな香りは人によい印象を与える力く，汗や体臭は不快感を与える。生徒に，自分の髮や肌，つ 

め，歯の状態を見て，どのようにすればもっときれいにすることができるか考えさせ，これから1週 

間心がけたいと思うものを一つ選ばせる。 

パズルと話し合い パズルの「栄養」の部分を紙にはる:：生徒に紙と鉛筆を配り，知っているかぎりの果物や野菜を 

書かせる（2，3分で済ませる)。いちばんたくさん書いた生徒に発表してもらう。ほかの生徒は，自 

分のリストにないものを付け足す。その後で，生徒たちが考えつかなかったものをリストに加えさせ 

る。かんきつ類と緑黄色野菜は必ず入れること。 

•果物や野菜のほかに，わたしたちが毎日食べなければならないものには何があるでしょうか（穀 

類，肉や魚，卵，牛乳や乳製品)。 

偏食をしないよう注意する。この年代の少女は好きな物しか食べず，食事カ嗰りがちである。先 

に書いた果物と野菜の長いリストに触れて，今まで食べたことのないものを食べてみるよう促す。 

次に，栄養がないと思う食物を紙の裏側に列挙させる（1，2分で行う）。 

參これらの食物は容姿や健康にどのような影響を与えますか汰るという答えも入れるようにする)。 

生徒に美しくなりたいと思うならば，そのような食物を幾つか制限するか，あきらめるかしなけれ 

ばならないことを強調する。黒板に，「良いことのために好きなものをあきらめる」と書く。 

眷栄養のない食物をあきらめることによって得られる「良いこと」とは何ですか。0Eしい食習慣に 

よって肌や髪，目，歯，体つきなどが美しくなることを強調する。） 

參余分な飲食を減らし，適度な運動をすれば体重は減ります。では，体によくない食べ物をたくさ 

ん取らずに体重を増やすにはどうしたらよいでしょうか。 

体重を増やすには，知恵を働かせ，高カロリーで栄養価の高い様々な種類の食物を食べるよう心 

がけなければならない。 

教師の提示 これまで体の手入れ，栄養，知恵の言葉，適度な休息を取ることについて学んできた力《，少女た 
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ちが（パズルを指す）健全な肉体を維持するにはもう一つ大切なことがある。 

「運動」と書いた部分を紙にはる。 

次の得点表を掲示するか黒板に書く。 

体力と持久力のランク 

45 50回……優 

25 44回……良 

10 24回……可 

自分の体力や持久力について分かったことを話し合う。 

若い女性が運動している写真を見せる。スポーツやダンス，ジョギング，ウォーキングなどの運動 

を積極的に行うことの大切さについて話し合う。 

•なぜ運動すること力《必要なのでしよう。 

參楽しみながら適度に運動する方法を挙げてください。 

体をよく動かすことに加えて，きちんとした体操をすることは，筋肉を強くしたり，体を部分的に 

強化したりするのに役立つ。また摂取したカロリーを燃焼させるのにも役立つ。生徒に，自分に効 

果的だと思う運動や活動を一つ選ばせ，これから1週間それを実行するための計画を立てるよう提 

案する。 

肉体の健康は日常生活全体にかかわることを強調する。 

体を正しく管理することによつて，たくさんの報いが得られる 

話し合い 參今日学んだことをすべて実行すれば，どのような報いが得られると思いますか。（次のような答え 

が返ってくるだろう-より健康になる，自分自身について抱いているイメージがよくなる，元気 

が出る，より魅力的になる，幸福感を得る。）各生徒に，少なくとも一つは挙げさせる。 

春それらのものは，犠牲を払って得るだけの価値があると思いますか。 

わたしたちは，貴い宮であるこの体を 高の状態に保つためには何をしなければならないかを学 

んだ。わたしたちは，それが習慣となって身に付くまで，絶えず努力しなければならない（パズルを 

一つ取る)。これらのうちどれ一つを怠っても，わたしたちの体は十分に機能しないし， 高の美し 

さを発揮することもできない（パズルを元の所に戻す)。 

デルバート• L •ステイプレ一長老は，こう述べている。「肉体の健康と霊の成長には密接なつな 

力《りがある。……神の永遠の律法に不従順であって肉体の健康を損じると，霊の成長もまた損なわ 

れる。」(Conference Report『大会報告』1967年10月，p.74) 

レッスンの15用 

教師の証 体の正しい管理の大切さについて証を述べ，今週はさらに一歩進んだ管理を心がけるよう勧める。 

パズルを使った 

話し合い 

写真と話し合l 
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栄養と知恵の言葉 第38課 

目 的 生徒は，知恵の言葉の中に教えられている栄養に関する基本原則を理解し，それを実践したいと 

いう望みを持つ。 

準 備 1.栄養豊かな食品，例えば果物，野菜，未精製の穀類食品，ゆで卵，チーズなどを包装したもの。 

同様に，カロリーばかり多くて栄養素に乏しい食品，例えばキャンデイ一，清涼飲料水，ポテ 

トチップス，菓子パン，クッキ一などを包装したもの。包装したものは全部まとめて一つの大き 

な紙袋に入れ、生徒が選べるようにしておく。 

2.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

レッスンの展開 導 入 

実物を使ったレッスン 生徒に，包装した食品を入れた紙袋を見せ，各自1包みずつ取って中を見るように言う。 

次に，どの包み力《体によいものであるかを説明させる。栄養に富んだ食物を摂取することにより， 

どんな利点があるかについて考えさせる。 

食物の選択にも選択の自由を使うことができること，また良質の食物を摂取すれば健康に恵まれ 

ることを述べる。 

健康と霊性の関係 

物 語 次のダニエルとネブカデネザル王の話を読む。 

バビロンのネブカデネザル王の時代に，ユダ王国の民はバビロンに捕囚された。その中に王子ダ 

ニエルがいた。ダニエルはほかの有能な若者とともに，力ルデヤ人の学問と言語を学ぶため，王の宮 

に連れて来られたのであった。ダニエルは主がユダヤ人に食べてはならないと命じられた食物が出さ 

れたとき，自分と自分の仲間には許されている食物を食べさせてくれるように，宦官の長に求めた。 

宦官の長は，彼らの願いを聞けば，自分は王に罰せられるのではないかと思った。しかし，ダニエル 

は10日の間だけ試してくれるように，宦官の長を説得した。 

10日たって，ダニエルとその仲間は，力ルデヤ人の食物を食べた者よりも血色が良く，健康そう 

であった。そこで宦官の長は，それから3年間，ダニエルらにその望む食物を与えた。その期間が過 

ぎ，王はダニエルたちを試してみた。すると彼らは，全国の博士や法術士に勝って知恵と理解に富 

んでいた（ダニエル1章参照)0 

教師の提示 現世のことや肉体のことだけに関する律法というものはない。どの律法も霊にかかわるものであ 

る。わたしたちの肉体は神から与えられた賜物であり，神はわたしたちのことをよく御存じである。 

そして何が必要かもよく知っておられる。主は，肉体を強めるものに関して指針を与えてくださっ 

た。自制し，またその指針に従うことによって，わたしたちは霊的な祝福を得ることができる。 

話し合い 參肉体を大事にすることについて主が定められた指針を，わたしたちは何と呼んでいますか佚ロ恵 

の言葉)。 

•この律法に従うことはなぜ大切なのでしようか。 

聖句朗読と話し合い 一人の生徒に，1コリント3 ：16—17 ； 6 ：19-20を読んでもらう。この二つの聖句についてクラ 

ス全体で話し合い，パウロはなぜわたしたちの体を「神の宮」と呼んでいるのか質問する。また，な 

ぜ自分の体を守ることが大切なのか，どうすれば守ることができるかについて話し合わせる。 
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話し合い 専門家（栄養士）は，バランスの取れた食事をするために毎日どの食品群を摂取する必要がある 

としているか，生徒に説明させる。 

黒板を4つの欄に区切り，左から2番目の欄に「バランスの取れた食物」と書き，その下に生徒の 

答えを書ぐ。 

この答えは，後で知恵の言葉に勧告されている食物と比較するために使う。生徒の挙げた答えに 

はテキストに載っている食物が含まれるようにする（この課の 後にある黒板に書く表の見本を参 

照する)。 

事例研究 次の事例研究に登場する若い女性の食事について，どんな点が誤っている力、尋ねる。 

1.広子は，朝食を取ると太るので必要ないと思っている。しかし，昼食前になるといらいらして 

機嫌が悪ぐ集中して勉強することができない。 

2.澄江は太りすぎだと思っていたので，早く体重を減らそうと決意した。そして，ほかの物は一 

切食べずに，必要なエネルギーを得るためにチョコレートキャンディーだけを食べた。3日後に 

は倒れてしまった。 

3.節子は，シリアル（オートミール，コーンフレークなど）と全粒パンが体に良いと聞いたので, 

それだけを食べることにした。 

4.明子はグループの仲間入りをしたいと思っていた。彼女は糖尿病にかかっていて，糖分は制限 

されているにもかかわらず，友達と毎日キャンデイ一やアイスクリームなどの甘い物ばかりを食 

ベている。 

話し合い 体が健康であることはどんなに価値のあることか，生徒と一緒に話し合う。 

補助質問—— 

參病気になって長い間べッドに寝ていなければならないとしたら，どう思いますかC, 

•健康に値段をつけることはなぜできないのでしようか。 

書あなた力《どんなにお金を持っていても，健康を害したら意味があります力、。健康をほかの物質的 

な祝福，例えば大きな家や高級車，外国旅行，美しい衣類などと比較することができますか。 

參肉体の健康は霊の健康にどのような影響を与えますか。 

教師の提示 わたしたちの体は神から授けられた賜物であり，霊を宿すところである。したがって，肉体はそこ 

に宿る霊に影響を及ぼす。肉体の健康はお金で買えない貴重なものであり，神の娘としてその可能 

性を十分発揮できるように，大事に守らなければならない。 

知恵の言葉には，肉体および霊の健康に関する指針が含まれている 

聖 句 教義と聖約第89章の前書きを各gに読ませ，この章の背景と目的について話し合う。 

次に一人の生徒に，教義と聖約89:1-2を読ませ，知恵の言葉はだれを対象に，またどのように 

して与えられたかについて考える。主が聖徒のこの世での救いに関心を払われる理由について話し 
ムろ ロノ o 

引 用 知恵の言葉は，今日でもわたしたちが守らなければならない戒めであることを理解させるために， 

次の引用文を読む。 

「これが、戒めや禁令としてではなく，知恵の言葉として与えられた理由は明らかである。すなわ 

ち当時，もしもこの知恵の言葉が戒めとして与えられたならば，これら有害なものを常用していた 

人々は，罪に定められてしまったであろう。主は憐れみ深い御方であるから，律法として定められ 

る前に克服の機会を与えられたのである。この知恵の言葉は，後にこの壇上から，ブリガム•ヤン 

グ大管長により啓示として，主の戒めとして宣言された。わたしはこの事実を知っていただきたか 

った。なぜならわたしたちの自由に任せられていると感じてもらいたくないからである。わたしたち 

は罪に定められることは望まないのであるJ (ジョセフ• F •スミス，Conference Report『大会報告』 

1913年10月，p.14) 
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第28課 

聖句を使った 

話し合い 

一人の生徒に，教義と聖約89 ： 3を読ませる。溺い者および も弱い者の能力に適する」という 

部分について話し合う。これはだれを指しているのだろうか。 

89 ： 4を別の生徒に読ませる。 

主はわたしたちに心をかけられ，わたしたちの弱点を利用して利益を得ようとする者が、現れるこ 

とを警告された。 

「陰謀を企てる人々の……悪ともくろみ」とは何のこと力、，生徒に尋ねる。 

雑誌やテレビ，そのほかのマスコミでは，たばこと飲酒をどのように宣伝しているか考えてみる。 

次の5節は知恵の言葉の警告と呼んでもいい箇所である。これを聞きながら，どんなものが体に良 

くないのかを判断させる。 

聖句および黒板を 

使った話し合い 

黒板のいちばん左の欄に「体に良くないもの」と書く。 

一人の生徒に，教義と聖約89 ： 5-9を読ませる。 

生徒の協力を得て，わたしたち力《体内に取り入れてはいけないものを順に書いていく （この課の 

後にある，黒板に書く表の見本を参照する)。 

生徒が「熱い飲み物」と答えた場合には，次の預言者ジョセフ•スミスの言葉を読む。これは1833 

年7月，知恵の言葉の啓示を受けてから5か月後のものである。これを読むと，知恵の言葉の中で言 

われている「熱い飲み物」が茶とコーヒーであること力《分かる。 

「主は，知恵の言葉の啓示の中で『熱い飲み物』とだけしか言われなかったという理由で，茶とコ 

一ヒーを飲用することを弁解している人がいる。 

『茶とコーヒー』，主は『熱い飲み物』と言われたときそれらを指して言われたのである。」（ジョセ 

フ•スミス，A Voice from the Mountains『山々からの声』p.12〔ジョエル• H •ジョンソンによる 

引用〕） 

科学や医学によって近年，喫煙や飲酒，茶，コ一ヒーについてどのようなことが証明されたか，生 

徒に考えさせる。これらのものが体にもたらす害を，できるだけ多く挙げさせる。答えとしては，癌 

にかかる率が高いこと，糖尿病，心臓，肺，肝臓などの病気，胎児への影響などが考えられる。 

聖句および黒板を 

使った話し合い 

わたしたちの体のためになるものはどんなものか，次の8節を読んで理解させる。 

黒板の左から3番目の欄に，「用いるべきもの」と書く。 

一人の生徒に，教義と聖約89 ：10-17を読ませる。 

生徒の協力を得て，この欄には主がわたしたちに用いるようにと勧告しておられる良い食物を書 

く。必要ならば，もう一度聖句を読むC黒板に書く表の見本参照)。 

生徒に，「バランスの取れた食物」の欄を参照させ，そこに挙げられている食品と知恵の言葉に書 

かれている食物とを比較させる。それらが同じであることを示す。 

知恵の言葉に述べられている食物は，今日の基礎食品とどのように一致するかを指摘する（両方 

とも同じである)。 

11節で使われている「それぞれの季節の……すべて，思慮分別と感謝をもって用いるべきもの」と 

いう聖句の意味について話し合う。 

黒板のいちばん右の欄に，「従順に従う約束」と書き，別の生徒に89:18-21を読んでもらう。こ 

れまでと同じようにして，知恵の言葉を守ることによって受ける報いをその下に書く。必要ならば， 

もう一度聖句を読む〔黒板に書く表の見本を参照)。 

眷この律法を守る人には，どのような霊的な祝福が約束されていますか。 

•「知識の……隠された宝」とは何のことでしょう力、。 

•この律法を守ると，どうしてもっとよく主に仕えることができるのでしょうか。 

•この律法に今従うことは，どのように天父との関係を身近なものにしますか。 

天父は優しく忍耐強い御方であり，わたしたちを心から愛しておられる。しカゝし，わたしたちがそ 

の戒めに従わなければ，何の約束も与えてくださることはできないし，わたしたちは受けていた祝福 
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までも失ってしまう。 

結 び 

聖 句 一人の生徒に教義と聖約29 ： 34-35を読ませる。 

教師の提示 神の多くの戒めがわたしたちの日常生活に影響を及"ことは確かである力?，それらはわたした 

ちの霊的な幸福を増すために与えられたものである。したがって，神の戒めに従うことによって，わ 

たしたちは物質的な幸福と同様，霊的な幸福も得ること力《できる。 

レッスンの応用 

自分の肉体に宿っている霊の永遠性について考えさせる。自己の能力を 大限に発揮し，取も大 

ぃなる約束’すなわち日の栄えの生活を実現できるように，快適で健康な体に霊を宿らせるように 

促す。 

黒板に書く表 

体に良<ないちの 

1.たばこ 
2.強さ飲料（アル 

コ一ル） 
3.熱さ飲料係， 

コーヒー） 
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バランス观狱淺物 

1.肉，魚，鶏肉， 
卵，魚など 
白質系食品 

2.乗物，野菜 
3.牛乳および乳製 

00 
4.米，パンなどの 

穀類およびその 
加工品 

用い队きもの 

1.草嘢菜類） 
2.果物 
3.獣の肉と鳥_ 

腔えめに用しへさ 
るべきもの） 

4.すべて_類， 
特に麦 

従順に伴ろ約束 

1.健康 
2.知恵 
3.知識の宝一隠 

nrc^ 

4.力 
5.滅ぼす天使か 

ら守られる 



薬物の乱用 第39課 

目 的 生徒は，薬物の乱用が霊に及ぼす影響を知る。 

準 備 1.人数分の鉛筆 

2.任意「導入」の項に掲載されているチェックリストを人数分用意する。 

3.任意——「導入」の項に記されている「薬物の乱用」の定義を大きな紙に書いておく c 
4.任意—1コリント3:17「神の宮は聖なるものであり，そして，あなたがたはその宮なのだか 

らである」を紙に書いたものを用意する。 

5.レッスン中の資料や自分の考えを使って，なぜ薬物を乱用する理由を正当化することができな 

いかを話し合うよう，生徒に割り当てを与えておく。 

6.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

レッスンの展開 導 入 

全員に下記のチヱックリストと鉛筆を配る。下のリストの中で有害な薬物または有害な薬物を含 

むものに•印を付けさせる。 

チェックリスト 

——マリファナ（大麻） 

たばこ 

カフェイン 

一L S D 

—コカイン 

クラック 

アルコール 

へロイン 

—睡眠薬 

—覚醒剤 

—シンナー 

話し合い 1，2分時間を与えた後，リスト（これ以外にも挙げられるものがあればそれも含める）について 

話し合う。これらのすべては，またこのリストに含まれていないものも，有害な薬物あるいは有害な 

薬物を含む物質である。これらの薬物はそれぞれ異なっている。抑制剤（体の機能を低下させるも 

の）もあれば，興奮剤（体の機能を刺激するもの）もあり，また有害の程度にも差がある。しかし， 

すべてに言えることは，どれも習慣性や依存性があることである。 

引用（任意）と 生徒に，「薬物の乱用」を定義させる。生徒の答えについて話し合う。ほとんどの薬物は病気の治 

話し合い 療に有効な医薬であるが，その薬物の乱用とは，「情緒，思考，行動などを変えるための非医薬的な 

過度の使用」（アイラ• W •ヒルヤード “Drug Abuse：It Startsin the Medicine Cabinet" Ensign 

「薬箱から始まる薬物の乱用」『エンサイン』1977年4月号，p.42)である。「準備」の3で用意した大 

きな紙を提示し，この「薬物の乱用」の定義について話し合う。処方薬および市販の薬の誤用も薬 

物の乱用であることを明らかにし，強調する。レッスン中この定義を覚えているよう，生徒に伝える。 

正当化できない薬物の乱用 

教師の提示 多くの人は薬物を乱用することは危険だと分かっているにもかかわらず，この問題は一般に広く 
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見られるようになってきている。年齢に関係なく，薬物や麻薬を試してみるようにという圧力は増 

してきている。このためわたしたちは，なぜ薬物を乱用するようになるのか，またそれをどう克服し 

たらよいのかを理解する必要がある。 

黒板を使った マービン• J •アシュトン長老はこのように問いかけている。「健康で立派な，快活な若者たちが 

話し合い 薬で自らの行動を制御するように仕向ける原因は何なのだろうか0」（「義を愛す」『聖徒の道』1972 

年1月号，p.36) 

若者たちがなぜ薬物を使うようになるのか，その理由を生徒に挙げさせる。生徒の答えを黒板に 

書き，それにっいて説明させながら話し合う。この時点では，薬物を使うこれらの理由が正しくな 

いことにっいては話し合わず，レッスンの後の方で話し合う。次のような答えカ嗜えられる。同年代 

の友達からの圧力，逃避，未熟，手に入るから，宣伝にっられて，など。 

以上のような理由は次のように説明される。生徒に読ませる。ほかにも意見があったら補足する。 

1.友人からの圧力。仲間として受け入れられることが非常に大切に思われる。友達からの圧力に 

負けて薬物に手を出す人は，仲間として受け入れてもらうため，または自分を好いてもらいた 

いためにする場合が多い。 

2.逃避。自分の抱えている問題やストレスにもう耐えられないと感じる人は，薬物を使って知覚 

を鈍らせるか，さもなければ興奮剤を使って一時的な幸福感を作り上げて現実から逃避しよう 

とする。 

3.未熟。好奇心，退屈，反抗などから薬物に手を出す若者もいる。このような若者は熱中できる 

ものや行動，刺激などを求めているのであろう。また「大人」のやるようなことをすれば，自分 

も大人になったような気分になるのかもしれない。 

4.手に入る。不法な薬物売買や，新しい薬物が次々と開発されるために，有害な物質がどんどん 

出回ってくることもあって，薬物を手に入れることは容易になってきている。このように簡単に 

手に入ることから，薬物を使うことも悪いことではないと思う人が多くなってきているち 

5.宣伝につられて。美しく裕福で，自信ありげ，しかも健康的なモデルを使った宣伝は，有害な 

商品をも魅力的に見せてしまう。このような魅惑的な宣伝手段は時に大きな説得力を持ち，消 

費者に錯覚を起こさせる。 

話し合い なぜ人々は薬物を誤用するのかにっいて話し合った後，黒板を示し，ここに挙げた理由がなぜ薬 

物の乱用を正当化することにならないのか，生徒に質問する。 

生徒の発表（任意） レッスン中の資料やほかのアイデアを使って，なぜ薬物を乱用する理由を正当化することができ 

ないのかについて話し合うよう，前もって何人かの生徒に割り当ててある場合には，ここでそれを 

発表させる。その準備をしてない場合には，次の記事を生徒に読ませる。 

1.友人からの圧力。わたしたちは幼いときから，善悪に関する自分の信念を持っように心がける 

必要がある。悪事をするように強いる友達がいる反面，善を行い，良い模範を示してくれる友 

達もいる。理想を言えば，わたしたちは弱くても圧力に負けて過ちを犯すのではなく，自分で 

正しい道を選び，ほかの人にもその道を歩むように勧めるようでありたい。わたしたちは镪く 

健康的で，キリスト教徒にふさわしい生活の模範を示すこと」によって，薬物乱用者を助ける 

ことができる。また，日常生活において「健康で幸福，心の平安を持ち，目的を達成すること 

ができるようなきちんと正しい生活をすることによって受ける報い」がどんなにすばらしいもの 

であるかを示すことができる。（ビクター• L •ブラウン•ジュニア“Questions and Answers” 

New Era「質疑応答」,『ニュ-エラ』1971年5月号，p.33) 

2.逃避。生活から来るストレスや義務は現実のものであり，時にはそれから解放されることや変 

化が必要である。ただし，そのために何をやってもいいというわけではない。ストレスからの解 

放は，家族や友人，教会の指導者や教師，あるいは専門のカウンセラ一とその問題にっいてよ 

く話し合うことによって実現することができる。また，スポーツ，教養的な活動，創作力をそそ 

る趣味，旅行，休養，ほかの人への奉仕などの健全な気晴らしによって，生活に変化をもたら 

すことができる。このような気晴らしは，圧力から解放することになるだけでなく，自己の価値 
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観を増すのにも役立つ。自力で行動するという責任から逃れる手段として，アルコールや薬物 

を使ったり乱用したりすることは避けなければならない。 

3.未熟。成長し学ぶことは，わたしたちすべてが経験する過程である。この自然の過程がどこか 

で少し狂ってしまうこともあり得るが，成長と学びのすべての段階において，正しい判断と自 

制をもって行動することは可能である。不幸なのは一部の「衝動的な若者たちが，……大人に 

なるまでの年月をじりじりとして持つ間，スリルを求めて人生におもしろ味を加えようとするこ 

とである。麻薬のスリルについては聞いていても，その危険性についてはほとんど無知でいな 

がら，これらの若者は故意に，時には偶然に人を破滅に陥れる麻薬に巻き込まれてしまう。」（ヒ 

ルヤード「薬箱から始まる薬物の乱用」p.41) 

4.手に入る。簡単に手に入るからといって，それが必ずしも良いものだったり，口にすべきもので 

あったりするとは限らない。わたしたちは，世間に豊富に出回ってはいても必ずしも好ましくは 

ないものから，自らを守る力を養わなければならない。「より強い効力のある珍しい新薬が大量 

に，しかもたやすく手に入ることが，薬物が多量に使われる一つの要因となっていることは確か 

である。……これらの薬物はあまりにも早く，そして簡単に，一般の人々の常用薬となってし 

まっており，ちょっとしたことでもすぐ薬に頼ってしまう傾向が一般化してきてしまっている。」 

(「薬箱から始まる薬物の乱用」p.42) 

5.宣伝につられて。宣伝はその商品に関する情報を提供する反面，事実をゆがめたり，ごまかし 

たり，一部の事実しか伝えないことがよくある。あらゆる病気を治す万能薬を約束する宣伝も 

ある。わたしたちは十分な知識をもって正しく判断し，宣伝を評価する必要がある。常に気を 

配っていなければ，「わたしたちを肉体的にまたは精神的に不快にするものを一瞬にして治すた 

めの常とう手段として，薬物を求め使うことに慣らされてしまう恐れがある。」（「薬箱から始ま 

る薬物の乱用」p.42) 

教師の提示 わたしたちは薬物の誤用をよしとするかに見えるような理由に迷わされることなく，弱みに付け 

込まれたり，だまされたりしないように知識と知恵を使って身を守らなければならない。 

引 用 「薬物とアルコールは，人類が時の初めから様々な形や目的で用いてきたとはいえ，特に今の世 

代にうけているようである。薬物とアルコールは常に自由を約束し，また常にその約束を破ってき 

た。」(E •プレント•フレージャー “Drugs:Why Do Kids Start? How Can You Help?"「麻薬—— 

子供たちはなぜ使い始めるのか。どうしたら助けられるか」『エンサイン』1975年8月号，p.67) 

薬物乱用®結果 

教師の提示 医師の処方によって得た合法的な薬品は，多くの場合，健康な体と健全な精神を保っために欠く 

ことのできないものである。しかし，医師の指示に従わなかったり，医師の指示を受けずにこれらの 

薬物を用いると，有害な結果をもたらすことがある。また処方薬以外の薬品を不正に使ったりする 

と，肉体にも霊にも害を及ぼすことになりかねない。 

話し合い 參薬物を乱用すると，肉体的または霊的にどんな結果を生じますか。 

このような薬物を使う人は，通常次のような理屈をっけて自分の行動を正当化しようとする。す 

なわち，自分は好きなものを選んで使う権利がある。他人には分からない正当な理由がある。その 

薬は無害である。薬の影響はそれほど深刻なものではない。あるいはまったく気にしない。以上のよ 

うな，またそのほかの根拠のない理屈によって，薬物の誤用という不幸な結果が生まれてくる。こ 

れは，ただ試してみるというだけでも，本人はもとより，周りの人にとっても破滅を招く行為である。 

有害な薬物を買うことは単に個人の問題だけにとどまらず，無実の人々の生活にも深い傷を残すこ 

とは必然的で，不必要な悲劇を生む結果となる。薬物を乱用することは，問題により深くはまり込 

み，多くの心痛や惨事にまで発展する可能性をみだりに，また向こう見ずに招くものである。 

次の事例研究は，薬物の乱用に巻き込まれた若い人々の実話である。生徒に読ませた後にそれぞ 

れの事例について話し合い，薬物を誤用することが破壊的な結果を生ずることを理解させる。 
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事例研究 末日聖徒の活発な祭司であったジムは，高校のフットポールチームにも所属していた。週末にな 

るとチームの何人かが集まってビールを飲んだり，マリファナを吸ったりしているのを知って，ジム 

も仲間に入ろうと思った。自分はビールを飲んだりマリファナを吸ったりはしないで，ただ仲間とし 

ての交際を楽しもうと思ったのであった。けれども，自分がどこへ行くかを知ったら，両親はきっと 

怒るだろうなと思っていた。やがてジムは仲間の圧力に負けて，みんなと一緒にビールを飲んだり， 

マリファナを吸い始めた。その度に彼は，何かとても悪いことをしてしまったという重荷を負って家 

に帰って来た。そして，良心の呵責にかられ，教会の活動にも参加しない口実を見つけるようにな 

り，家族にも溶け込めなくなってしまった。 

話し合い 

事例研究 

話し合い 

事例研究 

事例研究 

•ジムカ礤物を使い始めてからすぐにどんな影響力《現れてきましたか。 

參長期にわたる影響としては，どんなこと力《考えられます力、。 

參ジムは薬物を使い始めてから，肉体的また霊的にどんな影響を受けましたか。 

「バーバラは2年間マリファナを常用し，12歲でヘロイン中毒になった。そのためにまだ年少とい 

うのに売春をし，•盗を働いた。ヘロイン以外にも，アルコールや睡眠薬にふけり，18歲の誕生日 

を2か月過ぎたばかりのときには，多量のLSDを用いた。それまでの薬物の乱用に加えてこのL S 

Dの使用により，ついに彼女は文字どおり身を滅ぼしてしまった。」（「薬箱から始まる薬物の乱用」 

P.41) 

•この実話を聞いてどんな気持ちがしますか。 

ノく—バラが幾つかの種類の薬物を使用し，次第にエスカレ一トしていったことについて話し合う。 

拳バーバラがあなたの姉（または妹）か親友であったら，あなたはどんな影響を受けますか。家族に 

はどんな影響を与えますか。 

春麻薬にふけって次第にどん底に落ちて行ったバーバラは，肉体的また霊的にどんな影響を受けま 

したか。 

学校から帰る途中，ジャネットと友達は減量して少しやせたいということになった。そこで通り 

道にある薬局に寄り，簡単にやせられると宣伝していたやせ薬をそれぞれ買い求めた。数週間がた 

ち，体重が減った人もいたし，薬を飲むのをやめた人もいた。ジャネットも目標の体重に減量する 

ことに成功した一人だったが，この薬を飲むとエネルギーがわいてくるのに気がつき，その後も薬を 

飲み続けている。この薬のおかげで毎日予定より多くのことができるように思われた。この薬は処 

方薬ではなかったがちゃんと合法的なものだったので，別に何も悪い影響があるとは思わなかった。 

ところが，薬をもうやめようと決心して初めて，自分がこの薬なしではいられなくなっていることが 

分かった。 

參こういう方法で体重を減らすのは，なぜよくないのでしょう力、。食欲を抑えるために薬に頼ると， 

どんな危険が生じますか。 

拳ジャネットは薬物の乱用によって，肉体的，情緒的，霊的にどんな影響を受けたでしょうか。 

參薬物の乱用はジャネットの将来にどんな結果をもたらしますか。 

無害に思える市販の薬の中毒になったり，依存することの危険性について話し合う。 

「去年の今ごろ，わたしは……どこかまったく覚えていない場所で……何かに酔っていました。麻 

薬常習者のでっちあげた世界の幻覚の中に生きていたのです。そのときわたしの周りに存在したも 

のは，わたしが求めていたものではありませんでした。…… 

『これでいいんだ。わたしは幸せなんだ』と自分に言い聞カゝせながら，どうして心の底から自分を 

納得させること力《できないのだろうと感じていました。このときわたしは，わたしの中にあるもの以 

外の何かに頼るようになってしまっていたのです。こうして麻薬の世界に引き込まれれば引き込ま 

れるほど，わたしは友達から遠ざかっていきました。 

自分は今どこにいるのだろう。自分は一体何なのだろう。だれなのだろう。日夜このような疑問に 

さいなまれ，日ごとにその答えから離れていきました。 
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ある夜，何だか分からない麻薬に酔って街をさまよっていたとき，ふと気がついたことがありまし 

た。このいわゆる自由の真っただ中で’たった一つわたし力《手に入れることのできるのは死だという 

ことです。暗闇の中に一人ぼっちで，孤独に押しつぶされそうでした。」（シヤーリーン•ハーソン 

“Start the World; I Want to Get On" New Era「社会復帰をめざして——わたしは立ち直りたい」 

『ニューエラ』1972年4月号，p.12) 

•このように薬物を常用すると，肉体的および霊的にどのような影響を受けますか。 

參どうしたらこのような泥沼の状態から抜け出して，生活を変えることができるでしょうか。 

一人の生徒に次の引用文を読ませる。 

[I貝を使ってください。アルコールやたばこ，麻薬にふけるような近視眼的なことは避けましょう。 

頭のいい人のすることではありません。こうした勧告に耳を傾けずに，コカインやマリフアナなどの 

麻薬を使用すれば，心のコントロ一ルが失われてしまいます。薬によって一時的に気持ちは高まっ 

ても，その反作用はひどいものです。害にしかならないものになぜお金を使うのですカゝ。なぜあなた 

の将来をだめにしてしまう習慣のとりこになるのですか。」（ゴードン.B •ヒンクレー「若人への4 

つの提言」『聖徒の道』1982年4月号，p.69) 

1コリント3 ：17を書いた紙を提示する。この聖句を読んで話し合い，印を付けさせる。知恵の 

言葉（教義と聖約89章）の中に与えられている警告や勧告は，薬物の使用，濫用にも当てはまるこ 

とを指摘する。体に害を及ぼすものを不必要に用いることは，主の勧告に背くものである。 

結 び 

有害な薬物について言えることはただ一つ，どんなものも，どんなに少量でも’使用しないことで 

める 0 

次の文章を読む。 

「非常に多くの人がこのように言う。『1本のたばこ，1杯の茶やコーヒー’少量の麻薬ぐらいなら 

体の害にはならない。』 

初の1杯に手を出さなければ，決して2杯目に手を出すことはないことを強調したいc手を出さ 

なければ，決してアルコール中毒患者になることはないのである。」(N .エルドン•夕ナ一「成功者 

は克己によって計られる」『聖徒の道』1975年9月号，p.410) 

レッスンの応用 

薬物を自ら乱用したり，それを習慣とするような人とは決してつきあわないことを，生徒に決意 

させる。また，薬物を乱用することによって自らの生活や周りの人にもたらす危険と心痛を，ほか 

の人に理解してもらうように努力させる。 

話し合い 

引 用 

聖 句 

教師の提示 
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第40課 

目 的 家庭での健康管理と看護の大切さ，必要性に気づく。 

攀 備 1.課末の正誤テストの写しを人数分用意ず名。 

2.生徒に，話ゃ聖句，引用などの発表を割り当ててもよい。 

レッスンの展開 導 入 

話し合い 家で病人の看護をした経験のある生徒がいれば，次の点について話してもらう。その経験から学 

んだこと，こんなことを知っていたらよかったのにと思ったこと。 

家庭で着護をする機会は多い 

教師の提示 家庭での健康管理について考えるとき，忘れてならない大切な二つのことがある。健康を維持す 

ることと事故を防ぐことである。しかし，どんなに気をつけていても，事故や病気はどの家庭にもい 

つかやって来るものである。したがって，救急法や家庭看護の知識をある程度身に付けておくこと 

が必要である。次の話には，家庭にいる病気の老人の看護を十分に行ううえで身に付けておくとよ 

い様々な技術が述べられている。 

物 語 おばあちゃんが裏庭で転んで右足を骨折したのは，朝子が12歲のときでした。お医者さんは骨を 

強くし，治療するために骨折した箇所にピンをあてがいました。 

おばあちゃんは5日後に退院できることになりましたが\お医者さんは，骨が元どおりになるまで 

は，どこかの施設か，きちんとした介護力《受けられる場所で生活するのがよいと勧めました。朝子 

のお母さんは，おばあちゃんが希望するなら，自分たちの家に呼んで皆で世話をするようにしたいが 

どうかと提案しました。そうなると，おばあちゃんのシーツや寝間着の洗濯，食事の世話，床ずれが 

できないようにさすってあげること，機能回復のための運動の手助け，車いすを押すこと，明るく和 

やかな会話でいつもおばあちゃんを元気づけてあげることなど，家族の仕事も增えます。 

朝子も勉（6歲の弟）も，それに静子と昌子（？又子の姉）もこの提案に賛成し，おばあちゃんの看 

護が始まりました。初めおばあちゃんはべッドから起きられませんでした。二人の姉がシーツの交換 

をしました。一人がおばあちゃんの体をベッドの片側の方に向きを変え，その間にもう一人がシー 

ツを半分ずつ換えていくのです。おばあちゃんの食事をお盆に載せて運ぶのは朝子とお姉さんたち 

でしました。また，おばあちゃんが手と顔をふくために濡れ夕オルを持っていくのは勉の役目でした。 

朝子は時々，枕もとにきれいな花を飾ってあげたりもしました。 

勉はおばあちゃんの腕や手にローションをぬってこすってあげるの力《好きでした。そうしてもらっ 

ている間，おばあちゃんは勉カ《生まれる前に死んでしまったおじいちゃんの話をいろいろしてくれた 

からです。でもある晩，おばあちゃんは少しも良くならないとがっかりしてしまいました。そこでお 

父さんがおばあちゃんを祝福しました。 

朝子のお姉さんたちは，音を大きくして音楽をかけると，おばあちゃんがうるさがることが分かっ 

たので，ボリュームを下げて聴くことにしました。お母さん力律いすと歩行器を病院から借りてきま 

した。おばあちゃんの足が次第に良くなり，1日数時間なら車いすに乗れるようになったからです。 

勉と朝子は，お医者さんから指示された運動ができるよう手助けしました。また晴れた日には，お 

ばあちゃんの車いすを押して，家の周りや近所を散歩するの力Sみんな好きでした。立つことができ， 

足も動かせるようになると，お父さんが力を貸して，おばあちヤ を歩行器の中に立たせました。い 

よいよ歩行訓練です。やがてその歩行器も必要なくなり，松葉杖だけで歩けるようになりました。 

おばあちゃんの足カヾ元どおりになり，松葉杖もいらなくなったときには，みんな大喜びでした。で 
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第28課 

も少し寂しい気持ちもありました。というのは元気になれば，おばあちゃんは自分の家に帰ってしま 

うことが分かっていたからです。 

おばあちゃんにとって家族みんなの助けはほんとうにありがたいものでしたが，自分の家に戻って， 

大勢の友達の中で暮らせることもまたうれしいことだったのです。 

黒板を使った 朝子の家族がおばあちゃんの世話をすることによって学んだ大切なことを黒板に書く。 

話し合い （次のようなことが挙げられる——協力，看護の仕方，神権の祝福の大切さ，心からの奉仕，自 

己訓練，思いやり，その人の身になって考えること，新しい状況への適応o) 

•この経験は，将来自分の家族の世話をするときにどのように役立つでしょうか。 

話し合い 家庭の中で看護法の知識が必要になってくるのは，ほかにどのような場合でしょうか（出産，事 

故，急病，長びく病気，手術後の静養，家庭に心身に障害のある者がいる場合など)。 

看護法魄礎を学ぶ 
聖 句 教義と聖約38 ： 30の「備えていれば恐れることはない」の部分を読んで印を付けさせる。 

教師の提示 「備え」というのは，緊急事態や病気などのときに備えて食糧を蓄えておくということだけではな 

い。正しく対処できるよう，必要な技術を身に付け，大切な情報を得ておくこともこれに含まれる。 

緊急時に誤った処置をするくらいなら，何もしない方がましである。しかしすぐに正しい処置を施 

せば，命を救うことができる。このような技術を学ぶことによって，わたしたちは必要が生じたとき 

に自信をもって正しい処置を施すことができるようになる。 

拳病人やけが人の看護の仕方を身に付けて備えをしていると，わたしたち自身の態度はどう変わる 

でしょう力、。また病人やけが人の反応はどう変わるでしょうか。 

話し合い 次の点にっいて話し合う。看護する立場の者がひどく興奮していたり，心配したりしていると，看 

護される人はそのことを敏感に感じ取り，不安に思うようになる。看護する者は冷静でなければな 

らない。不安でどうしようもないときには，心の中で祈るとよい。天父はあなたが冷静な落ち着いた 

態度カ诹れるように助けてくださる。また，正しいことができるように導いてくださる。特に，緊急 

時には，何をしたらいいのか知っている人に助けを借りることも大切である。そうすることによって 

も，落ち着いて対処することができる。 

小さい子供の正しい世話の仕方を知っておくことも大切である。若い女性の場合，家に小さな弟 

や妹がいる人が多いし，よその家の子供の世話を頼まれることもあるだろう。すぐに役立っ正確な 

知識を身に付けておくことが、必要である。 

參子供の世話を頼まれたときに，親からどのようなことを聞いておく必要があるでしょうか（子供 

の世話をする家の住所，その親の行く先の電話番号や住所，かかりっけの医者の名前と電話番号， 

市や町の保健センターや消防署の電話番号，中毒ゼン夕一の電話番号，親と連絡力《取れないとき 

に力になってくれる親戚か友人の名前と電話番号)。 

このような所に連絡を取ることはないにしても，知っているだけで心強く，何かあっても適切な処 

置が取れるものである。 

小さい子供の世話をするときには，ごく常識的なこと力《基本となる。次の質問にっいて考えてみ 

るとよいo 
參小さい子供の世話をするときには，どのようなことに気をつけたらよいでしょうか。 

これについて話し合い，そのほかの注意を与える。例——小さい子供をソファ一やベッドの上，あ 

るいは入浴させたままどこかへ行かない。子供を一人で遊び場にやらない。食べ物を与えるときに 

は，抱き起こし，背中を軽くたたいたりさすったりしてげっぷをさせる。 

ほかにどのようなことを心得ておかなければならない力、，生徒に尋ねる。 

正誤テス卜 生徒が救急法やそのほかの緊急時の看護法についてどの程度知っているか，次の正誤テストを行 

う。正しいものに〇，誤っているものにxをつけさせる。いろいろ知っている生徒もいれば，知らな 
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い生徒もいることだろう。 

1.止血の も適切な方法は，布やてのひらで直接傷口を強く圧迫することである。 

2.呼吸が止まり，息苦しそうな場合には，呼吸困難に陥る恐れがあるので，ハイムリック法を用 

いる。 

3.処置の方法を知らないのに手を出すと，力、えってよくない結果を招くことになるので，そのよう 

なときには何もしない方力《よい。できるだけ早く専門医に見せる。 

4.負傷者は，そこに置いておくともっと危険だという場合以外，医師が到着するまで動かさない 

方がよい。 

5.毒物や有害な化学薬品を飲んだ場合，処置を施す前に中毒センターや 寄りの病院などに手当 

ての仕方を聞く。 

6.意識のない負傷者に飲食物を与えてはならない。 

7. 口移し人口呼吸法をするときには，患者の頭を後ろに傾け，あごが上に向くようにする。鼻を 

軽くつまみ，鼻孔から空気がもれないようにする。 

8.負傷者がショック状態に陥らないよう，体温が下がっている場合には横にして毛布などで体を 

くるむ。 

9.応急手当てする者の落ち着いた態度は，負傷者に慰めを与え，ショックが起こるのではないか 

という恐れを取り除く。 

10.打ち身に冷湿布すると，はれや内出血を軽く抑えることができる。 

11.止血帯を用いることには危険が伴うので，出血がひどくほかの方法で止血することができない 

場合を除いては，応急手当て手段として用いるべきではない。 

12.すり傷のような軽い外傷は，化膿しないように石けんと水で洗う。 

13.化学薬品が目に入った場合には，すぐに大量の水で洗い流す。清潔な夕オルを冷たい流水につ 

け，患者の目頭に注ぐ。水が目尻に流れるように，頭を傾けるcこれを何回も続ける。 

14.だれもが酷暑酷寒から体を守る方法を学ぶ必要がある。 

15.骨折した人はむやみに動かしてはならない。 

16.頭に激しい衝撃を受けた人はいくら意識がしっかりしていても医師の診断を受けさせる。その 

後も1曰か2日は容態に注意する。 

17.子供を一人，閉め切った車の中に置かない。特に暑い地方では，絶対にしない。 

18.着物についた火を消すには，力一ペットや毛布を巻きつけるか，地面の上を転力《すとよい。 

19.警察や消防，救急車などへの連絡の取り方をよく心得ておぐ必要があるc 

20.薬品や毒物は子供の手の届かない所に保管する。 

(『扶助協会テキスト』1977年「ホ一ムメ一キング——家族の健康」を参照） 

話し合い 生徒は，上の正誤テストの答えはすべて〇であることに気づくであろう。疑問な点があれば話し 

合う。正誤テストの用紙は，今後の参考のために家に持ち帰らせる。 

結 び 

教師の提示 救急法やそのほかの家庭看護法を知っているというのは，とても大切なことである。常に 新の 

方法を学び，身に付けておく必要がある。ちょっとしたことでも正しい処置の仕方を知っていると， 

手当てがしやすくなり，そのおかげで命が救われることもある。 

レッスンの応用 

教師の提示 1.生徒に，次のどちらをもっと学びたいカゝ尋ねる。神権指導者の承認を得たうえで，平日に行う。 

このようなデモンストレーシヨンは日曜日には行わない。 

a.経験の豊かな母親か看護婦に，赤ん坊の世話の仕方（A浴のさせ方，食事の与え方など) 

を実演してもらう。 

b.スカウト指導者や，赤十字奉仕団員，医師，看護婦など，資格を持っている人に，口移し 

人口呼吸法，ハイムリック法，止血の仕方，ショックの手当てなどを実演してもらう。 

2.資格を持っている人に，家庭看護法の中から，寝ている病人のシーツの交換の仕方，脈の取り 
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方，体温の測り方などを実演してもらう：. 

3.消防署に助けを求めるときの電話のかけ方を，クラスでロールプレイングする。名前と住所，ど 

のような助けを必要としているかを正確に伝える。 

4.日本赤十字社の救急法や家庭看護法などの講習を受けるよう勧める。 
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正齢スト 

1.止血の最も適切な方法は，布やてのひらで直接傷口を強く圧迫することである。 

2.呼吸が止まり，息苦しそうな場合には，呼吸困難に陥る恐れがあるので，ハイムリック法を用いる。 

3.処置の方法を知らないのに手を出すと’かえってよくない結果を招くことになるので，そのような 

ときには何もしない方がよい。できるだけ早く専門医に見せる。 

4.負傷者は，そこに置いておくともっと危険だという場合以外，医師が到着するまで動かさない方が 

よい。 

5.毒物や有害な化学薬品を飲んだ場合’処置を施す前に中毒センターや最寄りの病院などに手当の 

仕方を聞く。 

6.意識のない負傷者に飲食物を与えてはならない。 

7. 口移し人口呼吸法をするときには，患者の頭を後ろに傾け，あごが上に向くようにする。鼻を軽く 

つまみ，鼻孔から空気がもれないようにする。 

8.負傷者がショック状態に陥らないよう’体温が下がっている場合には横にして毛布などで体をくる 

む。 

9.応急手当てする者の落ち着いた態度は，負傷者に慰めを与え，ショックが起こるのではないかとい 

う恐れを取り除く。 
10.打ち身に冷湿布すると，はれや内出血を軽く抑えることができる。 

11.止血帯を用いることには危険が伴うので，出血がひどくほかの方法で止血することができない場合 

を除いては，応急手当て手段として用いるべきではない。 

12.すり傷のような軽い外傷は，化膿しないように石けんと水で洗う。 

13.化学薬品が目に入った場合には，すぐに大量の水で洗い流す。清潔な夕オルを冷たい流水につけ 

患者の目頭に注ぐ:水が目尻に流れるように，頭を傾ける。これを何回も続ける。 

14.だれもが酷暑酷寒から体を守る方法を学ぶ必要がある。 

15.骨折した人はむやみに動かしてはならない。 

16.頭に激しい衝撃を受けた人はいくら意識がしっかりしていても医師の診断を受けさせる。その後も 

1日カゝ2日は容態に注意する。 
17.子供を一人，閉め切った車の中に置かない。特に暑い地方では，絶対にしない。 

18.着物についた火を消すには，力一ペットや毛布を巻きつける力、，地面の上を転がすとよい。 

19.警察や消防，救急車などへの連絡の取り方をよく心得ておく必要がある。 

20.薬品や毒物は子供の手の届かないところに保管する。 

(『扶助協会テキスト』1977年「ホ一ムメ一キング——家族の健康」を参照） 
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第47課 成し遂げる能力 

目 的 生徒は，自分力,事を成し遂げる能力を持っていることを知る。 

準 備 1.紙と鉛筆を人数分用意する。 

2.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

レッスンの展開 

引 用 

活 動 

教師の提示 

教師の提示 

引 用 

話し合い 

導 入 

次の引用文を読む。 

「わたしたちの多くが持つ 大の弱点の一つは，自分自身を信じないことである。また，わたした 

ちに共通の欠点の一つは，自分の持っている大きな価値を十分に評価しないことである。」(L •ト 

ム.ペリ—“Be the Best of Whatever You Are” Speeches of the Year, 1974「目己の瑕善を/^ く 

す」『年度講話，1974年』p.77) 

生徒に紙と鉛筆を配り，自分の嫌いなところを書かせる。これを発表させたり，提出させたりす 

る必要はない。全員が書き終わったら，まず現在の収入ではすぐに達成することのできない物質的 

な事柄に線を引いて消す。次に，変えることのできない肉体的な特質（例えば，身長，顔，手足な 

ど）にキ泉を引く:リストをもう一度調べてみると，残っているものは数少ないことが分かる。残って 

いる事柄の中に含まれるものとしては，霊的な特質，性格，食事や身だしなみに気をつけることに 

よって改善することのできる肉体的な特質などが考えられる。 

自分の嫌いなところの中には，直すことのできないものがたくさんある。これらの点を_分にしか 

ない特徴として受け入れることができれば，あとは自分で改善できる点に時間とエネルギー’注意 

を注げばよい。このレッスンでは，自分で改善できる点に焦点を合わせることによって，物事を成 

し遂げる能力を増すことに努める。 

自分く評価してはいけない 

わたしたちは毎日，自分も含めていろいろな人の性格に接する。そして，自分力《接したものを巷 

準にして自己を判断する。このときに不幸なのは，人は長所だけ，自分は短所だけが見えてしまう 

ことである。わたしたちは人と比べて，自分もあんなに背が高かったら，やせていたら，いいドレス 

を持っていたら，きれいだったら，才能があったら’頭がよかったら，霊的であったら……と思い， 

そのリストは際限なく続く。そして，そうした自己否定的，非現実的な目で自分を見詰める度に’わ 

たしたちは自尊心を傷つけ，自分の長所や才能を伸ばせなくなってしまう。特に，仲間が自分とは 

合わない標準を設定したときの心の痛手は大きい。 

次の引用文を読む。 

「いつもほか人の標準に身を任せ，ただ仲間の圧力に屈しているようでは自分に対して浅薄
7
ょイ 

メ一ジし力ゝ持つことができません。若人は自分よりもほか人のイメージに頼っていることがしばしば 

あります。」（ジェームズ.E •ファウスト「個人の尊厳」『聖徒の道』1981年9月号，p.lO) 

自分の嫌いなところを書き出したリストを考えてみる。 

參なぜわたしたちは時として自分の弱点を誇張して考えてしまうのでしょう。 

•自分自身を必要以上に低く評価すると，なぜ才能を摘み取り，教会での活動を妨げ，指導者とな 

る機会を失うことになってしまうのでしよう力、。 
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引 用 次のマービン.J•アシュトン長老の言葉を読む。 

「聡明な教師であり，ステーク扶助協会の会長でもある……姉妹が，スクリ一ンに1枚の写真を 

映し出しました。それは髮を乱したまま腕を組み，考えにふけっている明るい目をした少年の写真 

でした。そしてその写真の下にはこう書いてありました。『ぼくは大した存在なんだ。だって神様は 

つまらないものはお造りにならないのだから。』もう一度繰り返して言います。『ぼくは大した存在な 

んだ。だって神様はつまらないものはお造りにならないのだから。』 

人間は社会的あるいは経済的なあらゆる場にあって，自尊心と自立心を確立するために助けを必 

要とします。……人が自分自身に対して抱くイメージは，ほかの人との交わりや経験を通して学ん 

できたものにほかなりません。これは注目に値することですが，先ほどの少年が自分の本質に気づ 

いたのは，だれかの助けがあったからなのです。それは母親か，初等協会の先生か，隣人か，あるい 

は『神の子です』（『賛美歌』189香）のような歌であったかもしれません。少年は何らかの助けによ 

って自分が何者であるかを悟ったのです。自分がつまらない存在ではないこと，大きな可能性を秘 

めていること，そして天父に愛されている一人の人間であるということを知ったのです。」（「高潔な 

心で受けられるように知恵を使って与えなさい」『聖徒の道』1982年4月号，p.150) 

•わたしたちが自分自身に対して抱くイメ一ジは，何を元に形作られるのでしょうか。 

アシュトン長老は，人が自分自身に対して抱くイメージは，自分の経験と同時に，ほかの人との 

交わりによって得られると述べている。つまり自尊心は，自分が自分をどのように見ている力、，また 

ほかの人が自分のことをどう言っているかによって左右されるのである。 

次の文章を読み，自己のイメージを評価する新しい，さらに強力な方法を見つけるように言う。 

引用についての 

話し合い 

「大勢の人々は，信仰や徳といったものをまったく価値のないものとして相手にしようとしない 

のです。それはまさに失敗に通じる道です。知ることはできる力《計ることのできない，人の主観に頼 

らなければならないものの重要性を考慮しないからです。例えば，わたしは妻を愛し，家族を愛して 

います。また妻や子供たちもわたしを愛していると思っています。しかしわたしたちが互いにどれほ 

ど愛し合っているか皆さんには分かりません。それでも実際にわたしたちの間には愛があるのです。 

苦痛も同じように測ることはできません力?，実際に存在するのです。神に対する信仰についても同 

じことが言えます。量として測ることはできませんが，神が実在の御方であることを知ることができ 

ます。パウロはこう述べています。『御霊みずから，わたしたちの霊と共に，わたしたちが神の子で 

あることをあかしして下さる。』（ロ一マ8:16)」（ファウスト「個人の尊厳」p.ll) 

自己評価の難しさについてファウスト長老がどのようなことを話しているか考えさせる。それを黒 

板に書く。 

拳自分自身に対して抱くイメージに影響を与えるものにはどのようなものがあるでしょうか。以下 

のものが考えられます。 

1.神の子として神から与えられている属性を理解する 

2 . g分に対する両親の言葉 

3.信頼できる友人が_分に対して示す態度 
4.学校での成績を自分の先生はどう見ているか 

5.自分が経験する成功や失敗 

引用についての 

話し合い 

エレノア•ルーズベルト（第32代アメリカ大統領フランクリン• D •ルーズベルト夫人）は，次 

のように鋭い観察をしている。 

「何人といえども，本人の同意なしに劣等感を持たせることはできないJ ("Points to Ponder" 

Reader's Digest「ここを考える」『リーダ一ズ*ダイジェスト』1963年2月号，p.261) 

參わたしたちはなぜほかの人を見て劣等感を抱いてしまうのでしょうか（多くの場合，自分の も 

不出来なところはすぐに信じ，長所や可能性は隅に追いやってしまう。ほかの人の意見を気にし 

すぎる)。 

參どうしたら自分を必要以上に低く評価しないですむでしょうか。 

生徒からなかなか答えが出ない場合には，このことについて少し考えてみるように言う。レツスン 

の後半ではこの問題についての答えを考えていく。 
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自己に対する態度と成功 

教師の提示 みんなが同じ才能や能力，可能性を持っているわけではないが，それぞれ上手にできる何かを必 

ず持っているはずである。したがって，その自分にしかない特質を見いだし，強めていくことが必要 

である。そして，自分は向上できるのだという自信を十分に持たなければならない。まず，自分はや 

れるのだと考えることから始まる。 

引 用 「思いは，わたしたちがどのような生き方をする力、，意欲的か意気消沈しているか，成功するか 

失敗するか，霊的であるかそれに欠けているかを左右する力を持っている。また多くの場合，神の 

律法に従順であるかそうでないかも思いによって大きく左右されると，わたしは信じる。現代の行 

動主義心理学者の中には，意識と無意識に関して，人間の思考過程がコンピューターの操作に非常 

によく似ていると述べている人がいる。わたしたちが考える過程に取り入れるものが，態度や雰囲 

気，行動という外に現れるものと大きな関連があるというのである0」（ディーン• L •ラーセン 

“Thoughts about Thoughts"「思いについての思い」『年度講話，1976年』p.116) 

參長い間にわたって自分自身について良いことばかりを考えるように心して努力したら，あなたの 

生活はどう変わると思いますか。 

•どうしたら，建設的な良い思いだけを意識の中に取り入れることができます力、。 

いろいろな方法について考えてみる。例えば，自分に能動的に話しかける，あるいは「わたしなら 

できる！」と自分に積極的に言い聞カゝせて励ます。 

次の事例研究は，わたしたちの思いが物事を成し遂げる能力にどのように影響するかを示してい 

る。 

事例1 

お母さんは今夜7時の集会に出席しなければならないので，6時までに夕食が食べられるようにし 

ようと急いで仕度をしていた。食卓の準備をしながら信子は，明日学校でしなければならない割り 

当てのことを考えていた。そのとき，お母さんが台所から言った。「争くしなさい，信子。ほんとう 

にのろまなんだから。」 近信子は何回となく「のろま」と言われているので，「わたしはほんとうに 

のろまなのかしら」と思い込むようになってきた。 

話し合い 參信子はどうしたら自分の否定的な態度を肯定的なものに変えることができますか。 

事例2 

千恵は 近，近所の先生からバイオリンを習い始めたが，弓とバイオリンの持ち方がなかなかう 

まくできず，これではとても上手に弾けるようになるとは思えないと先生に伝えた。先生は，練習を 

続ければだんだん上手になるからと励ましたが，千恵は自分にはとてもできないと思ってまったく 

練習しなくなってしまった。 

話し合い 參次のレッスンのとき，先生はどうすると思いますか。 

參それは，自分は弾けるようにはなれないという千恵の考えを裏付けるものですか。 

參千恵のほんとうの問題は何でしょうか。音楽の素質がないことですか，それとも自分についての 

否定的な態度ですか。 

•千恵は，バイオリンのレッスンの結果をどのように自分で決めてしまいましたか。 

事例3 

美保子は，学校で発表するスピーチのために夜遅くまで準備していた。翌朝，学校へ出かける前 

にお母さんに聞いてもらった。「なかなかいけるでしょう」と，美保子が言うとお母さんは答えた。「十 

分に考えて準備しただけのことはあって，よくできているわ。」 

話し合い 拳美保子の態度は，お母さんに褒められたことと相まって，学校での発表にどのように影響すると 
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思いますか。 

參時間をかけてよく準備しなかったらどうでしょうか。自分に対してどんな態度をとったでしょう 

か。 

教師の提示 _尊心に影響を与える要素は数多くあるが，その中で も大切な要素はg分自身の態度である。 

自分に責任があるのである。否定的な思いで自分を打ち負かしてしまうか，さもなければ積極的に 

考えてそれを成功に役立てる方を選ぶか，それはわたしたち次第である。わたしたちは文字どおり， 

天の父母の霊の子であるから，多くの面で無限に成長できる能力を持っている。わたしたちがそれ 

を選んで努力するならば，自分の外見を改善したり，才能や知識を広げたり，ほかの人々への関心 

と愛を増したりすることができる。 

引 用 わたしたちは成功するために生まれてきたのであり，次の引用文にあるように，自分自身を評価 

するための神聖な尺度を用いて，前向きな考え方をするべきである。 

「自己の尊厳は清くなりたいという望みを持って天を仰ぎ見ることによって高められます。わた 

したちは大木のように光に向かってまっすぐに進んで行かなければなりません。わたしたちが知り得 

る も重要な光の源は，聖霊の賜物です。それはまた，心に力と平安をもたらす源でもあるのです。」 

(ファウスト「個人の尊厳」p.12) 

結 び 

わたしたちは皆，時として，自分はほかの人に劣ると感じることがある。そんなときわたしたちが 

しなければならないのは， 善の自分と現在の自分を比較し，自己の能力の範囲内で向上するよう 

に努力することである。 も大きなチャレンジの一つは，自分は取るに足りないという気持ちを克 

服することである。わたしたちの人生には目的がある。わたしたちは成功し，神のようになるために 

生まれてきたのである。 

レッスンの応用 

1.褒められたら，「ありがとう」と素直にそれを受け入れる練習をする。「これ，古い洋服なの」と 

か撒えないのよ」とか「わたしの髮，そんなに素敵じゃないわ」などという言い訳はしない。称 

賛を素直に受け入れることはうぬぼれではない。 

2.レッスンの初めに書いたリストを調べ，努力することによって変えることのできるものを一つ選 

んで，改めるように行動を開始する。 
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目 的 生徒は，自分の生活を向上させる機会を受け入れる勇気を持つ。 

準 備 1.視覚資料19「エステル」巻末参照 

2.ヨシュア1•• 9の聖句を書いた紙を用意する。 

3.話し合いのテ一マを書いた紙を用意する。 

4.新しいことに挑戦する勇気について，教師の体験談を話せるように準備しておく。 

5.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

教師へ このレッスンでは，新しく，しかも精神を高揚させるようなことをする勇気と，困難なことをも努 

力し続ける勇気に焦点を置いている。これらの勇気と，向こう見ずで正しくないことに挑む勇気と 

を生徒が混同しないように注意する。 

レッスンの展開 新しぐしかfe*青神を高揚させるようなことをする勇気 

教会の集会で話したり，何かの活動やクラブに加入したり，新しいスポーツを始めたり，何か新 

しい技術を学んだりしたときのことを思い出させる。そのときどんな気持ちがしたかを話させる。そ 

れから，新しく，しかも精神を高揚させるようなことをするには勇気カ崾ることを説明する。 

生徒の経験やそのときの気持ちなどについて話し合いながら，次の点を打ち出す。 

1.新しいことを始めるときには，普通だれでも不安を感じる。 

2.新しいものに対して心配したり不安になるのは当然である。 

3.恐れや不安のために，自分の生活を強め向上させることをあきらめる必要はない。 

春新しいことをやってみようとするとき，その妨げになるのはどんな事柄ですか。 

生徒の意見を聞きながら，多くの人はほかの人と違ったことをするのを恐れたり，失敗したとき 

に笑われるのを恐れたりすることについて話し合う。このために人は新しい方法や活動を試してみ 

る勇気を失ってしまう。 

教師の提示 「勇気」という言葉の意味について話す。勇気は，やってみようという力を与えてくれることを生 

徒に理解させる。新しぐしかも精神を高揚させるようなことを試すのを恐れていると，わたしたち 

の進歩は止まってしまい，生活を豊かに広げるような経験ができなくなってしまう。正しい目的の 

ために信仰をもって用いるならば，勇気はわたしたちの生活を向上させるのに役立つ も強い道具 

である。 

話し合い 參勇気の必要なやりがいのあることとはどんなことですか。 

次のような答えが考えられる。集会で話をする。初対面の人に話しかける。人々の前でお祈りを 

する。学校で新しい活動に参加する。人を褒める。友達に福音を紹介する。新しいスポーツを習い 

始める。自分の過ちを認めてわびる。就職の申し込みをする。 

教師の提示 わたしたちはそれぞれ，このような恐れや不安を感じた経験がある。しかし，自分の人生を向上さ 

せたいという望みをこの「不安な気持ち」に押しやられてしまわないようにすれば，大きなチヤレン 

ジに直面しても，それに立ち向かう十分な備えができるようになる。わたしたちには，この不安を克 

服し，新しいものに挑戦する力を与えてくれるすばらしい助けがある。 

聖句の提示 ヨシュア1：9を書いた紙を提示する。生徒はこれを読んで暗記する。わたしたちが善を行う努力 
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をし，助けを求めるなら，主はわたしたちを支え，力を与えてくださることを理解させる。 

活 動 以下の話し合いのテ一マを書いた紙を生徒に1枚ずつ選ばせる。それぞれ選んだものを生徒の前で 

読み，それが新しいものに挑戦する勇気を得るのにどのように役立つかを話す。必要に応じて，教 

師は生徒の意見に付け加えてもよい。 

備える（危機に直面しないうちに，標準や価値観について自分の心を決めておく。こうすること 

によって澄んだ心で物事を考えることができ，正しく行動する勇気を得ることができる。人からの 

圧力や感情的な問題があっても，自分の決意を変えない心の準備をしておく。） 

素直に教えを受ける（人の言葉に耳を傾け，学ぶ。実際に試す前に，できるだけ客観的に事情を 

把握する。力、たくなになったり虚栄心を持ったりしない。御霊の導きに耳を傾ける。） 

積極的度を持つ（神の子として自分の価値を知る。成功するために地上に送られたのだとい 

うことを忘れない。わたしたちは使えば使うほど伸びる才能や能力を持っている。） 

祈る淅りは，恐れを克服し，挑戦する勇気を与えてくれる力の源である。聖霊が導きと力を与 

えてくれる。） 

自信を持つ（新しいことを始めようとするときには，いろいろなところから助けを得られるという 

ことを知っておく。家族，教会の指導者，教師，友達などとともに考えたり，聖典から知識を得た 

りすることができる。） 

最善を尽くす（どんな新しいことをするときでも，必要なのは 善を尽くすことだけである。失敗 

することを恐れてはいけない。たとえ望みどおりの結果力《得られなくても，やってみることによって 

わたしたちはそれだけ進歩するからである。） 

新しし聰会に勇気をもって向かうときに力が得られる 

聖典の中の物語 聖典には，新しく，しかもチャレンジにあふれた機会に勇敢に立ち向かった多くの人々の物語が 

書かれている。その勇気によって，彼らはカづけられ，祝福を与えられたcエステルはへブライ人で， 

ペルシャの王と結婚した美しい女性だった。ところが 高の位にあった大臣がユダヤ人を憎んでい 

たので，エステルの民を皆殺しにしようと図った。このためにエステルとその民は大きな悲しみに暮 

れた0エステルのいとこであったモルデカイは何とかして民を救わなければならないと，エステルに 

助けを求めた。そして，この恐ろしい企てをやめるように王を説得してほしいと頼んだこの時代に 

は，召されないのに王のもとへ行く者は殺される決まりになっていた。エステルはこのことをよく承 

知していたCエステルが王の前に行ったとき，王がその笏を彼女の方に伸ばせば，それはロを開い 

てもよいというしるしだった。しかし王が笏を伸ばさなかったら，それはエステルの死を意味したC 
エステルは，民を救うために自分の命をかけるべきかどうか決めなければならなかった。 

鲁一緒にエステル2 ： 5-17 ； 3 - 4章を読む。 

參エステルはこの事態に直面したとき，どんな気持ちだったと思いますか。 

エステルはモルデカイに返事を送った。生徒に，エステル4:16について話し合わせる。 

聖 句 エステルが王に謁見したときの模様を話す（エステル5 ：1-3参照)。 

參エステルはこの勇気を求められる試練にどのように備えましたか。 

參自分力《成功するカゝ，あるいは失敗するか分かっていましたか。 

•自分の民を救うこと力《できたとき，エステルはどんな気持ちだったと思いますか。 

教師の提示 信仰と勇気の試練はエステルに力を与えた。勇気を奮って 善を尽くしたことにより，エステル 

はイスラエルで も愛される女性の一人となった。 

時間があれば，『旧約聖書』からギデオンの話をする（士師6-8章)。ギデオンは自分に自信が持 

てない若者で，父の家族の中ではいちばん劣っていると思っていた。ある日，ギデオンが麦を 7̂って 

いると，主の使いが現れて，テレビンの木の下に座った。そして，主の使いは敵ミデアン人からイス 

ラエルを,救うことを，主がギデオンに望んでいることを告げた。ギデオンはそんな大それたことがど 

うして自分にできるでしようかと尋ねた。 
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生徒に士師6:16を開かせ，主がどのように答えられたかを学ばせる。 

ギデオンは強い勇気を得たので，バアルの祭壇を打ち壊すこと力《できた。後に，ギデオンは300人 

のイスラエル人を率いて数え切れない数のミデアン人と戦い，エステルと同じようにその民に自由 

を与えることができた。 

•この信仰と勇気の試練は，どのようにギデオンを変えましたか。 

わたしたち力证しいことを行う勇気を持つならば，主はわたしたちとともにおられ，曰常の試練や 

機会に立ち向かう力を与えてくださると約束しておられる。わたしたちに与えられるこの力は，大 

敗したときにもこれを受け入れ，再びやってみようという勇気を与えてくれる。 

結 び 

F •エンツィオ•ブッシエ長老の次の言葉を読む。 

引 用 「御霊のささやきに従うには，恐れに打ち勝つ勇気と決意が必要です。御霊は，わたしたちを見 

知らぬ道’時にはだれも足を踏み入れたことのない道，人一倍苦労する道’そして世の人々の道と 

はまったく異なる道へと導くことがあるからです。例えば，御霊は’怒る人に向かってほほえむよつ 

にとささやくかもしれません。また，憎しみに燃えるときに愛を示すように’ほかの人が感謝する気 

持ちになれなくても自分は感謝するように，人々の嫌がる仕事を引き受けるように，弁護したいと 

きにわびるようにささやくかもしれません。そして，御霊力《義にかなった正直で素直な心にささやく 

ときには，たとえばかげたことに思えても，すべて従わなければならないのです。」（「唯一のまことの 

力」®徒の道J1980年8月号，p.37) 

ブッシエ長老の述べている事柄について話し合い，自分の生活においても同様の勇気を持つこと 

の大切さを理解させる。 

レッスンの応用 

新しぃことを始める前には祈るよう’生徒に勧める。自分の生活を強め，高揚できるよつに新し 

ぃことを見ぃだし，経験できるよう，聖霊の導きを求めるように励ます。またそれらのことを経験す 

る前と後に感じたことを，日記に書いておくように提案する。 

聖 典 

教師の提示 
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義にかなつた生活 

目 的 生徒は，義にかなった生活をすることによって得られる自尊心を認識する。 

準 備 1.レッスンの前に，小さなガラス瓶に小さじ1杯ほどの土を入れ，その後で水をいっぱいに入れる。 

瓶にふたをして，中身がよく混ざるように振る。10分ぐらいそっとしておいてから，沈澱物を 

こぼさないように水だけを捨てる。再び水を入れて瓶を振り，10分置いた後で水を捨てる。土 

力《底に沈んだ後の水がかなり透き通ってくるまで，これを4，5回繰り返して行う。これによっ 

て水の中に溶ける物質が取り除かれる。 

2.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

レッスンの展開 

活 動 

導 入 

テーブルの上に少なくとも10-15分間そっと置いてあった水を取り上げる。沈澱した土の上にあ 

る水はかなり澄んでいるはずである。これを振ったらどうなるか，生徒に観察させる。水が丨蜀った瓶 

をテーブルの上に戻す。 

聖 句 

教師の提示 

話し合い 

教師の提示 悪によって自尊心を失うことが「波の荒い海のようだ」とたとえられている。悪を行う人には平 

安がないのである。 

拳悪によって自尊心はどのように失われますか。 

義にかなった生活と自尊心 

教師の提示 自尊心を，人ができること，例えば楽器を弾くとか，学校の成績が良いとか，スポーツ力《得意で 

あることなどによって測ることがある力ぐ，自尊心を増すためにだれでもできることが一っある。それ 

は義にかなった生活をすることである。義にかなった生活をしようと努力するとき，ほかの方法では 

得られない心の平安を得ることができ，自分自身に対して良い気持ちを感じることができるもので 

ある。ある教会指導者は，次のように述べている。 

引 用 「自分がしたこと，あるいはしていることカ证しいと知ること以上に喜びをもたらすものを，わた 

しは知らない。」（レックス• D •ピネガ一"What It Means to Establish a Relationship with Christ” 

Speeches of the Year, 1977「キリストとの関係を築くとは……」『年度講話，1977年』p.9l) 

引 用 ほかの指導者も同じような観察をしている。 
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一人の生徒にイザヤ57 ： 20 —21を読ませる。 

海の近くに住んだことのある人は，嵐が来ると海の水がどうなるかを知っている。海底の土砂や 

有機物は持ち上げられ，波にもまれて「泥と汚物」（イザヤ57: 20)カ猎に打ち上げられる。波は狂 

つたように押し寄せて静まることはない。 

參イザヤは「•まることのない荒い海」を何にたとえています力、。「よこしまな者には平安がない」と 

いう神の言葉は，どんな平安のことを言っているのでしょうか（心の平安，澄んだ良心)。罪を犯 

したまま悔い改めないでいると，その人の心は静まることがなく，平安もないことを生徒に理解 

させるeこの平安がない状態は何かが起こる要因となる。それはどんなことか。罪悪感や自尊心 

を失う結果になることを含めて，話し合いを進める。 



黒板を使った 

話し合い 

教師の提示 

話し合い 

物 品 

物 詰 

話し合い 

「人が自分の弱点と戦い始めることは，人間が行う も神々しい戦いに参加することである。こ 

の戦いに勝利を挙げたときに受ける報酬は，人が経験することの中で も長続きし， も満足のい 

く，そしてこの上なくすばらしいものである。」（ブライアント• S •ヒンクレー，That Ye Might 

Have Joy『喜びを得るため』P.83) 

•義にかなった生活とは罪を犯さないことだけでしょうか。 

鲁罪を犯さないこと以外に何を含むのですか。 

正しく生活するための方法を黒板に書く。 

次のような事柄が考えられる。キリスト教の基本原則を守ること，すなわち_己やほかの人に正 

直であること，徳，純潔，信仰，清廉，慎み，奉仕など。 

生徒に教義と聖約121：45を開けさせ，読む。「神の前においてあなたの白信は増し」の部分につ 

いて話し合う。義にかなった生活をしているときには，自分力《価値ある者であると感じ，両親や監 

督，天父の前に良心の呵責なしに立つことができる。 

土と水の入った瓶に生徒を注目させ，今は水が落ち着いていて土が底に沈み，水が澄んでいるこ 

とを述べる。 

黒板に書いてあるような義にかなった原則を守って生活することによって得られる静かで安定し 

た気持ちについて話し合う。 

義にかなった生活をすることによって平安が得られることを理解させるために，次の二つの話を 

する。 

正枝は5人きょうだいのいちばん上だった。お母さんは正枝がまだ小さいときからいつも彼女を頼 

りにし，忍耐強く愛をもって弟や妹たちの世話を手伝うように教えていた。ところ力《，10代になっ 

てからはたくさんの友達ができたり，活動に参加したりして忙しくなってきたので，正枝は弟や妹 

たちの世話をするという大きな責任力《重荷になってきた。そして弟や妹たちに冷たい態度をとるよ 

うになった。彼らが近づこうとすると，大声でどなったり，「一人にしておいて」などと言って遠ざ 

けてしまうのだった。話を聞いてやることもしなければ，自分の部屋に入って来ることも許さなかっ 

た。放課後も，弟や妹たちの世話を•しないで済むようにまっすぐ家に帰らないで，友達の家へ寄っ 

たりするようになってしまったc夕食の食卓で顔を合わせたときに，彼らの寂しそうな視線を受け 

ても，丄、を和らげる気にはならなかった。 

のり子は’近所に住んでいる一人暮らしのおばあさんこそ，自分の生涯の試練の一つだと感じて 

いた。鈐木さんのおばあさんは一人住まいだったので，家の中のことや庭のことで，よく手伝いを頼 

みに来たのだった。のり子も何回か手伝いに行ったが，その度に手伝いばかりでなく，おばあさんの 

昔話を何時間も聞かされるのだった。のり子はおばあさんの家で時間を無駄にするよりは，友達と 

一緒におしゃべりでもしていた方がよっぽどいいと思っていた。そんなときお母さんは，のり子に実 

験してみないかと勧めた。それは1週間に1度だけ鈴木さんのおばあさんの家へ行き，掃除のお手伝 

いをするだけでなく，おばあさんの話にほんとうに耳を傾けて理解しようと努力してみる，というも 

のだった。1か月だけ続けてみて，嫌ならやめてもいいと，お母さんは言った。のり子は_分が承諾 

すれば’お母さんがこれ以上うるさく言わなくなるだろうと思い’実験してみることにした。 

初の日，のり子は話を一生懸命聞いてあげた。おばあさんの苦労話を聞いて，同情している自 

分に気がついた。次の週，掃除をしながら話を聞いていて，おばあさんがいろいろなつらい経験を通 

して多くを学んだこと，おばあさんの話は思ったほど退屈ではないこと力《分かってきた。そして’約 

束の1か月が終わるころには，鈐木さんのおばあさんに愛と親近感を感じるようになったばかりでな 

く，「おばあさんは，ある人々にとってはとても大事な人だったんだなあ」と心から思うようになっ 

ていた。 

•心に平安を感じることができたのは正枝だったでしようか，それとものり子だつたでしよう力、。自 
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分に満足できたのはどちらですか。なぜでしよう。 

眷幼いときから義にかなった生活をしていると，どんな利点がありますか（早くから良い習慣を身 

に付けることができる。進歩，成長，発展する機会や，自尊心を養う機会力
《
多い。自尊心を失う 

ような重大な過ちを犯す機会が少ない)。 

教師へ 

應事は決して幸福を生じたことがなし、J 

瓶を再び手に持ち，水がi蜀るまで激しく振る。のり子のように義にかなった生活をしようとして 

いるときに感じる安らかさとは対照的に，自分の生活に悪を入り込ませてしまった人は「波の荒い 

海」のようであるc 

聖句を使った 

話し合い 

アルマ41：10およびガラテヤ6 ： 7を読む。 

參過ちを犯したときはどんな気持ちがしますカゝ。それはなぜ快い気持ちではないのでしょうか。罪 

悪感とはどんな感じのことですか。罪悪感を感じているとき，自分は価値があると感じることが 

できますか。それは自分を見る見方に影響しますか。 

教師の提示 世間一般の常識では，罪悪感を感じる原因となっている罪を除くことをせず，ただの罪の意識だ 

けを除くように仕向けようとしている。 

話し合い わたしたちは皆善悪の観念を持って生まれてきた。これは良心と呼ばれている。「善悪をわきまえ 

ることができるように，すべての人にキリストの御霊力《与えられている……。」（モロナイ7:16)こ 

のため，わたしたちは過ちを犯したときにこれを知り，悪から遠ざかることができる。 

眷何度も繰り返して良心のささやきを無視したらどうなりますか。（良心のささやきを感じないよう 

になる。） 

引 用 ジェームズ.E •ファウスト長老は次のように述べている。「自分の気まぐれとか好みに合ったよ 

うに生活すればいいと考えている人も大勢います。道徳律や社会規範に束縛されない，価値観の多 

様化した時代にあって，大勢の人々が自分の価値，_尊心，威厳に無関心で滕手気ままな生活を送 

っています。」（「個人の尊厳」『聖徒の道』1981年9月号，p.ll) 

話し合い 

失われた自尊心を取り戻す 
話し合い 眷自分の価値観や自尊心，威厳を失ってしまったときには，どのようにしてそれを取り戻すことが 

できますか。 

教師の提示 過ちを犯すことなく成長する人はいない。過ちを犯したために自尊心を失い，罪の意識にさいな 

まれているときにすべきことは，悔い改めによって自分の習慣や行いを変えることである。主から赦 

しを受けることは，ほかのどんなことにも増して，自分自身について良い気持ちを取り戻させてく 

れる。 

結 び 
悔い改め，自らを赦すことによって心の平安を取り戻し，「波の荒い海」を鎮めることができる。瓶 

の中の水は，まだそこに含まれている不純物を取り除くように努力するなら，きれいになることを 

指摘する。完全に悔い改めて良心の呵責のない状態になれば，自尊心を取り戻すことができる。 

レッスンの応用 

自分の行動を反省してみる。自尊心を高めることができるように，悔い改めなければならないこ 

とや直さなければならないことがあるかどうか考える。 

參主はなぜ「悪事は決して幸福を生じたことがない」と言われたのでしょうか:守るべき標準を持 

っていると，どんな点で安心していられますか。 
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第44課 時間の上手な使い方 

目 的 生徒は，時間を上手に使うことの重要性と利点を理解する。 

準 備 1.紙と鉛筆を人数分用意する。 

2.砂時計，タイマー，数種類の置時計，秒針付きの時計，メトロノームなど，時間を計るいろい 

ろな器具を展示する。 

3.実物を使ったレッスンのために次のような品物をそろえる（実物を使ったレッスンを前もって 

練習しておくとよい)。 

a.広口瓶または透明のボール 

b.上記の瓶に詰める小石（直径2，3センチぐらいの大きさのもの） 

c.上記の瓶に入るだけの砂（米か塩でもよい） 

d.上記の瓶に入るだけの水 

4.「参照聖句のリスト」を2部用意する（「聖句探し」の項参照)。()内の言葉は省く。 

5.能率コンサルタントの助言を書いた紙（「物語」の項参照） 

6.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

導 入 

時間を計るいろいろな器具を展示する。 

タイマー，ストップウォッチ，または目覚まし時計を1分後にベルが鳴るようにセットし，テ—ブ 

ルの上に置く。 

1分経過するまでじっと待つよう’生徒に指示する。何もしないで静かに座っていると，1分間は 

非常に長く感じられる。 

參わたしたちは毎日，何分ぐらいの時間を上手に使っているでしょうか。無駄にしている時間はど 

れくらいありますか。 

參時間を上手に使ったら，10-15分の間に何をすることができますか。 

拳時間の使い方について責任はだれにあると思いますか。 

生徒の答えを聞いてから，すべての人に共通すること力《一つあることを指摘する。それは，だれで 

も1日，24時間を与えられているということである。そして，与えられた時間に対しては，自分が責 

任を取らなければならない。 

時間を管理する責任 

一定時間内で行う 時間の上手な使い方は聖典から学ぶことができる。クラスを二つのグループに分け，それぞれの 

聖句探し グループごとに書記を指名し，用意してある「参照聖句のリスト」と鉛筆を渡す。 

参照聖句の1」ス卜 

1.すべての（わざ）には（時）がある（伝道3 ：1)。 

2.知者の（心）は（時と方法）をわきまえている（伝道8: 5)0 

3.あなたは（時間）を（無駄に）過ごしてはならない（教義と聖約60:13)。 

4.(試しの）の生涯において（肉体）をもってなした（行い）によって（裁）かれなければならな 

い日力《，必ず来るからである（1ニーフアイ15 •• 32)。 

スタートの合図とともに，各グループは聖句を見つけ，書記が空欄に適切な言葉を書き入れる。3 

分以内で完成させる。各グループの書記に完成した聖句を読ませる。 

レッスンの展開 

実物を使った 

レッスノ 

話し合い 
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引 用 生徒の一人に，次のブリガム•ヤング大管長の言葉を読ませるC 

「さて姉妹の皆さん，……時間は地上にある重要な資源である。……正しく使えば，慰めと便利 

さと満足を増し加えるものをもたらす。このことをよく考えて，ただじっと腕を組んで何もせず，時 

間を浪費することはやめなければならない。」（ジョン• A •ウイッツオー，Discourses of Brigham 

Young『プリガム•ヤング説教集』p.214) 

時間を効果的に使うことによってもたらされる霊的，この世的な祝福 

話し合い 參わたしたちはなぜ時間を効果的に使うことができないのでしょうか（自分やほかの人の経験など 

をもとにして掘り下げた話し合いをする)。 

次のような点を必ず含めて話し合うo 

時間を浪費する理由 

1.適切な計画を立てない。 

2.優先順位をはっきりと見極めない。 

3.引き延ばし。 

4.時間の配分や仕事の手順を考えない。 

5.仕事を成し遂げるのに も適した道具や方法を用いない。 

6.どうでもよいことに時間を使う。 

計画を立て，物事の優先順位を決め，手順を考え，適切な方法と道具を用いて実行に移せば，不 

満カ《減少して有意義な生活を送ることができる。時間を上手に使うことによって，霊的にも物質的 

にも多くの祝福を受けることができる。 

事例研究と話し合い 次の事例研究の問題を解決し，それぞれの登場人物が霊的にも物質的にも多くの祝福を得られる 

ようにするにはどうしたらよいかを考えさせる。 

事例研究1 

千津子は一人娘で，現在若い女性のクラス会長をしている活発な高校生である。音楽のレツスン 

も受けている。宿題や教会の活動，音楽の練習，集会，家の手伝いやらで戦争のような毎日を送っ 

ている。ゆっくり聖典を読む時間などまったくない。祈りながら寝入ってしまうことや，集会に遅刻 

することがよくある。 

眷戦争のような毎日から抜け出し，計画性のある生活を送るにはどうしたらいいでしょうか（ 優 

先するものをまず決め，それから祈りと聖文の勉強をする時間を組み入れて，時間の使い方を計 

画する)。 

事例研究2 

久美子は学校カ縱わると，ずっと弟や妹の世話をしている。ほんとうは霊的なことやホ一ムメ一 

キング技術をもっと学びたいと思っている。 

眷弟や妹の世話をしながら霊性やホームメ一キングの技術を高めるにはどうしたらいいでしようか 

(弟や妹に，福音や福音に関する歌を教える。妹に料理や裁縫，手芸などを教える。聖典や聖典 

の中の物語を読んであげる)。 

事例研究3 

良子は教会の責任をよく果たし，学校の勉強や家の仕事も実によく行っている。余暇は音楽や水 

泳，黙想に使っている。 

參良子の余暇の過ごし方をどう思いますか（良子は時間をよく管理し，有効に使っている。休息や 

くっろぎ，レクリェーションの時間も計画の中に含めることが大切である。何の計画もしていな 

い時間があっても，それ力《必ずしも時間を無駄にしていることにはならない)。 

まとめのための引用 次の言葉を引用する。 

「単なる『忙しい』というのは，必ずしも時間を賢明に使っている証拠ではない。くつろぐ時間だ 
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けでなく，精神的，霊的に向上する時間があってしかるべきである。すなわち，礼拝する時間，働く 

能力があることを感謝する時間，考える時間，祈ったり，読書したり，人を助けたり，夢を見たり, 

笑ったり，計画を立てたり，学んだり……するような時間があって当然である。 

天父について学ぶ時間は，わたしたちの人生に測りしれない祝福をもたらすことだろう。」（ジョ 

ン• ロングデン“Time Is of the Essence" Improvement Era「時は力なり」『インプル一ブメン 

ト•エラ』1966年6月号，pp.511-512) 

時間を上手に使うために欠かせなし售十画 

実物を使った 生徒が毎日必ず行わなければならない事柄を列挙させる（授業を受ける，食事，睡眠，宿題をす 

レッスン る，そのほか)。一つの事柄を挙げる度に，瓶またはボールに小石を1個入れていく またはボール 

は，1日が24時間であることを表す)。瓶に小石をいっぱい詰める。そのほかに毎日行う事柄を述べ 

させる（通学，布団敷き，着替え，入浴，部屋の掃除，ぺットの世話，祈り，聖文の勉強，衣服の 

準備，音楽の練習，教会の集会へ出席するなど)。これらを列挙しながら，砂，米，あるいは塩を， 

小石の詰まった瓶の中へ入れる（砂は上記のような活動を表す)。わたしたちの毎日はこの瓶のよう 

に，やることでいっぱい詰まっている。この瓶に水を注ぎ，一見スケジュールでぎっしり詰まってい 

ても，そこにはまだ瞑想やレクリェーション，そのほか精神の高揚を図るような活動をする時間が 

あることを示す（水はそのような活動を表す)。わたしたちはバランスの取れた時間の使い方をする 

ように努力しなければならない。必要なことや望むことをすべて行おうと思うならば，入念な計画 

を立てなければならない。 

物 語 ある能率コンサルタントが，大きな鉄鋼会社の社長に会い，自分の会社の事業内容を説明した。 

すると社長は次のように答えた。「そんなことは必要ではありませんc理屈は分かっているのですが， 

それがこなせないでいるのです。わたしたちに必要なのはこれ以上知ることではなく，行動すること 

なのですc理論どおりに実践できるように力を貸してくださったら，お望みの報酬を支払いましょ 

ぅ。」 
「結構ですとも。数分間であなたの行動能率を50パーセント上げる方法をお教えしましょう。ま 

ず 初に，あなたが明日しなければならない仕事で も大切なものを6つ紙に書き出してください。 

次にそれらを大切な順に並べてくださいc第3に，明日の朝真っ先にその紙を取り出して，項目1を 

始めてください。それを終えたら項目2に取りかかり，次に3に移ってください。このように退社時 

間まで順を追ってやってください。たとえ項目1と2しかできなかったり，項目1だけしかできなくと 

も心配しないでください。 も大切な項目を仕上げるのですから。第4に，毎日 後の5分間を使っ 

て，翌日の仕事の，『しなければならない事柄』のリストを作ってください。」 

聞くところによると社長は，1回25分の訪問につき25万円，計700万円をこのコンサルタントに支 

払ったそうである（『教師養成基礎プログラム——現職コース，シリ一ズ2』参加者用，p.56)0  

能率コンサルタントのアドバイスをまとめた紙を提示する。 

アドバイス 

1.しなくてはならない も大切な仕事を書き出す。 

2.大切な順に番号を打つ。 

3.毎朝項目1から始める。 

4.項目1を終えたら，2, 3と順に行う。 

5.毎晩，翌日のために新しいリストを作る。 

眷この計画を実行するとき，どんな点で天父の力を借りることができますか。（時間の使い方と優先 

順位を決めることについて天父の助けを求める。） 

筆 記 全員に紙と鉛筆を配る。紙を3つの欄に分け，左から「しなければならないこと」「した方がよいこ 

と」「したいこと」という見出しを書かせる。そして，左の欄には明日しなければならないこと，真ん 

中の欄には明日したらよいと思っていること，右の欄には楽しみとして行いたいことをそれぞれ書 

かせる。これらは実物を使ったレッスンの小石，砂，水が表していたものと同じである。右の二つの 
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欄は調整ができるものなので，大切な順にそれぞれ番号を付けさせる。 

レッスンの応用 

各自左の襴に書き出した重要項目を厳しく検討し，右の二つの欄に書いた中で も大切なことを 

達成するために，時間をどのようにもっと効果的に使ったらよいかを考えさせる。能率コンサル夕 

ントのアドバイスを2週間実行してみるように勧める。2週間後にその結果を発表してもらう時間を 

設ける。 

毎朝主の前にひざまずき，その日すべきことや何を 初に行うべきかを尋ね，必要な助けと導き 

を祈り求める。また床に就く前には主に一日の報告をするように勧める。 

活動の提案 

支部長あるいは監督の承認を得て，この分野での経験者（例_——特に計画性のある大学生，若い 

母親，そのほかのワードの会員）を招き，時間の効果的な使い方について助言してもらうとよい。 
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勤労com直 

目 的 生徒は，働くことの価値を認識する。 

準 備 1.任意——「世はよく働く人を求む」（『賛美歌』161番）をみんなで歌うことができるように，『賛 

美歌』を用意する。 

2.任意一一「勤労」と書いた石を人数分用意する。 

3.一人の生徒に自分のしている家事を，またもう一人の生徒にはレッスンの中にある奉仕計画に 

ついて話すよう依頼しておく。 

4.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

福音の計画の重要部分である勤労 

生徒は次に挙げる言葉を聞いて，積極的な意欲を起こさせるかどうかを判断する。次の言葉を一 

つずつ言い，積極的な意欲を起こさせると感じたら，黙って手を挙げさせる。休暇，仕事，くつろ 

ぎ，労勵。 

働くことは必ずしもわたしたちが好むことではない。しかし，働く能力と機会は，わたしたちの生 

活に実に大きな祝福をもたらすものである。 

書両親があなたのために何も働く気持ちがなかったとしたら，現在のあなたの生活はどう変わって 

いたでしようか。 

參教会の初期の会員たちが喜んで働いていなかったら，今日の教会はどうなっていたと思いますか。 

モーセ5 ：1と出エジプト20 ： 9をみんなで読む。 

末日の預言者は，わたしたちが勤勉で独立と自立の精神を持つように教えている。次の言葉を読 

む。 

「まことの末日聖徒は，肉体的あるいは精神的に可能であるかぎり，自分自身や家族の福祉をつ 

かさどるという責任を，自分から他人に押しつけるようなことはしない。主の霊感と自らの労働に 

よって，できるかぎり，自分と家族が生きるために必要な霊的かつ物質的なものを供給するのであ 

る。」（スペンサー• W*キンボール，Conference Report『大会報告』1977年10月） 

現在の福祉プログラムが発表されたとき，当時の大管長会は次のように述べている。「わたしたち 

の第一の目的は，可能なかぎり，忌まわしい怠惰や施しのもたらす悪弊を除去し，独立心，勤勉，儉 

約，自尊心を再びわたしたちの間に確立する体制を築くことである。教会の目的は，人々の自立を 

助けることにある。勤労が再び教会員の生活を貫く原則にならなければならない。」（T大会報告』1936 

年10月） 

話し合いと黒板 會勤労がなぜ「生活を貫く原則」でなければならないのですか。 

參怠惰はなぜ「忌まわしい」のですか。「施しのもたらす悪弊」とは何ですか。 

眷この原則を実践したら，どんな祝福が与えられますか。触立心，勤勉，儉約，自尊心と黒板に書 

く。) 

話し合い 重い病気になり，自分では何もすることができなかった経験がないか，生徒に尋ねる。もしその状 

態が長期にわたって続いたら，どんな気持ちになるだろうか。 

レッスンの展開 

聖 句 

引 用 

引 用 
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教師の提示 ひと夏を病床で過ごしたある若い女性は，朝起きなければならないことに二度と不平を言うまい 

と心に誓った。日常必要な仕事をするのに手足を自由に使えることを，心からありがたいと思った 

のである。 

幸福を得るために も大切なことの一つは，喜んで働く習慣を身に付けることである。働くこと 

は満足感を与え，興味深ぐチャレンジにあふれ，思考力を刺激高揚し，エネルギーや時間など多 

くを要し，また創造的なものである。単調で退屈，活気がなく不都合で，チャレンジもないと感じ 

る必要はない。働くことに対してどちらの見解を取るかは，わたしたち自身の態度による。次の話 

は，この大切な事実を学んだ一人の女性について述べたものである。 

物 語 「7年前，アン•クリニックは外に働きに出ないで家で収入を得るために託児所を始めました。 

小学生と4人の未就学児を抱え，経済状態は火の車だったので，働くべきかどうかではなくて，ど 

んな仕事をするかが当面の問題だったのです，と彼女は述懐しています。 

託児所の計画は家で子供の世話をしながらできるという利点はありましたが，新たな問題を生じ 

ることになりました。 

『わたしはほんとうに嫌でした。週に60時間も他人の子供の世話をしなければならなかったので 

す。わたしは10代のときにベビーシッターをしたことがありませんでした。実を言うと，自分の子供 

以外，子供はあまり好きではなかったのです。それにもっと悪いことに，自分は仕方なくこの仕事 

をすることになったと感じていたことです。もうほんとうにどうしようもない気持ちでした。 

でも，そうかといってやめるわけにもいかず，外に働きに出ることもしたくはありませんでした』 

と彼女は語っています。 

初の2年間は，その日その日を切り抜けるので精いっぱいでした。家の掃除や食事の仕度の合 

間には，おむつを抱え，わが子4人と預かった子6入，計10人の子供のエネルギーを発散させるとい 

うチャレンジも付いていました。 

『ある日，わたしは中央幹部の書いた一つの記事を読みました。それには毎日朝から1日かかって 

二つの階段を磨くという退屈な仕事をしている掃除婦に会った一人の男の話が書いてありました。 

自分の生活にあきあきしていると不平をこぼした掃除婦に，自分だったらいろいろなことを発見 

したり研究したりして，その仕事をもっと興味をもってやれるようにすると，男は話したというので 

す。 

この話を読んで，大切なのは必ずしもどんな仕事をしているかではなくて，その仕爭に対する目 

分の態度だと気がついたのです。 

そのとき以来，わたしは子供の世話について何でも学んでやろうと決心しました。……』そして 

彼女はいろいろな学課を取って勉強しました。……今では1年先まで全部の過程をきちんと計画し 

たプログラムを自分で作成してあり，彼女の託児所は満員御礼の繁盛をするようになりました。 

『この7年の間に，わたしが嫌々やっていた退屈な仕事を，自分の態度を変えることによって，意 

欲をもってできるようになったのです』とクリニック姉妹は述べています。…… 

『わたしはいろいろなことを学び，成長し，楽しんで仕事をすることができるようになったので 

す oil (ジョン.フォスター “Attitude——Not Necessarily Job Itself" Church News「大切なのは必 

ずしもその仕事自体ではなく，自分の態度である」『チャーチニューズ』1982年5月29日付け，p.12) 

話し合い 生徒の中に同様の経験をしたことのある人がいたら，それを話させる。 

參この話は，自分にとってあまりおもしろくない学校の授業，家事，アルバイト，教会の召しなど 

に，どのように当てはまりますか。わたしたちの態度は，自分の仕事の出来栄えにどのような影 

響を与えますか。仕事を立派にやり遂げたときにはどんな報いが得られますか。 

引 用 次の文章を読む。 

「賃金の低い労働者だからといって，その人をさげすむようなことがあってはなりません。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 

ている労働やそれによって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つてはな 

りません。 
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道徳的に正しい仕事であれば，何ら恥じることはありません。」（ボイド• K •パッカ一「福音—— 

職業の基盤となるもの」『聖徒の道』1982年7月号，p.150) 

物百吾 

黒板を使った 

話し合い 

話し合し 

詩 

教師の提示 

引 用 

物質的，社会的，霊的な幸福にとって大切な勤労 

旅人が旅の途中，ある小川の所にやって来た。するとそこへ見知らぬ人が現れ，小石を拾ってポ 

ケツトに入れていけば，目的地に着いたときに悲しくもなればうれしくもなるだろうと言った。旅人 

は言われたとおりに幾っかの小石をポケツトに入れ，旅路を急いだ。次の村に着いて，ポケツトの小 

石を出して見ると，驚いたことにそれは宝石に変わっていた。それでやっと見知らぬ人の言った言 

葉の意味を悟ることができた。なぜもっと小石を拾わなかったのかと旅人は悲しい気持ちにはなっ 

たが，これだけ拾っていたことにうれしくもなったからである。 

黒板に小石を表す円を幾っか描く。一っ一っの円の中に，次のような言葉を書き入れる。黒板に 

すでに書かれている4つの言葉——独立心，勤勉，儉約，自尊心——を〇で囲む。 

•この旅人が人生の終わりにあるあなただったとしたら，小石はあなたにとって何を象徴している 

でしよう力、。 

春あなたの達成したい目標は何ですか。あなたは一生の間にどんな特質や財iを得たいと思います 

か。 

參あらゆる機会を利用して，欲しいだけの「小石」を拾わなかったら，人生の終わりに近づいたと 

き，どんな気持ちがすると思いますか。 

同じ考え方がまた別の方法で，次のように表現されている。 

「言い表され，書き表される悲しい言葉の中で， 

いちばん悲しい言葉は， 

『……だったかもしれない』という言葉だ。」 

(ジョン.グリーン•リーフ•ホイッティア一"Maud Muller” A Treasury of the Familiar 

「モード•マラー」『親しき友の宝』ラルフ• L •ウッズ編，p.236) 

不幸にも多くの人は目標に達することができなかったり，始めたことを成し遂げられなかったり 

する力《，それはそれだけの努力をしたり，十分に働いたりしないからである。自分が幸福になるため 

の「代償を払う」ことをしないからである。人生という旅路を行く多くの人々には，自分の願い事 

を現実に変えられるのは，魔法の力ではなく，ただ努力して働くことによるのだということが分かっ 

ていないのである。 

次の言葉を読む。 

「それが何であろうとも，学問に近道はない。……同様に，やりがいのあることにも近道はない。 

手に入れるに値するもの，あるいは大事にするに値するものはすべて勤勉でなければ得られない。こ 

れはどんな天才にとっても同じであるJ (J •ルーベン•クラーク•ジュニア，エマーソン• ロイ• 

安 定 家 族 名 声 

目的達成 友 人 証 

勤 勉 俟 約 自尊心 

財 産 独立心 
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ウェスト編，Vital Quotations『重要引用文集』pp.401 -402) 

教師の提示と黒板 勤労によって得られる良い結果を3つの分野で測定することができる。 

黒板の「小石」の下に3本の線を引き，それぞれそのままにしておく。話し合いの進行に従って， 

空欄に「物質的」「社会的」「霊的」と書き込む。 

黒板は次のようになる。 

初の空欄に「物質的」と書き入れ，わたしたちが生きていくためには働くこと力《必要であると 

説明する。 

引 用 

教師の提示 

生徒の発表 

引 用 

話し合い 

「わたしたちがこの世で手に入れる物質的なものはすべて労働の産物であり，神の摂理によって 

もたらされるのです。労働によってのみ生活必需品は得られますJ (エズラ•タフト•ベンソン「艱 

難の日に備える」『聖徒の道』1981年4月号，p.59) 

労働にはまた金銭的な価値がある。つまり，通常その人の技術や能力，信頼度などに办って賃金 

や報酬が支払われる。 

參将来の物質的生活の安定のために，今どんな準備が必要ですかC 

參「自分の物質的な必要を満たすために働く」ことを身に付けるのに，妨げとなるのはどのような 

態度ですか。 

參積極的に働き努力することは，学業や家庭生活でどのような助けとなりますか。 

生徒の一人に自分のしている家事について発表させる。どのようにしてその技術を学んだカゝ。働 

くことは楽しいかどうか。自分の技術を向上させるためにどのような努力をしているか。 

当時ブリガム•ヤング大学の学長であったダリン• H •オークス長老は，学生への講演の中で， 

働くことを学び自己を訓練することの必要性を，次のように強調している。 

「若い男女が自分の可能性に気づかず，……自己を訓練することによって，技術や良い教育の特 

質を身に付けるのに必要な努力をしないでいるのを見ることほど，苦痛なことはありません。怠惰， 

テレビを見る，芝生の上での日光浴，快楽の追求，他人の意見や業績に頼ることなどカ斕行しすぎ， 

自立心に欠けているのですoJ (The Formula for Success at BYU” Speeches of the Year, 1979「B 

YUで成功するための公式」『年度講話，1979年』p.169) 

オークス学長が述べている「勤労や努力」への妨げとなる事柄について話し合う。 

•自分を訓練して学校の成績を良くするためにはどうしたらよいでしようか。 

參わたしたちが自分の可能性に到達するのを妨げる習慣や態度にどのようなものがありますか。 
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黒 板 

引 用 

話し合い 

生徒の発表 

2番目の空欄に「社会的」と書き入れる。 

次の聖句を読んで印を付ける。教義と聖約68 ： 31；42 ： 42 ； 75 ： 29。 

參怠惰はどのように人々を悪事に導きますか。怠惰が個人，家族，社会に与える影響について話し 

ロノ 0 

勤労という社会的責任について述べているニール.A •マックスウェル長老の言葉を，一人の生 

徒に読ませる。 

「幼いときに働くことを学べば，わたしたちはより良い個人，より良い家族の一員，より良い隣 

人，イエス.キリストのより良い弟子になることができる。そのイエス御自身も大工として働くこ 

とを学んだのである。」（“Gospel to Work” Friend「勤労の福音」『フレンド』1975年6月号，p.7) 

參わたしたちが積極的に働こうと努力することによって，家族にどんな祝福がもたらされますか。学 

校の友達や社会の人々にはどうでしょうか。 

生徒の一人に，奉仕計画を一つ採り上げて，それについての感想を述べさせる。どんなことを成 

し遂げたか，どのようにほかの人の役に立ったか，どのような反応があったか，自分はどのように感 

じた力、，など。 

教師の提示 健全な社会は，勤労によって貢献しようとする人々の積極性によって保たれる。働くことを身に 

付けないかぎり，わたしたちは生徒，宣教師，指導者，親，市民としての役割を果たすことはでき 

ない。 

黒 板 

教師の提示 

聖句を使った話し合い 

3番目の空欄に「霊的」と書き入れる。 

アダムとエバは自分たちのために主が地をのろわれたことを知った（モーセ4 ： 23参照)。 

•なぜ地をのろうことが，実擦はアダムとエバのためになるのですか。働かなければならないことは， 

どのような人格を築きますか。 

•勤労することによってわたしたちの魂はどうなりますか。働かないときはどうですか。 

教義と聖約75 ： 3-5をみんなで一緒に読む。主はわたしたちに何をするようにと言っておられま 

すか。それによってわたしたちはどんな報酬を得るのですか。 

結 び 

引 用 「わたしたちは神と共同の創始者です。神はわたしたちに神御自身が残された仕事を行い，エネ 

ルギ一を活用し，鉱山を開き，地球の宝を役立てる能力を与えてくださいました。そして何よりも 

大切なことは，人格の核心は厳しい労働を通して形成されることを主力《知っておられるということ 

です。」(J •リチャード*クラーク「仕事の価値」『聖徒の道』1982年7月号，p.135) 

歌（任意） 「世はよく働く人を求む」（『賛美歌』161番）を 後まで歌う（歌詞を読んでもよい)。 

レツスンの応用 

「勤労」と書いてある石を一つずつ生徒に配る。働く技術やその態度を向上させるために努力す 

るよう励ます。 
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教育の目的と価値 第46課 

目 的 生徒は，生狸にわたる教育の目的と価値を理解する。 

準 備 1.視覚資料20「職業を持つ若い女性」，21「子供に読み方を教える母親」，22「教会で教える若レ 

女性」巻末参照 

2.任意——教科書，聖典，音楽の本，ものさしを用意する。 

3.任意——3枚の言葉の力一ド「職場で」「家庭で」「教会や社会で」を用意する。 

4.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

レッスンの展開 導 入 

物 語 ジェフリー• R •ホランド長老は，ブリガム•ヤング大学の学長をしていたときに次のような話 

をしている。 

「わたしがこれからお話しする少年は，正規の教育を受ける機会があまりありませんでした。父 

親が亡くなり，家族はたちまち経済的に困ってしまったからです。あるとき，少年は天然痘にかか 

り，長い間学校を休まなければなりませんでした。 

長い療養の末やっと病気が治り，再び喜び勇んで学校へ行きだしたのもつかのま，それから1年後 

の7年生（中学1年）の終わりに，とうとう学校を中退しなければならなくなってしまいました。少 

年とその兄は，家族に必要な食料や衣類を買うために働きに出なければならなかったのです: 

少年は一生懸命働き，強い人間に成長し，いろいろな経験を通して多くを学びました。時間さえ 

あれば本を読み，学校へ行けないために学べなかったことを何とかして学ぼうと努めました。この少 

年はちゃんとした教育を受けられなかったことを大変残念がっていました。けれども立派な人間に 

成長し，自分を向上させるために人一倍の努力をしました。そして，いつかまた学校へ行く機会が 

あるようにと願っていました力《，それは実現しませんで"Lた。教育を受けたいと望みながら成長した 

この少年は，わたしの父です。 

父は自分の経験から，わたしに良い教育を受けさせようと一生懸命でした。わたしが『学校なん 

力、行きたくないや』と言うと，父はよくこう言ったものです。『それなら父さん力ぐ代わりに行くよ。父 

さん力《行ったら，先生，怒るかな。父さん，おまえの小さいいすに座れるかな。』 

わたしはこれを聞いていつも吹き出してしまうのでした。大人が学校に来たりしたら先生がびっ 

くりするでしょうし，学校のいすは父にはとても小さすぎると思ったからです。それでわたしは気を 

取り直して，学校へ出かけて行きました。…… 

やがてわたしは高校を卒業し，伝道に出ました。それから大学の課程を終えて，博士号を取るた 

めに東部の学校へ行ったのです。 

わたしが学位免状をもらったとき，わたしはこれを父に受けてもらいたいと思いました。父は生涯 

一度も卒業証書というものをもらったことがなかったので，父がこれを受けるのは当然だと思った 

のです。わたしの名前になっているけれども，これは学校のミスプリントで，ほんとうはお父さんに 

与えられたものだ，とわたしは父に言いました。父はこれを聞いて笑いだしましたが，やがてそれが 

涙に変わりました。そのときはなぜ父力《泣いたのかよく分かりませんでしたが，今わたしにはその理 

由がはっきり分かるような気がします。」(Friend『フレンド』1978年9月号，pp.6 —7) 

話し合い •この話は，わたしたち力《与えられている教育の機会に感謝すべきであることをどのように教えて 

いますか。 
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教師の提示 

聖句と黒板を使った 

話し合い 

引 用 

引用と話し合い 

わたしたち育を受けるようにと勧告されている 

教会の指導者たちは，わたしたちに教育を受けるようにと常に勧告している。初期の開拓者たち 

は，常に迫害され家財を捨てて転々としなければならなかったにもかかわらず，絶えず互いに教え 

合った。教育はいつも優先され，種々の本を持ち運んでは，落ち着き先では真っ先に学校カ键てら 

れた。 

教義と聖約88:118を開き，全員で読む。主は，この聖句やほかの聖句にも書かれているように， 

学問を求めよと命じておられる。 

•主はわたしたち力
5
何を学ぶことを望んでおられるのでしょうか。 

黒板に生徒の答えを書き，それから教義と聖約88 ： 77-79を読む。生徒力《挙げなかった事柄をリ 

ストに加える。 
•リストに挙げられた事柄の中で，あなたは今どのようなことを学んでいますか。 

教会の指導者たちは，現在でも昔と変わることなく教育に大きな比重を置いている。二人の現代 

の預言者は次のような勧告をしている。 

「教会は初期の時代から，『神の栄光は英知である』（教義と聖約93: 36)という原則に従うよう 

に命じられてきた。そこでわたしたちは聖徒たちに教育を受け，心と手をもって奉仕できる備えを 

するようにお勧めしている。 

ある人は正式の大学教育を望み，またある人は実際的な職業訓練を希望する。聖徒たちは_分の 

好みと才能にいちばん合った教育を受けるべきである。職種は何であろうと，また大学教育であろ 

うと職業訓練であろうと，わたしたちは教育を受けることを奨励するものである。」（スペンサー• 

W •キンボール「正義を基として」『聖徒の道』1978年2月号，p.3) 

「教育は’子孫や自分自身に対する各世代の第一の義務であると教会は常に認めてきた。セたし 

たち一人一人は神から授けられた永遠の英知ある存在である。した力《って，探求精神を活発に働か 

せ，わたしたち自身やほかの人々，宇宙や神についてでき得るかぎり何でも学び続けることは，わた 

したちの義務である。」（ヒュー• B •ブラウン，Conference Report『大会報告』1968年4月） 

黒板を使った 

話し合い 

視覚資料と言葉のカード 

生涯を通して役に立育 

物質的なことを求めるにしても，霊的なことを求めるにしても，教育は多くの可能性を提供して 

くれる。 

拳生涯を通して教育はどのようにわたしたちの役に立ちますか。 

生徒の答えを黒板に書く。次のような事柄を含める。 

1.(「職場で」と書いた言葉のカードと「職業を持つ若い女性」の視覚資料を提示する。）教育は有 

意義な職業を得るための技術や資格を与えてくれる。このことは次の文章でも指摘されている 

ように，若い男女にとって大切な事実である。 

「やむを得ざる理由から末日聖徒の姉妹たちも職に就かなければならないことがある。……し 

たがって姉妹たちも，結婚前に可能なかぎり教育や職業訓練を受けておいてほしい。また，配 

偶者を亡くすか離婚するかで働く必要が生じたら，品位があり’報いの多い仕事に就くように 

していただきたい。結婚しない姉妹は，才能や賜物を伸ばし増すことのできる専門職に携わる 

ようにするとよい。」（ハワード• W •ノヽン夕一，Ensign『エンサイン』1975年11月号，p.124) 

參どんな理由からわたしたちは職に就く備えをしなければならないのですか。良い教育を受け 

ることは職業に就くためにどんな役に立ちますか。 

眷学校にきちんと通い，勉強して，教育の計画を立てることはなぜ大切なのですかo今勉強し, 

計画を立てることは，あなたの将来にどんな影響を与えますか。 
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第41課 

視覚資料と言葉のカード2. (「家庭で」と書いた言葉の力一ドと「子供に読み方を教える母親」の視覚資料を提示する。）良 

い教育は，わたしたちが良い母親や主婦となるのに役に立つ。 

引 用 「教会の若い女性を教育するのに，どんなことをしてもやりすぎということはない。彼女たちに 

はやがて大きな責任カヾ与えられる。彼女たちは幼い子供たちの道徳的，知的人格の形成に携わ 

るのである。わが国の女子を知的にすれば，その子供たちも必ず知的になる。男子を正しく教 

育すれば，それは当•人の福祉につながる。しカゝし，家族全体の利益のためには，女子を正しく 

教育しなければならないJ (ジョージ.Q •キャノン，Gospel TVuth『福音の真理』ジェレル 

ド . L • ニュークイスト編，2 ：138) 

話し合い 參なぜ女子を教育することは，その家族のためになるのでしょうか。 

視覚資料と言葉のカード3 . (「教会や社会で」と書いた言葉のカードと視覚資料「教会で教える若い女性」を提示する。）女 

性の備えができていればいるほど，教会や社会により多く貢献することができる。この奉仕の 

ために備える も良い方法カ墩育である。 

生徒は自分の受けた教育を生かして，現在また将来いろいろな方法で教会や社会に奉仕する 

ことができる。そのことについて考えるために，次のような質問をする。 

參初等協会のクラスを教えるために，あなたの受けた教育をどのように生かすことができます 

か。大人の日曜学校のクラスを教えるときや，教会で話をするときはどうですかc  

參病人を助けるために，あなたの教育をどのように生かすことができますか。良い仕事を持た 

ない人を助けるためにはどうですか。 

參夏休みの間何もすることのない近所の子供たちのために，あなたの教育をどのように生かす 

ことができますカ cゝ 

このほかにも教育を受けることによって，よい備えができる事柄を生徒に考えさせる 

結 び 

教師の提示 教育は，地上でのわたしたちの成長に欠かせない重要なものである。わたしたちは知識を増すに 

つれて，主力《与えてくださったすべてのものを感謝するようになる。知識を増し，教育を受けること 

は，生活のあらゆる面で役に立ち，わたしたちが神の王国を築くための大きな助けとなる：若い時 

ほど教育を受けるのに適した時はない。わたしたちに今与えられている教育の機会を大いに活用し 

て，あらゆる面での知識を求めるように努力すべきである。 

レッスンの応用 

自分たちに現在与えられている教育の機会を十分に活用するよう，生徒を励ます。特に知識を増 

したいと思う科目または福音の教えを一つ選び，それに集中して努力するよう勧める。以上のよう 

にして学んだ事柄をクラスで発表するか，若い女性の指導者に報告させるかする。あるいはg分の 

日記に書き記すようにさせる。 
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第47課 才能を伸ばす 

目 的 生徒は’自分や家族の持っている才能を認め，それをもっと伸ばすよつに励ます。 

準 備 1•視覚資料23「ビンセント•バン•ゴッホの絵」巻末参照 

2.人数分の紙と鉛筆 

3.任意——10センチぐらいの長さのひも，針，安全ピン，ヘアピン，糸くず，針金’ボタン，鉛筆， 

ヘアカーラーなど，生徒が身に付けていて見つけにくいものを用意する。 

4.隠したものを書いたリストを人数分用意する。 

5.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

レッスンの展開 

ゲーム（任意） 

話し合い 

黒 板 

導入——隠した品物 

生徒が教室に入ってくるときに，一人ずつ部屋の隅に連れて行き，一つの品物を身に付けさせる。 

見えるけれども分かりにくい場所に隠す（例えば，肩に糸くずを付ける。ボタンホールに針金やヘア 

ピンを付ける。耳の上に鉛筆を挟む，など)。 

隠した品物のリストを生徒に配る。品物を探し，見つけたものから順に消していくように指不す 

る。静かに捜す時間を2分間与え，その後で見つけたものと見つけられなかったものとを調べる。リ 

ストに従って品物と隠し場所を点検しながら，品物を取ってしまう。見つけられない品物があった 

ら，その隠し場所を教える。 

隠してある品物を捜すことは’才能を見いだすのとどのような点で似ているか話し合う。 

補助質問—— 

•わたしたちの才能はどのようにして分かりますか。 

參自分の才能がよく見えているの丨ど気づかないことがあるのはどうしてでしょう力、。 

眷才能を見てそれと分からないのはなぜでしょうか。 

鲁なぜわたしたちはみんな才能を持っていると言えるのですか。 

•なぜある才能は見いだしにくいのでしょうか。 

•なぜわたしたちは才能を見いだすまで探すベきなのでしょうか。 

わたしたちは皆天父から賜物あるいは才能を与えられているが，隠れていてなかなか見いだせな 

い場合がある。いったん才能を見いだしたら，その才能を伸ばすこと力《大切である。さもなければそ 

れは失われてしまう。 

才能は，必ずしも並外れたものや卓越したものとは限らない。なかなか見つけられないこともあれ 

ば，気づかれないことも，まったく無視されてしまうこともある。しかし，多くの場合，ほかの人々 

のために役立つものである。 

天父からの賜物 

次の言葉を黒板の上の方に書き，レッスン中消さないでおく。「わたしたちは天父の霊の子供であ 

り，すべての人は神の御霊によって一つの賜物を与えられている。」黒板に書きながら，一語一語王 

徒に声を出して読ませ，全部書き終わったら一緒に声を合わせて読む。 

聖句を使った 

話し合い 

主はこの末日に，才能について多くの指示を与えてくださつている。 

次の4つの聖句を読み’それらについて話し合うとき，聖句に傍線を引いたり前後を参照したりする 

ように指導するとよい。 

一人の生徒に，教義と聖約46:11-12を読ませる。「賜物」という言葉の意味と主がこれらの賜 
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物を与えてくださる理由について話し合う。 

次に，別の生徒に教義と聖約82 ：18を読ませる。この聖句で主は，才能を使うことについて何を 

明らかにしておられるか話し合う。 

教義と聖約82 ： 2-3を読み，才能を使うことについてこの聖句では何と言っているか話し合う。 

教義と聖約60 ：13で，主は初期の二人の宣教師に語っておられる。別の生徒にこの聖句を読んで 

もらい，怠惰と才能を隠すことの相似点について生徒に説明させる。 

參以上の4つの聖句を読んで，才能を見いだしてそれを伸ばし，使うという自分の義務についてど 

う思いますか。 

次の事柄を聞きながら，才能を見いだす方法について考えるよう，生徒に指示する。 

1.仁美は祝福師の祝福を受ける準備ができていると思った。祝福師の木下兄弟から祝福を受けて 

いるとき，祝福の言葉を注意して聞いていた仁美は，自分カ镦える才能を与えられているとい 

う言葉を聞いて驚いた。 

2.真理子は，横山姉妹からクラスで与えられたチャレンジに関心を持った。それは，奉仕の才能 

を見いだして，それを伸ばすようにというものだった。 

3.光はピアノのレッスンを受け始めてまだ2年しかたっていないのに，プライマリ一のピアニスト 

になるように求められた。新しい責任に召されて間もないある日の午後，光はピアノに向かった 

力《，練習するのがどうしても嫌だった。しかしそのとき，宮下監督の任命の言葉を思い出した。 

それは，もし自分がピアノを弾く技術を伸ばし続けていったら，音楽を通して主の王国の多く 

の入々に影響を与えることができるという約束だった。 

4.緑は，クラスの手工芸活動の責任者になるように教師から求められた。緑はこれまでそのよう 

なことはしたことがなかった。ところが驚いたことに，いろいろなアイデアを集めて作ってみる 

と，だんだん興味がわいて楽しくなってきた。 

話し合い 才能を見いだす方法を幾つカゝ調べ，それから次の質問について話し合うc 

參皆さんの中で，それまで気がつかなかった才能を見つけた人はいますか。 

參あなた自身あるいは友達力《持っている才能にはどんなものがありますかC 

眷才能を見つけるだけではなぜ十分ではないのですか。 

励ますことにより才能を伸ばす 

物 語 巻末のゴッホの絵を見せ，ゴッホの略伝を話す。 

ビンセント•バン.ゴッホは1853年オランダに生まれ，波乱に富んだ悲しい一生を送った。弟の 

セオがいなかったなら，ゴッホは名の知られた画家にはなれなかったであろう。セ才は兄の才能を信 

じていた。そして，この信頼がビンセントの支えとなった。それだけではない。セ才は，兄が自分で 

賄えないときは，絵の具やカンバス，食糧や宿までも提供した。人々がビンセントを信じないときも， 

セオの心は変わることがなかった。現在，ゴッホの影響は，美術の世界全体にあまねく残っている。 

またその絵は，様々な国のおもだった美術館に展示されている。 

教師へ ゴッホの生涯は模範的なものではない。生徒がこの事実を取り上げた場合には，この話し合いは， 

彼が才能を伸ばしたことと励ましを受けたことに焦点を合わせていることを説明する。 

教師の提示 わたしたちの多くはゴッホのように，伸ばすべき才能を持っている。しかし，周囲の人々の援助や 

励ましがなければそれを伸ばすことができない。 

自分の家族の中にもゴッホのように，援助や励ましを必要としている人がいるかもしれない。 

弓 I用 ハロルド.B •リ一大管長の娘へレン.リー.ゴーツ姉妹は次のように述べている。 

「両親は傷つきやすいわたしたちの自意識を何と優しく育ててくれたことでしょう。幼いころ，楽 

器を上手に弾けるようになろうと努力しても，それが思いどおりにいかなかったり，あきらめようか 

と思ったりしたとき，わたしたちの弾く音楽は天下広しといえども 高に美しいと，父と母が思っ 

ていてくれることを知って，わたしたちは勇気づけられたものでした。やがてわたしたちは心身とも 
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に不安定で自尊心の傷つきやすい思春期に入りましたが，父と母はわたしたちを愛していることを 

いつも示してくれましたし，わたしたちは世界中でいちばん美しくチャーミングだと信じていてくれ 

たのです。聡明だった父と母は，きっとわたしたちに理想像を示しさえすれば，わたしたち力《彼らの 

望むような人になろう，自分の可能性に到達しようと努力することを知っていたに違いないのです。」 

(ニール• A •マックスウェル，That My Family Should Partake『家族でともに』pp.56 - 57への 

引用） 

參わたしたちはこのような積極的な励ましを家族との関係にどのように当てはめることができますか。 

才能と家族に関する経験を，良いことであれ悪いことであれ，生徒に述べさせる。どんな才能で 

あっても，それを刺激して伸ばすためには無条件の励ましが必要であることを強調する。家族の一 

人一人が自分の兄弟や姉妹の才能にどのような影響を及ぼすかを示すために，ゴッホの物語とゴ— 

ッ姉妹の話を生徒に比較させるとよい。 

話し合い 春あなたの家庭での行いや態度は，あなたのきようだいが才能を伸ばすことにどのような影響を与 

えますか。 

參人が自分自身や自分の才能をあきらめてしまうのは，どういう原因からでしようか。 

活 動 全員に紙と鉛筆を配るC紙を縦に三つ折りにして左側の欄から順に，欄の上の方に，「家族の名 

前」「才能」「わたしにできること」と見出しを書かせる。 

それから十分な間隔を取って家族の名前を書く。数分時間を与え，それぞれの家族の才能につい 

てじっくり考えさせ，今持っている才能と持っている可能性のある才能を次の欄に書くように指示 

する。家族が才能を伸ばすために自分にできる援助方法について話し合い， 後の欄にそれを書く。 

家族がそれぞれの才能を伸ばすことができるように，表に書いた方法を用いて援助するように生徒 

を励ますC 

家族の名前r ；ニ=ニ:もの’ ] _ わ た し に で き る こ と — 

_ 一緒に練習する 

ま，ネ支 数学を助けてもらう 

桐 ミ了 良い成績を取ったときはほめる 
^ 一緒に歌う 

ランニング タイムを計ってあげる 

雅子 洋裁 洋裁や絵の出来栄えをほめる 

絵 頼まれたら手伝う 

結 び 

•あなたが、いつも夢見ていることを首尾よく成し遂げられるように家族のだれかが助けてくれると 

したら，その人に対するあなたの気持ちはどんな影響を受けますか。 

お互いの才能によって自分がどんな利益を得ているかについて話し合う。家族の中で互いの才能 

を伸ばすように助け合った経験があれば話させる。 

わたしたちは，善を助長する力というものを過小評価しがちである。自分の家族がそれぞれの才 

能を見いだし，伸ばすことができるように献身するならば，家族の才能どともに家族に対する自分 

の愛も深まっていくこと力{分かる。才能にはいろいろあり，それらを見いだすのは必ずしも容易では 

ないが，もしたゆまず努力し続けるならば才能を見いだすことに成功し，家族が現世においても永 

遠にわたっても幸福で充実した生活を送れるように助けることができる。 

話し合し 

教師の提示 
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第48課 短期目標 

目 的 生徒は，短期目標を立てることが長期目標の達成に役立つことを理解する。 

華 備 1.人数分の紙と鉛筆 

2.任意——レッスンの 初の部分で用いる配付資料を用意する。 

3.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

導 入 

生徒に今から7年後の自分を考えてみるように言う。自分の 高の希望がかなえられるとしたら， 

7年後にはどんなことをし，どんな人間になっているかを数分考えさせる。各自の考える目標が自分 

独自のものであり，具体的であるように注意する。例えば，「神殿結婚をしていたい。大学を卒業し 

ていたい。教師（秘書，医者，そのほか）になっていたい。」2, 3分時間を与えてから，紙にその目 

標を書くように言う。次に，その目標を達成するために今からできることを少なくとも3つ書かせる。 

この3つの事柄は，長期の目標を達成するための踏み石，すなわち短期目標である。昔の中国のこ 

とわざに，「千里の道も一歩から」というのがある。一人または二人の生徒を指名し，それぞれの長 

期目標とそれに到達するための踏み石（短期目標）を発表させる。黒板の上の方に長期目標を，そ 

の下に3つの短期目標を書く。 

進歩を助ける目標設定 

目標を立てることは望みを達成する助けとなる。 

參何かを達成したいと望むだけでは，なぜ進歩する十分な動機とならないのでしょう力、。 

目標は，わたしたちが努力すれば達成することのできる具体的なもの，わたしたちの歩むべき道 

を与えてくれる。次の言葉を読む。 

引 用 「計画も目標も行く先もない旅。どこへも通じる道は終着点のない道であり，その道を行く者の 

夢は破れ，機会は無駄に費やされ，その人生は何らなすところなく終わってしまう。」（トーマス• 

S •モンソン「どちらの道を」『聖徒の道』1977年2月号，p.81) 

目標を立てる過程は，わたしたち力《一生を通じて進歩するための大切な行程であると言える。し 

たがって，わたしたちのエネルギーをどのように使って価値ある目標を立て，それを達成するかを学 

ぶのに，今は絶好の時である。 

配付資料または 次の目標設定の4段階をみんなで復習する。 

黒板に書く 

レッスンの展開 

活 動 

教師の提示 

目標の設定 

®己付資料） 

ステップ1——評価（何を行うかを決める） 

知りたいと思う事柄，身に付けたい特質や能力，一生のうちに達成したい事柄などのリストを作 
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ステップ2——計画（何をしつまでにするかを決める） 

自分の目標と，それをどのようにして達成するかを紙に書く。紙に書き出さない目標は願い事に 

すぎない。両親か友達，指導者を一人選んで，進行状況を報告してもよい。目標を達成する予定日 

と，進行状況をチェックする日を定める。 

ステップ3 —計画を実行に移す 

自分一人で達成可能な目標についてはどんどん進める。助けカ泌要な場合には，目標を達成でき 

るように助けを求める。 

ステップ4 —進行状況や結果を報告する 

報告する相手として選んだ人と会って，進度を報告する。内密の目標の場合には，自分でチェッ 

クするか，さもなければ祈りを通して天父に報告する。 

ステップ4が終わったら，次に行いたい事柄について評価をし，目標達成のためのステップを繰り 

返す。 

物 語 ある若い女性のクラスの教師と生徒は，クラスの生徒の一人について心を痛めていた。そして，学 

年末までに教会をお休みしている小野寺姉妹をマイアメイドのクラスに出席させようというクラス 

目標を立てた。小野寺姉妹は過去3年間に2度クラスに来ただけなので，これは長期にわたる目標で 

あった力す，幾つかの短期目標を立ててその進行状況を教師に報告することにした。その目標とは， 

(1)小野寺姉妹を活動に一度連れて来る，（2)日曜日のレッスンに一度連れて来る，というもので 

あった。みんなはそれぞれの目標を達成するための計画を紙に書き，それを実行に移した。 

初の目標は簡単だった。小野寺姉妹は学校のバレ一ボール部で活躍していたので，スポーッの 

夕べを計画し，バレーボールをコーチしてくれるように誘った。彼女は快くそれを承諾し，その日の 

活動は大成功だった。 

2番目の目標はそれほど簡単にはいかなかった。学校でも親しい友達となり，クラスの配付資料な 

どを届けたりしたが，日曜日に教会に来るまでには至らなかった。あるとき教師全員と生徒全員は 

クラスの活動として，小野寺姉妹の出場するバレーボールの試合を見に行った。大きな声をはりあ 

げて応援し，勝利のお祝いを言って励ました。その結果，次の日曜日，小野寺姉妹は教会に顔を出 

したのである。彼女は初めてクラスの一員として心おきなくみんなと話したり笑ったりすることがで 

きたようだった。みんなはその後も努力を続け，愛を示したために，小野寺姉妹は次第に教会の集 

会に出て来るようになった。そしてその翌年には，クラスの会長会の一員として働くように召され 

たのであった。 

話し合い この物語の中に示されている目標設定の4段階を簡単に話し合う。短期目標は，長期目標を達成 

するための踏み石であることを指摘する。 

短期目標を評価することによって進行忧兄を調べ，進路を調整する 

定期的に短期目標を評価し，進路の調整をする必要がある。 

次の引用文を読む。 

「絶えず自分の進歩を評価すること。わたしたちは正しい生活をして自分の創造された目的を達 

成するために，常に過去を反省し，現在の自分の状態を考え，将来の目標を定めるようにする必要 

がある。これなくしては，目的達成はほとんど望めない。」(0 •レスリー•ストーン「結婚生活を実 

りあるものとする」『聖徒の道』1978年10月号，p.91) 

次の話をする。 

久美子は今までずっと神殿結婚という長期目標を持ち続けてきたが，それはまだずっと先のこと 

のような気がしていた。やがて久美子は教会員ではない男性と交際を始めた。この男性はまじめで 

とても良い人だったので，別に何も考えず親しくつきあっていた。それに，これは結婚を前提とした 

引 用 

物 g 吾 
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交際ではなく，ごく軽い気持ちでのおつきあいのつもりだった。彼の仕事の関係で，デートは日曜 

日にすること力《多かった。初めのころは教会の集会にも出席しようと努力した力S集会の時間とデ 

ートの予定が必ずしもうまく合わず，次第に教会に行かないことの方が多くなってしまった。やが 

て教会に来なくなり，以前には思いも寄らなかったことを安息日にするようになった。 

久美子の両親と監督は，彼女の変わりように心を痛めていた。監督は彼女と面接し，長期の目標 

について尋ねた。神殿結婚はまだリストの筆頭にあることを認めた久美子は，監督とともにこの目 

標に対する自分の進行状況を調べ，目標を達成するための短期目標を検討した。これによって久美 

子は，聖典の勉強，集会への出席，主の戒めを守ることなどがおろそかになっていたことに気がつ 

いた。両親と監督の助けによって，久美子はこれを正して神殿結婚という長期目標を達成するため 

の短期目標を定めることができた。こうして久美子は，勇気と決意と天父の助けにより，生涯の大 

事な時に進路を正すことができたのである。やがて何年かたち，久美子はふさわしい兄弟に巡り会 

い，神殿でこの世と永遠にわたって結婚することができた。 

話し合い 參久美子がもし進路を変えずにそのまま進んでいたら，どうなっていたでしようか。彼女は短期目 

標（高い標準を持ち，教会での活動を尊重している男性とのみ交際する，など）の重要性を無視 

したために，どのように神殿結婚という長期の目標を危うくすることになりました力、。 

自分の成長の度合いを度々評価し検討しないと，知らぬ間に長期の目標からわきにそれてしまう 

ことを指摘する。また，評価をするときには，両親や監督などほかの人に助けてもらうことを理解 

させる。 

長期目標の達成には固い決意が泌要 

わたしたちは目標をどうしても達成しようという強い決意を持っていなければならない。さもなけ 

れば途中で進路を外れ，安易な道へとそれて行ってしまう。 

「ある道は長く険しいかもしれない力《，わたしたちを 終的な目標に向けて正しい方向に導くも 

のである。一方短く広く快適な道であっても，間違った方向に行くものもある。道の各分岐点で… 

…迷わないために，わたしたちは心の中に 終的な目標をはっきりと持つこと力《大切である。」（スぺ 

ンサ一• W •キンボール「決^: なぜ今することが大切なのか」陛徒の道』1971年9月号，P.263) 

目標に到達するためには，それなりの犠牲と代償を払うという固い決意を持たなければならない。 

次の話は，スペンサー• W •キンボール大管長の目標に対する固い決意を示している。 

「わたしは伝道を終えて帰って来てから大学に入りたいと思ったが，家族はわたしを学校に送る 

ほど余裕がなかった。そこでわたしは学費を稼ぐためにロサンゼルスの南太平洋鉄道の積み荷の仕 

事についた。わたしは手押し車に積み荷を載せ，倉庫と貨物列車の間を往復しながら1日14時間も 

働いた。1,000ポンドの荷物をその手押し車に載せて運ぶこともしばしばであった。1日を終わってわ 

たしが疲労を覚えた訳がお分かりいただけると思う。 

わたしは仕事場から2, 3マイル離れた所に妹と一緒に住んでいた。電車賞は10セントだったが，わ 

たしは1日20セントを節約するために毎日往復の道を歩いた。わたしは何としてでも大学に行きた 

いと思った。そうして往復の道を歩くことによって，わたしの目標の実現はそれだけ近くなった。こ 

うしてわたしはアリゾナ州の家に帰り，アリゾナ大学に入るだけの十分なお金をためたのである。」 

(「決心——なぜ今することが大切なのか」p.263) 

レッスンの応用 

短期，長期の目標を定め，評価し，その実現を決意するように一人一人の生徒を励ます。必要で 

あれば新しい目標を紙に書き，短期目標を踏み石としてそれを達成するように提案する。 
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責任の委任 

目 的 生徒は，責任をほかの人に正しく委任することに関する原則とその段階を理解する。 

準 備 1.人数分の紙と鉛筆 

2.任意——生徒が家に持って帰れるように，「委任の5段階」を複写したものを人数分用意しておく。 

3.「委任の5段階」のロ一ルプレイングをするために，二人の生徒に依頼しておく。 

4.物語，聖句，引用文などの発表を割り当てる。 

教師へ 教師はこのレッスンで述べられている委任の5段階を十分に知って，使うようにする。,実際にゃっ 

てみることによって上手になるのであるから，レッスンの後半に十分時間をかける。 

レッスンの展開 委任することは指導者の大切な原則 

物 語 ちょっと目を閉じて，バレ一ボールの試合の模様を心に描くように言う。このチームの行動を描 

写する。例えば，「キャプテンが選手に作戦を指示し，各選手はそれぞれのポジションでプレーをし 

ています。選手はキャプテンの指示によく従って頑張り，好試合を展開しています。得点しました。 

選手も観衆も歓声を上げて喜んでいます。」 

今度は相手のチームのプレーを描写する。 

「キャプテンはどうしたことか選手に適切な作戦や指示を与えていません。選手はプレーが始ま 

ってもどうしていいのか分からず，混乱しています。キャプテンが一人で全選手のポジションを守ろ 

うとしています。ほかの人は得点するチャンスがあまりありませんでした力ぐ，キャプテンだけは何度 

も得点しました。」 

黒板を使った 

話し合い 

目を開けて，この二つのチームの選手が試合でどのように感じたか，その違いについて話し合うC 

生徒の答えを黒板に書く次のような答えが考えられるC 

黒板の例 

トム1 "ム召 

責任か港る 失 望 
助け合ろ やりたくない 
自 由 役に立たない 

楽しんでやる 悲しい 
自分の力を示す 力が出せない 
チヤンス 

參あなたはどちらのチームでプレーをしたいと思いますか。 

何人かの人と一緒にグループで働いている場合，自分力《役に立っていると感じられ，また自分も 

選び，貢献できると感じられれば，その中で成長し喜びを持つこと力《できる。チームのキャプテンや 

委員長，あるいはどんな指導者であっても，グループの人々にこのような気持ちを起こさせること 

ができれば，その人は大切な指導者の原則を上手に使っていると言える。この原則とは何か，生徒 

に質問する。黒板に「委任」と書く。 
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「委任」するとは，仕事や責任をほかの人に分け与え，自分に代わってそれを行う権限を与える 

ことである。 

聖句クイズまたは 次の聖句を使って，主がこの委任の原則をどのように使っておられるかを生徒に理解させる。一 

聖句探し つ一つの質問に対し，参照聖句を与える。生徒はまず聖句を探し，それを黙読してから，聖句に書 

かれている，質問の答えを述べる。 

または，参照聖句を与えて聖句探しをしてもよい。まず質問を読み，生徒は聖句の中から答えを 

探す。必要ならばヒントを与える。 
1.天父の業とは何ですか（モ一セ1：39)。 

2.天父はこの業をどなたに分かち与えられましたか（ヨハネ6: 38)。 

3.救い主は権能をだれに委任されましたか（エペソ4:11-12)。 

4.責任を委任されたら，わたしたちはどうしなければなりませんか（教義と聖約107 ： 99- 100)。 

5.責任を果たしたら，その後何をしなければなりませんか（マルコ6: 30)。 

6.使徒たちは自分たちの務めを終えた後で何をしましたカゝ。わたしたちは何をしなければならない 

でしよう力、（マルコ6 ： 30)o 

天父と救い主はこの委任の原則を一貫して使っておられる。この原則はわたしたちが成長する助 

けとなり，選択の自由や才能を使う機会を与え，自分の行動に責任を持つことを教えてくれるもの 

である。 

効果的に責任を委任する方法 

ロールプレイング わたしたちも委任の原則を学び，上手にこれを使うことができる。前もって依頼しておいた生徒 

に「委任の5段階」をロールプレイングさせる。黒板にそれぞれの段階を書き，一っずっ演じさせるc, 

第1段階——割り当てる責任をはっきり述べる 

クラス会長：河野姉妹，わたしたちは若い女性に入ってきたばかりのビーハイブの女の子たちの 

こと力《気になっています。一人一人にっいてもっとよく知りたいし，心から歓迎してあげたいと思い 

ます。それで，彼女たちをよく知るための活動をクラスで行いたいのですが，あなたにその係になっ 

ていただきたいと思います。今から3週間後の28日にそれを行う予定になっています。 

第2段階——責任の重要性を述べ，信頼していることを伝える 

クラス会長：自分たちが歓迎され，必要とされていると感じなければ，ビーハイブの人たちはほ 

力、の場に友達を求めるようになってしまいます。河野姉妹，あなたは人とすぐ親しくなれるという 

才能を持っているし，責任をきちんと果たす人です。ビーハイブのためにきっとすばらしい活動を計 

画してくれると信じています。 

河野姉妹：（承諾する） 

第3段階——責任を分担し，しつまで(こそれをしなwnばならなし、かを決める 

クラス会長：28日までにあと3週間しかないのですが，どんなことをしなければならないと思いま 

すか。 

河野姉妹：（ごく自然に質問に答える。） 

クラス会長：その中でまず 初にしなければならないのは何ですか。 

河野姉妹：（質問に答える。） 

クラス会長：それはいっまでにできると思いますか。 

河野姉妹：（質問に答える。） 

クラス会長：そのほかのことはいっやったらいいかしら。 

河野姉妹：（質問に答える。） 

クラス会長：だれに手伝ってもらいましよう力、。 

河野姉妹：（質問に答える。） 
クラス会長：その人たちはそれぞれどんなことをするのですか。 
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河野姉妹：（質問に答える。） 

クラス会長：忘れないようにそれを紙に書いておきましょう。 

第4段階一責任の進行状況をチェックする曰を決める 

クラス会長：では1週間後に会って進行状況を検討しましょう。その前に何か変更したり，必要 

なことがあったら，わたしに知らせてください。 

第5段階——励まし，感謝の気持ちを表す 

クラス会長：河野姉妹，この計画はとてもすばらしいと思います。ビーハイブの人たちが話して 

いるのを聞きましたが，とても楽しみにしているようです。あなたの努力を心から感謝しています。 

頼めば必ずやってくれると思っていました。 

生徒の質問や意見を聞いて，話し合う。第3段階-いつまでに何をやるかを決めさせることの重要 

性を強調する。これは責任を受け入れて，それを果たすという決意をすることである。指導者は，そ 

の人が何をしていて，いつまでにそれを仕上げる予定かを絶えず細心の注意を払って確かめる必要 

がある。この委任の原則は，自分の責任を逃れようとしたり，委任をしても指導者が忍耐や信頼に 

欠けていて，自分でやってしまったりすると使い方を誤ってしまうことがある。このようなことにな 

らないように注意を促す。 

グループまたは 

二人1組での活動 

話し合し 

レッスンの応用 

生徒に紙と鉛筆を配り，各自力せ持っている様々な責任を書かせる。そのリストを検討させ，その 

中の一つの責任をだれかに委任することができるかどうか調べさせる。この1週間の間に，5つの段 

階を使ってみるように言う。 
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多くの場合に有効な責任の委任 

生徒は5段階のロ一ルプレイングを見たので，次の事例（そのほかのものを使ってもよい）のうち 

一つを使って，グループまたは二人1組になってお互いに責任を委任する練習をする。 

1.あなたのクラスはワードの盲目の未亡人に週2回1時間ずつ本を読んであげるように頼まれまし 

た。この奉仕を計画する責任者を一人決めて，訪問の計画を立ててください。 

2. 6週間後にユースカンファレンスが計画されています。テ一マは「若人よ，飛べ！」です。この 

催しの宣伝係を決めてください。 

3.あなたは学校のコーラス部の部長です。部長には楽譜を配ったり，回収したり，他校で歌う場 

合には紛失しないように確かめる責任があります。部員の一人を選んで，楽譜の取り扱い方に 

ついてもっとよい方法を考える責任を与えてください。 

4.緊急の事態が発生し，両親は長女であるあなたに3人の妹（8歲，9歳，12歲）の監督を任せて， 

3日間家を留守にすることになりましたc中間テストの勉強もしなければなりません食事の 

仕度，後片付け，そのほかの家事の責任をどのように分担しますか。 

生徒たちの練習状況を観察し，必要に応じて助言を与える。時間があれば，1組に模範を示させ 

るようにする。このほかに，委任の仕方を知っていれば役に立つ場合（教会，家庭，学校，職場）を 

考えさせる。 
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若い女性アドバイザ— 
総大会説教を基にレッスン_み立てる 

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。®徒の道』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，クラスの生徒の 

具体的な必要にこたえる機会があるであろう。クラスの生徒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。レッスンは，中央幹部の教え，大会説教，聖典を 

活用して教える。 

レッスンを準備し，教える 

テキストに基づいてレッスンを準備し，教えるときと同じ方法で行う。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，どのような中心概念または福音の原則を教えるか，祈りの気持ちをも 

って決める。さらに中心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，ある原則を理解できる 

ようにクラスの生徒を助けたいだろうカゝ，それとも信仰を強め，何らかの態度を養成し，行動 

を変えるための動機を与えたいのだろうか。 

3.レッスンの構成を考える。参照聖句を探し，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ゃ聖句に基づいて質問を用意する。その引用文ゃ聖句にはどのよう 

な意味があるだろうか。若い女性に当てはめて考える（1ニーファイ19 ： 23参照)。 

5.若い女性がレッスンに参加できるような教授法を用い，発言を促す。そのためにどのような教 

授法があるかは，『教師——その太いなる召し』（33043 300)を参照する。 
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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 O ^ ® 

福音の原則または中心概念  

補助概念  

教 訪 漯 ) レ ッ ス ン 成 漯 ) 

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。 

會その福音の原則について主は何と言 

っておられるだろうカゝ。 

參現代の預言者たちはそれについて何 

と言っているだろうカゝ。 

參日々の生活にどのようにその福音の 

原則を応用できるだろうカゝ。また，そ 

れを実践することによって，どのよう 

に信仰が増し，正しい決定を下した 

り，問題を解決したりするのに役立 

つだろう力、。 

參福音の原則または補助概念を黒板に書く。導入 

に，実物を用いたレッスンを行ったり，物語，視 

覚教材，聖句，考えさせる質問などを利用した 

りする。 

•説教中の聖句やそのほかの聖句を聖典の中から 

探し，話し合って，福音の原則を明らかにする。 

鲁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，説教中の逸 

話や実例を話す。 

參質問をして，若い女性が実生活の中で福音の原 

則を実践していくのに役立つように話し合いを 

導く。 

鲁取り上げたテ一マに関連する体験，感想，証が 

あれば，それを分かち合うようにクラスの生徒 

に勧める。教師自身の思いも述べる。 

3.レッスンの内容を要約して，終える。 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，言正するC 

表 
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